
成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

計 割合
205 30%
471 70%

676 100%

計 割合
21 3%
93 14%
90 13%
52 8%
85 13%

172 25%
112 17%
51 8%

676 100%

2．女
1．男

回答項目

8.60歳以上
7.50歳代
6.40歳代
5.30歳代
4.1～3を除く10～20歳代
3.平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ
2.平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ
1.平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれ

回答項目

30%

70%

Q-1：あなたの性別をお答えください。

1.男

2.女

3%

14%

13%

8%

13%

25%

17%

7%

Q-2：あなたの誕生年か年代をお答えください。

1.平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれ

2.平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ

3.平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ

4.1～3を除く10～20歳代

5.30歳代

6.40歳代

7.50歳代

8.60歳以上
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

計 割合
560 83%
116 17%

676 100%

計 割合
199 35%
93 16%

244 43%
31 5%

567 100%

回答項目

2.18歳とした方が良い
1.従来どおり20歳とした方が良い

回答項目

4.その他【Q5に内容記載】
3.成年年齢引き下げでも全ての法定年齢が引き下げられないため
2.大人は20歳からというこれまでの伝統を大切にしたいから
1.18歳は進路決定の大事な時期で、式典に参加するのが難しいから

83%

17%

Q-3：成人式（式典の名称は仮定です）の対象年齢についてお
聞きします。

1.従来どおり20歳とした方が良い

2.18歳とした方が良い

35%

16%

43%

6%

Q-4：Q3で20歳と答えた方にお聞きします。
その理由で当てはまるものをひとつ選択してください。

1.18歳は進路決定の大事な時期で、式典に参
加するのが難しいから

2.大人は20歳からというこれまでの伝統を大
切にしたいから

3.成年年齢引き下げでも全ての法定年齢が引
き下げられないため

4.その他【Q5に内容記載】
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

大人は18歳という認識でも良いが、お祝いの式典は従来通りの20歳で良いと思います。
もし、18歳で式典や集まりをするとなると、令和５年の3学年がが大変そうなのと、先輩と同じ日？同じ頃
にお祝いの集まりって後輩になる子たちがかわいそう。のびのびお酒が飲めるわけではないし、18歳で式典
はイメージがわかない。

18歳では、まだ未熟で、考え方や責任感など養えていない為。高校卒業をして、将来を考え、それぞれの道
に進んで行くうちに、成人式に再会して成長した自分や仲間を見て刺激を受けたり、喜びを感じ会えるのが
いいと思う。

今までの慣例から20歳とすべき

上記にあるように、2023年の成人式は三学年が一緒になると言うこと。会場の問題、進路等の問題、また女
の子は美容室や着付けが集中して、混乱を招くのじゃないでしょうか。我が家にはその年に20歳になる子が
いるので、もし、そうなったらどうなることかと不安しかありません。

Q-5：Q-4の「4.その他」の内容（20歳を対象とする理由）

本来の成人式の目的ではないが、むしろ重要な側面となっている副次的な効果として１８歳で就職又は進学
で離散していた同級生がある種強制的に集まる機会という性質、郷土意識の醸成という性質は決して無視で
きない為

18で成人式をしてしまうと、飲酒喫煙等もいいと思ってしまう子達が多いのではないでしょうか。

少し大人になった20歳のみんなに再会するから嬉しいのであって18歳じゃ何も変わっていないから。成人式
といえば20歳のイメージがあるのに18歳にする理由がよくわからない。

１８歳だと進路のことで式典に参加するのも大変だと思うし、成人式参加に着物を着たり、スーツを用意し
たり、金銭的にもかかると思うので。

20歳を基本にして考えておかないと勘違いをする者が出てくる可能性がある。他の法律との関係からも面倒
だと思います。

あばれるから

まだ18歳では高校卒業したばかりで、精神的に親や他の大人に依存している。
まだ成人とは言えないと思う。

親としての意見ですが、我が家は裕福ではない為、18歳の年に成人式＋進学代を同じ時期に費用を用意する
のは凄く大変だと思い20歳に開催して欲しいと思いました。

1～3の回答もそうですが、進学時期と成人式が同時期となると、ひとり親としては出費が厳しい。

人格形成にバラツキがあるから。

成人式は人生で1度のイベントなので変化を加えた最初の年は、3学年分集まることによって二次会の場所の
確保の問題などが起こり嫌な思い出になる可能性があるため。
また、20でやることにより大学進学や就職などで疎遠になっていた人達と別の縁での繋がりが出来るかもし
れない楽しさがあるのに、18でやってしまうと高校卒業程度なため社会的繋がりを意識して人脈を広げられ
なくなりそんをする可能性があるため。
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

1の理由が1番大きいです。
18∼20歳の人達がみんな集まる場所がないから。
コロナがあるので、密になるといけないから。

18歳では、まだまだ大人になりきれていない？

今年19歳になる娘がいます。成人式が18歳になった場合、式典に参加する晴れ着等を高校在学中に用意しな
くてはいけないので保護者的に負担が大きいし、進路等もある中でやるのはどうかと…20歳という歴史があ
り自分の娘も20歳でやると思っていたので、来年やります！って言われたら用意も出来ないし晴着もきせて
あげられません。18歳で選挙権だけなので20歳でやるべき

18歳は受験など多忙なこともあるが、七五三 還暦 など年齢の節目のお祝い事として20歳 弱冠の祝いを
していくのが良いと考えます。

大人としての区切りとして、20歳で成人式が良いかと思います。
また、年齢別となったら10，20，30…歳となりますし、今まで20歳で成人式をしてたので、何で18歳で成
人式、選挙にする
意味が分かりません??
飲酒、煙草など20歳からとなっているし、やはり20歳からは大人と言う区切りをした方が良いと思います。
成人式を期に子供達も自覚が出るのではないでしょうか。

正直に言ってしまえば、今までその年その年で、ひと世代ごとに祝われてきたのに、私たちだけ不平等だと
思うから。また二十歳になっていないのに成人式に参加する人の数が増えて未成年の飲酒など問題がたくさ
ん起こりそうだから。

今までどうり20の方がいいと思いました。

二十歳以外の年齢が入るとその年代の記念日ではなく混ざるのでかわいそうです
同時にやるのであるならば 日にちを変更してあげるべきです

大人は２０歳からというこれまでの伝統を大切にしたいから

18歳はまだ成人という意識が持てない為。
20歳がやはり節目かと思いました。

18歳だと大学などの進路において、受験期真っ只中なので厳しい。
18歳～20歳が一斉に集まると人が大変多くなり場所がとれず、
今新型コロナウイルスに伴い3密になりかねないから。

選挙権を18歳にしても、お酒やタバコは20歳からだし切り替えの世代の子も親も大変だと思います。成人式
の年齢を考える必要性やメリットとデメリットを考えていただきたいです。

18歳に成人を迎えて2年成人として責任ある行動ができていたのか反省する事もできるから。

姉妹ふたりで年子なのでふたり一緒は経済的に無理があります。

18歳で選挙権や、年金はおかしい。。
お酒、ギャンブル、タバコは20歳とか？
ハッキリ言って中途半端??だし
政治家に対しての1票が欲しいだけにしか思えない

4



成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

計 割合
232 43%
71 13%

189 35%
48 9%

540 100%

進路で大変な時期でもあるし、法定年齢も変わらないし、それを下げる意味がわからないから。
ただ混乱したりなれないことがおこるばかりだと思ったから。

20歳でやった方がいいです。

三年分同時にやるのはきついし窮屈だし店混むし。

3の様に18歳で出来る物や20歳でないと出来ない物などの統一性がない為

18歳にしてしまうと、令和5年成人式を3世代分開催しなけらばならず、会場、時間、運営側の負担等を考慮
すると現実的ではないのでは。
また、20歳でやることで、人によっては地元の友達と久しぶりに会うちょうどいい機会となると思うので。

初年度の人数が3倍になること、卒業と同時にで忙しない

早生まれの為、友達と成人を祝えなくなり、知らない人と成人式に出席したくない。
きょうだいで成人式が近くなり、経済的にも親の負担が大きくなる。

兄弟がいる為、同じ時に式典となるとかなり金銭的にも大変だから

先輩とかと一緒にやりたくないから
先輩があまり好きじゃない

回答3に近いが、大人と呼ぶには18歳では早すぎると思うから
ほとんどの18歳が経済的に自立とは程遠く、高校進学率を考えるとアルバイト経験はあっても学生生活を終
えてすぐ成人と呼ばれてしまう若者がほとんどで、精神的にも自立してるか疑問
せめて20歳でなら、高校卒業後就職し社会人としての経験、また進学して地元の中学高校とは違う環境での
出会いを経験してからの成人式というセレモニーが、大人の自覚が芽生えたり再認識するきっかけになると
期待できるので

回答項目
1.二十歳（はたち）を祝う会
2.二十歳（はたち）の集い
3.二十歳（はたち）を祝う成人の集い
4.その他【Q7に内容を記載】

43%

13%

35%

9%

Q-6：Q3で20歳と答えた方に続けてお聞きします。
その際の式典の名称はどのようなものが良いと思いますか。
参考意見としてお聞かせください。

1.二十歳（はたち）を祝う会

2.二十歳（はたち）の集い

3.二十歳（はたち）を祝う成人の集い

4.その他【Q7に内容を記載】
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

計 割合
79 51%
57 37%
13 8%
7 4%

156 100%

二十歳式（同様の意見が他１件）

はたとせ（二十年）の労い
とかでいいんじゃないでしょうか？
苦労も感謝もお祝いもひっくるめで。
あえて漢字を使わなくてもいいと思います。
緩い表題もいいんじゃないでしょうか？

成年式

Q-7：Q6の「4.その他」の内容（式典の名称）

成人式 （同様の意見が他33件）

弱冠祝い

式典は同窓会ではなく、人生の先輩や後輩達から祝福されたり、自身がこれから責任を持って行動していく
という気持ちを改める機会なのかなと思います。

祝 二十歳（「七五三」のイメージ）

二十歳のつどい（ひらがなで）

市の方針により自ずと決まる

二十歳の祝いをする必要はないと思う

2.成人としての自覚、責任を持たせる機会となるから
3.地元にいる時に開催された方が参加しやすいから
4.その他【Q9に内容を記載】

回答項目
1.法律で定められた成年年齢に合わせるべきだから

51%

37%

8%
4%

Q-8：Q3で18歳と答えた方にお聞きします。
その理由で当てはまるものをひとつ選択してください。

1.法律で定められた成年年齢に合わせるべきだから

2.成人としての自覚、責任を持たせる機会となるから

3.地元にいる時に開催された方が参加しやすいから

4.その他【Q9に内容を記載】
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

大人への一歩である機会。
大人の入り口だと認識する機会は早い方がいい。

やらなければいい。
する意味、意義、必要性、が全てわからない。八街市だけではないが全国的にだが。
女性はお金がすごくかかるし、手間もかかる。朝３時とかに起きて髪やって着付け。んで、式まで何時間も
待つ。んで、つまらない式。
御祝品を配るだけでいいと思う。

私は人生の中で、とてもメモリアルなイベントの一つです。これからの若者にも社会にでるけじめやスター
トとして、公が実行委員である成人者と企画することはとても素晴らしいことです。

18歳と二十歳では、保護者からの干渉も違うと考えます。

いきなり18歳となると晴れ着のレンタル等も調整が困難だも思います。
うちの娘も来年成人式ですが晴れ着の予約をどうすればいいのか悩んでいます。
しばらくは従来通りで良いとおもいます。

18歳とは将来を決めるのに一番大変な時期
選挙権の為だけに勝手に決められた法で
その他の法が一律でもないのに、当事者放置の式典に意味はない
9月入学の案が通っていたら、それもありだったろうが
現状、その時期に成人式の式典に出席できる学生は少数だと思われる

20才て行うと成人としての自覚無し空白時間が生じる。
日程は、3月下旬、4月半ば、等進路決定後に行えば良い。

法律では成人しているのに2年後にやる必要があるのか疑問

成人式は必要ない

選挙権同様の考慮。飲酒は20歳開始が原則。

どこかで、法改正に合わせなければならないのなら、今年でよいのかと思ったから。

法律で決められているからそれを乗っ取るという意味でもそっちの方がよいと思う

Q-10：その他ご意見

これまでの式典を否定する意味ではないですが、本来の成人式の意味と実際の成人式の役割について整理
し、建前論にばかり立つことなく、実際の成人式の役割から整理し、根拠を後付けでやっていく形でも良い
のかと思います。（むしろ民法の根拠以外で１８歳成人式を歓迎する理由がない）
大人の仲間入りをしたことを、どのような形で祝うのかを考えると、20歳とすることが望ましい。

成人としての自覚をさせる節目の式典として18才に行った方が良いとは思います。しかし、お酒やタバコは
20才からだと、何か矛盾しているのかな？と思います。

Q-9：Q-8の「4.その他」の内容（18歳を対象とする理由）

Ｑ10で答えてるが、やらなければいい。やらない。と言う選択肢が無いのが残念。

早めに大人としての自覚を持たせたい。

18歳でおとなあつかいするなら、式典も18歳でおこなうのがよい

成人式を市が会場を用意してするのでは無く、高校単位で三年生になったら学校で成人式を行えば良い。
授業と同じ時間を使って、1時限だけ成人の心得の授業をして、特別な式はしなくても良い。家庭も出費が
減る。
高校へ行かない少数の18歳だけ、市が公民館等で行えば、経費も少なくて済む。
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

私自身成人式は出席しませんでした。
人生の大切な事を共有し学んだ友達と
式典を通して、再び再会出来る事はとても良いことだと思います。

私は30代だが、昔から成人は20歳という伝統があったため
従来どおり20歳の成人式でいいと思う。18歳だとまだ子供の部分が私にもあったので
これまでどおりが良いと思う。

式典自体必要ないと思う。騒がしくなるだけ。
特に今はコロナがあるし式は中止にした方がいいと思う

確かに地元にいた方が参加しやすいだろうから、法定年齢の18でする方が参加率高そうだけど、18でやって
タガが外れ飲酒などされても面倒だから20のままでも良い気がする

18歳で成人式というイメージが無いからだとは思いますが、今まで通りの方がいいと思います。

成年年齢と法定年齢は同一であるべきと考えます。
そして18歳を成年年齢=法定年齢とするならばすべてにおいての責任も持たせるべきであろうと思います。
選挙の為だけの年齢引き下げには反対します。

八街市は文化会館といったホールがないのて、せめて、式典会場を改装するか、他の会場を借用するかの検
討をお願いしたい。
八街市は、財源が少ないのに議員の数が多すぎるので、そこから手をつけてはいかがか

18歳で、成人は、早すぎる。
若い世代の親達なども、まるっきり大人な考えが出来ていない行動をしているのを見ると、18歳で成人は、
考えられない。

高校卒業年度で大学への指定校などで進学が決まっているものが多ければ良いと思いますが、
まだ受験真っ最中の時期ですし、卒業1カ月前ですよね？
八街市は進学率も低く、それでも受験を頑張っているお子さんにそういった祝賀行事や慣例のように同日あ
る同窓会への出席を求めるのは酷だと思いました。
仮に我が子が数年後18で行くかといえば進路が決まってない場合、行く事はないです。
真面目な学生ほど自分の人生の最も大事な局面で少しでも後悔を残すことは考えられないと思います。
お金の問題もあります。
大学の受験費と塾代と高校の学費、入学金に……特に女の子は成人式の衣装代まで一気にかかるのは親の立
場ですが悩ましいです。
男子学生でもスーツを一式仕立てたり袴を用意すれば、やはり大変です。
従来通り20歳に成人式を行うことで、18の春に専門や大学へ多額の入学金を支払った家庭でも短期間での多
額の出費に頭を悩ませずに済むのではないでしょうか。
余裕のある家庭ばかりではないことを理解していただきたいです。
そしてお子さんたちも、地元中学などで同日に催されることが多い同窓会なども、高校を出て進路もしっか
り決まってからの方が参加率も上がり、20歳ですから同窓会で恩師とお酒も飲めますし、気持ちよく参加も
できるのではないでしょうか？
(逆に18で同窓会では未成年の飲酒の機会を増やさないか心配です。)
色々な点から従来通り20歳を強く希望します。
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

法律で成人が18歳となるなら成人式も18歳でいいとおもいますが、
年齢別に開催するなどの配慮はして欲しいと思います。

進路に忙しい時期に衣装を探したりする暇はないと思います。
法定年齢が引き下げられないのに変える意味があるとは思えません。
進学に集中させてあげたいので、18才にするのは本当にやめてもらいたいです。

Q4で3を選びましたが、1もあると思います。
受験等一番大変な時期だと思います。
ですから、今まで通り20歳が良いのではないでしょうか。

式典に参加することが面倒だと思う若い人が多いと思いますが、成人式は人生の節目だし、開催した方が良
いかと思います。
私の成人式は何年も前ですが、写真を見たりすると、今では良い思い出になっています。
ただ、今の時代、コロナが懸念されているので代表者のみの参加や分散など検討しなければいけない課題は
多そうですね‥。
何か協力ができることがあれば市民としてお手伝いさせてもらいたいです。

18歳だと、時期的に受験や合宿免許に行く子もいるだろうし、進学、高校卒業に向けて準備で忙しい時期。
自分の子供は該当していませんが、該当していたら…と考えたら、受験、卒業、成人式…準備も大変だし、
バタバタしてお祝いどころではないかなと思います。

八街市に3学年も収容できる式典が行えるような施設はないのでは？
2023年の成人式(3学年対象)は会場はどこになるのか？
案を出した上でアンケート実施してほしかったです。

私は成人式に参加しませんでした。
学生だったので親に援助してもらっている自分は成人ではないと思ったからです。
ですが、社会である年齢になったら個人の責任など自覚させる、してもらう、機会を作るのは大切なことだ
と思います。

学校の入学式や卒業式は入ってから2年後にはしない
成人するから成人式をする
同窓会をしたいならそれはそれでやれば良い
大事な時期に当たるならもっと早くやればいいし国として変えるよう提案しても良い
学校行事と被らないようにするために全国である程度統一する必要があると思う

個人的にですが、成人としての自覚や責任を持ってもらう為の式典という認識です。
ですから、本来なら18歳なのでしょうが、やはり受験生にとっては、時期的に集中力を欠くような
行事は後回しにしてもいいのでは…
従来通りで、同窓会兼ねてのお祝いにしても良いと思います。
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

成年のあるべき人格について整理、義務教育統合したほうが良い。人格形成にばらつきがある。

式典としてなのならばきちんとした振る舞いは必須かもしれませんが
お祭りのようなものを考えるならば
まあ器物損壊はアウトでしょうが、お偉い方のお話を聞く会よりは
主役たちにどんなことしたいか？というのを聞いたりしてまとめるのがいちばん楽しそうですよね。
※文化祭のように
割と企画から本人たちの有志含め始めて催してみたら彼らのこれからにも役立つのではないでしょうか。

成年であるが、飲酒等の年齢制限の変更がない不安定な状態となる。
18歳という事であると、高校3年生にあたる時期と思われる。例年の成人式後の状況を加味すると、
飲酒や喫煙といった問題が発生し、本人は望んでいないものの強要され問題が発覚し、
高校停学等に発展する可能性が十分にある。
そのあたりを十分にご検討いただきたい。

政府の意向に沿った方法が望ましい。
18歳で式典となると準備なども急になって大変だし、やはり進路を決める時期と被るので忙しくなる。

成人としての自覚、責任を持たせる機会となるからをこれからの人達に託したい。それとあふれる情報、特
にマスコミによる偏った情報を時自分の力と自分の集めた情報で照らし合わせ、考える力を早くから持って
貰いたい。マスコミ情報は特に取材を十分行った情報とは限らないので惑わされないように自覚を早くから
養って欲しいと思います。

開催年齢に市の独自性があっても良いと思う。
18歳時より20歳時に集う方が、精神年齢の概念からも、その集いが20歳時の方がより成人として実感でき、
より意味のある集いとなると思う。

今の子供たちは単に大人の通念を踏襲するのではなく、独自のしっかりした考え、発想をもっていると思
う。責任をもって社会に参加することで既存の概念と融合しその力が生かされ磨かれ、良い社会建設に繋が
ると思う。無責任な行動を抑制し、責任ある若い力を生かす機会になることを期待します。

開催場所についてです。
会場内の大きさ、車の送迎、市民の方や渋滞等を考えると街中の公民館よりも、送迎がしやすいスポーツプ
ラザの方が良いと思います。
お忙しいと思いますが、ご検討宜しくお願い致します。

ちょうどその頃に成人になる子がいるのですが、準備の都合や進路の兼ね合いを考えても早まるのは不安が
あります。

姉妹・兄弟が2023年に20歳・19歳・18歳で被る家庭は
同時に成人は大変！
それに年齢が違うのに同じ責任感を持たせるのも…違う気がする。
方が変わる分責任感は今以上に持たせなければならない一方、
お祝いは従来の20歳で良いと思います。

10



成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

とりま成人式は皆でお酒飲んだりしたいって感じかな。

20歳で久しぶりに集まる同窓会的な雰囲気ではないので、
式典を行っても必要性が薄くなり参加者は少なくなるかもしれない。
が、成人としての意識を持つのが目的であればやはり18歳で何かしら行う方がいいとは思う。
例えばどのみち進路がバタバタして忙しいとは思うが、高校の卒業に合わせて成人式的なものを行い、中学
の代表者が20歳で学校規模の同窓会を行うとか？

令和４年から成年年齢が18歳になり、その年の成人生が平成14年4月2日生まれの子から平成17年4月1日生
まれの3年間の子供達が一斉に集まることになりますよね？
会場での混乱もまねかないとは限りませんし、何かしらのトラブルもあるのではないでしょうか？
やはり1年事にきちんと成人式をお祝いして頂きたいです。
また、進路決定の大事な時でもあります。参加者も少なくなってしまうでしょう。せっかくやるのでした
ら、落ち着いて思い出話に華を咲かせてもらいたいと思います。

現在の八街市の式典挙行に至るまでのプロセスを承知していないので、すでに提案の形式で行っていたらご
容赦ください。
 
(1)式典の実施計画は新成人自ら実行委員会等(公募等８人前後)をつくりそこで式典の進行スケジュール(成
人式の記念品の選定等から司会進行まで)をはじめすべて新成人が能動的な姿勢で運営内容を検討実施する
の方が新成人自らの手づくりの式典となり、より思い出に残る式典になるのではないか。
また、恣意的混乱も発生しにくいと考えます。

(2)現在、新型コロナ禍においての実施は、「三密」を避けながら実施する必要もあります。このような条
件の中で実施するには一同を会して実施するには物理的に対応が困難な状況も否定できないと思います。こ
の際、施設の収容能力に合わせて各中学校区単位を基本に１回の式の時間は３０分程度で式の回数も３回程
度に分けて実施すると新型コロナ対策と併せて式の時間を短縮することにより、出席者が飽きずに不良行為
の防止にも効果的ではないかと考えます。
以上、参考になれば幸いです。

冗談じゃない！
民法で決定したからと言って兄弟が居る人は被るわけでありしかも一緒にやるなんて有り得ません。
勝手に18歳から引き下げらそんなことをしても良いことなど一つもない！
成人式を合同でやるとしても良い事は絶対ない！

今まで通りの形が一番良いと思う。
数年前に成人式に参加したが、成人というより
二十歳ということで節目を感じでいたような気がする。
大学受験等や大学で忙しくなっている時期でも無かったので
二十歳がちょうど良かったように感じている。

コロナ影響で、今後、いろいろと状況が変化して行くと感じます。
18歳が法律で成年となるので、意識づけをする為に(自覚・責任)高校卒業と同時に成年を祝う会をしてあげ
て、それぞれの将来に八街市としてエールを贈ってほしいです！

Q4、Q8は複数選択できるようにしてほしいです。

二十歳を弱冠というとのことで弱冠としましたが、お祝い事として、良い呼び方があればそれが好ましいと
考えます。
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

絶対二十歳にやれ

ごめんなさい。
ですが正直に言うと、18歳にするメリットがありません。お酒も飲めないし、しかも受験だってある。人生
最大のイベントを人生を決める時期にやるものでは無い。
逆に聞きますがあなたたちがちょうど進学を決める忙しい時に人生に一回しかない成人式をして思う存分楽
しめますか？よく考えてください。経済も大事ですが国民も大事です。
あと電車の本数増やしてください。

18歳は人によっては進路決定に関わる大事な時だし、お酒とかは20歳からに結局なるので20歳の時にやって
欲しいです。

日本は、日本の風習を重んじて欲しいです。
何でもかんでも??海外に合わせる事はないと思います??

法律に定められた成年年齢に達したことを祝うので、それ以外の年齢では公的機関の行う行事として理由が
立たないと考えます。
これを機に廃止を検討しても良いと思う。

式典を1月ではなく、休暇が取りやすい8月にしていただけたら参加しやすくなると思います。

小学校ごとにやればいいと思います。

今まで通りでいいと思います。

大学受験を経験した親の立場で思うこと。今現在成人の日とセンター試験の日程が1週間しか違わず、そん
な時に成人式が開催されても参加なんて出来ません。受験生には酷だと思います。それならば、ずらして3
月に開催してはどうだろうかという意見も出るかもしれませんが、国立の後期試験は3月にあり、それも難
しいかと思います。高校生の間に成人式って必要なのでしょうか？

高校までは地元周辺での活動が多い。
高校後は進路もさまざまで、なかなか地元仲間で会う機会もなくなる。
20歳で地元仲間に会うのは良いタイミングだと思う。
18歳だとまだ普段から会う機会が多いので、新鮮さがないと思う。

もし18歳となった場合、成人式を迎えていない3学年は、学年ごとに日程はずらして欲しい

十八歳は進路などで忙しい時期もありますが諸外国と比べて自立心がまだ少ないと思います。
飲酒なども含めて全ての権利と義務が獲得する二十歳のままが良いのでは。→式典の後、たぶん飲酒するで
しょう！
また、中学、高校卒業後の再会の機会として同窓会に替わる一つの節目的なところもあったので二十歳のま
まで良いと思います。

我が家は、子供が5人おり、内3人がまだ未成年です。
家族一同が従来通りが1番だと思っています。

18歳は国政参加権取得成人として法的に意義付け、20歳では社会的な成人として公的にお祝いするという形
が、よろしいのではないかと考えます。なんにしても、これからの社会を担う若者達が、18歳の国政参加を
大切に考えるステップとして位置づけたいと考えます。先ずは選挙に行く、投票率を必ず上昇させて行く以
外に民主主義の未来はないと、私は考えています。

親の立場からは、高校３年の時期に成人の式典を行うの経済的に負担である。
この問題をホームページでひっそりアンケートをとるのではなく、該当する子や保護者が積極的に意見を述
べられるよう郵送によるアンケートをとるなど、成人式の開催について検討していることを知らせてアン
ケートをとって欲しい。
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成年年齢の引き下げに伴う成人式のアンケート調査【結果】

20歳になってから成人式はやった方がいいと思います。

○その他、アンケート以外でいただいたご意見

成人式にはお酒が飲みたい。
僕らの世代は親が20歳が成人式。
親の話で聞いた事へのあこがれが恐らく誰しもあると思う。
出来れば成人式は20歳がいいです。
というか18歳にするメリットがほとんどない。

このアンケート自体が、疑問に思います。アンケート集計に伴い何が、どの様な資料の蓄えになるのでしょ
うか？また、このアンケートの趣旨は、いったいなんなんでしょうか？
意味不明です。
また、八街市のWeb登録をされていない人の意見は、どの様に集計されるのでしょうか？
登録している限られた人のアンケートのみでのアンケート集計で、結果このアンケートで、何を目的とする
のでしょうか？
疑問ばかりです！

簡単なアンケートですね。QRコードで良かったです。
成人式の準備を考えると20歳の方がいいのかな？18歳だと、進学に成人式にダブルでお金がいるので、ズレ
た方が親はありがたいです。

今こそ、新しい形の成人式を模索するべきではないでしょうか。スーツや着物を来て集う形ではなく、イン
ターネット配信により、ある一定期間、閲覧できる形を取るという式典を考えてみてはいかがでしょうか。
スーツや着物を来て、思い出をつくりたい方は、個人的に写真を撮る機会を設ければ良いと思います。記念
品は市役所に一定期間に取りに来るとか、どうしても来れない人には、郵送するなど工夫すれば良いと思い
ます。成人の皆様が何度でも観たくなるような内容の企画を立て、心から感動する素晴らしい画像配信をし
て頂けるよう期待致します。
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