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「18 歳成人年齢引き下げ 何がどう変わるの？」
とちぎ消費者リンク学習会（11 月 22 日）レポート
講師 適格消費者団体特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク理事長 弁護士

山口益弘先生

2022 年 4 月 1 日より、成人年齢が 18 歳に引下げられます。

消費者教育推進法によると、消費

これは 2018 年に改正された民法 4 条によるもので、もともとは

者教育とは、消費者の自立を支援

2007 年に日本国憲法の改正手続きに関する法律３条により、国民

するために行われる消費生活に関

投票の年齢が 18 歳と定められたことが契機です。若者に国政上の

する教育であり、消費者が主体的

重要な判断に参加してもらうための政策で、18 歳 19 歳の方の自

に消費者市民社会の形成に参画す

己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことが期待されてい

ることの重要性について、理解及

ます。

び関心を深めるための教育と、こ

成年年齢の引下げによって、18 歳 19 歳の方は親の同意を得なく

れに準ずる啓発活動を言います。

ても様々な契約をすることができるようになります。そして、未成

自立した消費者になるための教育

年者取消権が使えなくなります。

は一朝一夕にはできません。学校に任せるのではなく、社会全体で

現状、20 歳前後で消費者トラブルによる相談件数が最も多いのは

サポートし、①契約についての意味やリスクを徹底的に刷り込む

20 歳。18 歳 19 歳はそれぞれその半分以下です。成年年齢の引下

②トラブル時の相談先の周知。相談すること自体が消費者として、

げによって、18 歳 19 歳の消費者被害の増加が懸念されます。

成人として消費者市民社会の形成に参画することに繋がることを

これを防ぐためには中学生、高校生への消費者教育を充実させる

しっかりと教えこむことが重要と考えます。

ことが急務です。
もともと消費者は、消費者契約法により、困惑や誤信などでの消費

先生の講義を受講し、21 歳の息子と 17 歳の娘の親として、家庭

者契約の意思表示の取消について定められています。しかし、消費

での消費者教育がほとんどできていないことを痛感しました。親

者教育についてはほとんど浸透していないのが現状です。理由と

元を離れてひとり暮らしを始める前にこの学習会に出られたこと

しては、学校での授業時間の不足や教材や消費者教育のできる人

をありがたく思います。巣立つ前のこども達に、ひとりひとりの行

材の不足、何よりも家庭での保護者からの教育が足りていません。

動が社会を変えて行くという意識をシッカリと持たせてから送り
出そうと思いました。

（理事 齋藤）

セットライン見学を終えて ～配送上の脱プラは可能か？～
「配送に使われるビニール袋が多すぎる。減らすことはできないのか?」 組合員さんからも度々ご意見を
いただくこの課題について、商品セットの現場を見学して考えようと、7 月と 11 月の 2 回に分けて理事が
数名ずつよつ葉生協本部にある配送センターのセットラインを見学しました。多くのパートさんが厳しい労
働条件の中、短時間でミスなく商品をセットし私たちの生協生活を支えてくださっていることを知り、とて
も勉強になりました。
（感想を 3 ページに掲載。
） 一方、脱プラは…？脱プラについての話し合いをご報告
します。



ピッキング袋は必要不可欠！箱ではかさばるし、袋をセット



組合員さんにご理解いただくことも必要ですね。

する機械を見るとリユースも無理そうですね…



回収してリサイクルは、大手の他生協ではレジ袋有料化の後、

私達には無駄に見える「袋に入れる」作業が、あの流れ作業の
中で効率よくミスなくセットするための工夫だとすると、そ

ピッキング袋の回収率が下がっているそうです。


れを変えてもらうのは難しいかも。





現状では各生協で原料や配合率が違うので混ぜられないけれ
ど、生協同士で協力してリサイクルできれば良いのに。

化粧品の匂い移り防止の袋は要らないと思うけれど…でも私



ビニール袋を紙袋に変更できるところはないかしら?

は鼻が悪いから気にならないのかな?



耐久性とコスト面で難しいのでは? それに、紙も製造過程で

匂いは人によって感じ方が違うけれど、食品に移ってしまう

の環境負荷はプラスチックに劣らないと聞きました。

のは耐え難いと思う。
「我慢しましょう」という話ではないと



やはり、一方通行の使い捨てをどれだけ減らせるかですね。

思います。



「セットラインの脱プラ」には限界があるけれど、暮らし全体

カタログや注文用紙がドライ品と一緒なのに袋に入っている

を見回して広い視点で考え続けたいですね。

のは、要らないのでは?


配送担当者によってやり方がまちまちですね。そこは袋に入

よつ葉だよりでは、今後組合員の皆さんとの脱プラ座談会を企画

れない方向で統一してもらえないか、理事会からお願いでき

します。一緒に考え続けていきましょう！

ないかな

（理事 堀）
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商品評価委員会は新商品の仕様や原材料、添加物についてのチェックや、味や規格・調理方法な
どについて、試食を通して確認しています。現状は理事のみで活動を行っておりますが、コロナが

商評おススメ♪

終息し、委員さんと一緒に活動できる日を心から待ちわびています！！
そんな商評委員会より、12 月 5 週のお勧め商品、今号では「お魚編」をご紹介させていただきます。

12 月５週

魚編

132

とれとれあじ（タタキ身）

原材料は、あじ１００％。新鮮で臭みがなく、常備しておきたい商品です。
たたき身なので、手作り感のあるつくねになるのもいいですね。メニューの
たんぱく質をちょっと増やしたいと思う時に、流水で簡単に解凍でき、鍋に
入れたり味噌汁に入れるのに便利です。時間がない時に、袋の角を少し切り
取って一口大ずつ、煮たてた鍋に絞りいれてもＯＫでした！時間があれば、
ショウガや味噌で調理するともっと美味しいです。

193

（靏蒔）

焼きちくわ

卵が入っていないので、卵アレルギーを持つ子供にも安心して出せます。市販だと卵入りやリン酸塩
入りが多いので、いつもよつ葉のものを注文しています。煮ても、焼いても、キュウリやチーズを入
れてもおいしいです。

187

（渡辺）

長崎蒲鉾・漁師町おでんだね(つゆ付き)

練り物の主原料には長崎蒲鉾さんの地元長崎で水揚げされた魚を使っています。
焼きあごを使ったつゆ付きなので味も決めやすいです。リン酸塩も使わず GMO マークもつかな
い安心安全なおでんだねです。調理するとわかりますが、市販の物と比べ、ほとんど膨らみませ
ん。原料の魚の割合が高いからです。そのため魚の味もしっかりして、食感もあります。つゆに
でたおでんだねの旨味も美味しいです。今年は寒い予報。おでんが活躍しそうですね。ぜひ、漁
師町のおでんだねをご活用下さい！

163

（小田切）

しめさば柚子風味

柚子がアクセントで上品な味、原材料もとてもシンプルで安心です。夕飯を作りながら、流水解
凍ですぐに解凍できるところも気に入っています。個人的には、分厚めに切って、贅沢な気分で
味わっています。食卓にあと一品欲しい！という時にも大活躍のしめさばです。

（横山）

（商評委員会 横山）

注文した商品が私の家に届くまで―セットライン見学レポート―
11/10㈬、理事数名でセットラインの見学をしました。

あっという間にたくさん並んでいた棚は空っぽになりました。こ

案内をしてくださったのは三田さん。長く配送を担当していた方

れから野菜や冷蔵品のセットをするそうです。

です。

このセットをするために、①配送日毎の各品の数を確認し数え
まず見学したのはドライ品と

る、野菜や果物は検品、リパック、棚の決まった場所に乗せる等

特別企画品のセットライン。

の準備が必要。その準備こそがきちんと組合員さんの家にお届け

職人技の流れ作業で、読み取

するためには 1 番大切です、ときっぱりした三田さんのお話しが

った番号の品が光ると素早く

印象的でした。

詰めていきます。コースの順

ドライ、冷凍、特別企画品は朝 9:00~15:00 まで、冷蔵品と野菜

番まで揃えた合理的なシステ

は 19:00~24:30 までおよそ 100 人のセットパートさんの手で揃

ムに脱帽です。

えてもらっています。また産地まで毎日往復して野菜を運ぶ方

続けて冷凍品。低い気温の中

や、早朝から受け入れのために待機する方など、本当にたくさん

でもなめらかなチームワーク

の人々の手を通って、私達の家に食材が届い

でどんどん棚からセットされ

ていると実感しました。コロナ禍の中、現場

ていきます。間違いの無いよ

で働き続けてくださった方々へ改めて感謝の

うに、しっかりとチェックし

気持ちでいっぱいです。

ながらも速い作業。

（理事 齋藤）
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参加してみませんか
WEB＋会場

オンライン Zoom または 会場参加
鎌田醤油さんとの交流会② ～手作り味噌は今どうなっている？～
手作り味噌を仕込んでみて、湧き上がるいろんな疑問・質問・
悩みなんでも良いので鎌田さんに聞いてみませんか？手作り味
噌を鎌田さんに直接見てもらうこともできます。初めての人も、

申込み：このイベントは、よつ葉生協ホームページのみで受け付け

これから仕込んでみたい人もご参加大歓迎です！

ます。資料請求・ご入会・お問い合わせ からイベントの申込みを

日

時：2022 年 1 月 20 日（木）10：00～11：30
（受付 9：45～）

会

場：オンライン Zoom

または、よつ葉生協本部

（栃木県小山市粟宮 1223 番地）
参加費：無 料
定 員：会場参加６名

クリックしてください。
●オンライン参加・・よつ葉生協ホームページのイベント申し込み
フォームから
●会場参加・・・イベント申し込みフォーム内の【ご質問等】の欄
に、〔会場参加希望〕と記入してください。

締切日：2022 年 1 月 14 日（金）

・感染状況しだいで、すべてオンライン参加（会場参加無し）をお

主 催：よつ葉生協
問合せ：よつ葉生協 三輪または堀

願いする場合があります。
TEL 0120-07-1613

・ご案内は、１月１７日以降メールにてお送りします。

WEB

オンライン Zoom

教えてアーダブレーンさん！

コロナ禍における消毒手荒れ

マスク装着による肌荒れ

どうしたらよいの？

より肌と環境に良い自然派化粧品を届けてくださっている

申込み：このイベントの申し込みと事前質問は、よつ葉生協ホーム

アーダブレーンさんに、コロナ禍におけるお肌の悩みやお手当

ページのみ受け付けます。資料請求・ご入会・お問い合わ

で方法を教えていただく機会をオンラインにて行いたいと思

せ からイベントの申込みをクリックしてください。

います。事前質問をお待ちしています。

締切日：2022 年１月 14 日（金）

日 時：2022 年 1 月 25 日（火）10：00～11：30
（受付 9：50～）

主

催：小山委員会

問合せ：よつ葉生協 三輪または堀
TEL 0120-07-1613

会 場：オンライン Zoom のみ
参加費：無 料
定 員：20 名

●事前質問は 2022 年 1 月 14 日（金）までにお願いします。
●ご案内は、１月 19 日以降メールにてお送りします。

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（12 月 1 週分）

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（12 月 1 週分）

ご協力ありがとうございます。
組合員さんの助けあいの気持ちが広がっています

ご協力ありがとうございます。
組合員さんの温かいお気持ちが今週も寄せられています

(単位：円)

(単位：円)

7，400

（860 番）

8，200

放射能から子どもを守る募金 （900 番）

群馬コロナウイルス対策募金 （861 番）

4，100

震災孤児を支援する募金

（910 番）

29，400

茨城誰かのために募金

2，300

「有機農業と国産種子」募金 （920 番）

10，800

栃木コロナ支えあい基金

合

（862 番）
計

14，600

合

47，600

計

共同購入注文書の該当番号に数量をご記入ください。
WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。
一口 100 円の募金になります。

共同購入注文書裏の「10 品以上の記入欄」に該当番号と数量をご記入ください。
WEB 注文の場合は、左側［企画商品］内の［復興支援募金］をクリック。
一口 100 円の募金になります。

ご意見・ご感想をお寄せください。お名前と組合員番号をご記入の上、

●編集・発行よつ葉生活協同組合 小山市粟宮 1223

共同購入注文書またはお手紙でお願いします。掲載の方には粗品をプレ

0120-07-1613 TEL 0285-45-9100 FAX 0285-45-9101

ゼントいたします。※掲載するにあたって事前ご連絡をすることはあり

HP http://yotsubacoop.jp/

ませんので、ご了承ください。

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yahoo.co.jp

Instagram

年末年始のため 12 月 27 日～2022 年１月
17 日号のよつ葉だよりは、お休みさせていただ
きます。ご理解の程よろしくお願い致します。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Facebook

＜よつ葉だより休刊のお知らせ＞

