「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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パルシステム東京は PET ボトル水を取り扱いません
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パルシステム
東京は
PETボトル水
を扱わない
ことに
なりました

やはり
環境への配慮
ということ？

マイクロプラスチック
なんかも問題に
なっているし︑
PETボトルだけ
じゃなく︑
プラスチック
包装問題を
考えて
いきます︒

使ってま〜す

PET ボトル③
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がんばって
減らしてね
%再生原料は
進歩ですが︑
回収がきちんと
できる状況が
できないと︑
ごみを増やして
しまうという
判断です

１２

３ ４ それに︑
PETボトル水の
要望の背景に
あった︑震災への
備えも呼びかけて
いきます

まずは水でしょ

100

なるほど

お菓子はよしと⁝

今号裏面で、水の備えについて特集！
「食べものナビゲーター」1 月、2 月号でも防災
について特集。バックナンバーはパルシステム
東京ホームページで。

公助と自助、そして共助
大規模災害が起きた場合は行政による被災支援
（公助）はありますが、都市部では人口に対して避難
所などはまったく足りません。ライフラインが止まっ
た中、自宅で生活するケースが多いと考えられます。
そのために自宅に食品や生活用品を備蓄する必要
があります（自助）。また被災直後は救急車などが間
に合わないので、隣近所で助け合うことが必要です
（共助）。

市販の注ぎ口を
つければ
使いやすい

『富士の天然水』は、東日本大震災の被災体験
からの要望で開発されたものです。近い将来、
首都圏でも大震災が起こる可能性があります。
論議の過程でも多くの組合員から、
「震災など
の被災の際には水が必要」
という意見が出され
ました。
「PET ボトル水はスーパーなどでも購入
できる」
という意見が多かった一方で、
「高齢者
などが PET ボトル水を外で買うのはたいへん」
と
いう意見もありました。
いざという時に組合員が困らないよう、パル
システム東京では震災への備えを提案していき
ます。PET ボトル水に代わる水の備蓄方法など
も考えていきます。紙パックの『あずみ野の水』
『白州の水』
なども、もっとご利用いただけるよう
にしていきます。

数週間分の
水︑食料が
必要ね

震災に備えて水の備蓄は必要です

パルシステム東京では、他のグループ生協で 2016 年 1 月から供給されてい
る、100% 再生 PET ボトル水『富士の天然水』
を取り扱うかどうかについて、組
合員の話し合いを進めてきました。その結果、6 月 13 日に開催された総代会で、
100% 再生 PET ボトル水『富士の天然水』を扱わないことを決定しました。

PET ボトルなどプラスチック容器包装は今後の課題
パルシステムがこれまで PET ボトル入り
の飲料などを扱ってこなかった理由は、ごみ
問題への懸念です。1990 年代までプラス
チックの容器包装はリサイクルされず、ごみ
になっていました。今もプラごみの多くは
「サーマルリサイクル」等の名で燃やされて
います。PET ボトルはリサイクル 率 が 高く
90% 以上が回収されていますが、半分が中
国などに輸出されます。国内での用途も繊
維やシート製品などが多く、PET ボトルに再
生されるのは 1 割に満たない量です。

■行政等の回収PETボトルのゆくえ
ボトルに再生

7%

繊維に再生

17%

輸 出

48%

シートに再生

17%

その他

11%
（PETボトルリサイクル推進協議会、2014）

『富士の天然水』の供給は、100% 再生の PET ボトルで水を供給し、空ボトル
の 100% 回収を目指して始まりましたが、累計回収率は約 50%となっています。
残りのボトルは行政などが回収するとみられますが、そのうちボトルに再生され
るのはわずかです。
現時点では、PET ボトルからPET ボトルへのリサイクルの環が完成していると
はいえず、ごみを増やす結果となる恐れもあるので、取り扱わないこととしまし
た。プラスチック容器包装は PET ボトル以外にもありますが、今後の課題として
いきます。

商品 Q ＆ A
Q

パルシステムのバナナは無農薬で栽培していると
聞いたけれど、カタログではエコ・チャレンジなのはなぜ？

A

パルシステムのバナナは、海外からフェア・トレードで輸入していますが、栽
培は無農薬です。輸送のために一般には使われる防カビ剤も使用しません。
しかし、輸入検疫の際に虫等が発見された場合には青酸ガスでくん蒸するた
め、それを見込んでエコ・チャレンジの表示となっています。青酸ガスは、ム
ロで追熟するときに消失し、バナナには残留しません

Q

茨城こしひかりのネオニコ使用について、
コア・フードは大丈夫なの？

A

『エコ茨城こしひかり』
の件では、ご心配をお掛けして申し訳ありません。ネ
オニコによる防除を指導している県との間で、有機栽培のコア・フードにつ
いては例外とすることで了解を取り、ネオニコなどの化学合成農薬は使用し
ていません。

って、
Q 「カフェインレスコーヒー」
薬剤か何かで抽出しているの？

A

薬剤は使用していません。パルシステムで扱っている
「カフェインレスコー
ヒー」
は、生豆を水抽出した液からフィルターでカフェインだけを抜いた抽出
液を使って、新しい生豆を浸漬・抽出して豆のカフェインを抜く
「マウンテン
ウォーター方式」
で製造されています。

「白いセルローススポンジ」
4 個組 430 円（税込）

次回企画は
8月4回

天然素材でマイクロプラスチックにならない
「白いセルローススポンジ」。柔らかく、丈夫で、
泡立ちがよいと大好評です。ぜひ一度お試し
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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プラスチックごみを減らすた
めに、パルシステム東京は
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PETボトル飲料を取り扱っ
ていません。けれど近い将来、
大震災が起こる可能性が高
い東京でくらす以上、災害
時の水の備えをどうするか
は重大な問題です。PETボ

PET ボトルに頼らない

トルに頼らない
「水の備え」

災害時の水の備え

について考えました。

飲料用
紙容器入りの水を保存
『白州の水』
『あずみ野の水』など
をまとめ買いしてケースのまま保
存。日常的に使いまわしながら減っ
た分を補充します。紙 容器に刺し
て使う市販のキャップを常備してお
けば、使うときに便利です。

長期保存水（賞味期限 5〜10 年）の
併用がおすすめ

浄水器を通さない水道水
を 満 タンにし、冷 暗 所 で 保
存します。飲用にするときは
煮 沸するか、浄 水 器でろ過
して使います。

一人 1 日
200ℓ以上

災害用に 1 日 200ℓもの生活用水を準備するのは、まず不可能。できる
だけ水を使わないための備えも、日常的に使いながら常備しておくように
しましょう。
・
・
・
・
・
・
・大は給水袋やトイレ用に。
□ポリ袋（大小）
小は調理や食品の保存、
ゴム手袋の代わりなど

非常災害用保存飲料水 木頭「山の湧水」
（8月5回）
（8月5回）

ポリタンクに水道水を保存

私の
アイデア

生活用水

一人 1 日 3ℓ
1 週間分

□ラップやホイル ・・・容器にかけて洗い物を減らす
□タオル・ティッシュペーパー・トイレットペーパー、
ウエットティッシュなど
□簡易トイレ

ラップ

あかちゃんのおしりふき

『ハーレーⅡ』

浴槽は水の貯蔵庫

雨水やふろ水などから、
飲料水を作れる浄水器。
パルシステム東京
独自チラシ
9月3回

お風呂の水はいつも満杯に。残り湯も生活用水と
して使えます。
＊乳幼児のいる家庭では、子どもが浴室に入らないよう注意を。
＊集合住宅で被災直後に風呂に水をためるのはやめましょう。
＊浴室、
トイレの水を流すのは、排水管を確認してから。

こんな工夫をしています！

飲料水以外に、野菜などのジュース類を
出し入れしやすい場所にストック。野菜
ジュースでもご 飯は炊け
るし、ビタミン類の補給
もできます。飲 ん だら
補 充するようにしてい
ます。
（N さん）

飲料水を含め非常用品は、家のあち
こちに分けて保管して
います。万 一、家 が
壊 れ て も、どこか
から取り出せるよ
うに。
（T さん）

お風呂の水を洗濯やトイレに使ったり、
パスタのゆで汁などで食器を洗うなど、
ふだんから節水を。水の大切さを常に
意識するようにしています。
（A さん）

給水用に折り畳み式
の水タンクと、家ま
で運ぶキャリーを
準備。
（H さん）

やってみよう！

１．少ない水でポリ袋調理 ― ごはんを炊く
❶ポリ袋に米と水（1 合に水 200 ㏄の割合）を入れ、手の平で押して
空気を抜き、袋口をねじって上の方でしっかり結び 30 分ほどおく。
❷鍋底に皿を敷き、❶を沸騰したお湯に入れて 30 分ほどゆでたら袋
ごと取り出し、10 分ほどおいたら（蒸した状態になる）できあがり。
耐熱性の高い
高密度ポリ
エチレンの
袋を使用

パルシステム東京では…

＊肉じゃがなどの材料と調味料をポリ袋に入れ、同じようにゆでると同時に副菜もできます。

事業所に雨水タンクの導入を進めています。日常的にはト
イレや散水、洗車などに使用していますが、災害時には生
活用水などとして利用できます。
家庭でも場所があるなら、簡易型の雨水タンクを検討する
のも一案です。

2．水なしで食べられる食品も忘れずに
大田センタ―の雨水タンク

缶詰、レトルト食品、加熱せずに食べられるもの（チーズな
ど）、菓子類（チョコレートなど）、栄養補助食品など。

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。

■食品表示の検討が進められています
現在、
「食品表示法」の原料原産地表示と、遺
伝子組み換え表示について検討が進んでいま
す。消費者にとってわかりやすい表示になるよう、
声を上げていきましょう。

【原料原産地表示】

【遺伝子組み換え表示】

原則として加工食品すべてに表示義務が課せられる方向です。
しかし、3カ国以上から輸入する場合に
「輸入」
と書けばよい
「大括
り表示」
や、中間原料製造地表示など、消費者にとってはわかりに
くい内容で検討が進んでいます。パルシステム東京もわかりやす
い表示を求める意見書を提出しています。

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

検討が始まったばかりですが、業界系の委員が表示強化に強く
反対しています。検討会では、全食品を対象とするなど進んだ表
示をしている欧州の調査結果が報告され、消費者団体からも表示
強化を求める意見が述べられました。

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

