「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。

7月

パルシステム東京のホームページでも公開

K EYWORD

農薬は害虫や菌などを殺すだけでなく、
私たちにも有害です。
今回は、パルシステムの基準見直し 最近話題のネオニコ
グリホサート を取り上げます。

エコ・チャレンジ基準見直しを議論しました

FOOD
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カオリンが
気持ち悪く
なったって︑
帰っちゃったよ

！
！
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きのう︑
通学路で
消毒してた
からかな

なにそれ︑公園で
遊べないよ ︵怒︶

そのグリホサートっていう
除草剤が︑公園でも
まかれてるんだって

農 薬

vol.99

パルシステムでは 2017 年度から
「エ
コ・チャレンジ基準」見直しの議論を進

めてきました。パルシステム東京は議論
のために組合員との意見交換会や学習会
を開催しました。

意見交換会は 6 回開催されました

産地からは病害虫対策に不安の声も
組合員からはネオニコ
（ネオニコチノイド系殺虫剤）問題への取り組み強化など

の要望が出されました。一方、産地からは、異常気象や気候温暖化などの影響、
病害虫発生の変化や生産者の高齢化などから、基準運用への不安が出されまし
た。実際に、2017 年には茨城県でウンカ
（イネの害虫）が大発生し、県からの防
除指導を受けて、削減目標農薬（ジノテフラン）
を散布した例もありました。

！
！

アメリカで校庭に
除草剤をまく人が︑
ガンになったことが
裁判で認められたって⁝

カオリンだけの
問題じゃないよね
１２
３４

基本は現状維持し、運用等を整理

輸入の小麦にも︑
そのグリホサートが
残っているらしいよ⁝

給食の
パンは
大丈夫

？？？

意見交換会や学習会を開催

そうした状況から今回は基準を大きく変えず、議論された課題に沿って表現を
変更し、運用の整理を行いました。今後もネオニコを含む農薬をめぐる情報を収
集し、生産者・組合員の安全・安心と環境影響などを考えて対応を検討していき
ます
（エコ・チャレンジ基準は、今後も5 年ごとを目途に見直しを実施します）。
（エコ・チャレンジ基準見直しの主なポイント）
○削減目標農薬については、
「不使用を原則とします」
と変更。
○慣行栽培基準のない地域・作物は、近隣地域の基準に準拠することを追記。
○営農へ支障をきたす事例として、病害虫発生、薬剤ローテーションを追記。
○削減目標農薬の使用状況は産直委員会にその都度報告。
パルシステムでは、これからも産直産地と協力して、

農薬削減、環境保全型農業を追求していきます。

発達神経毒性が心配…殺虫剤の「ネオニコ」
急増するネオニコ
ネオニコ
（ネオニコチノイド系殺虫剤）

は、浸透性が強く、効果が長続きし、散布回
数と散布量が少なくてすむということで、近
年、急増している殺虫剤です。

※ネオニコ以外にもフィプロニルなど数種類の浸透
性の強い殺虫剤が、同様に使用量が増えています。

発がん性の疑い…除草剤の「グリホサート」

ネオニコの国内出荷量推移（t）
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欧州では規制の方向
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（国立環境研）

ネオニコ等は 2000 年前後から世界的に問題になったミツ
バチ失踪現象の主な原因とされ、欧州では使用が規制されて

います。日本でもミツバチ失踪が報告されており、赤トンボな
どの減少とも関連が疑われています。さらに、近年急増してい
る子どもの発達障害との関係を指摘する研究者もいます。

日本では大幅緩和

しかし、国はミツバチも野生昆虫も発達障害も、
ネオニコとの関係を認めず、ここ数年、ネオニコ
の 残留基準を相次いで緩和しています。たとえ
ば、ほうれん草のクロチアニジン（ネオニコ系農
薬）は、当初の 2000 倍に設定されています。
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エコ・チャレンジ
基準

原則不使用としている削減目標農薬に、水田ではネオ
ニコ3剤とフィプロニル、非水田でネオニコ1剤を指定。

コア・フードは

ネオニコを含む、すべての化学合成農薬不使用。

商品
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A

Q
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と評価。神経毒性なども報告されています。
0
1981 1986
最近では道路や公園、駐車場・家庭用な
ど、農地以外用としても販売されているため、
身のまわりで知らずに使われている可能性があります。

1991 1996 2001 2006 2011 2016

（国立環境研）

このグリホサートが、消費者団体の調べで輸入小麦を

40

10

グリホサートの国内出荷量推移（t）
6000

北米産小麦には残留のおそれ

ほうれん草の
クロチアニジン残留基準

0

パルシステムでは

最も使われる除草剤に発がん性の疑い
グリホサートは国内外で販売量首位を誇
る、効果が強い除草剤です。
「ラウンドアッ
プ」などの名前で販売されています。
グリホサートについて IARC（国際癌研究

原料とする小麦粉等から次々検出されていることがわか
りました。行政の検査でも北米産小麦から、ほぼ 100%
検出されています。北米では、収穫直前にグリホサートを
散布し小麦を枯らして収穫するため残留しやすいのです。
2017 年、日本 政 府は小 麦 の グリホサート残 留 基 準を
5ppm から30ppm に大幅緩和しました。

パルシステムでは
パン類に内麦粉（国内産小麦の小麦粉）使用の商品を徐々に増やしています。

コア・フードの農産物、内麦粉の商品は、これらの農薬の心配がなく、
安心してご利用いただけます。
■パルシステム東京では、ネオニコとグリホサートについて、今後も議論していきます。

農薬は家で落とせないの？
浸透性の高い農薬以外、残留農薬は表面に多く残ります。野菜をよく洗い、ゆでることによって、ある程度農薬を落とすことが
できます。ネオニコは浸透性が高く内部まで浸透していますが、水溶性なのでゆでれば、ある程度は減らすことができます。

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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温暖化による異常高温に
ヒートアイランド…東京
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の夏の暑さは年々、厳し
さを増しているようです。
暑さ対策には水分補給が
大切ですが、飲み方によっ
ては体 調を崩すことも。
適切な水分補給のポイン

暑さを乗り切る

水分補給

「白州の水」

トを紹介しましょう。
「あずみ野の水」

水分の 20%を失うと
死に至るかも！

身体の 60% は水分

5%

人は身体の約 60%
（成人の場合）
が水分とい
われ、生命維持に大切な役割を果たしています。

脱水症状や
熱中症に

失うと

のどが渇いたら…では遅い！
■ いつでもどこでも飲めるように

のどの渇きは脱水が始まっているサイン。渇きを感じる前に、いつでも
どこでも飲めるよう、外出時には水筒を持参しましょう。

20%

死亡の恐れ

■ 特に水分を摂っておきたいのは…

そして水分量の 20%を失うだけで、命にかか
わるといわれます。

失うと

就寝の前後
スポーツの前後・途中
入浴の前後
アルコールを飲んでいるとき

食事以外に約 1.2ℓの水分補給を
右の図は平常時に身体に取り入れる水分 人の水分
IN
と、
出ていく水分の量です。必要な水分量を

「体重比」

OUT

食事

1.0ℓ

飲み水

1.2ℓ

尿・便
呼吸・汗

1.6ℓ
0.9ℓ

体温調節機能が低下している高齢者は、身体に熱がこもりやすく、
のどの渇きや暑さを感じにくくなっています。子どもも体温調節機能
が未発達で、体温が上昇しがち。特にこまめな水分補給を。

たんぱく質などの
0.3ℓ
代謝で作られる水

何を飲んだら
いいの？

水分補給・NG 集

のどが渇くと飲みがちですが、水分の補給としては不向きです。リラッ
クスタイムに適量を楽しんでください。

■ 基本は「水」がベスト

日々の水分補給に最も適した飲み物は、
「水」
です。
糖分や塩分、カフェインも含まず、ノンカロリー。飲み
過ぎや太り過ぎを心配する必要はありません。
またカフェインなどを含まない、麦茶やそば茶など
夏の定番
もおすすめです。

運動や暑さで大量に汗をかいたときは、水
分とともにナトリウムなどの塩分も失われま
す。脱水状態のときは、必要な塩分や糖分を
すぐに吸収できるスポーツドリンクや経口補
水液などがよいでしょう。
ただし、塩分や糖分の摂り過ぎにつながる
ので、日常的な水分補給は水や麦茶などで。

枕元に
水分を

高齢者と乳幼児は特に注意！

参考：環境省熱中症環境保健マニュアル
（2014）

たくさん汗をかいたときは
スポドリを

水はいつ飲んだ
いいの？ ら

10%
失うと

60

525 円（税込 567 円 / 標準価格）

筋肉の
けいれん
循環不全

①血液として酸素や栄養素を運ぶ。
②尿として老廃物を体外に排出する。
③汗として体温を調節する。

保つには、
食事以外に約 1.2ℓ＋夏はさらに
汗をかいた分を飲まなければなりません。
1日にどのくらい必要か、よく
水分量
使うコップなどで確認するといい
%
（成人）
ですね。
パーセントは

各

お茶、コーヒー、紅茶など
カフェインはさまざま
な飲み物に含まれます
が、水分の排出を促す
作用があります。ほうじ
茶やウーロン茶にも含
まれるので、子どもは
控えめに。

むぎ茶もおすすめ

手づくりスポドリを作ろう
！
大さじ
3〜4

1ℓ

清涼飲料水
製品によっては、500mlあたり、
スティックシュガー
（5g）
10 本分
の糖分が含まれるものも。また、
ゼロカロリーやノンシュガーを
表示したものも、まったく入って
いないわけではないので飲み過
ぎに注意。

エナジードリンク

小さじ
1/2
生レモン汁
1 個分

材料をポットなどに入れてよく混ぜ、
冷蔵庫で冷やす
【レシピ監修】澤坂明美
（管理栄養士、女子
栄養大学生涯学習講師）

カフェインやアミノ酸を含んだ清
涼飲料水。炭酸とカフェインの強
い爽快感から、小・中学生が常用
するケースも。冷たくて飲み干しや
すいので血中カフェイン濃度が急
激に上がりやすく、過剰に摂取する
とめまいやふるえ、不安症状など
健康への悪影響が出る可能性も。

アルコール
利尿作用が強く、飲
んだ以 上 の 水 分 が
尿として排出される
ことも。お酒の合間
に水を飲み、ナトリ
ウム、カリウムなど
電解質を含むつまみ
をとるとよい。
【本文監修】
村上安曇
（管理栄養士）

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。

■照射直後の照射ジャガイモ続々発見
通報をお願いしていたガンマ線（放射線）照射ジャガイ
モが、続々と発見されています。近年、見つかっている照
射ジャガイモは、照射後 3 カ月未満で販売されています。
照射時に食品中に生成する分解生成物が多く残っていると
考えられるため、照射食品の新たな問題点となっています。
（食ナビ 9 月号で特集を予定しています）

■「放射能レポート」が変わります

■抗生物質などの飼料添加見直し進む

これまで希望者に配付していた「放射能レポート」は、7
月 5 回から
「月刊きぼうのでんき」
と一緒になって、全組合
員に配付されます。
なお、ホームページの「放射能検査のお知らせ」も、4 月
3 回から集計表と検出された商品の報告になりましたが、
検査は従来通り実施。検出された商品以外は不検出となっ
ていますので、ご了承ください。

家畜飼料への抗生物質など抗菌剤の使用は、耐性菌がで
きて人の医療への影響が懸念されています。このため農林
水産省は飼料用抗菌剤を再評価し、相次いで使用禁止にし
ています。パルシステムでは鶏には飼料用抗菌剤を使用し
ていません。豚・牛は産地によっては幼齢期に抗菌剤入りの
飼料を使いますが、出荷までの休薬期間を通常より大幅に
長くして使用を減らしています。

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/

