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成人式の
開始時間
はどの時
間帯が良
いと思い
ますか？

 [回答した理由を記入して下さい。]

伊賀市成人式
は、１箇所
(集合）また
は、９箇所
（分散）の地
区別でした方
が良いと思い
ますか？

 [回答した理由を記入して下さい。]

今回の成人式
は総合的にど
う思います
か？

 [回答した理由を記入して下さい。] ご意見等あれば、記入して下さい。

午前　
午前に終わることで、飲みに行くような雰囲
気が出ないから

９箇所
知らない人と成人式の会場が同じになると
気まずいから

満足 サプライズ演出が面白かった

午前　 ９箇所 やや満足
午後 ９箇所 満足
午後 ９箇所 やや不満
午前　 10時以降 １箇所 他校の子とも会えるから やや不満 コロナ禍もあって全然来ていなかったから
午後 ９箇所 満足
午前　 １箇所 やや満足

午後 振袖を着る時間に余裕があるから ９箇所
1箇所に集まると高校のメンツで集まる可能
性があるので中学校別の方が懐かしさがあ
る

やや満足

午前　 女子の振袖の着付けが朝早いから。 ９箇所 人数多いのが苦手だから。 やや満足 短時間だったので良かった。
午後 １箇所 満足

午後 ゆとりを持って準備ができるから ９箇所
全体で集まると人数が多すぎる気がするか
ら

満足 良かったです

午後 準備 ９箇所 普通

午後 着付けやメイクに時間がかかるから。 ９箇所
知っている子ばかりのほうが楽しめるか
ら。

やや満足
コロナの影響で開催が困難ななか、思い出に
残る成人式になりました。

午後 準備に時間が必要だから。 ９箇所 会場まで行くのが遠いのは大変だから。 やや満足
先生に会えなかったのは残念だったけど、懐
かしいメンバーと会えて喋ることができてよ
かった。

午後 準備などに時間がかかるため。 ９箇所 満足

午後 服装などの準備の都合 ９箇所
人が集まることは避けた方が良いのではな
いかと思う

満足 不満に思ったことは無かった 特にありません

午後 振袖の着付け等時間がかかかるため ９箇所 分散型の方が懐かしめる やや満足
午前　 早い方が良い ９箇所 今だったら対策しないといけない やや満足

午後 朝はいろいろ準備があるから ９箇所
中学校ごとの恩師のメッセージを見たりす
ることができるから

やや満足

午後 準備に時間がかかるから。 ９箇所
知っている人たちとだけ会えたらいいか
ら。

満足
コロナで成人式ができるか分からなかったけ
ど、開催してもらえたから。

午前　 午後だとお腹が空くから。 ９箇所 密を避けることができるから。 やや満足 マスクをつけないといけなかったから。 体育館は寒かった。

午後 着替えの準備等で時間が必要 ９箇所
分散の方が新成人それぞれに寄り添った企
画などができる。また、現在は感染症のリ
スクがある。

やや満足
短くなったことや、恩師がいないことは残念
であったが、社会情勢も踏まえ総合的に満足
であった。

午前　
朝からの方が振袖をきてゆっくりと話すこと
ができ、午後に着替えてみんなで集まること
ができるから。

１箇所
いろんな学校の人に会えて久しぶりの交流
ができるから。

普通
コロナということもあり、時間が短かった
り、先生に会えなかったらしたため。

午前　 昼からはゆっくりしたい。 ９箇所 他校にほとんど知り合いがいないから。 普通



午後 午前にゆっくり支度ができるため。 その他

場合による。今回のように「密」を避けな
ければならない状況なら分散させるべきだ
が、そうでないのならまとめてやったほう
が効率がいい。

満足 特になし

午後 振り袖の着付けを午前中に行うため ９箇所 分散のほうが知り合いを探しやすい やや満足

午後
着付けや髪・メイクの時間が十分に取れるか
ら。

その他 どちらとも言えない。 満足
コロナで大変な中、色々な工夫と準備をして
くださり嬉しかったから。

午後 ９箇所 やや満足
開催していただきありがとうございまし
た。

午後 ９箇所 やや満足

午後
女性は着付けや髪型セットに時間がかかるか
ら

９箇所 満足
実行委員の子達がコロナ禍の中で、できるこ
とを考えてくれて、とても楽しい式だったか
ら。

午後 準備に時間が掛かると思われるため ９箇所
1箇所で開催すると会場周辺で渋滞など混乱
を招く恐れがあるため

やや不満

感染を防ぐために遠方から来れなかった友達
がいたり、中学校の頃の先生も録画やリモー
トで、しょうがないことではあるが少し残念
ではあった

午後 準備の時間が必要だから ９箇所 人混みが嫌だから 満足
自分らの中学校だけでやったからこそみんな
と交流できて良かった

コロナという時期で成人式出来たこと感
謝してます

午後
朝方はより寒いと思うのと、今回の時間帯で
特に悪い点もなかったため。

９箇所
時期的に分散型の方が感染を防ぐことが見
込めるため。

やや満足
他の県や地域では延期やオンラインという形
態もあった中で、実際にみんなと久しぶりに
会うことができたので非常に嬉しかった。

午後 ９箇所 やや満足
開催できただけマシだが、コロナのせいで二
次会などがなく残念だったから

午後 朝は時間がないから。 ９箇所 1箇所は人数が多すぎると思う。 やや満足

午後
準備に時間がかかるので午後からで良かった
からです。

その他 どちらでもよいと思います。 普通
コロナウイルス拡大の中、恩師の先生方が来
られなかったのが残念でした。でも無事開催
できてよかったです。

午後 ９箇所 普通
午後 準備の時間があるから ９箇所 普通
午後 ９箇所 満足

午後 着付けなど準備に時間がかかるので。、 １箇所 校区外の高校の同級生にも会えるから 普通

コロナ禍で大変な中　開催していただけたの
はありがたかった。しかし、この状況で仕方
ないとはいえ恩師に会えなかったのは残念
だった。

午後 着物の着付けに時間がかかってしまうから ９箇所
その方がより、同じ学び舎で学んだ友人達
と会えると思ったから。

普通
新型コロナウィルスの影響下だったので、こ
の形式が良いと思ったから。

午後
女の子は髪のセットや着付けで時間がとても
かかるので朝に準備し、昼から開始の方があ
りがたいと思います。

１箇所 他の学校の友達とも会えるから 満足

コロナの中、どうなることかと思いましたが
分散して開催するということで延期、中止す
ることなく成人式に参加できてよかったで
す。

午後 振袖の着付け等で朝早いと大変だから ９箇所 中学校の友人達と会えるから やや不満
コロナで仕方がないが例年通りではなかった
から。また改めて集まったりできたらいいな
と思う。

今回、中学校の同窓会を行えなかったの
で、また改めてコロナが落ち着いた時に
同窓会をやってほしいと思う。

午後 １箇所 不満
午後 準備に時間がかかるから １箇所 他の学校の友人に会えるから 普通



午後
着物の着付けの時間があるから。午前中だと
間に合わないと思ったから

９箇所 中学校区の方が分かりやすいから。1箇所に大勢集まってしまうと出会いたい人に出会えない。普通 今年は制限が多い年であったから。

午後
どちらでも良いが、敢えて選ぶなら午後。着
付けの人とかは時間がかかると思うから。

９箇所

知らない人が多いより、知ってる人の方が
気楽だし、1箇所にすると各地域から集まる
ことになるので、不便である。尚更、今回
のように感染症対策であれば分散するべ
き。

普通

午前　 ９箇所 満足

午後 １箇所
他の中学校を卒業した人とも交流したいと
感じたため。

満足
このような状況の中でも開催できたことが嬉
しく思った。

午後 着付けやメイクに時間が必要なため。 １箇所 高校、大学の友達に会えないから。 普通 １箇所でしてほしかった。

午後 午前だと慌ただしくてバタバタするので。 ９箇所
顔見知りばかりでアットホーム感がでるの
で。

やや満足 久しぶりにみんなに会えてよかった。

午前　 ９箇所 普通
午後 ９箇所 満足
午後 午前だと寒さが厳しいから。 ９箇所 コロナウイルス感染対策のため。 普通 寒かった。
午後 その他 柘植と霊峰地区を分けて欲しい やや満足

午後
女子は着付けなどがあるため、午前だと準備
が大変

９箇所
混雑などの問題を避けたい。知らない人が
多いのがいや。

満足
コロナ禍のなかでできる最大限のことをして
くれたと思ったから。

午後 ゆっくり準備ができたから ９箇所 密になりすぎず良かった 満足

午後 着付けの時間や準備の時間が必要だから。 ９箇所
成人式に見たことない人がいたら少し緊張
するから。

満足 実行委員を経験させてもらったから。

午後 ９箇所 満足
午後 ９箇所 やや満足 同窓会を開催出来なかったため。

午後 着付に時間がかかるため ９箇所 中学校時代の友達と話したりできるから 満足
時間的には少し短く感じたが、内容的には満
足している。もう少し欲をゆえば実行委員の
有志等の時間をもう少し取って欲しかった。

午後 女性の準備に時間がかかる ９箇所 他校が混じると誰かわからなくなる やや満足
コロナ禍でも開催してくれたので、先生方に
会えなかったのは残念だがよかった

午前　
朝の方がみんなの顔がよく見えるし、夜にな
ると寒さが増すから

１箇所
僕は霊峰から緑中に転校しました。なの
で、霊峰のみんなにも会いたいと思い一箇
所の方にしました。

満足
みんなに久しぶりに会えてとても嬉しいかっ
たです。

午後
朝から着付けなどがあり午後からの方が余裕
も持ちやすいから。

９箇所

中学校単位で集まる方が人数も少なくたく
さんの人と話したりすることができ中学校
の頃の思い出を振り返る貴重な時間だと思
うから。

満足

午後 着付けに時間がかかるため。 ９箇所
人が沢山いると友達を見つけられない可能
性がある。

やや不満

コロナ禍のため仕方の無いことですが、恩師
に会うために成人式の参加を決めたので恩師
に会えなかった事が本当に残念でした。ま
た、記念に残る写真が全て顔が分からない写
真で久しぶりに会う友達が誰が誰だか全くわ
からなかった。

午前　 ９箇所 やや不満
午後 準備に時間がかかるため ９箇所 普通
午後 準備が大変だから ９箇所 普通

午後 今回がちょうどよかったから ９箇所 コロナ防止のため 普通
ソーシャルディスタンスとか先生に会えな
かったりしたから



午前　 ９箇所 普通

午前　 ９箇所

中学校単位で集まることでより思い出を話
すことができ、普段集まらない人たちとも
話しやすいから。また、中学校で集まるこ
とで今年は出来なかったですが、恩師と再
会することができるから。

普通
恩師が参加できなかったことが少し残念だな
と思ったので普通にしました。

中学校には迷惑をかけるとは思います
が、これからも各体育館あるい行った
り、教室で一度集まることが出来るのが
伊賀市の成人式のやり方だと思うのでぜ
ひ来年以降実行委員の方から意見が出れ
ばさせてあげて欲しいと思います。

午後 ９箇所 満足

午後 着付けなどの時間が必要なため。 ９箇所
中学校ごとの方が懐かしさを感じることが
できる。

やや満足

コロナ対策とは分かっていますが、集合写真
は撮りたかったです。でも、開催していただ
けただけありがたいし楽しかったので満足で
す。

午後 準備に時間がかかるため。 ９箇所 満足
実行委員会の方が作成してくれたビデオメッ
セージが嬉しかった。

午後 朝準備があるから その他 どちらでも やや満足 みじかい

午後 ゆっくり支度できるから ９箇所
人数が多すぎても誰が誰がわからなくなる
から

やや満足

午後
時間に余裕をもって着付けを済ませることが
できた為

１箇所
中学時代の思い出を語ったり､懐かしく思う
ことができて良かったから

普通
新型コロナウィルスのこともあり仕方ないが､
お世話になった先生に直接感謝を伝えること
ができなかった為

午後 準備の時間が多い方が有難い １箇所
高校の友達とも会いたいが、小規模で行っ
た方が深く話せると思う

普通
感染予防のため制限がいくつか合ったがある
程度楽しめたので良かった。ただ、先生方に
直接会いたかった。

午後
今年はできなかったが、昼から始めて夜にそ
のままご飯食べに行く方が楽しいから

９箇所
何年か前みたいに不祥事を起こすことが少
ないから

満足 色々話できてよかったです。 特にございません

午前　 午後から遊ぶ時間を作れるから ９箇所 やや満足 ビデオより直接話を聞きたかった
午前　 ９箇所 やや満足
午後 １箇所 私立に入学した人も来やすい やや不満 司会をもっときちんとしてほしかった。
午前　 ９箇所 普通
午後 振袖の着付けに時間がかかるため その他 どちらでもいい 普通

午後 着付けやメイクなどに時間がかかるからです。９箇所
会場が思い出の場所に近いから、友人と思
い出の地を巡ったりできるからです。

やや不満
こういう状況なので仕方ない部分はあるので
すが、久しぶりに出会った友人とマスクした
状況でも写真が撮れなかったからです。

午後 ９箇所 やや満足
午後 ９箇所 やや不満

午後 色々準備もあるし、午後でいいと思う。 ９箇所

一箇所で行うと、関わりの全くない人も多
く、市長や議長、更に恩師のメッセージも
必然的に重要さが相対的に落ちてしまうと
思うのから。

不満
今のご時世仕方ないが、時間も短く、2次会も
控え更に式後すぐに会場も出なければなら
ず、遺憾が多い

来年は例年通りできる事を願います

午後 ９箇所 普通
午後 朝が早くない、日が出て暖かい １箇所 他の子にも会いたい やや満足
午後 着付けの時間が必要だから １箇所 高校の友だちにも会いたいから 普通
午後 女性は着物やメイクの時間がかかるから ９箇所 コロナ対策のため やや満足 久しぶりにみんなに会えたから ないです
午前　 午後はみんなで集まれるから ９箇所 やや満足 みんなと会えて良かったから
午後 予定が立てやすいため ９箇所 地元の子達が集まりやすいため 普通

午後 午前にゆっくり準備できるから。 １箇所
コロナがなければ高校時代の友達にも会い
たかったから。

満足
二次会等は中止になったが、みんなと会えて
楽しかった



午後 ９箇所 やや満足
午後 着付けの時間がある為 １箇所 他の学校の人とも交流があるから やや満足
午後 早起きしなくて良くなるから ９箇所 なんとなく やや不満 短いから準備がもったいない
午前　 ９箇所 普通
午後 ９箇所 普通

午後 着物の着付けなどに時間がかかるから。 １箇所 高校の友達と会うことができるから。 普通
直接、中学校の先生と会うことができなかっ
たから。

午後 ９箇所 普通
午後 着付けに時間がかかるから ９箇所 中学校単位のほうが楽しかった やや不満 コロナで仕方ないが、短く寂しかった
午後 着付けなど準備があるから ９箇所 やや満足

午後 時間とか合わせやすいので ９箇所 わかりやすい 満足 よかったです
楽しかったです！ありがとうございまし
た

午前　 ９箇所 普通
午後 ９箇所 満足 特に無いです。

午後 準備しやすいから ９箇所 一箇所は密 普通 さみしい
ケーブルテレビの人が来てくださり、と
ても親切でした。

午後 準備したいから ９箇所
特に仲の良い子と話せるし写真も撮りやす
いから

普通 コロナ禍

午後 朝からバタバタしなくても良いから １箇所 他の友達とも会えるから 満足

午後 朝早くてもしんどいから １箇所
人数も減ってきたのと市長の負担を減らす
ため

満足
懐かしい先生の顔を見れたり、友達の顔を見
れたから

特にありません

午後 女の子は、大変だから ９箇所 それぞれ楽しいから 満足

午後 ９箇所 満足 いい成人式だったと思います。

午後 １箇所 高校の子とも会えるから やや満足
午後 準備に時間がかかるから ９箇所 中学校の友達に会えるから 不満
午後 朝に弱いから ９箇所 密集はめんどい やや満足
午後 起きるの辛いから ９箇所 人多いと探すの疲れるから やや満足 先生や他校のみんなにも会えていないから
午後 ９箇所 コロナの散漫が防がれたから 満足 懐かしい友達に会えた
午後 午前中は着付けがあるため １箇所 高校時代の友達にも会いたいから 満足
午後 朝起きられないから ９箇所 知らない人が多いと行く気が失せるから 普通
午後 ９箇所 普通
午後 ゆっくりと準備ができるから ９箇所 普通

午前　 着物で午前中を過ごすのがしんどいから。 ９箇所
知らない中学の人と会わなくても、同じ中
学だけで集まる方がよいから。

やや不満 式自体の時間が短かったから。

午後 １箇所 やや不満
午前　 終わる時間が早くなるため ９箇所 各小中学校で集まれるから 不満 コロナうぜぇ 特に無し
午後 １箇所 普通
午後 １箇所 普通
午後 ９箇所 満足
午前　 ９箇所 普通
午後 準備 ９箇所 やや満足
午前　 楽しい １箇所 満足 満足です
午後 朝の準備が多い方がいい ９箇所 知らない人とやっても楽しくない やや満足 先生からのメッセージがよかった
午後 ９箇所 やや満足
午前　 その他 どれでもいい 満足
午後 午前だと準備が大変だから １箇所 満足
午後 １箇所 満足
午前　 早い方がいい １箇所 色んな人に会いたい やや満足 久しぶりに友達と会えて良かったです 特になし
午後 １箇所 満足
午後
午後 集まりやすいため。 ９箇所 人が分散されるため。 満足
午前　 ９箇所 やや不満
午後 ９箇所 満足
午前　 ９箇所 普通



午後 ９箇所 満足
午後 準備ゆくっりできる ９箇所 満足
午前　 １箇所 やや満足

午後 髪の毛や着付けに時間がかかるから １箇所 他の中学の子に会いたいから やや満足 コロナ中で開催できたから
委員会してくださっ方ありがとうござい
ます！

午後 １箇所 満足
午後 ９箇所 やや満足


