
【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

法律行為をなしうる規定としての「成人」が18歳であるのであれば、公に祝っての式典をおこな
うことは意義がある。
飲酒などができる20歳になる（＝大人として認められる）ことに対し、公の式典が必要かとすれ
ばそれは私にとって理解しがたい。なぜならば大人と認めてもらうタイミングは皆同じ年齢にな
るという基準で括ることはできないと考えるから。
選挙権等、同じ年齢に統一されていると分かりやすく、より責任感や大人としての自覚が芽生え
るから。

早く成人式をした方が成人した自覚がでそうだから

成人なんだという自覚を持つため。

法が成人を18歳と決めたから

成人なんだという自覚を持つため。

合わせた方が分かりやすいから

その年自分が20だから

民法に合わせて開催し、子供達に成人の責任を理解してもらうため。

１８歳で成人と定められるのだから１８歳が説明しやすいし、分りやすい。

法的に成人としての責任を自覚するうえでも、法に合わせた式典とすべきと思う。

成人の定義が民法で18歳となるのであれば従うべき

法令順守すべきだから。

成人になったことを自覚させる。

「民法はこうだけど、成人式はこう」という場合分けは、先のことを考えるとあまりしない方が
よいと思います。
場合分けをした場合、そのしっかりした根拠が必要で、さらに後世まで間違いなく引き継いでい
かないといけません。
成人式を何のために行うのかということ。民法をはじめ、公職選挙法など18歳を成人として取り
扱う政策が進められている以上、20歳で実施する理由がない。

民法に合わせた方が良い

成人となった自覚をもてるため

成人の式典であるため。

①就職や大学等への進学に向け、成人になったという認識をもっていただけるようにするため。
②参加者数が増える。

法律が変わるので、成人になるという自覚をもつため。

成人になった年に、式典をやるほうが自覚が持てる。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

成人式とは成人になることを祝い、自覚を持つための式典と思うので、慣例にのっとるのではな
く根拠（民法）をもってやるべきと思います。
民法で定めたのであれば、国として成人は18才と定めているのに、20歳でやると何のためにやっ
ているのか不明瞭です。

成人を迎えたことを自覚するため、民法にあわせ１８歳での実施が望ましい。

成年となったことを祝うとともに、本人たちの自覚を促す意味でも、式典は実施した方が良い。

１８歳成人となるから

18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げ
られることとなったのであれば、成人としての自覚を持てるように式典も行うべきだと考えたか
ら。

成人としての意識付けができると思うので。

成人式は大人への自覚を促すために行った方がよい。
また、法改正に合わせ18歳に一本化する。20歳成人式の慣習を残すとダブルスタンダードになっ
てしまい法改正の意義も損なわれる。2022年度は3世代が成人すえうので運営に困難が予想され
るが、将来に禍根を遺さないよう一気に整理して欲しい。

高校を卒業して県外等に転出する前に開催すれば、出席者も多くなると思う。
また、式典の中で成人になることについて学ぶ・考えるメニューがあれば、成人としての心構え
を認識する機会にもなる。
ほとんどが高校生だと思うので、学校の協力も得られるのではないか。少なくとも荒れるような
ことはないと思う。

成人になるのが18歳だから。

法律と合わせ、成人になった意識づけを行うため

「民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい」と思うから

法的に成人した事を自覚する大切な機会だから。

法律どうりにしたほうが自然だから

18歳が成人であれば当然である。

成人した時に式を行うほうが、成人したという意識を持ちやすいと思ったため。

民法に合わせ、成人であることを自覚するため

成人式典は新成人を迎えられた方々をお祝いするためのものだから。

法に基づく年齢で式典を開催することで、本人も成人としての意識を持つことができると思うた
め。

成人したという自覚を持つため
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

18歳だと、高校卒業時の年なので皆が全員参加できるから。また高校の制服を着用し参加するこ
とができるため衣装代の費用もかさまなくて済み、式自体もある程度の秩序を保って開催できる
と思う。

民法に合わせて18歳での開催が望ましいと思います。理由は、お祝いの式典をする事で責任と自
覚が生まれ、人生において大きい区切りになると思うからです。

民法がそうなるのであれば、自覚が必要。式典は自覚を持つきっかけとなるから。

18歳で成人となるから。

民法と同じ解釈であるため

法改正も行われている。
成人式典を早く行うことにより、自覚がでる。

民法上１８歳で「成人」となるわけだから、本人へ意識を持たせるとこと大人としての法令遵守
の姿勢を持たせる意味で・・・。

正式に１８歳が成人となるなら当然

親に感謝する、成人としての自覚を持たせる、という意味で開催したほうがよいと思う。
また、成人という考え方を統一した法がいいので、１８歳で実施したほうがよいと思う。
（例外として、健康上の理由で飲酒・喫煙等を２０歳からと定めるのは賛成。）

「成人」式だから。

18才成人だから。

18歳で成人になるのであれば20歳また引っ張る必要ない

成人になったことをお祝いすることだと認識しているため、法律で18歳が成人となるならば18歳
で成人式としたほうがわかりやすい。

成人になった時の式だから

民法で改正されるから

成人は、成人で統一した方がいいと思う。

時代の流れ

民法で決まっていれば、式典をして、成人としての自覚をしてもらう事が必要だと思います。

民法で決まった事ならその歳でするべきだし本人の自覚も芽生えると思うから！

成人として自覚をもってもらいたいから
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

18才で成人になるなら、なった時に式典をしないならやる意味合いがなくなるのではないかと考
えました

民法で年齢が決まったから。
それ以外の年齢でする意味はないと思います。

法律で定められた時が成人となるため、成人のお祝いはその年にする事が必然であると考えま
す。初めは混乱も予想されますが、1年限りのことであるからです。

とは思いますがそうなったらその年の20歳の人,１９歳の人も成人式しないといけなくなり皆同
じにするのか、日にちを改めるのか、時間をづらしてするのかといろいろ考える事が出てきます
よね(>_<)

18才でも法律で認められた成人になるわけですから、佐世保市としてお祝いをするべきだと思い
ます。

民法に合わせた方が当事者が自覚するきっかけになるため

成人の区切りとして成人になった年にやればいいと思う。

民法で18才成人となれば、それに準じて18才で成人式を挙行するのが妥当だと思います

成人になった証しと自覚を認識するため

法律で決まったのでそれに従うべき。

18才成人に成るのなら　その時にやるのが成人者の自覚を促す意味でもその方が良いと思う

その年齢に従い犯罪行為も下げると思います。

大学進学者も社会的責任を自覚して成人として行動して欲しい

成人を自覚させる為に。

民法で決まったのなら その時にするのが自然かと

20歳での式典の場合、お祝いの機会が二回あるのでいい。だがデメリットもあると思う。新成人
が、成人になった自覚がでにくそう。同窓会という一面もあるので楽しい。
18歳なら、制服での参加ができる。(着物が用意できないから参加できないと思うことが減るか
も)同窓会にはならないから、妙にはしゃぎすぎず、式典の格があがるかも。

成人したと意識を持ってもらうため

同じタイミングで式典をし節目と当人が捉え成人ということを認識する機会になると思うから。

成人になったことのための、式だから。

新しく法整備されたのだから合わせた方が良い

慣れるまで、戸惑いはあるものと思うが、民法に従い18才からの成人式を実施することにより、
大人としての自覚・責任を少しでもわかってもらえるとありがたい。

二回成人式するよりかはいいと思います
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

18歳から成人であることの認識のため。
選挙権をについても改めて理解する機会としては。
また高校在学中のため進学や就職により住民票を移す前であるため。

選挙権を与えられること。
飲酒・喫煙可能となる年齢以前に行うことで、少なくとも今のような騒がしいものとはならない
と思うから。

時代の流れで、子供達が社会の一員としての自覚を持ち
育っていけるように変えるところは変えていくのがよいと思うから

18歳の方が、地元にいる可能性が高いので、出席しやすい。

18才から成人となってるから・

民法に合わせた方がいい。そうすれば大学進学や就職で市外へ転出する前に式に出られるので、
参加する人達にもメリットがあると思います。
ただし、改正時点では18歳時点で成人式に行っていない人が19歳と20歳にいると思うので、移行
をどうしていくかは、よく検討して欲しい。

成人式をすることで、権利と義務を得るのを、自覚させるため?

民法改正に合わせた方がいいから。

18歳なら高校生が多いから暴れたりする子も少ないと思う

民法で決まったことなのですから、その通り実施すべきでしよう。色々複雑に考えて混乱させる
のは、避けてください。

民法に合わせて行うが時代の流れと思います。

成人式は大人の自覚をもたせるために必要だと思います。また、家庭内でも「成人とは」につい
て考える良い機会になるため実施した方がよいと思います。

大人としての権利と義務を自覚してもらうため

「18歳成人」になるのなら、意識付けのためにも、18歳で式典をした方が良いと思うから。

選挙権など責任あることが実際に増えるので意識づけするためにも18歳での式典が良いと思いま
す。

法的な成人と合わせるべきと考えます。

民法で１８歳が成人となるのであれば「成人」式は１８歳でやるのが筋だと思うから。
また、選挙権も持つのであるからその自覚を促すためにも１８歳でやるのがいいと思う。

金銭面や入試などへの負担は大きくなると思うが、民法で18歳に変更されるのだからそのままだ
と将来的にタイミングに違和感を感じるようになると思うから。また、20歳だと地元を離れてい
る人が多く、自分の時も、帰省代や時間もかなり負担に感じた。就職している子達は休みを取る
必要もあり、スケジュールの調整が大変そうだったから。

あくまで成人の式典のため

わかりやすく成人になる年に合わせた方が良いと思うからです。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

民法に合わせた方が良い。

成人式だけ二十歳でしたら混乱しそうだから

18歳で成人になるのなら18歳で式典していいと思う式典に参加する事により人格もしっかりして
くると思う

民法に合わせての一言です。たしかに19歳の方などの問題はあるかと思いますが、これらが古い
もののままだと、18歳で成人した方々の意識もまだ大人ではないから…という意識になる可能性
が高いと思います。

何でって?まず、18選挙権も成人式も反対ですけど、成人と認め選挙権も与えたのなら成人式し
て成人への自覚が少しでも出れば良いと思います。

成人となった式典であるため、法令に則った実施とすべき。

やはり、民法の定めに従ったほうがいいかと思います。

法律上18歳が成人なのに、式典は20歳になってからとなると、辻褄が合わないと感じる。
ただ、2022年か2023年になると20歳19歳18歳が一気に成人となるので、式典を一気にやるべき
か、各年代毎に日をずらして行うか、難しい案件だと思います。前者は人数が膨れ上がります
し、後者の方は予算がかかります。

自覚を持たせるため。
18歳、衣装代などを捻出できない本人や家庭も多いと思います。
スーツ又は制服着用を義務付けて、厳格な式にして欲しいです。（スーツであれば、安くてあり
ます。）

成人式は成人としての自覚を促す意味でも重要だと思うから。

民法に合わせるのがいいから

１８歳で成人することを自覚するために

法律との年齢の差をつける理由はない。

新成人として、自覚と責任を持ち、社会に貢献せよとまで言わないが、迷惑をかけることの無い
ようになってもらいたい。

法律で18歳成人と決まったことと 就職や進学で 県外に出る前に ふるさとでお祝いしてあげる
のが望ましいかと。

高校卒業時、バラバラになる前に出身地でお祝いしてあげたい。
その後は就職などでそれぞれの道に進むだろうから。

一人の人間として、責任を自覚するには、18歳で実施した方が良いと思います。

分かりやすいから

成人としての責任感を意識させる。

民法改正に合わせたほうがよいから
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

社会人として法律で決まればそれに従うべきと思います。

成人の定義が18歳となるため。

成人年齢が18でなら成人した年に式典をした方が分かりやすいし、けじめになるから

逆に聞きたいが、他の選択肢ってあるの？。成人となった自覚を持たせるためにも１８歳であろ
う。こんな質問するな。馬鹿じゃないのか。

成人の定義が変更されたのならば、対象が変わるのもやむを得ない。
１８歳であれば、会場で飲酒する者（２０歳以上）はいなくなるはず。

成人式は、人生の節目として、必要な儀式だと考える。
１８歳成人になるのならば、その歳で成人式を執り行うのが妥当であるから。

2022年以降は18歳で成人となるので、式典もそれに合わせた方が良いと考えます。

成人式を通して、成人したことを自覚して欲しいため？

18歳で成人とあるのだから 18歳でした方がいいと思います
地域で早生まれでするところと学年で合わせてするところとあるが それは 個人の判断で式典に
参加すればいいと思います
20歳で行うと誕生日によっては未成年の方がいるので
飲酒出来る人と出来ない人が出てくる。18歳だったら全員飲酒出来ないので取り締まりもしやす
いと思う
国が18歳で大人と言うなら責任問題も含めすべてが18歳からになってしまう為、それならば足並
みを揃える・責任の重さを気付かせる一歩にする為に18歳で行う方がいいと思う。2022年までは
20歳での成人式になるので2024年まで18～20歳で自由に参加可能な状態にすればいいんではと考
える。

成人なる年に式典をした方が本人もしっかり実感出来ると思います。

成人としての、区切りをうながす。

国が18歳成人とするならそれに合わせて区切りの意味で18:歳で式を行った方がいいと思う。

選挙権も18歳からになったから

成人したことを本人に意識づけするため。

成人式の年齢だけ民法にあわせず２０歳のしてしまうと、混乱することもあると思うから。

民法に合わせた方がいいと思います

成人という扱いになるのであればそれに合わせてけじめと認識するため。

民法で18歳と決まったのだから、成人としての自覚と責任を持たせる必要がある。

民法通り18歳が良いから。

法律との整合
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

少年たちにも、社会人としての自覚を早くもってもらいたい

民法が その様にかわるのであれば 、同じにそろえたほうが 勘違いがなく認識もスムーズで有
るのでは と思います。

法律が変更されているのであるから、合わせるべき。

成人式とは、成人になった自覚を持つための儀だと思うので、その年に実施したほうがよい。

18歳はまだ地元にいる子がほとんどなので18歳のほうがいいです。20歳はわざわざ成人式だけの
ために帰省する子も多いと思います。従来通り正月も成人式も帰省してたら金銭的な面で負担が
あるので18歳に賛成です。

統一しないと成人の定義が分かりにくくなるから。

自覚と責任を持たせるため。(自主自律の精神涵養)

法改正に則した方がわかりやすいと思う。

これからの日本を担う成人のお祝いを自治体で行うことは大切だと思う。その際に、民法にあわ
せて行うほうが、分りやすく、利にかなっていると思うためです。

民法で18歳になるのだったらその時がいいと思う

成人になった実感がわくから。

民法改正に伴い、18歳で、成人式を行うことで、自らが成人を迎える自覚がつくと思うから

新成人の意識を持たせる為。

18歳成人となるなら式典も同じ歳で行なった方がより自覚が出来るのではないでしょうか

法律で決まっていることを守ることをこちら側から示すために。

卒業と合わせればよいかと思います

18歳だと高校3年生で殆どの子が学生なので、地元にいる子も多く社会人のように休暇を取る必
要も無いので参加人数も多いかと思う。
社会に出ると知恵もついて荒れた成人式になる事も多いが、学生の間は高校の名を汚さないよう
指導もあると思うので、落ち着いた式典になるのではないかと思います。

成人になることのお祝いだから

18歳が成人であるという定義であれば18歳で成人式をせざるを得ない

学校教育で、選挙と同じように成人とは何かを勉強してから早い内に式典に参列して改めて成人
になる重みを感じて欲しいです。

18歳が成人だから

式典は法律が基準であるべき。

法律的な成人になるので自他共に認識するための儀式となるため
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

18歳と決まれば18歳で実施していいと思うから。

民法で決めたのですよね。

18歳で成人になるのだから当然だと思います
2022年度はかなり大変だと思いますがその後はそれが当然になると思います

成人式は成人になったことを祝う式だから。

早いほうがよい

今まで通り20歳での成人式が良いと思いましたが、民法で18歳で成人となるので、意識としては
成人した18歳で行うのが好ましいかと思いました。

20歳成人で成人式を挙げているので、18歳成人になるのであれば、その時に開催するのが流れ？
かなと思います。逆に20歳で開催すると、その間の2年間が成人なのに成人ではないような気に
なるのでは…と考えました。

ほぼ　高校生だとおもいますので高額な衣装を纏わなくても制服で出席しても負い目を感じる事
はないし
清々しい印象です
18才はまだ素直な子が多いと思いますので
会場が荒れる事もないと思います

成人になったのに、2年後に成人式がある意味がよくわかりません。

自覚を促すにはその時がいいのは自明の理でしょう

18で成人になるから。決まりが変われば、それに従う。

民法で18才成人なら、合わすべき

法治国家故、法律に従って…

節目として。

受験生からすると迷惑な話かもしれませんが、法が変わった事を全員の認識周知の為。
当事者の皆さんに成人したという自覚を持って頂く為。

国が、成人は18才と決め、選挙権も与えられている。本人の自覚にも繋がるので、けじめとし
て、成人式は、やったほうがよいと思う

１８歳成人の意識を高めるため

通過儀礼にならないよう、大人として自覚する機会になるといい。
高校卒業して、それぞれの人生を歩み始める時期でもあり、心新たに大人の道を歩んでほしい。

成人という責任と義務が18歳で始まるのであればそれを自覚するのにその時が適切と考えるから

１８才が成人となるのだから

民法に合わせないと基準がわからなくなる
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

18歳から成人とすると決まった以上は、18歳で成人式を行わないと辻褄が合わないと思う。

18才から成人となることを、意識してもらう為
初回のみ、20才と19才18才と分けて行ったらどうですか?

式典に参加する事によって成人の自覚と責任を抱けるのではないかと思います

18歳成人は賛成ですが一部は賛成できません。
アルコールや喫煙は二十歳のままじゃないと18歳ですと
高校生も含まれますので、アルコールや喫煙は二十歳になるまで禁止じゃないと学校にも問題が
起こる可能性が高いですし万が一18歳でアルコールや喫煙を許可すると高校生もアルコールや喫
煙されると体にも悪いし良くないことが多いですのでアルコールや喫煙は二十歳のままをそのま
ま維持することお薦めします
後少子高齢者になってますので甘やかすのではなく厳しくしていった方が今の佐世保市や日本全
国の若者に後続になったり今よりももっと明るい未来などが見えてくると思います。

18歳だとだいたい学生で、地元でほとんど成人式が迎えられる、18歳が正式に成人ならば18歳で
やるのが妥当だと思う

普段の生活から民法上まで子供扱いだったものが全て成人として扱いが変わるのだという節目で
あるから、18歳で成人式を実施することがふさわしいと思う。18歳成人になってからも20歳で成
人式を実施することは『成人式』の目的や実施意義がわからない。
ただ、18歳は高校卒業の年でもあるから、各高校の卒業式を成人式を兼ねるような内容にした
り、佐世保市からの新成人祝いを配布するなどして『4、成人式を開催しなくてよい』でも良い
と思う。

成人としての自覚を持つ為にも18歳の実施が良い

法改正されたのだから法律に従うのが理で、しない理由が正当化される事はあってはならない。
（私は18才成人そのものに疑問なのだが）

18歳=成人なら、自覚を持たせる為にもその年に行う方が望ましいと思います。

民法改正に合わせて行った方が、18歳未満の人も成人としての認識や自覚が出ると思う

今まで通り

成人として認められた18歳で式典を行うことで、成人であるという自覚が生まれると思う。

バラバラにすると18才で成人するという意識が持てないと思う

成人式なので成人した時にするべきだから。

成人になった年に実施することに意味がある。

民法で18歳と決まったなら、本人が成人としての責任・自覚を持つためも、18歳で成人式をした
ほうが良いと思う。 ただ、大学受験と重なるのが...

18歳は大人としての善悪の判断ができるから。

丁度、高校卒業となるので、けじめとしても良いのではないかと思います。

これまでどおり２０歳で式典を行う理由がないため。
成人を迎える１８歳では、大人になる自覚を持ってもらうために、可能であれば式典を実施して
ほしい。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

なんでこんな設問をしたのか意味不明。

意識づけ

20歳実施を続けると、18歳になった時点での、大人になったことの自覚が薄くなる。その余波は
かなり大きいと推測される。

20歳で成人式をする意味がわからないから。

「成人」となるので。

民法と選挙権は合わせた方が良い。早く参政することで若者の意見が反映出来たら良い。

成人式なので、成人になる歳で行うことが望ましいと思う。
その年に19.20歳になる方も2022年4月より成人になるので、その年は3年分の人数になり、大変
かとは思いますが、成人のお祝いは成人になる歳に行ってほしいです。

成人したことを記念し、新成人としての自覚を持つ機会になる式典なので、成人後はやいうちに
実施したほうがよい。

成人式の意味を考えれば 民法と同じ年齢で実施した方が良いと思います。

式典を行なってもらってない。など、僻んだ事を絶対に言う

民法上、成人になるのだからそれに従って18歳で行ったほうがいい。

18才で成人となるのだから18才で記念の式典をするべかきと考えます。

選挙権も18才からなので成人式典も18才で実施してよいと思います。

18歳からが成人ならば、その歳が良い。
ただ、会場に入らない子がほとんどなので、、

民法で決まっているから合わせるべき！という｢べきべき｣と変化を受け付けない方々がいらっ
しゃるでしょうから無難にそこに合わせれば特に問題なく当日を迎えることが出来るため。

成人式典に参加させることで、成人であるとの自覚を持たせるきっかけとなりうるため。

民法だから合わせないとおかしい。
成人という、意識をもつためにも

民法に合わせた方が分かりやすいと思います

式をあげた方が成人としての自覚が芽生えると思うから。

成人式は「成人になったことを祝う式」だと思うので、18歳で成人になるのなら、それに合わせ
なくてはいけないと思うから

大人としての心構えが出来る

18歳の自覚を持つため。

今まで通りだと、ややこしくなりそうだから

選挙権があるので??
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

1、民法にあわせ、18歳で実施したほうがよい

式典も18歳に統一した方がわかりやすい

民法改正に基づき、18歳で行った方が良いと思います。その方が成人する方の意識も高まると思
います。

式典に参加することによって、少しでも成人の自覚・認識を持ってくれるといいなと思います。

あたりさわりないように

どちらでも良いような気もするが、民法改正に会わせる形で施行した方が混乱も少なくなるかと
思うし該当者の成人に対する意識も高める事ができるかと思う。

18歳成人になるのであれば18歳に実施しないと違和感を感じる。

選んでません

法に合わせて実施する。

慣習も大切だが、法律を優先すべき。

成人の歳で式典をした方が成人したと認識が強くなるのではないかと思うから

民法に合わせ18歳で良いと思います。但し、酒と煙草はもっと後の25歳位でも良いのではないで
しょうか？

混乱を招くので18歳で行うべきだと思うが、飲酒などの恐れがあるのが心配。

法律上

成人として 社会的に認められることにより 自覚を持たせることができるから
１つの会場に 集まらなくても 民法の内容を理解するきっかけが うまれると よいと思う。

18歳で成人したという自覚を持つのではないかと思います。

式典は「成人」としての資格をお祝い（認識）するためのものだから。

民法に合わせる方が良い
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

成人式は大きなイベントだから、今まで通り20歳でやればいいと思うから。

変えると混乱しそう。
18歳と20歳の人が仮に同じ年に成人式を迎えたとしたら、多くの人がつめかけ大変だと思うし、
兄弟がいるところは年内に膨大なお金を用意（着物代など）しなければならないので大変だと
思ったから。

18歳の時にはまだ高校生の方が多く、入試などの理由で成人式の参加が難しいと思うため

もし18歳にしてしまうと人が多すぎて人の収容が困難になるから

今までの習慣を大切にするべきだから。

18歳は大変な時期だから。

1日や2日程度日程をずらした所で人が多いのは変わりなく場所なども確保できないのではないだ
ろうか。
令和2年の成人式だけ月や週をずらして開催するのであれば話は別だと思う。仮にそうするのな
らばそれが最善かと思う。

成人としての意識を持たせるためには、制度上の「１８歳成人」の後に、真の意味での成人を意
味する２０歳成人式を行った方が効果的であると思われるため。

高校卒業と重なる
20歳の成人式に向けて費用の準備をしている
お酒もタバコも20歳からなので成人の自覚がない
成人式が20歳と18歳の重なる年代の問題

高3での成人式には無理があると思う。受験もあるし、今までどおり２０歳での成人式がふさわ
しいと思うから！

18歳だと通常高校３年生で、進学校では受験に追われて、成人式の衣装など用意する時間もあり
ませんし、式を楽しむ余裕もありません。また、式で同級生と久しぶりに会うのが楽しみの一つ
であるのに、高校が違ったとしても久々に会う感じがしない。20歳でして欲しいです。

今さら変える必要性を全く感じない。

高3の受験期に成人式をするのは良くないと思うから。

18歳の年齢はまだ高校卒業と同時に就職 進学という時期でもあり家系の負担も掛かります。
振り袖となると予約も必要ですし、この年齢での式典は親の負担もありますので今まで通りの
20歳での式典でいいかと思います。

ちょうど子供がその世代になり、お金などもかかり大変な時期のため

飲酒、喫煙は現行通りなので、20歳での成人式がいいと思います。
大学入試とかにもかかるので…
経済的にも進学するなら費用がかかり、成人式でも着物代など出費が重なり大変です。
子供の意見として、成人式は高校卒業後に久々に会えるという楽しみもあるようです。

18歳では高三の受験の時期とかぶるからしないでほしい。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

民法が18歳からになったとしてもまた高校生
政治家もわからぬまま、選挙権を与えられても何も理解していない。成人は20歳という節目を元
に責任を持たせる意味でもきちんと20歳で成人式をとりおこなった方がいいと思う。

もし18歳でとなると、娘がちょうど高3の時になるので、国試直前で忙しい時期だし、1月となる
と体調管理もしっかりしときたい時期に人混みは出来るだけ避けたい。

18歳の成人式典の時期によりますが  今まで通り１月となれば大学進学の子供達は受験勉強が一
番大変な時期  勉強が追い込み時期で子供  (保護者)はそれどころではないと思いますし  他の
月に変更しても  就職活動   推薦入試など 子供達は大変だと思います

また  成人式典＝同窓会と言う気持ちで式典に参加してる子供達が多いと思うので  子供達が参
加する気持ちになるのかなぁ？と思います

成人式典は20歳で行い  18歳では学校単位で お祝いしてもよいのでは？とも思います

三学年合同の成人式は人が多過ぎて嫌だ

18歳で成人式を行っても、受験、就職等で出席出来る人が少ないから。

18歳で成人式を行うには受験や就職試験などと重なりせっかくの式に参加出来ない、しない人が
少なからずいると思います。さらに18歳で行うと決まっても2年間は式に参加する人数が倍以上
になり振袖やアルカスの席が足りないと予想されるため。

今まで二十歳で成人という感覚があるし、十代から二十代への節目でよいと思う

18歳での成人式になると高校３年生での式典になるので大学受験等ある場合は参加出来ない可能
性があるということが１番の理由です。

進学や就職で離れた人たちが集まるキッカケにもなると思うから。２０歳とゆう節目に、式典を
行うのは伝統であり、法律とは
関係がないのではないかと思うから。

18歳でしたら、受験を控えている人達が大変だと思うから。

18歳は受験期のなかでもとても重要な時期だと思うからです。また、18歳で成人式をすると高校
生としてふさわしくない行為をする人が、出てくると思うからです。

卒業と入学の時期で家が忙しいから

人数が多くなると不手際や警備など問題が生じそうなため

選挙権を与えるための法改正にしか思えないため従来通り２０歳での成人式で良いと思います。

式典は２０歳の方がいいから

18歳は受験を控えてる人もいる

私はこの民法改正のままでいくと、成人式が19歳で実施され、しかも3学年合同でする（その年
の20歳、19歳、18歳）年の年齢なので、3学年合同というのは嫌だと思うし、人がそもそも多
い。というかこの件（3学年合同成人式なのか）についてはどうするのか知りたい。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

18歳で成人式してもお酒飲めないしまだ若干高校生で成人式してもした感がないから

次の代からは18歳でいいと思うけど、ちゃんと成人式は行いたいです。

民法通りに18歳で成人式を実施すると、その年に19または20歳の方たちが成人式に参加すること
ができないと思うから。

20歳で開催するのは切り目が良く、今まで通りだと混乱が少ないと思うから。

18歳(高3)の年齢だと大学の受験の忙しい時期と重なってしまう為、今までどおり20歳でいいと
思います。

受験などもあり、成人式どころではないと思ったので、今まで通りを希望します。
それと高校を卒業する前に、あなた方は、大人ですってどうなんだろうと思ってしまいます。
あと、飲酒も出来ないのに、成人式を迎えて楽しいのかと疑問に思いました。

18才だと受験と重なってしまうし、大学に上がったり就職してすぐはなかなか落ち着かないから
参加しない人が増えると思う。でも、今まで通りなら落ち着いてから成人式に参加できて、参加
率が下がらないと思う。
それに、お酒は20才からなのは変わらないそうなので、成人式が二十歳なら、久しぶりに会った
仲間とそのあとすぐ飲みに行ける。
お酒もタバコも20歳なら、今のまま
20歳の時が妥当だと思うから
成人年齢が引き下げられた時　19歳で、18歳で成人式をするとなると、引き下げられた時には18
歳を過ぎていて成人式ができないし、仮にこの年代だけ別で20歳で行うとなっても、18歳の人た
ちと一緒にしたくないから。
また、18歳で成人式をすると、ほとんどの人が高校3年生で、入試前とか就職前とかで成人式に

20からが成人だから

18歳で理解し、すべき事と、
20歳でできるようになる事や社会人となる事など、違いを踏まえて、式典という形は残したほう
がいいと思います。

18から確かに成人だけど、成人＝お酒みたいな印象があるから、違反する人もたくさんいると思
うし、20歳で成人する人と2年も後に生まれた人達と一緒に成人式をあげたくない。

18歳に合わせて成人式を行うと、最初は何代も一緒にしなければならず、やっと成人を迎えたと
いう特別感が感じられないと思う。
18歳で成人になるからといって、その年齢に合わせて行う必要があるのか？
ほとんどの人がまだ学生のうちに成人になるから、大学受験などもあって大変だし、中途半端な
時期に行うと、式で騒動を起こしたり、調子に乗って飲酒・喫煙に手を出してしまったりするか
もしれない。
20歳で行う方が、市外にいて成人式のために帰郷した人に、市内で就職することや、市内に戻っ
てくるように、再度アピールできる機会があるのではないか。

18歳だと受験で忙しいし、たとえ受験後だとしても成人式に出たい精神状態でない人もいるかも
しれないから。
20歳だと高校卒業以来会っていない人と久しぶりに再会することができ、懐かしいし盛り上がる
と思うから。みんなで合法的に飲酒することが可能であるから。

損した気分になる。
振袖の数が絶対足りないと思う。
年齢が違うのに3学年一緒に祝われてもなんか複雑。
どうして私たちの代で変わるのかが分からない。
今まで通り20歳で成人式典をして欲しい。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

良くわからないが、単純に我が子が2歳違い(平成13年と平成15年生まれ)の姉妹なので、同じ年
にふたり晴れ着を準備してとなると金銭的にも大変だから。

他学年とかぶるのは極力避けて欲しい
変えたら今までの文化を否定しているようでモヤッとする

民法改正の最初の成人式を3年分一気にすることになり経済的に出れない人や振袖が着れなく
なったりするから。

受験と重なるので、現状のままがよい

今までがそうだったし、大多数の人が20歳が大人だという認識がある。
また、18歳なら高校生の人もいるから早いような気がする。

まずは、成人式はしたほうがよいと思う。次に、何歳の時にしたほうがよいかを考えると、「18
歳」だとほとんどが高校生なので、受験や就職試験等で大変だと思う。そうなると現在の「20
歳」がよいと思う。

生まれて２０年という節目の年。
あくまで法律で定義される年齢が変わったということで、日本人の成人年齢に対する意識がすぐ
に変化するとは思われない。
むしろ大学進学率が上がって社会的に自立する年齢が高齢化していると思うので、成人の意識的
にも１８歳に引き下げるのがよいとは思わない。

18歳の年度に合わせた場合大学受験や就職活動等への影響が心配のため。もしくは、実施時期を
検討するなどが必要と思います。

18歳はまだ子どもだから

受験勉強で忙しい時期と重なるため。

飲酒等の20歳に合わせた方がよいため

慣習として20歳の節目を式典の対象とすることが望ましいこと。
高校卒業後２年経過後に同窓会的に開催する意義が大きいこと。
18歳の飲酒や喫煙といった問題が新たに発生することを防ぐこと。

１８歳だと該当者が受験・就職等で忙しく、出席できないのでははいかと思い、従来の２０歳を
選択しました。

法律上は18歳なので悩ましいところですが、20歳成人というイメージが定着していますし、やは
り高校を卒業して社会に出て（就職、進学）一回り人間として成長すると思いますので、20歳成
人式を私はおします。
また、もしアンケートが決定要素になるのであれば、これから成人する若い世代の方々の声を生
かしていただきたいと思います。（年寄の判断は経験則に基づくものであり、古い価値観での判
断の可能性もあります）

高校卒業してすぐに友人と会っても、新鮮味がないので。また、飲酒等は二十歳を過ぎてからな
ので、成人式でワイワイできるよう現行のままが良いと思います。

受験等があり難しいと思われます。

成人式の式典に出席する際は振袖やスーツなどを準備するとすると、社会人の人は家庭の事情な
どで就職しているのだろうから、式典に参加するための費用を準備する期間があったほうがよい
と思う。また、進学した人は進学のための引っ越しや学費で家庭にすでに大きな負担がかかって
いる。それ以上の負担は難しいと思う。そのため、18歳で実施すると式典への出席者が減ってし
まうと思われるから。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

１８歳では、高校卒業～大学進学・就職の岐路に立つ大事な時期であり、それぞれが選んだ道で
一定落ち着いた時期に開催した方がよいと思うため。

18歳成人になった後でも、結局の所20歳になるまでは大人としての権利(飲酒、喫煙等)を全て
持っている訳ではないので、趣旨的に考えた時、20歳で行うのが適当だと思うため。
また、周囲の認識的にも20歳で完全に成人とした方がしっくりくる様な気もします。

１８歳はまだ高校生であるため、大学受験や就職試験等があることから、開催時期を考慮する必
要がある。
２０歳の今の時期に開催した方が、帰省の時期や同窓会的意味合いからも馴染んでいるのではな
いか。

18歳だと高校在学中となり、大学受験・就職試験との兼ね合いが難しいため。

１８歳は成人と認められないと考えます。

18歳で成人式が行えたとしても、その後の集まりでお酒を飲めないから。
高校の就活、卒業式、大学の入試、など色々な行事が重なるから。

18歳で成人式となると、大学などに進学する人にとっては
経済的負担もかかると思うから。

法律と慣例とは、分けて考えてもよいのではと思います。
これまでの慣習通り２０歳での成人式として続け、世の中が１８歳＝大人との認識に変わる時期
が来たときに、再度検討する　でよいのではないかと思います。

飲酒、喫煙は20歳からなので分かりやすく線引きするためには、
今まで通りで良いのではないかというのが一つ。
もう一つは、18歳という歳は進学又は就職の年で、親としては
家計をかなり圧迫するイベントになる。
特に娘に関しては息子以上に金銭がかかる。(着物の購入やレンタルなど)
記憶違いでうっかりとか、家計を圧迫して大変ということを
少しでも回避することを考慮したほうが個人的には良いのでは
ないかと思います。

移行時期に、参加を２回したりする不正もある可能性があるから。

憲法上は18才で成人扱いでしょうが、実際18才はまだ高校生。成人と言うには違和感がありま
す。今まで通り20才での成人式が妥当だと思います。

19歳の人はどうなるのか？
大学受験の時期で大変ではないか

１８歳、大半が高校３年生です。進学する子は受験まっただ中。受験に集中させてあげたいし、
受験前に混雑するところで病気をもらってしまう可能性が高くなり、受験に影響がでるかもと考
えれば、せっかく式典が開催されても出席させたくないと思います。

センター試験等受験や就職活動を行っている人にとっては成人式どころではないのではないかと
思います。

18歳は大学受験などがあり、成人式の気持ちの余裕がない。
アルコールや喫煙は、20歳からなので

飲酒問題や18歳の年に掛かる費用を考えたため

18歳の人が、お酒を飲んだりしそう。
未成年感が否めない。
1月に実施すると、色々と行事とぶつかる。
(試験など)
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

高3の受験生の忙しいときに成人式なんて困ります。貸衣装店や美容院も予約とれなかったりし
て。

高校生もいるから

１８歳は受験もあり、難しい。飲酒や喫煙は現行通り２０歳からであることから。

大学受験や就職などと重なり本人も家族も大変だと思います。

１８才だと普段の生活と変わらないけど、２０才だと同窓会的に集まって、お互いの成長や変化
を感じ合う機会になるのではないでしょうか。
また１８才はまだ現役の高校生。受験に忙しく振袖を着る気持ちにもなれない時期ではないで
しょうか。
下衆な意見ですが、着物業界や理容美容業界にとっても、１８才成人式だとかなりの痛手となる
のではないかと推察します。

最初の年（2023年？）には、三学年の新成人が出ることになるため、18歳での実施は避けた方が
良い。

18歳での式典開催で1月開催の場合、大学受験・就活シーズン真っ只中で、参加者は減るのでは?
18歳で開催するとすれば、5月のゴールデンウィークか、6月の開催が受験などへの影響は少ない
かも。
たが、式典への参加は、式典に参加することだけが目的ではなく、友人に久しぶりに会ういい機
会にもなっているため、現行通りの２０歳での開催がよい。

20歳でした方が、親や私達子どもにとってもいいと思ったからです。
そして、18歳でやるとしても進学や就職をすることで高校生は頭がいっぱいいっぱいだと思う
し、親にとっても自分の子どもが志望校に合格するか就職先に合格できるか不安だったりして忙
しいと思うので2番がいいと思います。

いきなり18歳に変えたら、間の20?19歳の人の成人式に支障が出るから。

20歳からが、大人という認識が強い人が多い。また、高校卒業年度に成人式をすると、経済的に
も負担がかかる。18歳にした場合、過渡期には、18歳と20歳が入り雑じる形になると思う。

私たちの代だけ年下がいるのは嫌。

子供が20歳になる年が18歳成人の始まりの年となり、着物のレンタルや美容室の予約が困難にな
ることは確実です。
アルカスは当日混雑していますが、それが18歳、19歳、20歳と3学年集中するのはどう考えても
無理があると思います。
18歳成人だと高校生もいるので、受験前切羽詰まった時期に成人式をしている余裕はないと思い
ます。
成人と成人式は別に考えても良いのではないか、と自分は思います。

これまで通りの方が混乱を招かない。
飲酒や喫煙は20歳からなのに成人式を20歳以下で迎えることによって気持ちの緩みから事件が発
生する可能性が考えられる。
これまで通り1月に実施する場合、高校3年生や浪人生はセンター試験を控えており式典には参加
できない。

成人とはいえ、まだ精神年齢は子どもだと思います。しっかりした考えを持つ可能性が高くなっ
て、改めて自分自身の中で、自分のものとして「成人式」を迎えてほしいです。そもそも18歳成
人がおかしいと思いますので。

18歳に当たるのは高校3年生であるが大学入試へ必死に勉強している中、成人式に参加するのは
酷だと思う。というかこの際、成人を18歳に下げなくてもいいと思う。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

18歳でするとまだ学生であり、晴れ着を着て高校時代の友人と集うというこれまでのやり方を変
える必要はないと思うから。

3学年でするのは人が多すぎて着物も足りない、成人式に関わるスタッフさん達がすごく大変に
なるし、個人の意見としては自分と同じ学年の人達だけでしたい。年下の子と一緒にしたくない

大学受験があるから

成人の歳で、成人式をむかえたい気持ちもあるが、そうなると、大変だから。また、3つの学年
が同じ年に行われることで、簡素化されたくないから。

友達に会っても感動が薄いと思う。

一気にやると人が多くてきつそうというのと
下の世代もいたら成人したって言う感じがしなくて嫌だ

18歳も同じ日に成人式をするとアルカス前に若者が沢山集まり迷惑になるから

我が子の成人式の年が、20歳と18歳の子の同時成人式の年になるが、合わせてではなく別々に又
は従来どおり20歳での成人式を実施してほしい。
18歳成人でも飲酒等は20歳からだし、本当の意味での成人式を20歳ですべきだと思う。

受験とかぶるから

変える必要がない。
受験と重なるのでは。

受験生が多いと考える。

１８歳だと大学入試の時期と重なって参加できない人が多いと思うから。

大学受験生が多いので現行どうりがよいのでは

１８歳だとまだ高校在学中のため、やはり卒業し社会に出てからの気の引き締めの意味もあるた
め

何が目的かわからない

これまで２０歳以上でしか認められなかったこと全てが１８歳で可能になった訳では無いため。
２０歳で飲酒、喫煙も含めて全て揃うので、全て権利が揃ったお祝いという意味で、これまで通
り２０歳での成人式が良いのでないかと思います。

就職や進学等で別々になった人の集まるいい機会だから。

飲酒、喫煙は変わらずに二十歳から。
成人式のあとには、必ず宴会に流れ込む。
18歳で行うと、未成年の飲酒、喫煙を助長する。

高校の卒業、進学に重なり大変。子供が働いて無い時に成人式があると親にもかなりの負担がか
かります。

成人は、18歳に変わるけど、成人式は、20歳の方が節目として覚えやすいから。

18歳になる年の1月は受験や高校卒業後の就職シーズンであり式典への参加が難しいと思われる
ため。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

2022年度の成人式典が混乱する為。
3年代が重なってしまい、式当該者が可哀想

１８歳では受験を控えた生徒が出席できないから。

考えて

社会人、大学生になり外へ出た人間もひさしぶりに地元に戻り各々の成長を語り合える時間にす
るため

ハタチが成人式のイメージが強いから

18歳だと高校在学中になるので。
やはり地元を一旦離れて、友人たちに会うと懐かしみも増えていい思い出だからです。

高校卒業して2年ぶりに会えるのが楽しみだし、
卒業する年に成人式は楽しくなさそう。
お酒も飲めないみたいだし…
18でするってなったら一気に3学年するってことになりますか？

２０歳が節目だと思います。18歳だと、高校在学中になるので、在学中に式典をするのもどうか
と。

二十歳の記念で良いと思ったから

高校生だから！

今までどうりにしたほうがいいと思ったから。

大学受験とうがあるので、集中できないのでは？

はたちは一つの区切りだと思うので。

18でするならば高校の卒業式と時期がかぶるので、卒業式と成人式の二回になるので。

成人の日は、18歳にとって大学受験で大切な時期だと思うから

18歳はまだ高校生であり、二十歳までは、お酒も飲めないから

一般的に言われているように、センター試験で忙しいから。
進学する場合は、親の負担が増すため。

開催することは全く否定しないし、おおいにやってもらいたいです。ただ、18歳成人で式典を行
う場合、大学受験や就職活動の真っただ中にある時期を考えれば、優先すべきは成人のお祝いと
いうより、進学や就活だと思いますので、従前のとおり20歳で実施したほうがよいと考えます。

今まで通りがわかりやすい。

佐世保では子供の大きな犯罪も多く、全体的に子供達の精神年齢が低いと思う。
挨拶はできない敬語が使えない、当たり前のことができない子供が多い。
高校生も幼いし、これで、成人は不安。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

18才はおとなじゃない　と個人的には思います。

同じ会場の方が経費がかからないと思うので。人数が少なくなるからコンパクトで良いと思う。

今まで通りでいいと思う。

お酒やタバコなどが大丈夫になる年齢になった時が、成人として認められる年齢だと思うから。

１８歳で成人式をした後の、子供達の動きが気になる。(飲酒を含め）

やはり成人は20歳であり18歳は選挙の為の政治家の都合であると思う。
成人式は今まで通りで良いと思う。

高校三年生のこの時期は忙しいと思うから

なぜか18才はぴんと来ない

18歳となると、高校3年での成人式になります。
高校生にもよりますが、就職される方はいいかもしれませんが、大学進学、今のセンター試験と
ほぼ重なり、その後の二次試験も踏まえると、時間的余裕、気持ち的余裕がないかと思います。
今年、それを経験した子を持つ保護者としても、保護者の気持ちにも余裕が、ありません。また
22年には、また同じく受験生となる息子が居るので、従来通りでいいと思います。

18歳で実施する場合、受験により参加したくても参加出来ない成人が出てくるため。

成人式のあとはみんなで同窓会をするのが恒例なので、お酒が呑める20歳で成人式をやったがい
い！

18歳で法律上成人としても
社会の事を何も知らない
高校生を成人=成人式
アルコールやタバコ
クレジット解禁するのは
如何なものかと?

早い

18歳だとほとんどの人が高校3年生であり、進学や就職と重なることが多くなると思うから。

高校三年生であり進学、就職直前で成人式への出席が困難。

未成年飲酒喫煙が増加すると思われる

20歳から
保護者から離れるのだから
18歳はまだ完全なる成人とは思えない。

投票権は有るが、まだ飲酒や喫煙は認められている訳では無いので式典後の打ち上げ等を考えれ
ば二十歳が当然。

18歳は 通常であれば大学受験の最中に当たると思います。
そういう時期に開催しても、出席者が少ないとか、参加したくても日程が合わないとかいうこと
が多いのではないでしょうか？
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

娘が、現在高校一年生の16歳ですが、18歳で
成人式をしてしまうと混乱が起きそうなので…
現在の式典事態が成人した事を認識させているとは思えないので、行事化しただけのような気が
しています。なので今のまま20歳ですれば良いと思います。あくまで、成人式典という行事事態
に対しての感じですが。

式典後の友人との宴席で喫煙、飲酒が行われる心配がある。

成人は二十が一番良い。

18才は大学受験の年です。成人を祝う心持ちには、本人も親もならないと思います。

18歳での成人式となると、大学受験を控えた人の割合が多くなり、従来通りの1月の成人式だと
参加率が少なくなると思います。
また、現時点では、成人式は高校卒業二年後/中学卒業5年後の同窓会の機会としても多く利用さ
れていると思われ、20歳時点での成人式のままが良いと思います（「成人式典」という名称が妥
当になるかは考える必要があると思います）
酒タバコなどは２０歳からと18歳は正式な成人ではない。
選挙権があり婚姻出来るだけ。ローンなどクレジットカードが持てるわけではないし、成人とは
言えない。

18歳は、大半が高校生だから

18歳は 進学や就職で 余裕がなさそう。

18歳だと成人式は出れるのに、酒・タバコは20歳とそこは変わらない。
成人式に騒ぎになり18才の子が飲酒したりして、大変だと思うから。

二十歳成人式は、高校卒業後に故郷にみんなで集まり、近況など語り合えていいと思ってます。
十八歳成人式だと、佐世保を離れて生活してる方や、就職されている方もいらっしゃるとは思い
ますが、普段とかわりないメンバーがほとんどなのかなと思います。
成人としての決意は１８歳でもいいかとは思うんですが、同窓会のような雰囲気もあるかと思う
ので、二十歳での成人式が個人的にはいいなと思います。

呼び名を代えれば！

18歳でするぐらいならしない方がよい。逆に税金の無駄遣い。
進学をするのならば、親の金銭的負担が大きい。
税金も上がって生活苦なのにこれ以上、生活を切り詰めたくない。

やはり、１８は、まだ、高校生…大学受験の生徒は、成人式どころでは、ありませんよ( ｡ﾟ
Дﾟ｡)

18歳だと就職や進学したばかりで、親も子供も多忙だったり、金銭的にも大変だから。

今まで通りがいいかなと思います

高校生で振袖を選んだり、着たり、友達が帰ってきて、盛り上がったり、という感情はないとお
まうから

今まで通りにしたほうがいいです!

一度に何年間分の成人式をするとレンタル振り袖など借りるさい借りられなくなる可能性ごある
と思います。なので今まで通りがいいと思います。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

民法と式典は別物と考えて良いと思います。

18歳だと、大学受験や就職活動など成人式に行く気持ちの余裕がないと思うから。

まだ働いていないので式に参加するのが親も大変ではないかと思います。

18歳は大学受験で忙しい時期なので

やんちゃな子達が暴れる度合いが増す

急に年齢を変えると、混乱が生じると思う。

混乱の元。（会場などすべてひっくるめて）

民法ては、18歳成人ですが、早すぎる気がします。やはり心身ともに成長の面からもいろいろと
20歳が一番ベストで、区切りもよいと思うからです。
そもそも18歳にしたことに疑問を抱きます。18歳にナゼしなければならなかったのか？わかりま
せん。

これまで20歳で行って来たわけですから、高校生のうちに式典を行う必要はないと思います。
半分の10歳で「二分の一成人式」という行事も行っています。

少年法の改正を早く18歳以下にすべきだ、
その後18歳で実施すべき。

受験生には、出席は、むり

今迄通り成人式は、20才でいいと思う。
18才では、中途半端で高校卒業の延長
しっかりと成人式の意味や未来を考え
感じて出席するだろう。

成人式は20歳というイメージが強いから。
18才だと、まだ学生なので、自分で貯めたお金でできないし、早生まれの人は17才で成人式参加
になってしまう。

今まで通りだから

伝統という目で見て、20歳でいいと思います。

たばこ、アルコールが２０歳からのため。

今、自分の息子が18歳で高校生で選挙の投票にも連れて行ったが、本人も18歳という年齢で大人
として扱われ投票することに不思議に思っている。18歳は高校生の年齢でもあるし、高校卒業し
た人でも18歳の人もいる。お酒もタバコも20歳からとあるように大人イコール20歳だと思うので
今まで通り20歳でするほうがいいと思う。

18歳成人式だと高校の卒業式前になるので何かと負担がある。

受験や就活と重なるから

喫煙や飲酒が20歳からなので、それに合わせたが祝う方もわかりやすい
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

18歳は受験などがあり、参加が難しい。

節目

本当の大人の仲間入りなので

大学進学でお金がかかるので、着物の準備資金が心配。
喫煙飲酒が20歳からだから

飲酒できる年齢が20歳のままであるなら、成人式→お酒を飲むイメージなので

今まで通り、１月開催が良い。
着物を着るので、寒い時期が良い。

慌てて早くしないで社会の事が分かってから自分の立場  役目 やるべき事が少し分かってきた
頃が良いと思う

18歳で成人式を行うと大学受験に支障が出ると思います女の子は貸衣装を借りたり成人式の写真
の前撮り等があるので何かと大変だと思います

アルコールや喫煙年齢に合わせたほうが良いかと。

18歳は中身がまだ子供。特に最近の子供らは幼すぎるので式典は20歳でもいいのでは。

お酒は二十歳からで変わらないのであれば
成人式も二十歳のほうが未成年の飲酒を防げるとおもいます。ただ飲酒も十八歳で変更になるの
であれば
十八歳で成人式もいいとおもいます。
現在でも暴動を起こしたり酔っぱらったり
乱れた行動がが問題になっています。
それが十八歳で式典をしたらどうなるか
成人式といえばやはり着物を着る人が多いとおもいます。親の立場から考えると金銭的に負担が
きついですよね。学費 新生活費 就活費などなど

昔から

18歳は大学受験で一番忙しくこれから先のことが決まる大事な時期だから

18歳は大学受験で忙しいです
式の後の集まりは同級生で  打ち上げが出来ないです

18歳（高校3年生）は、受験シーズン真っ只中なので、式典に、今でさえ参加する人が少ないの
で、18歳でとなると、式典としての体をなさなくなるから。

一般的には高校生であり、進学・就職等を控えた時期であるとともに、卒業後の段階を踏んでい
ないことから、新鮮味に欠けるとともに、地元へ帰る機会の損失に繋がると考えられるため。

18歳はまだ高校生なので卒業後がいいと思います。

20歳から大人になるという節目だと思うから。

大学入学費や引っ越し費用、仕送りで家計を圧迫されるので、20歳開催が良い。

たまに弾けた若者もいますが～
ものの見方、考え方がしっかりしてくると思うから。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

18歳だと大学受験で成人式どころでない。
式典に出てインフルエンザ等の心配もしたくない。
20歳で友達と久々会い、懐かしむ感じがいいです。

近隣他市の状況も見つつ、今のところは20歳成人で良いかと思います。

18歳だと高校生なので大学の受験勉強や試験、就職活動に関係してくるので今まで通り二十歳で
いいと思います。女の子は前撮りや着物を選んだりしないといけないので。

高校3年生は進学か就職かなど将来の進路について考える時期であり、模試等で忙しいから。

日本の伝統なので伝統どうり二十歳で実施した方がいいとおもう。

18歳では、高校3年生であり、大学受験以外でも忙しい時期のため、開催は不可能だと思われ
る。
いままでどおりが、ベターだと思うが、20歳で開催する場合、なぜ20歳なのか、その意義意図を
設ける必要があると思う。

18歳の1月は、受験で忙しいから。

18歳となると、高校時代に成人式を迎える事になります。その時期は大学入試やテスト前と重な
るのではないでしょうか。
依って今まで通り20歳でした方が良いと思います。

18歳では 学生の方も多く、自立して生活できる方は少ないと思う。民法上18歳から成人となる
とはいえ、飲酒、喫煙など制限もある。これらのことから、ある程度、自立し生活ができる20歳
に成人式を行うことが良いと思われる。

18歳は、高校3年生で、受験の人たちが多いから。
もし、18歳に式典を開くのであれば、成人の日にではなくGWなどのみんなが帰省してくるタイミ
ングでやったほうがいいと思う。

選挙権や契約等の自由はでるものの、結局は20才にならなければ認められないものもある、また
それらを自覚させるため。

土地場馴れ等を考慮すれば高校生活内に済ませるのもありかとは思うが、高校卒業で成人と扱う
のは問題があると思いますね

タバコやお酒が二十歳からだし、生まれてから二十年が節目でちょうどいいと思います。法は18
からになりますが、式典は今まで通り二十歳でいいと思います。

20歳がいろんな意味できりがよく、けじめをつけやすい。

卒業、入学、入社と大半の人が18だと忙しい。

高校卒業して20歳で集まる方が記念になるから

高校卒業と同時に成人となると、当人たちの心構えが難しいことと保護者の負担も大きくなるか
ら。

１８歳だと高校在学中に行うことになるようで、お酒も飲めない。
２０歳だとお酒も飲めるし、高校卒業して１年後だと久ぶり感もあり盛り上がります。

大学受験などで参加できない人が多いと思われるため

自己責任を重んじる年令だと思います。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

今の20歳は昔と比べてまだ精神年齢が幼い。
ましてや、民法に合わせてなんてもってのほかだと思います。

違和感あります？18歳はまだ子どもで良いと思います。

まだ高校生。学生だから。

変更して混乱が起きるより従来通りの実施の方がいいと思うから

18歳では受験などで忙しい時期だから今まで通りがいいと思う。

まだ子供っぽい感じがするため

分からない

この時期、大学受験の日程と重なり、進学校の生徒は参加が難しいのではないかと考えられるた
め。

再開の意味も含めるなら高校卒業すぐより、離れて数年経った20歳で再開した方が意味のある成
人式になると思うから

たばこ、お酒は20歳からなので。

18歳はまだほとんどが高校生で受験などもありほとんど参加できないと思うから

開催した方が良いとは思いますが、
高校３年生の年は進路決定の時期と重なり、
参加できない人が多数でてくると思います。

一つの節目として必要
18歳だと卒業式とかぶる。20歳だと社会人２年目学生2年生と親元または地元を離れてわかる大
人への自覚などが少し芽生え始める時だからこそあ20歳の節目が必要だと思います

18歳で実施したほうが良いかとも思ったが、就職活動や車の免許取得等と時間や経済的にも大変
かと思われる?

18歳はまだ高校生で、受験生も多いでしょうし、式典どころではないと思われます。お金もかか
る時期だし、特に女性は負担がかかるのでは？

いままででよい

受験生もいたり
社会に不慣れ な所等

昔からの成人式のイメージが20歳だったからです。

同窓会も兼ねて成人式がしたい。また、18歳は受験でそれどころではない。

会場が広い。

18歳から飲酒や喫煙をする者が増えたらダメだから。

今まで通りが良い。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

18歳の式典は、有らぬ不良行為が増えそうな気がします。

高校に在学中の時に成人の日を迎えるにはちょっと違う気がする。

高校3年生の時期は受験や就活などと日程が重なって行きたいけど行けない子とかが出そうで可
哀想かな？と考えます。

古来二十歳は大人としての年齢で、選挙のために18歳にしたことに合わせるのは民法とはいえ、
おかしい。従来の二十歳に合わせるべき、ただ他の市町村とも調査のうえ実施したら、どうか？

18歳は、高校3年という位置付けの方々も多く、高校生の気分でやられると成人として自覚か芽
生えないのでないかと。私は今まで通り、20歳でやる事で成人としての自覚、責任、重みが自然
と個人の心の中に、生まれてくると思います。

18歳は受験や就職活動など新生活を始める時期で大変だと思います。

18歳は、大学受験又は就職の年なので、参加する人が減るのではないか。
それに、18歳が成人に法律上成ったとしても、現実的には、まだまだ落ち着きがなく、成人式の
式典も
スムーズに行かないことも懸念されます。

18歳で式を行うとその後に飲酒したりと…問題が出てきそう。

18歳だと大学受験や高校卒業と重なるから。

１８歳だと大学受験と被るため

本人の心構えや、準備の都合。

一時的にですが、同じ学年ではない人が集まることになる為

現行のままが分かりやすい

20歳が人生の節目と思うので

高校卒業後、地元を離れる人も多くなる中、20歳で成人式をすることで、久しぶりに仲間と再会
することができ、それぞれの成長や近況を報告し合うことができる機会となるから。

現行法で飲酒、喫煙などは依然として20才からであるため。
式後に飲み会が行われることも想定される。

18歳だと高校生で受験生でも
あるので
今まで通り20歳がいいと思う｡

人が多すぎて会場がないと思うから

18歳で成人式をすると、大学受験と重なって大変だと思います。

18歳は大学受験などがあるので大変だから。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

民法と、今までの慣習は別だと思うので。
また、18歳だと義務教育ではなににしろ、まだ親と同居しているなど経済的な自立をしていない
など、親の観察下にいる事が多いのでまだ成人とは言えないと思うため。

高校生は受験時期と重なるから

飲酒できる歳だから

受験や就職で、心に余裕がない時期にやるよりいいのでは？と思ったため

ただでさえ20歳でも混乱が起きる成人式。佐世保も同様、18なんて考えられない。

一部ではあるが、２０歳の式典でさえ、精神的に子供が騒いでいる。
18歳に引き下がるともっと荒れるのではないかと思われる。

卒業と同時に女子は着物が必要になってくるし
20歳に成人式をしたら働いてる人は働け、お金を貯めることもできるし自分で着物代も出せたり
するから、20歳に成人式が良いと思います

18でしたら、自動車の免許とりに就職にだったり大学入学にと何かとお金がかかるので親の負担

成人式典で、久しぶりに同級生に会えるのも楽しみだと思うので。そして、今まで二十歳で成人
の自覚が、芽生えてきたと思い
ます。今では、2分の1成人式も小学校で実施されています。18歳に変わるとそれも年齢が引き下
げられると、低学年過ぎます。

18歳で成人式だと高校生で成人式となるため受験生はそれどころではないと思います。20歳で成
人式の方が、お酒も飲めるし同窓会のような役割もできていいと思います。

２０歳でお酒やタバコの解禁になってますので、区切りとして２０歳でいいと思います。

自分もそうだったけど、１８歳はまだまだ子供です。

18歳はまだまだ子供です。大人としての自覚が持てるようになるには、やはり20歳で成人式を迎
えた方がいいのでは？と親世代は思います。

18才だと高校３年生で大学受験真っ只中…
式典に行っている場合ではありません。

ほとんどが学生。まだまだ大人の意識がない。同窓会のような集まりで未成年飲酒が多くなりそ
う。

民法では18歳が成人となるが、お酒やたばこの嗜好品の年齢は20歳からだから、大人になる式は
20歳で良いと思う。

18歳では心身ともに未熟すぎると思います。成人の自覚を持つには今まで通り、20歳が良いと思
います。

成人式は20でいいと思う。それぞれの法律上では成人が異なってもいいと思います。その上で20
成人式は区切として20がいいと思います。

18歳ですると受験などが重なってしまい、参加出来ない人がたくさん出ると思うから。

28



【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

我が子が丁度20歳の成人になるのに、18歳で成人式なら、20歳の子はどうなるのか？
心配というか、疑問に思う。
18歳の子と20歳の子を一緒にするのか？
一緒ならかわいそうだし、18歳で成人とは自覚もないだろうし、高校卒業前に成人式とか･･･あ
りえない。

大人の仲間入りするには、今まで通りの20歳が、内面的にも　切り替えが出来ると思います

大半の18歳は受験や就寝など大変多忙の時期であり、すべて18歳で解禁される訳ではなく、今ま
でどおりがいいと思う。

2022年から18歳は成人だと言われるようになるのかもしれませんが、結局お酒やたばこなどは20
歳からになるのならばやはり20歳の時に開催した方が１つの区切りになるのではないでしょう
か。

18歳は大学受験や就職で、忙しいから。

社会人又は学生となり親元を離れた子供が帰って来るかもしれない事を待っているから。
タバコやお酒は２０歳からですし、保護者側も大人になったと自覚出来るから。一緒に酒を飲む
事を楽しみにしている方も居ます。

きりがいいから

お酒はハタチになってから

一般常識を知らないから

成人の定義が民法改正前と後では違う、出来ることと、出来ない事があるから。
(飲酒、喫煙、ギャンブル等・・・）

18歳で成人ということに慣れない。違和感を感じる。

成人式は制度上の成人でなく20歳というお酒が飲めるようになった事を祝うものだと思うから

成人年齢は18歳だが、お酒やタバコは２０歳からなので、そういうのを基準にしないと、勘違い
する新成人もいると思う。式の前後にテンション上がって、お酒を飲んで暴れたりする人をテレ
ビで見かける。それを18歳が勘違いして、同じ事をしそう。

いま迄通りです良いかと

18歳だと大学入試があり成人式に参加する余裕がないから

切り替えの年の成人式はどうするのか？
その年は18歳 19歳 20歳の3年代分実施するのか？←現実的ではない

高校卒業と共に「成人」とするより、「大人」になるまでワンクッションあった方が良いと思い
ます。
たった2年の差ではあるが、子供たちにとっては長い時間。
この間に社会に出る子も多いので、親の有り難みや働く事の大変さ等を学び、感じる時期になる
のでは？
その上で、晴れて「成人」と認められる事で、より責任感や達成感等も感じてくれると考えま

さらに荒れる
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

一時的に複数の年代が同時に成人式を迎えなければならなくなり、混乱するだろう、というのが
1番の理由ですが、18歳で成人式を行うと、大学入試真っ只中であるため、出席できない方も出
てくると思うので。

高校等に在学している人は、受験等控えており、出席したくてもできないなどの事情があるので
はないでしょうか。

18歳では高校在学中の子が多いと思うので、特に女の子はオシャレに限らりが出てくるので。

高校卒業後しばらく経ってからの成人式だと、久しぶりに友達と会えるから。

大学受験など重なる
今まで通りがいい

・飲酒解禁など20歳での区切りも依然存在する
・高校卒業後、それぞれの道を歩み始めた旧友との再会、交流はその後の人生のいい刺激、新た
な出会いとなる可能性がある。（18歳は高校の卒業と重複する）
・成人式典は地元に帰るきっかけとなる。

2022年度20歳の人と19歳、18歳を一緒にするのがよろしくない。

２０歳で社会的に成人式を行うのが定着している。選挙権は１８歳となったが、２０歳は大学在
学中のものが多いが、就職している本当の社会人もいる。特に１８歳で行う理由が無いのであれ
ば、現行のままが良いと思う。

高校在学中に18歳になる場合、成人式に高校生で出席しても成人になる意識が薄いと思う。

卒業後２年たって久しぶりに会う友との再会も含め20歳成人式がいいと思う。

式典後に 喫煙 飲酒してしまう可能性があるため、20歳での式典が望ましい。
徐々に 選挙権 運転免許など権利を与えていって 20歳で 自己責任の重みを 与えるほうが 親と
しても 指導が しやすい。
高校卒業後 解禁の数が多いと はめをはずしやすい。18～20歳までの 猶予期間が必要。

今まで二十歳で成人式を行っていたので、十八歳で行ってしまうと二十歳、十九歳の人が損した
気持ちになるから。

今までで良いと思う

18歳は、現役高校生であり、進学や自動車学校の費用が嵩む時期です。受験直前の生徒も多いの
で、式典どころではないと思うます。

タバコやパチンコなど20歳からとなっているので。また国が、選挙の為だけに行った政策であっ
て意味がない。

養親になることや、喫煙や飲酒をすることができるようになるのは２０歳をすぎてからなので。

大方の人が学生さん勉強に忙しい時期だと思いますよ。また親もたいへん。

喫煙、飲酒が20歳からなので、成人式を18歳ですると、勘違いされそうだから。

18歳は多くが高校３年生で、学校行事や受験で多忙と思われるので、従来通りが良いと思います

同窓会的な要素で集まる機会になるといいと思います
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

センター試験が控えているから

混乱するため
親も準備が大変になる
節目としては20才がキリがいい

飲酒を伴う同窓会などの催しが開かれる機会が多いと思われるため

卒業や進学、就職等で18歳の年度末は多忙である。飲酒等もできないので・・・

18歳で成人式をするならその年に20歳で成人式をする人とダブる年の人が出てきて色々大変そ
う。また、何月にするかによるのかもしれないけど、18歳での成人式は進学や就職で忙しく出費
が多い時期に被るので、金銭的に厳しいところも出てきそう。成人する本人たちも、卒業して2
年後にあたる20歳の方が同窓会も兼ねて集まるのではないかと思うから。

18才でやると大学受験をする人が大変になるから。

全てにおいて成人とみなされる(飲酒ができる等)年になって開催した方がよい

１８歳成人といっても、現在ほとんどが高校へ行く時代であり、高校在学中の１月に成人式典
は、受験や就職活動から、そぐわないと思います。
これは、高校を卒業した夏頃の開催なら良いということではありません。
大学受験や就職を経て、一定の精神的落ち着きを見た２０歳の１月こそ、成人の自覚を持つ時期
だと思います。
そもそも１８歳成人は、選挙のためでしょ。

民法で決まったからといって、すべてに置いて適応されるというわけではないというのが、今の
ところないからです。

式典は女性は着物を着る方がほとんどですが、仮に18才で式典をするとなると、大半が高校在中
の時に着物等準備することになりますよね。受験も控えてる子達も多いのでは？(1月にすると
なった場合)

成年年齢をさげるのであれば車の免許取得も原付同様16からにすべきだと思う。

高校3年生は、まだ子供です。

18歳ということは、まだ高校生の人もいるから、
大人への第一歩としては、早すぎると思う。

中学生の娘がいます。高校卒業後？在学中？での成人式にはピンときません。
大学進学や就職などで成人式など参加する余裕もないのでは…と思います。

18歳は高校生の場合が多いのではないでしょうか。受験期と重なり式典をしても感染症対策で出
席を諦める子も多いかと思います。

20歳を目標にみなさん準備していると思いますので

受験と重なるため

18歳成人式だと、大学受験と重なり多忙な子が多いと考えられるため。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい
大学進学の受験や就職を決める大事な時期はやめたほうがいいと思います。高校卒業して2年後
の20才の時に懐かしい友達との再会も成人式の楽しみだと思うので、20才で行うのがいいと思
う。

*18歳の1月は、受験を控えた高校生が沢山いる。
*成人が18歳になっても、飲酒喫煙等は20歳からだし、すべての意味で成人する20歳で成人式の
お祝いをすべき。
*2023年1月の成人式では、20歳成人と18歳成人が同時に成人式を迎えることになる。
ややこしい、人数が多い、同じ年令の人だけでの成人式が良い。
*我が子は、20歳で2023年1月に成人式を迎えるが、同年令だけでの成人式を望んでいる。

18歳だと高校生。その時期は入試などで落ち着かない人もいる。
就職、進学と お金もかかる。
兄弟が居る場合、３学年をまとめてとなると重なる人も出てくるし、衣装や美容室も足りない可
能性もある。
式典を準備する側も大変だと思う。

??3学年同時となると、3倍の混雑が予想される
??レンタル着物や美容室の予約などがこれまで以上に心配
??その年に20歳になる娘が3学年同時ということに戸惑っている
??20歳という節目には特別感と憧れもあったから

最初だけだが、19歳をどうするかとなる。

法改正されても結局は20歳まで認められないことの方が多く、成人とは考えられない。
また、大学受験、就職活動の年にこれ以上負担を増やさないで欲しい。
よって、式典に関しては現行の20歳での実施が妥当と思われます。

確か成人式の起源は、太平洋戦争後地域を盛り上げよう、地域の活性化だとTVでやっていたと思
います。
つまり、年齢に大きな意味は無いのではないでしょうか。選挙年齢を下げたのもあまり意味は無
いのではないでしょうか。正直どっちでも良いのでは

タバコ、お酒の基準で良いと思う

受験など進路が定まってない時期に成人式に出席する余裕はない。

昔から大人は20才だから。
18才はまだ子供

20歳になって久々に再会することが楽しいことと、飲酒できるのは20歳のままなのでそこも指摘
できる。18歳での成人式は受験勉強で忙しいのに楽しめないし妨げになると思う。

大学受験が控えている18歳は適していない。
2年ぶりに帰って来て再開するよさがある。

18歳は大学受験を控えているから適さない。
2年ぶりに帰ってくるよさがあるから。

18歳は高校３年生でもあり、受験等で忙しく、参加する人が減るのではないだろうか。

18歳で成人式をやると、制服で参加したりすると味気ない。
やはり娘の晴れ着姿を見たい。

18歳成人式ははやい！
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

小学校でする二分の一成人式の意味がなくなってしまう

18歳で成人式を行うと 受験、卒業式があり成人式に来る人は少ないと思います。

20歳の方がキリがあって良いから。

ほとんどの18歳が、高校卒業前であり、大学受験や入社前の準備等で慌ただしい時期です。
そのため、この数年は、18歳成人式を検討する期間としてみてはと思います。

18歳だと、進学、就職で忙しいので、成人式の準備ができないため

遠くの県に行って離れた人と、再会でき嬉しいから。

数字的にもキリがいい。
酒やタバコと合わせた方がいいと思う

今まで通り
１つの節目としてそのままが良いし、
18歳は進学や入試、就職活動で忙しいから

変えてしまうと、わからなくなってしまうから

キリがいい年齢と思うから

18歳で実施の場合、女の子の場合振袖の準備のつごうがつかないご家庭もあるかもしれません
結果その他の理由もあるだろうし、不参加も増えそうな気がします。
20歳で実施されるからこそ、県外に進学した方も地元就職、進学した方も懐かしく集い新たな交
流にも繋がると考えます

区切り、けじめ、という意味でも20歳成人式のままでいいような気がします。

18歳で実施することにしたら、20歳と19歳と18歳が1度にあげることになってしまうから。私は
計算的に19歳で実施になるので、中途半端はちょっと嫌かなーって思います。それなら今まで通
り20歳で実施するようにしてほしいです。

民法改正後の初めての成人式が大変な事になると思うから。
18歳でしてもあまり意味なさそう。

高校卒業後の最初のお祝いであり、同窓会を同時期に行える楽しみもあるのではないかと・・。

開催しなくてよいとの意見と迷うところはあります。
自分の時には同窓会も行い久々の再会が嬉しかったです。
その際にはお酒の席があり、みんな飲み慣れないながらもお酒を交わすようになり、四ケ町には
騒ぐ人たちも多くみられた。
18歳で式典を行うと、マナーを守らない人も増えるのではないかと考えます。
高校の卒業、進学、就職などの人生の転機のイベントが重なっているので無理に行うことはない
かと思います。

18歳だと受験などと重なってすごく大変になってしまうから。

18歳(高校3年生)実施することは、現実問題として厳しいと思います。
これまで通り20歳で実施することを希望します。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

2、今までどおり20歳で実施したほうがよい

１８歳から選挙権が与えられるようになったが、高校３年生にとってこの時期は、大学受験を控
えた大事な時期でもあり、進学を希望している生徒にとって成人式への出席は難しいから。かと
言って、参加できる１８歳が参加すればよい、というのでは対象を限定してしまう。

受験と重なるから
大学入試には多額の費用がかかる、その上成人式で着物を着るとなるとより金銭的な負担がかか
るから
18歳は大学受験を控えている高校生もいて、その人たちにとってはそのタイミングは負担だと思
う。

１８歳の成人は早過ぎると思うから。

18才で式典を行うことは、大学受験と重なり準備ができずお祝いどころではない。

今まで通りでいいと思うから。

高校3年生は受験で忙しい
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

3、どちらでもよい

今までは成人式でお酒飲んで暴れる人達が多く18歳で成人式を迎えるとお酒を飲んで暴れること
は減ると思うが…まだまだ18歳だと成人式は早すぎると思う…の両方良い部分悪い部分がそれぞ
れある。

下の学年と同じ日にしたくないと言うのが本音だが、
法律なら仕方がないと思うから。

18歳で成人式をしたい人もいれば20歳で成人式をしたいという人もいるから。

高校3年生の成人式というのは、とても刺激的でとても楽しいと思いますし、その時から成人だ
ということが意識できるのはいいと思います。しかし、受験や就職などといった大事な時期でも
あります。
20歳の成人式では久しぶりに地元の仲間に会えるのはとてもうれしいことだと思いますし、お酒
が飲めるようになって大人になったとより感じられると思います。しかし、成人として2年が経
過しているわけですから、「今さら」なんて感じてしまうかもしれません。私は成人ではないの
で、まだ気持ちはわかりませんが、成人式がどの時期でも十分に楽しめるし、節目の１つとして
とてもいい行事だと思っています。

現行通りでも構わないと思うが大学のセンター入試等の後に行うとより参加しやすいと思う。

成人式典なので、法律どおりが好ましいと思いますが、高校卒業してすぐ（在学中？）でするよ
りも社会人、大学生などになりある程度、親の手からも離れた20歳でもいいのではないかと思
う。20歳でする理由づけができれば20歳でしてもいいのではないのでしょうか

民法にあわせていたほうが、わかりやすいとは思うが、高校３年生で大学受験の時期と重なり参
加が難しい方も多くいるかと思う。

難しい質問だったので、どちらがいいかわからない為、どちらでもいいと回答しました。
法律で定められた18歳で成人式を行うのがいいのかもしれませんね。じゃないと、宙ぶらりんな
感じがします。

式典に関しては、どっちでもいいような気がします。

18から20才までいずれかの間に済ませてたらいいと思う。

お酒やタバコが法律で大丈夫な年齢にあわせて、成人式を行うのがいいのでは。

今は20歳が成人という概念が国民の中にありますが、いずれは18歳が定着してくると思うのでそ
の時期には18歳でもいいのではと思う。

今まで20歳で成人式を行っていた理由が民法に基づくものなら、今回18歳に変更すべきだが、そ
れ以外の理由の場合は、その理由をもとに変更すべきかそうでないか判断する必要があるから。

行かない人が多いから

民法で18からが成人となるのであれば、それに合わせた方が本人たちの意識付けにもなると思い
ます。
ただ、その成人の位置づけがどの程度なのかにもよるので、どちらでもよいを選択しました。
ただ、準備もあるので、早めに決まっていると助かります。
うちは、その年に20歳と18歳になる子がいるので、本人たちもふたり同時に成人式なのかなー？
と思ったりしているようです。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

3、どちらでもよい

20歳という年齢は区切りはいいが、実際問題、18歳で社会人として働いている人、出産して子供
がいる人、結婚している人と様々なので、、。(学生の人もいるだろうから。)

市の都合などもあるかと思いますので、市にお任せします。

今年から18歳開催とした場合、19,20歳の成人式未開催の世代が生まれるので。

時代にあわせるべき。この民法が変わるタイミングで変えないならいつまでも変えるタイミング
がない。
18であれば受験もあるし、学生という立場上、学校の管理下にもあるので節度あるものになるか
と。ただ、逆の発想では問題が起こると一生を棒に振ることにも。

「成人式」自体が開催も参加も自由だから。18歳か20歳かとかは、あまり関係ない気がします。

まだ判断がつかない。

成人になる時にすべきであると思いますが、18歳 高校3年生は受験などで大変な時期にある中で
式典は、本人も親も大変。
20歳からの飲酒可という事であるため、式典後の飲酒問題が必ず発生すると思うため、逮捕者が
出る事が懸念される。
しかし、成人した自覚は早く持たせた方が良い。

自分の知識が浅くよく勉強することなくこのアンケートに回答しているため、軽々しく決めるこ
とができなかった。

高校生3年生での参加は何だか早い気もするが、大人の自覚をもってもらうには必要なことかも
しれない。しかし、20歳でも18歳でも大人の自覚が無い人は無いので何とも言えない…。

18歳でも20歳でも着物を着て祝うと言う行事をしたい事には変わりはなく、それが20歳でなくて
はならないとは思わない。式典がどうのより、ただ着物を着たい。

特に年齢を意識していないから。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

4、開催しなくてよい

若者のマナーが悪いから。

若者に社会の一員として自立と自覚を持ってもらうという点では必要ないと感じる。
ただし、人工流出を防ぐという観点から移住施策との連携を考慮した切り口があってよいので
は。
また、市が進める西九州させぼ広域圏での事業として関係市町と検討を進めるべき。

成人式は同窓会的な側面もあると思われるが、18歳では大多数が高校に在籍しているため、式典
を開催する必要はないのではないか。

成人式だけ行政が関与する必要性がわからないし、する理由も無いと思う。他にも、七五三や還
暦などいろいろな節目はあるのに、なぜ成人式だけ？美容室や着物業界からの反発？
税金使ってまでする理由無し。

本来、成人の儀式として、七五三などと同じく各家で執り行う（祝う）べきものと考える。
成人の儀式を行う意味は、成人を祝うだけでなく、成人を迎えられたことに対する感謝を周囲に
伝え、社会で負う責任について自覚をすることであると考えるが、現行の成人式は、イベントと
しての価値しか感じらず税金を使い行う価値があるとは思われない。
また、儀式を行う・行わない、行う場合でも豪華にする・質素にするなど、自由であるべきと考
えるが、全体の式とする（という風潮の）現状では、例えば経済的に質素にしか出来ない場合で
も、周囲とのバランスから無理をしなくてはならないなど、弊害が生じているように思われる。

１８歳は高校生であり、受験でもあるため。
１８歳で行う場合、その年の１９歳と２０歳はどうするのか。

必要性を感じない。

事件、事故なども多く、有名無実化しているように感じる。

今や成人式は同級生との待ち合わせ場所と化している。
過去には佐世保でも警察が出動する騒ぎがあり、ニュースで恥をさらしたこともあった。
このような状況ならば、開催は不要と考える。

成人式をする必要性が感じられない

受験シーズンのため、1月開催の18歳成人式典挙行は難しいと思われる。

開催時期を変更することで可能かもしれないが。

ただ、そうなると国の祝日との関連が薄くなる。

必要性を感じない。

暴れたり、警察官が行かなければいけないような成人式はいらない！

ある年齢に達したからといって精神的に成熟するわけではない。形骸的な式典なら、やろうがや
るまいが同じこと。
式典への参加は、対象者にとって「成人式」というより「同窓会」的な意味合いが強いように思
う。
だから、式典自体はあまり意味をなしていないように思える。
成人という自覚は本人がいかに持つかが重要で、式典に対しての関心が薄れているような現状で
は、周囲の労力も水の泡になりつつあるように思う。

１８歳が成人との民法上の定義と、これまで行ってきてなじみのある２０歳での成人という定義
がずれたため、数年後には違和感が出てくると思う。
かといって１８歳での成人式は無理があるので、市を挙げて成人式を行う必要はないのでは。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

4、開催しなくてよい

自治体が予算を費やして開催しなければならない理由がないため。

毎年、暴れたりろくなこと無い。

古来から実施している伝統的な行事ということならわざわざ失くす必要もないと思うが、そうで
はないのでは？現在のアルカス佐世保で実施しているような大々的に税金を投入しての「成人式
典」は必要ないと思います。
七五三のように家庭でお祝いをすればいいと思います。
または、小さい単位での地域で実施するような「成人式典」などはいいと思います。合併町で実
施しているような顔の見える「成人式典」はいいと思います。

税金の無駄と思う。市長さんの話も聞かずアルカス前で騒いでる子が多いため。

私も、子供達も東京で大学生活を送ったので、まず、地元に帰らなかったし、私立中高一貫校
だった子供達は、居心地が悪いそうです。

22年に突然18歳にしたら19歳と20歳の人達はどうするんですか？
無しにして良い気がします。

特に必要性を感じない。

式典に出席する人数も減り
アルカス前では迷惑行為も多々見受けられる

良い思い出がない

18才の開催はほとんどの人が高校生で人生の分かれ道の年齢です
就職や進学で何かと忙しくお祝いムードではありません
また最近の成人式を見ていて成人のお祝いというより同窓会がメインになっているように思いま
す
式典には行かず、友達と遊ぶ口実になってる人もいます
成人となるには18才は早いと思っているし
ばか騒ぎしているだけの成人式に疑問を感じているので
開催しなくてもよいのではないかと考えます
成人とは自覚するものであって、お膳立ての式典をきっかけにするものではないと考えるからで
す。

最近の若者は常識がない者が多過ぎる。成人の意味がわからない奴に税金を使って式典なんか不
要。

出身地の成人式に参加するために住民票を移さないなど問題があるので、成人式を開催する方法
を見直した方がいいと思います。また、成人式の意義が、成人したことへのお祝いであれば、別
の手段を取ることもできると思います。

お祝いではあるが、あまり意味のあるものだとは思わない為。成人のお祭り的な

する意味がない。

成人式を上の子(女)でしましたが、着物代が高額で、大変でした。しないという選択もあった
が、皆が着ているなか、させてあげないのも可哀想だと思って、お金を出しましたが、お金のい
る時期に、衣装を見せ合うこの日の為に、本当に大事な事なのかなぁと感じました。

成人式の意味があまり無いと思うから。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

4、開催しなくてよい

18歳だと、高校生も含まれるので、難しい。

お金がかかるし、衣装大会みたいになるし、各地で問題が毎年起こって、佐世保もニュースに
なって恥をかくくらいならわざわざやらなくてもいいと思う。

なんのための式典か理解しないまま参加しているように感じます。子供たちは同窓会気分で出席
してるようにも感じますし、18歳となれば同窓会にもならなくなるように思います。その予算を
何か別の事に使って欲しいです。

18才は高校卒業やその後の進路等で忙しく、参加が難しそうである。
また、これまでの二十歳(はたち)では、成人を過ぎて、式の意味合いが微妙。
派手な車に乗って恥ずかしい。
そして車を停めたくても停めれないし渋滞もするしアルカスでするんじゃなくて地区ごとにやっ
てほしい。

行政が実施しないといけない必然性がないから

18歳成人に違和感があります。
成人式典を18歳でしても私達の時代のような嬉しい気持ちも無いと思うし20歳でしても、18歳で
成人したんだしと有り難みが無いのではと思いました。
佐世保市として開催しなくても良いのでは無いでしょうか。

同窓会で充分。式典は不要。

22年1月に20歳の成人式を行い、23年1月に20歳、19歳、18歳の3学年合同成人式という訳にはい
かないでしょう。特に18歳は高校3年生、受験真っ最中です。お祝いの書簡と品物を贈ることに
止めて良い。

現在、特定業種の営業へ資するのみの催事になっており、当事者である「新成人」の精神的自立
や人格醸成の役に立っているとは言い難いのではないか。

地域商工業の発展が最も重視すべき一側面であることを理解しつつ、本来の目的とかけ離れてい
ることは承知するべき。

一方、「成人18歳」が法制化された時点においては、これだけ大学進学率が高い現状で現行の日
程に身体的にも精神的にも高等学校第3学年全体を束縛することは不可能。年度が変わるまで当
該学年は多忙を極める。よって有志による実行委員会制も、参加者が進学就職手続きの無いごく
一部の生徒・学生(有職少年・高専生など)に限られてしまい、多様性を欠く。

さりとて20歳での実行は、法制化後一定期間を過ぎてしまえば「サケタバコデビューイベント」
以外に意味があるとは思えず、ナンセンス。

正確に表現すれば、「開催しなくてよい」ではなく「開催したくてもできない」が正しいかもし
れない。

そもそもなんのために開催しているのか、よくわからない。

最近の成人式は同窓会や着物発表会と化してしまっており本来の意義が失われているように感じ
る。各々が成人の節目と感じたタイミングで、親族と一緒に神社などで祈願する方が意義深い。
市主催の成人式は思いきって廃止すべき。

現在においては、各々の価値観により、成人としての定義は、変わってきていると思います。
本人が大人として自覚をもつとともに、他人からも大人として認められて時こそ、それをもっ
て、成人の日と考えてみてはどうかと思い、あえて、式は必要ないものと思います。

学校ごとの同窓会で十分だと思うので。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

4、開催しなくてよい

成人式があまり意味を持たない時代になったと思う。お祝いすることに意義はあるが、大きな会
場に着飾って集まって騒いでいる姿ばかりが目立ち、出席者も主催者も満足を得られないのにな
んとなく続けている感じがする。

特に必要性は感じないから

年齢に関係なく、成人式の目的が理解されているのか疑問に思うところが多いから。

経費の無駄

式典は不要と思われます
どうしてもというのであれば、行政で同窓会の場だけを提供すれば良い(アルカス貸し切りでの
大小会議室を終日各学校向けに提供)

高校３年生はの受験生は、参加できない。ネットを利用して、佐世保市のお祝いメッセージを送
る。

毎年、新成人が成人式で暴れたり等して、問題となっているため、この機会に成人式を行わない
のが1番良いと思うから

同窓会の延長に過ぎず、トラブルも全国で散見されるため。晴れの門出を祝う成人式を行うこと
は否定しないが行政主催でやる必要があるのか長年疑問を持っていた。

ほとんどの人が、税の補助や親の援助を受けて学校に行ってる時期で、年齢だけで成人式をして
も大人としての自覚もなければ感謝する事もない人が多いと思うから、個人的にはしなくていい
と思います。
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

5、その他

4月1日生まれは17歳なので

高校3年生の1月などは、受験シーズンでお祝いをする時間はないため、その時期を外したい。
また、家族としては、県外等離れた場所で生活している子供たちが、帰省する理由として全国的
に企業にも浸透しているため、休暇取得がしやすい状況にある。これは継続してほしい。

18歳は受験や就職試験の時期であるため、全員が成人している19歳の年度で実施すればよいと思
う。
20歳だと成人後に２年経過している場合もあり、「成人式」としての意味があまりなくなるよう
な気がするため。

「成人式典」に２回以上出席しようと考える方はほとんどいないと思います。高卒後就職する方
なら１８歳で、専門学校や大学に進学する方なら１９か２０歳で、その方に応じたタイミングで
参加なさるのではないでしょうか。これからは大人としての自覚を持つべきと考えるタイミング
を選ばれると思います。成人式典の対象者をひとつの年齢に的を絞らなくとも良いのではないか
と感じます。

アットホームで有意義な式となり、参加者もお世話する方々も満足しやすいのではないかと考え
るため。
佐世保市全体だと、主役であるべき成人者の皆さんは大勢の中で埋もれてしまい、目立とう精神
の一部の参加者が困った行動を起こしやすい状況になっているが、全体でやり続ける場合、この
問題に対する改善策は見つけにくいものと思われる。

まず、成人式を開催する「理由」をきちんと整理した方がいいと思います。その「理由」に基づ
いて、対象者の年齢設定などを決めるべきではないでしょうか？
社会的に大人と認められる年齢（個人的見解では20歳）に達したことを記念して開催するものな
のか、成年年齢（2022年から18歳）に達したことを記念して開催するものなのか。

個人的には、20歳で開催した方がよいと思います。それから、18歳で開催すると進学する人は受
験と重なることがあるため参加しない（できない）人が増えるのではないかと思います。

１８歳になる年度は大学入試等と重なる可能性が高いため開催時期を含め検討しなければならな
いと思います。

他都市の動向を参考にすべきだと思うから。

やはり、一生に一度の行事なので、皆さんにも経験してほしいのと、十八歳からいろんな権利や
義務を持つようになると意識させるようにお知らせ(選挙のこととか)するいい機会になると思っ
たから。
一つのけじめとして、学生から社会人、学生から学生を選ぶ選択肢としてはいかがでしょうか、
また、社会に出ていない今だからこそ、規律が取れやすいのではないでしょうか？もう働いてお
られる方もおられるかもしれませんが大方は今から羽ばたいていく前と思いますので送り出す意
味も込めて。

説明3の下に書いています。

成人を迎える方々の望む形の式が一番だと思ったから。

ここ数年成人式が荒れているから。情けない。恥。あんな情けない成人に税金投入するのが無
駄。

いまどき佐世保に戻って成人式？新幹線が来てからにしよう。式典は集まることに意義はない。
いままでどおりのやり方で、手間と金の割に、成人さんの満足度は高くなかったでしょう？

１８歳は大学受験があるから
２０歳はお酒を飲んで暴れる人がいるから

いままでの伝統と新しい伝統をどちらも両立させるため
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【設問4】「設問3」でその選択肢を選んだ理由を教えてください。

5、その他

原則は民法の成人年齢に合わせた方が良いと思うから
しかし、18歳成人式をする場合、受験のシーズンと被るので大学などの受験を控えている学生に
は都合が悪いような気もする

成人式典を20歳のまま続行すると民法と合わずおかしい感じがするため、成人式典の対象者も民
法に合わせて引き下げるべきであると考える。しかし、改正年度の成人は18～20歳の3学年が重
複するため、非常に人数が多い。また、18歳で実施すると、19歳と20歳の人は成人式典に参加で
きないことになる。成人式典があることによって、佐世保市外へ出ていた若者たちが地元へ戻っ
て来るきっかけにもなると思うため、開催はすべきであると考える。よって、この年だけは各学
年ごとに成人式典を行い、以降は民法に準じて18歳で開催するよう、調整する必要があるように
思われる。

18歳の1月だと大学受験と重なる為、参加者が益々減ると思うから。

民法にあわせ１８歳の実施がよいと思うのだが、受験時期と重なるため２０歳実施も検討の余地
あり。

成人式の目的・役割が昔に比べ、曖昧になってきており、対象者・被対象者ともに必要性をかん
じていないのではないかと思われます。

22年に20歳19歳の歳の人のための成人式がないのは流石に可哀想であるから。
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