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Ⅰ 調査の概要 

 

１．調査の目的 

民法改正により令和 4（2022）年 4月 1日より成年年齢は 18歳となります。仙台市とし

て、改正民法施行後の成人式の対象年齢やそのあり方を決定するために、参考意見の一つ

として市政モニターの皆様のご意見を伺いました。 

 

２．調査の方法 

 （１）調査の対象  市政モニター 200名 

 （２）調査時期   令和元年 6月 

 （３）調査方法   郵送回収及びインターネットによる無記名式調査 

 

３．回収結果 

  有効回答数 196 名（回収率 98.0％） 

 

Ⅱ 調査結果 

 

問１ あなたの性別をお答えください。   問２ あなたの年代をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ あなたのご職業をお答えください。 

 回答数 

会社員・団体職員等 62  

自営業 5  

パート・アルバイト・非常勤 39  

家事専業 42  

学生 3  

無職 42  

その他 3  

                回答者数＝196 

 

10～20

歳代 

20人 

30歳代 

38人 

40歳代 

42人 
50歳代 

26人 

60歳以上 

70人 

男性  

84人 

女性  

112人 



成人式に関するアンケート 
 

問４から問６までは、20 歳以上の方にお聞きします。 

問４ あなたは市区町村または自治体が主催する成人式に参加しましたか。    

 回答数 

参加した 138  

参加しようとしたが都合により参加できなかった 13  

参加しなかった 40  

成人式は開催されなかった 1  

開催を知らなかった 3  

                             回答者数＝195 

問５ 参加した方にお伺いします。なぜ成人式に参加したのですか。 

当てはまるものすべてに○を付けてください。 

 回答数 

成人式に参加するのは当たり前だと思ったから 110  

晴れ着を着て式典に参加することが嬉しかったから 48  

式典の場で祝ってもらうことが嬉しかったから 20  

友人に会うのが楽しみだったから 74  

保護者または親族が成人式に参加することを望んだ

ので喜ばせたかったから 
26  

周囲が参加するので一緒に参加した 35  

その他 4  

                             回答者数＝138 

   ○「その他」としては、「式の実行委員だったから」「会場が遊園地だったから」 

等の意見が挙げられました。 
 
 

問６ 参加しなかった方にお伺いします。なぜ成人式に参加しなかったのですか。 

   当てはまるものすべてに○を付けてください。    

 回答数 

参加しようとしたが都合により参加できなかった 12  

成人になることと成人式に参加することは別問題で

あり、成人式に参加する必然性を感じなかったから 
17  

市区町村が開催する成人式で祝ってもらうことに興

味がなかったから 
12  

就業等の事情により参加できなかった 10  

友人に会いたくなかったから 5  

皆、同じような晴れ着（フォーマル）を着用すること

に違和感があったから 
5  

経済的な理由により参加が難しかった 2  

その他 12  

                             回答者数＝53 

   ○「その他」としては、転居や就学等の理由により開催地に友人や知り合いが 

    少なかったこと、時間的金銭的負担が多く挙げられました。 

 



 

 

問７から問９までは、19 歳以下の方にお聞きします。 

問７ 成人式への参加についてお聞きします。    

 回答数 

成人式に参加する（参加したい） 1  

成人式に参加しない（参加したくない） 0  

分からない 0  

                             回答者数＝1 

 

問８ 問７で「参加する（参加したい）」と答えた方にお聞きします。 

   なぜ成人式に参加しようと思いましたか。当てはまるものすべてに○を付けてください。 

 回答数 

成人式に参加するのは当たり前だから 0  

晴れ着（フォーマル）を着たいから 1  

式典の場で祝ってもらいたいから 0  

友人に会いたいから 1  

保護者または親族が成人式に参加することを望んだ

から 
0  

周囲が参加するから 0  

その他 0  

                              回答者数＝1 

 
 

問９ 問７で「参加しない（参加したくない）」と答えた方にお聞きします。 

   なぜ成人式に参加したくないのですか。当てはまるものすべてに○を付けてください。 

 回答数 

成人になることと成人式に参加することは別問題で

あり、成人式に参加する必然性を感じないから 
0  

市区町村や自治体が開催する成人式で祝ってもらう

ことに興味がないから 
0  

友人に会いたくないから 0  

皆、同じような晴れ着（フォーマル）を着ることに違

和感があるから 
0  

経済的な理由により参加が難しいから 0  

その他 0  

                             回答者数＝0 

 

 

 

 

 

 



ここからは皆さんにお聞きします。 

問１０ 仙台市が成人式を開催することについてお伺いします。 

当てはまるものすべてに○をつけてください。 

 回答数 

成人式は大人になったことを祝うとともに成人の自覚を感じる大事な

行事であるから引き続き仙台市が主催するべき 
108  

多くの成人が一堂に会することにより祝賀の意味が大きくなるととも

に、市長をはじめとする多くの来賓の臨席のもと挙行できるのは意味

のあることだと思う 

71  

市が主催することで、式典の内容や運営に安心感がある 103  

仙台市開催の成人式は長年続く伝統であり、継続するべき 58  

必ずしも仙台市が開催する必要はなく、例えば出身校単位や有志等の

運営による自由な式にしても良いと思う 
48  

その他 4  

                                   回答者数＝196 

   ○「その他」として「高校の生徒会による合同運営」「新成人の自主自立な企画」等が挙げられ
ました。 

 

成年年齢の引き下げによる成人式のあり方に関するアンケート 
 

問１１ 民法改正により、令和４年（2022 年）４月１日から成年年齢は 18 歳となります。 

    このことを知っていましたか。 

 

 

 

 

    回答数 

知っている 146  

知らなかった 50  

                                    回答者数＝196 

 

 

 

問１２ 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。 

 

 

 

       回答数 

従来通り 20 歳とした

方が良い 
116  

18歳とした方が良い 78  

                                    回答者数＝194 

 

 

知っている 

 146人

（74%） 

知らなかった 

50人（26%） 

従来通り 

20歳とした

方が良い 

116人

（60%） 

18歳とした 

方が良い 

78人（40%） 



問１３ 問１２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。    

 回答数 

18歳は進路決定の大事な時期であり、式典に参加するのが難しいから 34  

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 22  

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（親権者

の同意なく 18歳から婚姻や契約ができる一方、飲酒・ギャンブル等は引

き続き 20歳から） 

57  

その他 8  

           回答者は 116名ですが、複数選択があったため回答数は 121となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○「その他」意見の抜粋 
    ・高校時代の友人に久しぶりに会うのが楽しみ 
    ・18歳では世間を知らな過ぎるから 
    ・大学進学や就職で地元を離れた子ども達が戻ってくる良い機会となっているから 

    

問１４ 問１２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。 

 回答数 

二十歳（はたち）を祝う会 79  

二十歳（はたち）の集い 30  

その他 ※ 6  

   ○その他 6 件：すべて「成人式」   回答者数＝115（未記入 1 件） 

      

問１５ 問１２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。 

 回答数 

法律で定められた成年年齢に合わせるべきだから 48  

成人式に参加することも契機となって大人の自覚が

生まれると思うから 
25  

その他 5  

                             回答者数＝78 

   ○「その他」としては、「公的意識を早くから持たせるべき」という意見が挙げられました。 

 

28% 

18% 

47% 

7% 

18歳は進路決定の大事な時期であり、式典

に参加するのが難しいから 

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 

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 

その他 

0 10 20 30 40 50 60



 

問１６ 20 歳以下のお子さんがいる方にお聞きします。 

    お子さんに成人式に参加してほしいと思いますか。    

 回答数 

20歳挙式であれば参加してほしい 9  

18歳でも 20 歳でも参加してほしい 31  

本人の意向に任せたい 36  

特段参加させたいとは思わない 1  

                             回答者数＝77 

 

問１７ 20 歳以下の方にお聞きします。 

成人式に参加したいと思いますか。 

 回答数 

20歳挙式であれば参加したい 1  

18歳でも 20 歳でも参加したい 1  

保護者または親族の希望があれば参加する 0  

特段参加したいとは思わない 0  

                             回答者数＝2 

 

全員にお聞きします。 

問１８ 成年年齢引き下げによる下記の影響で心配なものすべてに○を付けてください。 

 回答数 

親権者の同意なく婚姻できる 71  

契約当事者となる（スマホ契約、部屋の賃貸借契約ほ

かキャッチセールスやデート商法などによる契約も

親権者の同意なく可能となります） 

147  

親権者の承諾なく借金ができる（ローンが組める） 161  

親権者の同意なくクレジットカードが作れる 132  

その他 12  

                     回答者数＝196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ○「その他」意見の抜粋 

  ・何も知らされないまま法改正され、知らなかったでは済まされない世の中になること 

  ・飲酒やギャンブルは 20 歳からということがきちんと守られるか心配 

  ・義務教育の道徳教育時間の不足 

 
 

14% 

28% 

31% 

25% 

2% 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

親権者の同意なく婚姻できる 

契約当事者となる 

親権者の承諾なく借金ができる 

親権者の同意なくクレジットカードが作れる 

その他 



問１９ その他、成人式に関してご意見やご提案がございましたらご記入ください。 

① 20 歳成人式の継続を支持する意見 28件 

[抜粋] 

 ・成人式は本人の自覚とともに親にとっても大変意義のある式典であると思います。親子関係

の難しい今の世の中ですが、いずれ時代も子は親に感謝し、親は子の成長を願い 20歳という

区切りの年齢に思いを寄せ合うのは今後さらに必要です。一つの場所に行って直接感動する

のは大事であり、祝うことには意義があると思います。 

 ・18歳は高校卒業や大学等へ向けての新たな出発になり成人式を迎える余裕はありません。進

学、就職、地元、他県に各々旅立った 20歳に故郷仙台に戻って集まり祝うのが一番だと切に

思います。 

 ・従来通りの形式、伝統あるものは変えずに令和特有のものを新しく加える形式が妥当。 

② 成人式の開催自体に否定的な意見 10件 

[抜粋] 

 ・親のお金で着飾り、ニュースで見るような迷惑行為をするなど成人のやることと思えない。

税金を使って執り行う意義があるのか。 

 ・若者主催のパーティー形式の会があってもいいと思う。それは区単位でも、学校単位でもい

いと思う。わざわざ税金を使ってやる意味がないと思う。 

③ 18 歳成人式に好意的な意見 5件 

[抜粋] 

 ・18歳成年とするのであればすべて統一すべき。事項によって差をつけるのは自覚の欠如とな

る。場面により未成年ということで罪を逃れるのは納得できない。 

 ・お祭り騒ぎや一部暴徒化するなどへの対処はもっと厳しく（罰則）あっても良いのではない

か。18歳の式典とし飲酒やたばこと切り離した形式とすれば、騒動も減って本来の成人式ら

しい形になるのではと期待するものです。 

④ 18 歳成人式に反対する意見 8件 

[抜粋] 

 ・18歳での成人式は反対。１月はセンター試験で忙しく、推薦等で進路が決まっていても同級

生の事を考えると参加しづらいだろう。親の立場からしても大学、専門学校に進学した場合、

着物等を同時期に準備するのは金銭的に厳しい。 

 ・大人になる自覚を持たせるためにも区切りとして成人式は大事だと思うが、成年年齢が 18歳

というのが心配。18歳はまだまだ子供なので 18歳で成人式は無理があると思う。 

 ・成人式後、多くの新成人が居酒屋等で同窓会を開く姿が見受けられますし、自分の時もそう

でした。飲酒可能年齢と成人式年齢に差があると規則を破ってしまう人が増えてしまうので

はないでしょうか。せっかく成人となったのにそれでは悲しいと思う。 

⑤ 成人式開催に関する各種提案 37件 

[抜粋] 

 ・会場の世話役に高齢者のボランティアはいかがか。 

 ・仙台市は冬に開催しているが他市町村のように夏や初秋に開催してはどうか。振袖の負担も

あるので軽装のカジュアルな式でも良いと思う。 

 ・豪華でなくても良いので心に残る記念品を。 

 ・著名な人、若者が感化されるようなメッセージ力、影響力がある人からの講演、難しいよう

であればやビデオメッセージなど。 



 ・お祝いの言葉を長々とするより、新成人に得になる世の中の仕組みやルールを専門家に説明

してもらうのがいい。その後は、参加した友達と楽しめる催しをするのがいい。 

 ・一番大事なのはこれから成人式を迎える人たちがどう考えるか。式の実施の有無、どのよう

な式にするかを市内の高校何校かに協力をいただきアンケートを実施し直接意見を聞いた方

が良い（担当課注：仙台市立高校のうち４校の生徒及びその保護者にアンケートを実施しま

した。その結果、生徒の 90%、保護者の 92%が 20歳での挙式を希望しています。） 

⑥ 実行委員会形式に関する提案 7件 

[抜粋] 

 ・実行委員会を作って実行しているのが良い。今後も続けてほしい（担当課注：仙台市では、

式典後の「交流の広場」の企画運営を新成人による実行委員会形式で行っています。） 

 ・長い人生の中で節目となるイベントとして成人式は意味があると思いますが、昨今のニュ－

スで流れるような場違いな言動や派手な衣装等、違和感を感じることが増えています。形式

的に押し付ける式典ではなく、もっと当事者が素直に祝うようなイベントにするために、当

事者の意向を広く把握するとともに、イベント運営にも関わってもらうのが良いのではない

かと思います。  

⑦ 成人教育に関する意見 7件 

[抜粋] 

 ・成人とは何かを新成人に理解してもらうとともに、自分に生じた責任の重さを認識させるこ

とも大切。 

 ・親や教師が諭すことも大切でありそれが努めだと思う。仙台市がその先頭に立ち、これから

仙台市を支えていく若者たちに対して、その若者たちを支える大人たちの模範となることを

強く望みます。 

 ・市で継続して開催するには、最後の教育の場として、市税や成人としての権利等の話をする

場としても活用してもらいたい。 

⑧ その他の意見・感想等 21件 

[抜粋] 

 ・成年年齢と他の法定年齢に 2年の差があるが、成年になる本人たちが内容を理解しているの

かが心配。将来的にも少子化が進むのが目に見えている。国としても早急に成年と法定の項

目を精査し整理すべきでしょう。 

 ・仙台市の成人式に子供２人を参加させた経験から、晴れ着姿の子供を見た時間は 10分程度だ

った。ニュースなどで親も式に参加する自治体があるようで少々うらやましく思う。我が子

だけではなく、小さいころからのお友達が立派に成人した姿を見たい。大学の入学式や卒業

式でさえ両親揃って出席する方がたくさんいる時代なので今後仙台市でも親も会場に入れる

ようにしてほしい。 

 ・成人式は必要と思うが、形式などは時代に合わせて見直しも必要と思う。親世代は従来どお

りの式に子供が出席するのを望む事が多いと思うが、本人達の世代はそこまで深く考えない

人が多いと思う。何のためにと考えると、例えば結婚式のように、本人の意志もあるが、こ

れまでの感謝を親などに表現するための意味もある気がする。 


