「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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農薬

ネオニコチノイド系殺虫剤

家庭用殺虫剤

2月

農薬削減の取り組み

農薬に頼る現代農業

FOOD
NAVIGATER

vol.70

非常食にも
なるから
家庭菜園
やってんだけど︑
虫がつくのよね〜

虫なんか︑
これで
イチコロだぜ

パルシステムで
農薬を使わない
田んぼに
行ったら︑
虫やカエルが
たくさん
いたわ︒

農 薬

2017 年 1月16日 発行

※輸入農作物では、ポストハーベスト農薬
※有効成分換算使用量
（FAO、2009〜2010）
（収穫後に使われる農薬）が使われてい
たり、遺伝子組み換え作物の栽培もあるので、輸入食品の方が安全・安心とは言えません。

農薬は
生き物を殺す薬︒
ってことは
人にも⁝⁝︒

でも︑
農薬使わないで
お米や野菜作るの︑
とてもたいへん
なんだって︒

ありがたや〜

１２
３４

自然は
大切
だよね︒

私たちの食卓にのるお米や野菜…
耕地面積あたり農薬使用量
（kg/ha）
「国産なら安心」
と思ってませんか？
0
5
10
15
20
自然条件や作物などが違うので、単
中 国
純な比較はできませんが、日本の農
韓 国
薬使用量は多い方なのです。
日 本
散布された農薬のほとんどは雨に
イタリア
流されたり、日光による分解などで
メキシコ
なくなりますが、散布方法などによっ
英 国
ては残留することもあります。また、
米 国
環境中に入った農薬が、水質や生態
デンマーク
系などに悪い影響を及ぼす心配もあ
カナダ
ります。
スウェーデン

農薬は
「生き物を殺す」薬剤―家庭での使用も慎重に
殺虫剤、殺菌剤、除草剤など、農薬のほとんどは生物を殺す薬剤です。多くの
農薬は人の健康にも有害で、環境ホルモンの疑いのある農薬も少なくありません。
私たちは食品の残留農薬ばかりが気になりがちです。けれど、実は農薬を散布
する生産者の方が、たくさんの農薬を吸ったり皮膚から吸収してしまいます。
それでも農薬を使わない農業は、たいへんな手間がかかります。その手間と収
穫量や品質・外観等への影響を考えて、農薬を使わざるをえないのが多くの農家
の現状なのです。
家庭でも、園芸用農薬はもちろん、ゴキブリや蚊など
の殺虫剤、衣料用の防虫剤、床下のシロアリ駆除剤、衣
料品や生活用品の抗菌防臭加工など、成分的には農薬
と似た製品が使われます。使い方によっては食品の残留
農薬以上に、健康に影響が出る恐れがあることを知って
おきましょう。できるだけ薬剤に頼らない方法を考え、
もし使う時は、必ず表示された使用方法を守りましょう。

パルシステムは農薬削減をすすめています
パルシステムでは、産直産地と共に環境保全型農業
を推進し、農薬の削減に取り組んでいます。たくさんの
組合員が利用することが、農薬に頼らない農産物を広
げることにつながります。
コア・フード

化学合成農薬と化学肥料を使わない
エコ・チャレンジ

化学合成農薬と化学肥料を慣行栽培（標準的な栽培方法）の 1/2 以下。
パルシステムが定める
「削減目標農薬」
を不使用。
※ネオニコチノイド系殺虫剤についても
「エコ・チャレンジ」
で一部を不使用にするなど、
農薬削減に取り組んでいます。

「ネオニチコノイド農薬」の問題を指摘する声も
農 薬 の 毒 性や環 境 影 響、害 虫の
耐性が問題になり、時代と共に使わ
れる農薬も変わってきています。
近年広く使われるようになったの
が、
「ネオニコチノイド系殺虫剤」
（通
称ネオニコ）です。ミツバチ大量死と
の 関 係 が 疑 われたことがきっか け
で、ネオニコの昆虫や人への影響を
指摘する声が上がっています。

ミツバチは作物の
受粉のために大切な生物で、
欧州ではネオニコの規制が
始まっています

お知らせ
生消協都県別交流会

生産者が東京に大集合
「産直ってなあに？」
全国の米、青果、卵、畜産の産直産地から生産者が参加し、産直食材
を使ったランチをとりながら、組合員と交流します。生産の苦労と喜び
を聞くとともに、組合員の声を伝えましょう。
日 時
会 場
募 集

学

3 月 3 日（金）10 時半〜14 時半

立川グランドホテル
（JR 中央線立川駅徒歩 3 分）
100 名
（保育あり）

習

会

「産地交流が変えた！ 農薬に頼らない農業に」
コア・フードの「新潟こしひかり」などでおなじみの JAささかみ。ささか
みの有機農業は、
「農薬をできるだけ使わない、農産物がほしい！」
とい
う組合員の声が生産者を突き動かして始まったものです。
地震や異常気象などの困難を乗り越え、JA さ
さかみでは農薬の一層の削減に取り組んでいま
す。NPO 食農ネットささかみ理事長の石塚美
津夫さんに、産直の歴史と農薬を減らした農業
の興味深いお話をうかがいます。
日 時

3 月 16 日（木）14 時〜16 時

会 場

パルシステム東京新宿本部 2 階第 1 会議室

講 演

石塚美津夫氏
（NPO 食農ネットささかみ理事長）

募 集

70 名
（保育あり）
＊申し込み詳細は 週刊 WITH YOU または ホームページ で
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食べて飲めば排せつする…排せつがき
ちんとできないと、人は健康や命をも

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

維持することができません。排せつは
食の延長線上にあります。災害時には
衛生的に排せつできることが、健康を
保つうえで
「食」
と同じように重要にな

災害時のトイレ

ります。今回は災害時のトイレについて、

防災②

家庭での備えを考えてみました。

排泄はまったなし

自宅が無事でも

トイレ問題は大地震の発災と同時に起こります。断水や停電などで、戸建て
でもマンションなどの集合住宅でも、水洗トイレは使えなくなります。多くの人
が集まる避難所の状況はもっと深刻です。仮設トイレが不足して、トイレはすぐ
に排せつ物であふれ最悪の衛生状態になります。
東日本大震災でも汚れたトイレを使うのが嫌で、食事や水を減らした結果、
体力が低下して健康を害する人が続出しました。インフルエンザなどの感染症
や胃腸炎、膀胱炎のほか、慢性疾患が悪化したり、エコノミー症候群など命に
かかわる例も出てきました。

大地震直後にトイレの水を流すのは慎重に。配管破損で汚物が流れ出たり、
集合住宅の配管破損では下の階に漏れ出す危険もあります。配管などの無事
が確認できるまでは、携帯トイレや簡易トイレで乗り切るのが無難です。

水・食料と一緒の備えを

大地震発生後は配管チェックが必要

トイレが不衛生では食事も
健康管理も成り立たたないの
です。

停電、断水、給排水管、下水管、処理施設
…どこが壊れても水洗トイレは使えない

ストックリスト

トイレに必要なものは、一人ひとり違います。排せつに関連するものだけ
でなく、清潔を保つもの、安全にトイレに行くためのものも忘れずに。

携帯トイレ
洋式便座に大きなポリ袋をかぶ
せて固定。その上に設置して使
用する。袋の中に吸水シートが
入っているタイプ、使用後に凝
固剤を入れるタイプなど
がある。排泄後、携帯
トイレだけを交換する。

1度、
試して

簡易トイレ
段ボールやアルミ合
金などで作られた便
器に、携 帯トイレを
セットして使用する。
和 式 便 座の上に設
置してもよい。

和式便座は、
使いにくい
人も

★携帯トイレなどがないときは、大きな
バケツなどにポリ袋を2重に敷き、新
聞紙をちぎって入れると代用になる。

カタログ
﹁パルくらす
﹂
で

下水道が復旧するまで、排泄物は
家庭で保管することになります。
防臭タイプのポリ袋や、大きめの
ふた付きバケツは必須アイテム。

トイレ関連の

1 週間分程度の備えを

パルシステムで備える
月 回

月

回

〈例〉
携帯トイレ、簡易トイレ

消臭剤

トイレットペーパー

ふた付バケツ、ポリ袋、
ゴミ袋

ウェットティッシュ

新聞紙

消毒用アルコール

トイレの床に敷いて汚れ防止に

生理用ナプキン

防虫剤

尿もれパッド

洗浄剤、掃除用具

ポリ袋に敷けば緊急トイレに

バケツ

携帯ビデ

マスク、使い捨て手袋

おりもの用シート

このほか、家族の状況に応じて、
紙おむつ
（大人用、乳児用）
など

防犯ブザー

『簡易トイレセット』
30 回セット 税込 2,894 円

排便収納袋 30 枚と凝固材 30 袋。

月

回

『緊急時のトイレ』40 回分

1,944 円

凝固剤のみ 税込

約 400gの凝固材を付属の軽量スプーンで使う。

■組合員の防災アイデアから
枕元に非常用品を常備

震災後、枕元に、懐中電灯・スリッパ・笛など非常の
ときにあった方がよいものを置いて寝ています。

取材協力：パルシステム東京 防災担当・亀山 薫
参考資料：
「東日本大震災 3.11 のトイレ ― 現場の声から学ぶ」
ほか 日本トイレ研究所、
「東京防災」東京都

『トイレ救急隊』 税込 3,866 円

ダンボール製組立て式トイレ。
排便収納袋 20 枚、凝固材 20 袋付き。

キャンプ道具を持ち出し用に

キャンプ用品の収納場所を、万一、家が倒壊して
も取り出しやすいところに変えました。皿、コッヘ
ル、箸、固形燃料など厳選したキャンプ道具を、持
ち出しやすいところにしまっています。

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。

●PET ボトルの議論がスタート

■危険な TPP の批准

■鳥インフルエンザが各地で発生

100% 再生 PET ボトル水に関して、
総代会議と組合員組織である委員
会とエリア協議会での議論が始まり
ました。

次期米国大統領のトランプ氏が TPPに加入しないと明言し、TPP
が発効しないことは確実であるにもかかわらず、国会では TPP 批
准と関連法案が通ってしまいました。一見ムダのように思えます
が、今後、個別交渉で米国から要求されるであろう市場開放に対
して、
「ここまでは開放します」
と言っているようなもの。これから
TPP の亡霊に脅かされることになってしまいます。

今シーズン各地で、鳥インフルエンザの発生が確認されていま
す。産地では懸命の防疫対策をとっています。養鶏場で発生し
た場合は、ただちに周辺農場を含めた移動制限措置がとられま
すが、万一流通した場合でも、鳥インフルエンザは鶏肉や卵か
ら人には感染しません。加熱調理すれば死滅するので、心配は
ありません。

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/

