「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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食品に放射線を当てる 照射食品 。
今、照射食品の 新たな問題 でが出ています。

照射直後の照射ジャガイモ販売の怪

FOOD
NAVIGATER

vol.101

プーちゃん︑
ごはんよ〜

わ〜い︑
ごはんだ

絶 対 変 だよ ︑
よく見てよ

うーん︑
ペットフードには
照射しても
表示義務
ないからね⁝

照射食品

2019 年 8 月19日 発行

今年も
「照射食品反対連絡会」の呼びかけに応えて、各地から放射線を照射し
たジャガイモの販売通報が相次ぎました。
その中で問題になっているのが、照射処理日から日の浅いジャガイモが販
売されているケースが目立つことです。包装に表示された照射処理日から購入

日までの日数は、今年、最短 21 日でした。実際には購入日よりも前に販売してい
ると考えられるため、もっと短い期間で販売されていると考えられます。
元々は秋に収穫して翌春までに芽が出ないように実施されていた放射線照射
が、いつの間にか、出荷直前に照射されるようになっていたのです。

照射から販売までの期間別販売確認件数 (2019 年 )
6
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3
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変な臭い
するよ ︑
放射線照射
した り
してない？

国産の
信 頼ある
メーカーの
商 品よ！

あっ︑

よ く 見 たら ︑
1年も前に
賞味期限
切れてるわ︵汗︶

野生の勘が
働いて
よかった︑
危ない危ない
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1カ月未満

1 〜 2カ月

2 〜 3カ月

3 〜 4カ月

4カ月以上

照射直後の食品には有害物質がいっぱい！
！
放射線はエネルギーが高く、照射によって食品の中に
「放
射線分解生成物」がたくさんできます。分解生成物は化学

的に不安定な物質で、発ガン性など毒性のある物質も含ま
れます。
分解生成物は時間が経つと、減っていきます。日本で食
品照射が検討された際も、照射直後の食品を与えた動物に
毒性が現れるという情報があったので、照射後 3カ月たっ
てから実験するようになったといいます。

存続理由が問われる照射ジャガイモ

照射ペットフードで猫が大量死
2008〜2009 年、オーストラリアで輸 入 照 射 ペット
フードによる猫の神経障害が多発しました。100 匹以上
が運動失調や四肢麻痺を発症、30 匹が死亡しました。
アイルランドでも 190 匹の猫が照射ペットフードを食べ
て神経障害を起こしたことがあります。
これらの猫の障害は、数万グレイと、ジャガイモの芽
止め（150 グレイ）に比較すれば強い放射線を照射した
ペットフードで起きていますが、照射食品が安全ではな
いことを、猫が教えてくれたといえます。水俣病が確認
される前に、猫に異常が現れたことが思い起こされます。

問題を認めない厚生労働省
照射から販売までの期間が非常に短いことについて、
照射食品反対連絡会は厚生労働省に是正を求めていま
すが、厚労省は「食品衛生法で禁止されていない」の一
点張りです。
食品衛生法では、品目（ジャガイモ）、目的（発芽防止）、
線源（コバルト60 のガンマ線）、線量（150 グレイまで）、
再照射禁止を規定していますが、照射から販売までの期
間は定められていません。法律に欠陥があるのです。
7 月 19 日に開催された照射食品反対連絡会との意見
交換会でも、厚労省は「危険とは言えない」
と主張し、対
応しない姿勢をくずしていません。

消費者は
モルモットと
いうこと？

法律違反とは
言えません

照射ジャガイモは生産開始当初は、年 2 万トン前後生産されていたましたが、
農林水産省の補助事業打ち切り
（ 76 年）や照射ベビーフード事件（ 78 年）
で生
産量が減り、近年は 6000トン以下の生産となっています。近ごろは春先早くから
九州地方などの新ジャガが出荷されるようになり、照射ジャガイモの需要は減っ
たと考えられます。
照射ジャガイモは JA 士幌町
照射ジヤガイモ生産量推移（万トン）
だけで生産されていますが、そ
の量は同 JA のジャガイモ生産
量の 5% 以下。老朽化した照射 2.0
施 設 の 管 理、コバルト60 線 源
の購入、放射線源の厳重な管理
（被曝や盗難の防止等）などは、 1.0
同 JA の負担になっているとみら
れます。食 の 安 全に関するJA
士幌町の社会的信頼を損ねてい 0.0
1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
る、ともいえる照射ジャガイモの
生産は、見直す時期に来ている
のではないでしょうか。

イベント案内

映画
『世界が食べられなくなる日』
上映 & 講演会 8 /30（金）
会場：文京区民センター

参加費：1,000 円

13:00〜
17:00

遺伝子組み換え食品の有害性を告発した問題作。
講演：天笠啓祐・遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン 代表
申し込み・問合わせ：遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン
（☎03-5155-4756）

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。

便秘予防を意識

キッチン 42

食物繊維や発酵食品、ビタミ
ンB 群（豚肉など）などで腸
を活性化。免疫力アップに
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た常識です。なんでもバランス
よく食べて、しっかり栄養を摂っ
ている人の方が、健康で長生き

たんぱく質をしっかり

することがわかってきました。シ
水分補給は料理からも

シニアごはん
あなたの or
あなたの親の

年をとると食事をきちんと摂って健康でいても、筋肉
や骨量は減っていきます。そこに栄養不足が加わると、
体力や筋力・骨量は低下。疲れやすくなるため運動量が
減り、さらに食欲不振、体力低下の悪循環に陥りやすく
なります。転倒・骨折や認知症、慢性疾患などのリスクも高まります。

□ 6カ月で体重が 2〜3kg 減った
÷
｛身長
（m）
×身長
（m）
｝
□ BMI が 20 未満 ＊BMI＝体重（kg）
□ 魚と野菜中心で肉はほとんど食べない
□ このごろ食事の量が減った
□ 味やにおいがよくわからない
□ 近ごろ歯
（入れ歯）
の調子が悪くて、かみにくい。

アンチエイジングは
「しっかり食べる」
から

特に体力をキープするエネルギー、元気に動ける骨
格筋を保つたんぱく質を摂ることを、若い人以上に意
識しましょう。これらをベースに身体の調子を調える、ビ
タミン、
ミネラル、食物繊維などをバランスよく摂ります。
とはいえ無理は禁物。肉や魚を食べたくないときは、
消化の良い豆腐やたまごなど、さまざまな種類の食品 ▲食欲がないと
きは、間食で
を、楽しみながら食べるようにしましょう。

※平成 29 年国民健康・栄養調査

個人差はありますが、若いときに比べると

⎫
⎬
⎭

食欲が低下し
低栄養状態に
健康な身体を維持するために、
必要な栄養素が足りなくなる

もう 一 品
ほ しい とき に

バランスのとれた食事が大切なのはわかっていても、毎日、用意するの
はたいへん。冷蔵庫のストック食材をちょい足しで栄養価アップを。

たまご

鮭フレーク

『味付けうの花』

トーストとコーヒーには
バナナ 1/3 本
ヨーグルト
大さじ2

100g×2

ハム
野菜
スライスチーズ ジュース

204 円（税込）

『おくらとなめこの山芋和え』
（茎わかめ入り）
50g×4

エネルギー 約 100kcal アップ
たんぱく質 約
9g アップ

エネルギー 約 130kcal アップ
たんぱく質 約
9g アップ

野菜も忘れずに
野菜はビタミンやミネラル、食物繊維な
どの供給源。腸を元気にして免疫力アップ、
便秘の改善にも効果的です。調理が面倒な 『北海道冷凍
栗かぼちゃ』
ときは、冷凍野菜がおすすめ。電子レンジ 400g
で温めれば、簡単に野菜料理ができます。
円（税込）

補う

＊持病などで食事指導を受けている方は、指示に従ってください。

栄養+おいしさUP！

ごはんとみそ汁には

介します。

低栄養から介護予備軍へ

65 歳以上のおよそ 6 人に一人は、低栄養の傾向があるという調査※もありま
す。3つ以上あてはまる人は要注意。ふだんの食事を見直してみませんか。

ちょい足しで

ニアのための栄養新常識をご紹

飲み物だけでなく、汁 物、
煮物などからも補給

食事をチェック！

●噛む力、飲み込む力が衰える
●消化・吸収機能が衰える
●味の感覚がにぶる
●運動量が減る
●気分が落ち込みやすい

は肉や脂を控えてヘルシーに」
というのは、シニア世代には誤っ

たんぱく質の必要量はシ
ニアも30 代もほぼ同じ。
肉と魚は1：1で

元気で長生きするための

「元気で長生きするために、食事

322 円（税込）

『こんにゃく白和え』
100g×2

266 円（税込）

『5 種の具材の
茶碗蒸し』
130g×3

368 円（税込）

監修：パルシステム東京・福祉事業活動部 嘉藤純子/デイサービス陽だまり栄養士

『茎が長めの
ブロッコリー』
230g

きる
注文で
簡単に
です
グ
ロ
カタ

シニアに
おすすめ

322 円（税込）
お問い合わせ・登録の変更は
パルシステム問合せセンター

0210-868-014

302

1 大きめの文字の

カタログに、注文数
を直接記入

2 カタログごと提出する
少人数向けのお弁当やお
惣菜、料理セットなどを中
心に約 300 品目を掲載
価格はすべて標準価格です。

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。

■ゲノム編集署名にご協力ください！
！

■DVD『香害 110 番』の貸し出し開始

■米国でネオニコ類似農薬を登録拡大

パルシステムでは
「ゲノム編集食品の規制と表示を求め
る署名」
に取り組んでいます。遺伝子組み換えと同じように
不安なゲノム編集に、環境・安全性の審査の実施、消費者
の選択のための表示を求めましょう。
配送での署名回収は 8/23 で終了しま
すが、ホームページでのオンライン署名
は 11 月末まで可能です。

柔軟剤などの香料によって、症状が出る「香害」の被害を取
り上げた DVD『香害 110 番』。委員会などへの貸し出しを開始
しました。
「認識が変わった」
「深刻な被害がよくわかった」等の
声が寄せられています。委員会、グループ、その他でご覧にな
りたい場合は、組合員サポートラインにお申込みください。

「スルホキサフロル」は性質や作用がネオニコ
（ネオニコチ
ノイド系殺虫剤）
と類似し、市民団体は新たなネオニコと呼
んでいます。動物実験で発がん性を示し、ミツバチへの毒性
も強く、米国では一度、登録が取り消された後に、用途を制
限して再登録されましたが、先ごろまた用途が大きく拡大さ
れました。米国では市民運動の結果、ネオニコのチアメトキ
サムとクロチアニジンの登録が取り消されたばかりでした。

◎組合員サポートライン ☎03-6233-7607
※上映時間 28 分、貸し出し無料

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/

