
成年年齢引き下げに伴う成人式開催方法等のアンケート調査結果 

 

市では、令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、成人

式の開催方針を検討するため、下記のとおりアンケート調査を実施しましたので、その

結果について報告します。 

 

１．アンケート概要 

アンケート実施期間 令和３年２月１５日～令和３年３月１５日 

対象者 

（成年年齢引き下げの影響を受ける市民）６５８名 

平成１４年４月２日～平成１７年４月１日生まれであり 

令和３年２月１日現在飛騨市に住民登録のある方 

回答件数 ４５４件（６８．９％） 

実施方法 
ＱＲコードが印刷されたアンケート用紙を郵送し、イン

ターネット上での回答を依頼 

 

２．アンケート結果 

（1）対象年齢について 

 

 



「20 歳（現行どおり）」を選んだ理由 

・3学年合同が嫌なのと、18 歳だと受験とかがあって大変だから 

・19 歳 

・卒業して、すぐに成人式となるより 20 歳とした方が良い 

・20 歳が成人な気がするから 

・他の学年なんかと一緒にやりたくない 

・18 歳は受験などもあり開催時期が決めにくそう 

・18 歳にする利点が理解できない 

・受験と重なり成人式に参加できない子がいると思うから 

・18 歳は大学進学や就職で忙しいと思うから 

・18 歳からのメリットが分からない 

・大学受験と重ならないから 

・アルコール、タバコ、少年法等の整備されていない点もある 

・変わらないままがいい 

 

「18 歳（民法改正どおり引下げ成年年齢）」を選んだ理由 

・法にのっとって 

・いつかは 18 歳でやることになる。成人の自覚が芽生えるように区切りとしてやった

方がいい。 

 

「その他」を選んだ理由 

・19 歳 

・日本一律の方法での実施を希望します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）開催時期について 

 

「1 月（成人の日）」を選んだ理由 

・法にのっとって 

 

「1 月 3 日（現行どおり）」を選んだ理由 

・例年通りの方がわかりやすいから 

・冬休み中でみんな集まれると思うから 

・今までと変えたくない 

・飛騨市を離れて帰省するなら正月がよさそう 

・それに慣れている 

・お正月で帰省して参加し易いと思うから 

・今までもその日で問題なく行われているから 

・1番いい時期だと思うから 

・時期については今までで問題はないと思うから 

・正月休みは、帰りやすい。 

・帰省のついでで良いと思います 

 

「5 月（GW など）」を選んだ理由 

・５月を選択しましたが、平成 16 年度生まれの学年に関しては、受験や進学就職に伴

う引っ越し等に影響の少ない時期に開催していただけるとありがたいです。 

 



「その他」を選んだ理由 

・選択肢を用いて、各学年ごと別日に開催すると良いと思う。例:H14 年度生まれ→1/3、

H15 年度生まれ→GW、H16 年度生まれ→盆 と分ける。 理由:高 3で成人式を迎える

より卒業後が望ましい。 2 学年以上では大人数となり、混乱が危惧されること。 衣

装レンタルや美容室予約が集中、殺到すること。 

・大学入試を控える子がいると思うので、3月以降がいいのでは？ 

・1月 2 日 

 

（3）開催方法 

 

 

「対象者（市内全域）を一堂に会して開催」を選んだ理由 

・親と子ども 

・少しずつ子供が減っているから 

・色々な人との交流が楽しめる 

 

「中学校区ごとに開催（現行どおり）」を選んだ理由 

・人数が多すぎると派手なことが起きた時に大変だし、親しい顔ぶれで 20 歳を祝いた

いから 

・知らない人がいるのはいやだから 

・他の地域と一緒にやるのは嫌だ 

・密の回避 

・家近くの会場の方が楽だから 



・同じ学校じゃない人とやっても楽しくない 

・コロナの影響を考えて 

・変更する必要がないから 

・コロナウイルス対策であまり集まらずにできるから 

 

「その他」を選んだ理由 

・せめて年齢ごとに別日にやってほしい 

・せめて年齢ごとに別日にやってほしい 

・令和５年には、２０歳と１８歳になる子供がいます。兄弟で同じ会場では、お互いに

気不味いと思うので、学区と言うよりも年齢別で会場を分けた方が良いかと思います。 

・中学校区ごとに分けて学年別で行う 

・学年別に、今まで通りのやり方が希望 

・小さいころから支援学校に登校していて、年に数回の交流があるくらいの中学校の校

区の成人式に出席は不安で、出席の選択に悩む人もいるのかな。どーなんかな。悩み

ます。個人的には、校区に出席したいけど、たしょうなりの不安があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【成人式に関する自由意見】 

・平成 15 年生まれの人は 19 歳なので、県外に進学や就職した場合中途半端でなかなか

帰ってこれないと思うし、上級生に気を遣いながら下級生に気を遣わせるのもきまづ

くて嫌なので、学年別で 20 歳で開催して欲しいです 

・18 歳のときだと大体の人はまだ地元にいていつでも会えるので、20 歳の時に成人式

を行うかたちにして頂いて、友人と再会したいです 

・令和 5年の成人式は、3学年を学年別で、日時等を 3回に分けて実施いただきたいと

思います。その場合、1 月 3日にはこだわりません。 

・国が決めたことではありますが、高校三年生の子が成人式を行うこととなると、受験

生の子がどの時期に行うにしろ可哀想だと思います。大学受験を経験した身からする

と、振袖を選んだり、スーツを買ったりする時間も惜しくなると思うし、成人式はお

祝いごとですが、晴れやかな気持ちで迎えられることを想像することができません。 

大学受験をする人にとって、受験は自分の人生に大きく関わってくるものなので、も 

し自分が高校三年生で成人式を行うとなったら、絶対に行かないと思います。人生で 

1 回きりの成人式が受験でかぶることは、体調面でも精神面でも時間の面でも厳しい 

と思います。私は 20 歳の代ですが、もし 3 学年同時開催ならば、せめて日にちを学 

年ごとにずらしてほしいです。とにかく、高校三年生の受験生の子が晴れやかな気持 

ちで成人式を迎えられるように十分な配慮をしていただきたいです。 

・できれば２０歳のままにしてほしいです。また、3 学年まとめるのはやめてほしいで 

 す。中学校ごとに分けてほしいです 

・もし 3学年合同で行うことになっても，時間や場所などをずらし，同学年だけの成人

式を希望します。先輩や後輩と顔を合わせることは望みません。 

・そもそも自分たちのために開かれる重要な式なのに他学年と同時開催というところ

に非常に残念に思う。成人年齢の引き下げはともかく対象者の気持ちを無視した意見

に憤りを感じます。 

・そもそも自分たちのために開かれる重要な式なのに他学年と同時開催というところ

に非常に残念に思う。成人年齢の引き下げはともかく対象者の気持ちを無視した意見

に憤りを感じます。 

・1学年でやりたいです 

・開催時期は現行の 1 月 3 日は、三ヶ日と重なっているので避けた方が良いと思いま

す。同様に、受験期とも重なるので、受験が終わった後の 3月の春休み開催が良いと

思います。 

・あまり親しくない上の学年と成人式をしても気まずい 

・3学年同時開催となった場合でも開催日を学年ごとにずらしてください。 

・絶対に 20 歳の人だけでやりたい 

・3学年同時に成人式開催は避けてほしい 



・成人式の後、同窓会というながれが今も、続いているのであれば、まとめて、三学年

実施は大変だと思います。成人式の時期については、振袖を着る事を考えると、お盆

の暑い時期は避けて考えて頂きたいです。 

・１８才１９才時の式典は、大学進学を目指している者は参加困難。お酒が呑めるよう

になって近況を話し合う場でもあり、地元還元にもなるので無理に法律に会わせる必

要を感じません。 

・3学年、同時開催には反対です。会場を 1箇所で行うのも反対です。他県では、20歳

を祝う会などと名称を変えて、1学年（２０歳になる学年）のみで行うところもある

と聞きます。そのようなやり方の検討を希望します。成人年齢の引き下げといっても、

本人達にとっては選挙権が与えられるくらいしか、変わらない印象なのではないかと

思います。携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつ

くる、高額な商品を購入したときにローンを組む、パスポート、各種資格取得も可能

になるそうですが、実際我が子の学年は高校生がほとんどですので、生活はあまり変

わりません。やはり、成人式は一生の思い出として各中学ごと、各学年毎に行ってい

ただきたいと思います。今年の新成人の皆さんも、飲み会などは出来ないけれど久し

ぶりに中学の仲間たちに会えてとても嬉しそうでした！美容院も集中して混雑しま

すし、雪が多かった場合、各地域から会場までの道のりも、当日、どんな状況になる

かわかりません。現在のように万が一、何か感染症等が流行していた場合、密になり

ます。人数を理由に中止になってしまいます。行事について、あり方を考えるのは大

切な事だと思いますが、経費削減、面倒なことはまとめてやってしまうようなことは、

やめていただきたいです。コロナ禍で沢山の税金が遣われたことも理解しています。 

でも、これからそのマイナスを支払っていかなければならないのはこどもたちです。 

 当事者の気持ちを優先して貰える行政であっていただきたいです。どうぞ、よろしく

お願い致します。 

・3 学年まとめて開催は反対です。全国的な流れで開催しなくてはならないのであれば、

学年毎に日にちを変えて欲しいです。そして、18 歳での成人式は、受験生にとっては

1 番心身ともに大変な時なので、やはり 20 歳での開催の方が望ましいと思います。 

・成人を 18 歳とする事に反対です！ 

・18 歳で成人式となると大学進学などでまだ進路が決まっていない子もいると思いま

す。懐かしい友達と集まるという感覚も無いと思います。もちろんお酒も飲む事がで

きない為、20 歳での成人式が望ましいと思います。 

・学年が違うと人数も増え、コロナの事もあるので今まで通り、中学校区で一学年のみ

の方がいいと思います。それから、学年が違ってくると、まとまりにもかけると思い 

ます。主催側は、1年 1 年行うのが大変だと思いますが 4 年前の長男の成人式が良か

ったので次男の時も現状維持でお願いしたいです。夏開催だと着る物は多分、略式に

なるので費用面では助かりますが女の子の親さんが楽しみにしている振り袖を着て



もらうのは難しそうです。でも、コロナ感染等や雪道の道中の移動を考えるとお盆な

ら比較的、移動しやすいですし、まだ、帰省する人が多いのではないかと思います。 

・年下とは一緒に成人式を行いたくない。お酒を飲める年齢になってから成人式をした

ほうが大人になった気がする。 

・従来通り２０歳で、各学年毎での開催を希望します。２０歳を祝う会などと名所を変

えて行う自治体もあると聞いています。会場も今まで通り、各中学毎、別会場で行っ

ていただきたいです。当日の雪の状況で各地から集まるのも大変ですし、なにより中

学の仲間との、和気藹々とした再会の場を大切にしたいです。どうぞよろしくお願い

致します。 

・これまで通りの開催でリスク管理をすることの方がいい。新しくすることはより大変

な課題があると思う。 

・三学年集められても困る。それはやめてほしい。同級生でやることに意味があると思

う。20 歳の年でも 18 歳の年でもいいけど、同じ学年のみで行ってもらいたい。 

・学年は別にして欲しいです。3学年まとめて、同じ日に集まるのは、会場の広さの問

題もありますし、成人式は一生に一度の大切な行事なので、同級生と共に過ごしたい

と考えています。 

・3 学年一緒にはやりたくない(人が多すぎる。同級生と久々の再開で同級生との関わ

りを大事にしたい)ので日にちをずらして欲しいです。できるなら、20 歳が日にちと

して一番最初がいいです。 

・成人式が、18 歳になった場合、子供が高校卒業で、進学などで、バタバタする時期で

あり、また女の子なんで、着物準備となると、お金の面でも出費が重なりすぎるのが、

親としては大変です。現行通りなら、20 歳まで 2 年間お金の準備も計画的にできる

ので、これまで通りで開催してほしい。子供自身も、20 歳の方が長い間会わなかった

友達とあえたりして、新鮮ではないでしょうか？ 

・成人式は２０歳でいいと思います。 

・18 歳だと成人した実感があまりないし、少し年が空いて成人式が会う機会になるの

で 20 歳で成人式をしたいです！！ 

・コロナが心配なので成人式 5 日前位に成人式対象者全員 PCR 検査を事前にしてもら

いたいです。一生に一度の大切な行事なのでお世話になりますが宜しくお願い致しま

す。 

・一生に一度の成人式を台無しにしてほしくない。うちらたちの学年だけ変な成人式に

してほしくない 例年と同じように特別扱いせずにやってほしい 

・同じ年でもいいけど、学年ごとに開催日を分けて欲しい 

・3学年同時に開催するのは少し悲しいなと思います。自分の年になってやっとで成人

になるのに 1 つ年下と同時に成人です。」と言われても違和感しか感じないです。 

百歩譲っても、成人式だけでも今まで通り年々別々にするか、出来なくても成人式を



ずらすなどをして欲しいです。 

・3学年一緒の時期に開催するとしても、ちゃんと時間を分けて欲しいです。 

・来賓の祝辞はつまらないので短くして欲しい 

・20 歳は 20 歳のままでいいと思う 

・18 歳は、大学受験とか、新社会人になるとか、生活が変わりバタバタするので、やめ

てほしい 

・同学年だけで開催して欲しい 

・20 歳でいいのになと、思います。お酒も飲めないんだし。18 歳にすることに、なん

のメリットがあるのか、どうして勝手にこうやって決められるのか意味分かりません。 

・成年年齢が引き下げられた事により成人として過ごすのに必要な知識を成人式で伝

える必要があるのであれば成人式を早める事も大切かと思います。しかし、20 歳だ

から成人式を理解出来る年齢でもあると思うのと、お酒などは 20 歳からと変わらな

い為、できるだけ成人式は今まで通り行えたらよいと思います。18 歳の時に「成年扱

いになるとは」という封書や配信などで対象者に知って頂けたら、より良い成人、成

人式になれるのではないかと思います。 

・3学年同時はやりたくない 20 の人だけでいいと思う 

・3学年同時での成人式はやめてほしい。 

・２０歳だけでやりましょう単学年がいいです 

・18 歳に引き下げることで、受験に重なったりすると思う。 

・法律は改正されるが、年齢別に別会場で行うか、別の日にちを用意して成人式を行っ

てもらいたい。成人式は同学年だけで行って欲しい 

・三学年同時に開催したいです。 

・全て現行どおりがいいです。 

・みんなに久しぶりに会える行事なので楽しみが大きいです。 

・20 歳の開催のつもりで振袖代を中学生から積み立てをしています。現状通り希望で

す。 

・現状通り希望です。 

・食事中のタバコを禁止と喫煙所の配置(できれば外)お願いします? 

・学年ごとに会場は分けて欲しい 

・18 歳で式をしても、大学受験や進路について大変な時期になるので、20 歳の時は今

まで通りでお願いしたい たまたまですが、うちはその時 20 歳と 18 歳になる娘がい

るので２人いっぺんにあるのは、からりきついです 

・絶対 20 歳の時にして欲しいです。 

・令和５年の成人式に関しては、３学年合同の開催ではなく、学年事に開催していただ

きたいです。 

・時代の変わり目ですね。記憶に残る式になると嬉しいです。 



・?18 歳=高校３年生では、現在の子は精神的にまだ未熟で成人とは言いがたいと思わ

れます。?民法改正も政府が選挙権を増やしたい為だけに、18 歳迄下げたように思わ

れます。 選挙権は選挙権とし、成人式や飲酒?喫煙といった事は、今までどおり 20 歳

以上で良いかと思います。 20 歳でもとても大人の行動とは、思われない事をする方

も見えますが、何処かで成人としての区切りを付けるなら 20 歳が妥当ではないでし

ょうか。?学生(専門、大学)の方も、就職している方も、1月 3日なら大体は都合が付

くのではないかと思います。?高校は地域が混じっていて広域になる為、調整が難し

いし、高校へ行っていない方も見えるため無理かと。 今までどおり、中学校区開催

が無難かと思います。出る.出ないは個人の意思かと思いますし。 

・成人式は今まで通り 20 歳で良いと思う。開催時期は暑くも寒くもない長期休みのＧ

Ｗが良いと思う。 

・民法改正により変更点問題点が発生し、とても大変なことだと思っております。開催

に向け、このようなアンケートを実施するなど、一生懸命取り組んでいただきまして

ありがとうございます。一生に一度の成人式を無事開催出来ますことを、心から望ん

でいます。どうかよろしくお願いいたします。 

・18 歳で成人式をするというのは、大学進学を目指す生徒にとっては参加が難しいの

ではないかと思います。私は今年 18 歳になるので令和 5 年に成人式がある場合参加

出来ますが一つ下の子達は大変な思いをするのではないでしょうか。20 歳になって

それぞれの生活にも余裕が生まれてくる人も多いでしょうから、私はそちらの方が良

いのではないかと思います。 

・中学校区ごとに開催するのはいいが年齢ごとに開催して欲しい 

・忙しい時期でなければなんでもいいです 

・成人年齢が 18 歳となっても、全てが大人として認められる（飲酒、喫煙等）年齢が

20 歳であるとするのならば、従来通り 20 歳を迎えた時に開催してお祝いした方が違

和感がないと思います。3学年が同じ開催年と言うのも、それに関わる方々の苦労も

大変な事だと思います。他にも様々な問題等があるような気がしますので、これらの

事を考えると従来通りで良いと考えます。 

・民法改正通りにとは思っています。ただし、この改正時にあたる３学年合同で行われ

る事に関しては、少し考える事があるような気がします。 

・18 歳での式は、賛成できません大学受験や、進路について 1番大変な時です 20 歳の

時にやってほしいです 私事ですが、その年に 18 歳、20 歳になるムスメ達がいます 

２人いっぺんになるのは、とても大変です 

・日にちを分けたりして、ひと学年ずつやってほしいです。 

・３学年全部でやると人数も多くなり大変だと思うので、日にちを分けてやったらいい

のではと思います。 

・今まで通り 20 歳で成人式を行いたい 



・年齢ごとに別で開催して欲しい。 

・現在のままがいいです。 

・18 歳に成人式を開催すると、受験などで忙しくなるため、今まで通り 20 歳に成人式 

を開催するようにしてもらいたいです。 

・全て今まで通りがいいです 

・20 歳に成人式を開催して欲しいです。18 歳だと大学受験などが重なる人も多いと思

うし、お酒も夜 10 時以降の外出も許されないので 20 歳にして欲しいです！ 

・今まで通りの開催方法を望みます。 

・あまり違う年代の方たちと会場で鉢合わせしたくない（気まずいから）ので、年ごと

で会場とかブースを分けていただけるとありがたいです 

・成人式はやはり 20 歳で！というのが理想です。ただ、民法改正で 18 歳になった場

合、3 学年合同というのは簡単ではないと思います。兄弟姉妹がいて重なった場合、

その準備などにかかる費用は大きいものになりますし、それだけの大人数が一同に成

人式となると、女の子の憧れである振り袖などのレンタルも限りが出てしまい、飛騨

地方のような田舎では、美容院の予約も難しくなると思います。しかしそれでもどう

しても 18 歳で、3 学年が同年度に開催しなければならなくなるなら、せめて飛騨市

は一学年ずつ開催時期をずらしていただきたいです！1月 3日の学年もあれば、その

他の学年は、15 日だったり春と、GW にしたり…。人生の大切な式典です。一人一人

が笑顔の成人式になるように、ご配慮していただきたいです。どうかお願いします！ 

・もし 3 学年まとめてやることになるんなら、1学年ごとに別日もしくは別の会場でや

ってほしい。まとめて同じ会場で一斉にやるのはやめて欲しい。 

・今回の成人式をある意味強行したことを疑問に思っています。他の市町村のように時

期をずらして、コロナ禍の感染リスクが少ない時節に開催しても良かったのではない

ですか？市長のパフォーマンスにしか見えません。 

・感染収束しているか分からないため中学校ごとで開催すべきだと思う 

・コロナがどうなるか分からないので多すぎると密になるし、学年ごとに３日に分けて

開催されるといいと思います。 

・3 学年同時開催は、密にもなりますし、美容院や着物なども混雑すると思います。人

生で一度きりしかない成人式でコロナなどの感染者を増やすことは、頑張ってくださ

っている医療従事者に対して、したくはないです。ですので、日にちを分けていただ

けたらと思います。 

・18 歳での成人式は同時期に卒業や進学、就職などで各家庭お金がかなりかかるため 

成人式での着物レンタル代も高額で経済的なことも考えて 20 歳の現行通りの方が 

とてもありがたいです。 

・成人式は既に形骸化しており、近年では小学・中学時代の同級生と再会する場として

の役割しかないと思える。個人個人に法的な責任を持たせる意味での 18 歳で成人と



するコト自体には異議はないが、まだ高校生である者に対して成人式への出席を促し

てみても中学時代の友人に対して懐かしさを覚える筈もなく、喜んで出席するとは到

底思えない。そういった観点で考えた場合、必然的に飲酒会合が法的に可能である 20

歳でなければならないと考える。また、成人式および式後の地域経済に対する経済効

果の観点からも、高校生である 18 歳を対象にした場合は効果が薄れると推測される

のではないだろうか。 

・勝手な民法改正で、ただ選挙権を持つくらいの成年年齢の引き下げで 18 歳で成人式

をするのはいかがなものかと思います。18 歳は、まだ高校 3 年生で成年といっても

ピンとこないし、二十歳という節目で成人式の祝いをしてあげたいと思っています。 

また、3学年同時に等というやっつけ仕事みたいな事はして欲しくありません。それ

ぞれの学年の子供達がそれぞれの思いで成人式を迎えるのですから。コロナの時期に

大人達よりも貴重な青春時代を犠牲にしてきた若者達にしっかりとしたセレモニー

を考えてあげて欲しいです。 

・今まで通りでいいと思っています。もし 18 歳に引き下げになって 3 学年やるとなる

のであれば各学年日にちをずらして行っていただきたいです。女子は着物の着付けの

事もありますので 1 日で 3 学年同時は無理だと思いますのでどうか配慮お願いいた

します。 

・３つの代でバラバラにして欲しい 

・ハタチという特別感がないから 18，19 歳の子と一緒に成人式をしたくない 

・同学年だけでやりたい 

・女性の場合、振り袖の準備等、慌ただしくなりますし、子ども(自分の)も現行どおり

を希望しております。そもそも自治体が成人式の希望時期のアンケートをとる前に、

国が全国の該当保護者に成人年齢の変更伺いのアンケートをとるのが順序かと、、、 

・今までどおりのやり方をしたい中学３年、担任の先生に会いたいです 

・高校卒業したらなかなか同級生と会えない。成人式なら地元を離れていてもみんなが

集まりやすいと思います 

・１８歳で成人式を行うのは、親子ともに反対です。受験もある中、人が沢山集まる成

人式に参加するのは本人の体調管理、また着物選びや前撮り等に時間も取られてしま

うので時期的に大変です。また、１８歳では飲酒やタバコは禁止されているのに成人

式で集まる事で、いつもより気持ちが高まり間違った行動をしてしまう子も出てしま

うかもしれないので、心配です。やはり、今まで通り 20 歳での成人式を望みます。 

・3 学年が一緒に開催することになるといまの高校 1 年生の私たちの肩身が狭いです。 

だから開催日をずらして、今まで通りやってほしいです。 

・成人式の開催をしてくださりありがとうございます。18 歳にした場合、高校在学中の

子達が多いので参加しやすいかなという反面、大学入試を控えた子達に現行の日程で

は楽しめないかなと思ったりします。かといって、他の日程では各々高校三年生の大



事なときでもあります。ですからアンケートに答えにくいところがあります。 

・選挙権などは１８歳からで賛成ですが、成人式は２０歳の人のみでいいと思う 

・三学年でやるのは嫌です 

・お盆開催を切望します是非とも 

・3 学年全員を同じ日に開催するのではなく、日付を別々にすれば、成人式対象者を 3

学年としてもいいと思う。3学年を同じ日に開催する必要性はないのではないか。 

・18 歳という年齢は、在学中の高校３年生が対象になるとおもいますが、受験や次のス

テップで不安定の中で成人式をするというのは、気忙しい気もします。また、その時

期に大勢の人が集まると感染症のリスクもあり、共通一時テストの時期も近いため、

感染症感染で受験の機会を逃す心配もあるのかなと思うし、会話の中でも進路の話し

などデリケートな部分のモチベーションも、どーなんかなと思います。ひさしぶりに

会う仲間がワクワク将来について語れるような現行の時期が妥当かなと感じます。 

・18 歳で 1 月に成人式をすると共通テストなどの受験が重なり、受験生にしてみれば

いい迷惑になると思います。 

・20 歳の時に同級生だけでやりたいです。 

・成人式は例年通りの日程、方式でやっていただきたいと思います。 

・全て現行どおりが良いです 

・18 で成人式をするならば、もっと 2、3年前からこういったアンケートをする必要が

あると思う。この学年でする事ではない。 

・現高校 3 年生の息子は現行通り、高校 1 年生の息子は 18 才で行いたいと言っており

ます。学年によって意見がわかれるかもしれませんね。過渡期は大変だと思います。

早めにアンケートを取っていただき、ありがとうございます。 

・コロナ禍の中、成人式を行う事も実際は難しく感染予防対策を考えながらとすれば、

現行通りで、大規模にならずすすめられるほうが安心ではないかと思います。 

(1)成人式は、今までどおり２０歳で良いと思います。高校卒業間近の３年生は、現

在の３年生では責任の取れる成人とは言えない。選挙権の為だけに、１８歳に政府が

年齢を下げただけに思うので、成人式、酒、タバコといったものは現行どおり２０歳

で良いのではないでしょうか。 

(2)時期も、全国あちこちに散らばっている新成人を全て集めるのは元々不可能かと。 

 今までどおり、１月３日か白川郷の様にお盆休み中にするのが妥当かと。 

(3)飛騨地区全部の新成人が、入れる建物がない。どうせ中学校単位なら、今までど

おり、古川中→スピリチュアルホール、神岡中→神岡のこれまでの場所で、良いと思

います。 

・(1)成人式は、今までどおり２０歳で良いと思います。高校卒業間近の３年生は、現

在の３年生では責任の取れる成人とは言えない。 選挙権の為だけに、１８歳に政府

が年齢を下げただけに思うので、成人式、酒、タバコといったものは現行どおり２０



歳で良いのではないでしょうか。 

(2)時期も、全国あちこちに散らばっている新成人を全て集めるのは元々不可能かと。 

 今までどおり、１月３日か白川郷の様にお盆休み中にするのが妥当かと。 

(3)飛騨地区全部の新成人が、入れる建物がない。どうせ中学校単位なら、今までど

おり、古川中→スピリチュアルホール、神岡中→神岡のこれまでの場所で、良いと思

います。 

・できれば同学年の友達と一緒に行いたいです 

・毎年成人式は 1 学年で行われています。成人するのは 18 歳からになりましたが、人

数がすごく多くなってしまうし、お酒を飲めるのは 20 歳からなので、今まで通り 20

歳の代だけの成人式がいいです。 

・3学年を 1 回にまとめて成人式を行うのは辞めて頂きたいです。 

・マスク、消毒を徹底して行えば問題ないと思います。現行通りでないと、飛騨市以外

で進学、就職をした人は成人式に参加できないと思います。 

・(1)成人式は、今までどおり２０歳で良いと思います。 高校卒業間近の３年生は、

現在の３年生では責任の取れる成人とは言えない。選挙権の為だけに、１８歳に政府

が年齢を下げただけに思うので、成人式、酒、タバコといったものは現行どおり２０

歳で良いのではないでしょうか。 

(2)時期も、全国あちこちに散らばっている新成人を全て集めるのは元々不可能かと。 

 今までどおり、１月３日か白川郷の様にお盆休み中にするのが妥当かと。 

(3)飛騨地区全部の新成人が、入れる建物がない。どうせ中学校単位なら、今までど

おり、古川中→スピリチュアルホール、神岡中→神岡のこれまでの場所で、良いと思

います。 

・18 歳は大学受験や就職試験などで忙しいため、進路が決まり落ち着いた 20 歳という

節目の年に、成人式を行った方が良いと思います。飲酒が 20 歳からという事もある

ので、今まで通り成人式は 20 歳が良いと思います。 

・年齢ごとに分けて別の日に開催して欲しい。3日間に分ける。美容院などが市内に少

ないのでパンク、予約が追い付かない為。18 才だと大学受験が有るので 1 月開催は

無理。参加できない人が増えるし受験に集中出来ない。 

・人生で記念すべき日だから是非開会して欲しいです！ 

・高校 3 年生で成人式をしても、全然楽しくない。高校を卒業して、進学や就職をして

友達と再会するのが、楽しいと思う。 

・18 歳での開催の場合は、1 月中は、ほとんどが学生であり、厳しい事も予想される。

3 月卒業式後ではないと、落ち着かないと思います。18 歳は、社会人か学生の進路と

なりますが、成人式のみ 18 歳での開催は、飲酒の問題等も関わってくるのではない

かとも思いました。20 歳の節目は大切だと感じた為、現行のままとしました。 

・大切な節目を、お祝いしていただける事に、感謝いたします。以前の様に、普通に挙



行出来る様になる事だけで、十分ありがたいです。 

・18 歳ではまだ学生であり、受験生は成人式どころではなく参加者が少なくなる可能

性があるように思います。成人式は子供本人にとっても大人と言う節目を迎える大切

な行事で楽しみにしていると思います。それは親子さんも同じ思いだと思います。子

供たちや親子さんにとって納得がいく結果になることを願います。 

・現在 18 歳の学生ですが、成人式は自分達の学年だけで、20 歳になった時に行われて

欲しいなと思っています。後輩と共に成人式を行うというのは少し複雑な気持ちです。

また、お互いの土地でそれぞれが頑張り、久し振りに顔を合わせて懐かしさを感じる、

というのも成人式の醍醐味だと私は思います。まだ地元を離れていない 18 歳のとき

に成人式というのは少し違和感を感じました。そして 18 歳の学生の立場としても、

18 歳の 1 月に成人式というのは、大学受験とも重なるため良いとは思えません。小

学校でも 2 分の 1 成人式を行ったので、20 歳で成人式が迎えられたらいいなと思い

ます。 

・20・19・18 才と対象年齢の、３学年一緒に開催してもいいので、会場と時間を別々に

していただけるとありがたいです。もしくは、成人の日の前後で開催日を学年別にし

て欲しいです。色々と大変だとは思いますが、子供達のいい思い出にして欲しいので

ご検討をお願いします。 

・高校を機に転入してきました。地域には友人が少なく、中学校の居住区での成人式に

出席したいです。 

・少子化やコロナ禍と開催も難しい面があるかと思いまします。せっかくの成人式です

ので飛騨市の良いところ、企業・産業を改めて認識できる事業を祈念します。 

・コロナ禍ですが、密を避けるなど可能な限り従来通りの開催を希望します。対策等大

変お世話おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

・大人としての、スタートをお祝いする式なので、子供達が帰省しやすい時期で、同じ

学校を卒業した仲間で、行うのが、自分の時も振り返ってみて良かったなぁと思い出

すので、このような意見を選ばせて頂きました。 

・例年通り 20 でしたいです 

 

 


