「今さら聞けない」
「ちょっと気になる」
…
食についての基本のキを、毎月1回紹介します。

パルシステム東京のホームページでも公開
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コア・フード エコ・チャレンジ 表示なし
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産直4原則 環境保全型農業 化学合成農薬と化学肥料

カタログの
や
のマークなどをチェックしていますか？ 市販の野
菜とどんな違いがあるのかご紹介します。

2018 年 12 月17日 発行

わぁ︑
きれいな花

花のにおいで︑
虫がつきにくく
なる ん だよ

堆肥とミミズが
土を豊かに
してくれるのさ︒
土の中の微生物も
野菜作りを
助けてくれてる

ミミズも
い るね

パルシステムの農産物 「コア・フード」と「エコ・チャレンジ」

パルシステムの産直は資源・環境を守る
パルシステムの産直は、
「産直四原則」にしたがって進められており、環境保全
型・資源循環型農業が柱です。産地ではさまざまな工夫で、農薬を減らす努力を
しています。

「産直四原則」
とは…

①生産者・産地が明らかであること
②生産方法や出荷基準が明らかで生産の履歴がわかること
③環境保全型・資源循環型農業を目指していること
④生産者と組合員相互の交流ができること

環境保全型農業って何？
きゃー︑
虫が
いっぱい！

カマキリも
クモも害虫を
食べてくれる
１ ２ 益虫なんだ
３４
じゃ︑この野菜は
たくさんの
生き物の合作
ってことだね

いいこと
言うねぇ︑
こいつらの
作品を食べてね

農薬・化学肥料削減

資源循環型農業

できるだけ化学合成
農 薬・化 学 肥 料を減
らします。

堆肥、有機質肥料を使うなど、地
域の資源循環を図ります。

農業

飼料

生物多様性

畜産

自然環境が
保たれ、多様な
生きものを
育みます。

堆肥

化学合成農薬と化学肥料
化学合成農薬の多くは、農地や周辺の環境、生き物にも人に
も有害です。天敵まで殺して、害虫が大発生することもあります。
一方、有機質肥料は土壌微生物を増やし土壌の生態系を豊
かにしますが、化学肥料は土壌微生物を貧弱にしてしまいます。
また速効性で、野菜の硝酸塩濃度が高くなりがちです。

農薬 1/2 の「特別栽培」
＋削減目標農薬を不使用

化学合成農薬と化学肥料を不使用

※「有機 JAS」は国が定める規格です。天然系の一部農薬などは使用できること
になっており、
「コア・フード」
でも使用可としています。

【有機 JAS で使用できる農薬】
殺菌剤

無機硫黄剤、無機銅剤（ボルドー液）、生石灰など

殺虫剤

BT 菌及び BT 毒素、マシン油、フェロモン剤、天敵など

農薬を減らす病害虫防除の例
耕種的防除

物理的防除

生物的防除

作付けや栽培管理による防
除（輪作など）

光、熱、機具等による防除
（太陽熱殺菌など）

天敵昆虫、アイガモによる
防除など

誘蛾灯
天敵
大麦
米

輪作

大豆

土壌被覆材（マルチ）

マリーゴールド

化学合成農薬と化学肥料
を一般的レベルの 1/2 以 下
という
「特 別 栽 培」の規 格を
クリア。さらに、パルシステ
ムの「削減目標農薬」を不使
用、水田以外では除草剤と土
壌くん蒸剤も使わないのが、
「エコ・チャレンジ」の基準です。コア・フードほどでは
ありませんが、農薬を減らした栽培にはたいへんな努力が必要です。

特別栽培より
厳しいのね

化学合成農薬と化学肥料
安全・安心だよ
を、栽 培 期 間 中に使 用しな
いのが、
「コア・フード」の農
産 物 です。収 穫 前 3 年 間を
化学合成農薬・化学肥料不
使用としている「有機 JAS」
を取得、またはそれに準じた
栽培です。
ただし病害虫の多い日本で、農薬を使わないで作物を育てるのはたいへんな
こと。さまざまな工夫と労力、コストをかけています。

※「特別栽培」
（特栽）は、化学合成農薬と化学肥料が一般的なレベル（慣行栽培）
の 1/2 以下という公的規格で、都道府県ごとに決められています。
※「削減目標農薬」は農薬の健康と環境への影響を、パルシステムが独自に評価
して定めた 14 種類の農薬です。土壌くん蒸剤は揮発性の殺菌・殺虫剤です。

表示なしの農産物も環境保全型農業を追求
「コア・フード」や「エコ・チャレンジ」の表示がない農産物
も、市販の野菜と同じではありません。原則としてパルシステ
ムの産直産地で栽培されています。

表示なしの農産物と市販品の違い
①産直産地は環境保全型農業を目指し、農薬削減に努めています。
②事前および事後に報告を受けて農薬の適正使用を確認しています。
③定期的に検査して、食品衛生法残留農薬基準の 1/10 以下を目標に管理し
ています。
（1/10 超または申請外農薬を検出した時は、原因を調査し是正）

＊1 月3 回（1/７週配付）
に、コア・フードとエコ・チャレンジを特集したチラシが
配付されます。ぜひご覧ください。

食べものナビゲーター（食ナビ）では、ご感想、商品に関するご意見・ご質問をお待ちしております。shoku-navi@pal.or.jp まで。
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パルシステム商品の安全・安
心をチェックする商品検査セ

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

ンター（東京都稲城市）が、リ
ニューアルされました。組合員
が利用できるワークショップエ
リアから、4つの検査室が見渡
せます。より身近になった検査
センターで、どのような検査が

どんな検査をしているの？

商品検査センター

食中毒を防ぐ

▲夏休みに開催された商品検査センター見学
& 親子科学実験教室で

賞味期限が短い冷蔵品を
中心に、冷凍・常温品も

「微生物検査」
食中毒の 70%は微生物によるもの。食中毒の
原因となる有害微生物や汚染指標菌の検査で、安
全性や品質をチェックします。

残留農薬などをチェック

・汚染指標菌がやや多めだが、健康に悪影響を及ぼすレ
ベルではないと判断できる。
→製造者に改善を要請し、改善対策後に改めて検査を実施。

「理化学検査」

セットセンターでの抜き取り検査のほか、組合員と同じルートで配
達された商品を検査しています。また、子会社や取引先の工場点

残留農薬目標は国の基準の 1/10 以下。産直産地のほとんど

が目標をクリアしていますが、ときには申請がない農薬が検出され
ることも。近隣の田畑で使った農薬が農作物に降りかかるなどが原
因です。結果を産地に伝え、改善確認検査を実施しています。

検も。検査センターの職員が製造ラインや器具などの衛生状態を確
認し、問題がある場合は改善策の提案や確認検査も実施しています。

東日本産（北海道を除く）の農畜産物と
加工品、水産物（日本沿岸・近海、一部の
北太平洋、淡水）
とその加工品

「放射能検査」
残留放射能については、国の基準より厳
しい自主基準
（独自ガイドライン）
に基づき、
高精度のゲルマニウム半導体検出器 2 台で
検査しています。放射線にはこれ以下なら
安全という値（しきい値）がないので、自主
基準以下でも産地と協力して低減対策を続
けます。

放射能検査の自主基準
パルシステム

国

水、飲料茶、牛乳
乳幼児用食品、牛乳 50 乳幼児用食品
水・飲料茶

10

10

飲料、乳製品、米
一般食品

青果類、肉類、卵、
魚介類、その他食品
100
きのこ類
（しいたけを
除く）
しいたけ

25
100

＊基準値：セシウム134,137の合計 単位：Bq/kg

米、青果、
農産加工品

農薬などくらしの中には、さまざまな化
学物質があります。中には健康に害のあ
るものもありますが、ヒトの五感ではほと
んど見分けられません。
パルシステムでは農薬を中心に403 薬
剤を一斉に分析し、その残留状況を確認
しています。2018 年度からは新しい分析
機器を導入しました。

＜基準にあわなかった場合＞
・食中毒菌を検出、または汚染指標菌を大量に検出。
→供給停止や商品回収のための協議を行う。

見えない不安を除く

行われているかを紹介します。

2017年スタート

「アレルゲン検査」

『ぷれーんぺいじ』
『YUMYUM ForBaby&Kids』
掲載商品、PB商品 を中心に

何らかのアレルギーを持つ人が増えてい
ます。特定原材料7品目
（卵、乳、小麦、そば、
落花生、えび、かに）
は、症例が多い、また
は症状が重篤なため、アレルゲン表示が義
務づけられています。表示以外の原材料
が、誤って含まれていないかを確認します。
放射能が検出された商品は、その週の
パルシステムホームページ
「放射能自
主検査結果」
で確認できます。
「放射能レポート」
（毎月1回）
は、下記
の6ケタ番号で申し込み
注文番号

190888

放射能の影響を受けやすい乳幼
児 用 の 食 品は、検 出 下 限 値を
1Bq/kgに設定。より精度の高
い検査を実施

検査センターの仕事は
検査だけで終わらない

リニューアルし
た
検査センターに
は、
子供向けの実
験を行える
スペースも

自前の検査センターのよさは、より早く
検査結果を把握し、問題があったとき迅速
に対応できること。また、継続的な検査で
小さな異常にも気づきやすく、産地や工場
と協力して改善に結びつけられることです。
検査を通して、作り手とともによりよい
商品づくりめざしています。

（玉田直子・商品検査センター長）

ニュース

NEWS

パルシステム東京からのお知らせや、最近のニュースに関連した情報をお伝えします。

●ゲノム編集とGMO 表示で意見書

■厚労省でもゲノム編集検討始まる

■アルミ化合物の追加指定断念

パルシステム東京ではゲノム編集の取り扱いと遺伝子組
み換え表示について、意見書を提出しました。

厚労省でもゲノム編集の規制方法の議論が始まりました
が、環境省と同様に
「遺伝子組み換えに相当するか」
という
枠組みで議論されています。ゲノム編集食品が健康影響
評価もなしに、食卓にのる可能性が高くなってきました。
10 月 17 日には参院議員会館でゲノム編集作物の規制
を求める緊急院内集会が開催され、市民の不安の声が上
がりました。

厚労省が食品添加物に追加指定を検討していた、
「アル
ミノケイ酸ナトリウム」
「ケイ酸アルミニウムカルシウム」
「酸
性リン酸アルミニウムナトリウム」
について、指定を断念し
ました。アルミニウム摂取は国際的にも問題視されていて、
国際平準化のための追加指定が必要なくなったとの判断の
ようです。ただしミョウバンは依然として膨脹剤に多用され
ており、表示ではミョウバンの有無がわかりません。

ゲノム編集の
取り扱い

環境省

遺伝子操作生物すべてを規制
の対象にすること等

遺伝子組み換
全遺伝子組み換え食品に表示
消費者庁
え表示
すること等

詳細はパルシステム東京のホームページで

パルシステム東京

検索

http://www.palsystem-tokyo.coop/

