「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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民営化によるデメリット

10 月

大切なライフライン、水道を民営化？

FOOD
NAVIGATER

vol.78

2017 年 9 月18日 発行

友達が
海外旅行に
行って︑
水を飲んで
下痢したん
だって

水道法改正案は、水道財政悪化の改善、老朽した設備の更新と耐震化などの
ために、民営化（民活）
とごみ処理などと同じように広域化を進めるものと説明さ
れています。しかし、これは、種子法廃止と同様、TPPとも関連した規制緩和、
民営化推進の一環とみられます。民営化で海外の巨大水道企業の参入も考えら
れます。

民営化でさまざまな弊害の可能性
水道財政の悪化などが、民営化されただけで解決できるはずはありません。
逆に民営化によってさまざまな問題が発生しないかと心配されています。

水道料金の値上げ

そう思うと︑
おいしいね︒

硬水

民営化されても競争はないので、水道料
金を上げるのは企業の思いのまま。
※水道は使わないわけにいかないので、水道料金
値上げは低所得者には大きな負担になります。

細菌

問題

サービスの低下

商品 Q ＆ A

合理化追求の下で、水質管理や水道管修理
などのサービスが、これまでのように十分に
行われるか不安です。

Q 『手揚げ風油あげ」の「手揚げ風」ってどういうこと？
●

A

問題

環境保全などが行われるか疑問
自治体は水源を保全管理し、節水を訴えま
すが、企業にとって水道水はあくまで商品。
利益にならないことをするか不安です。

『手揚げ風油あげ』
は機械で揚げますが、揚げ油に浮かせて、何回もひっくり
返しながら、ふっくらと揚げています。このような揚げ方を、一般に
「手揚げ
風」
または
「浮かし揚げ」
と呼びます。
なお、
『手揚げ風油あげ』
を含め、共生食品の油揚げは、
すべて非遺伝子組み換え
（Non-GMO）菜種を使用し
た
『圧搾一番絞りの菜種油』
で揚げています。

8 月号に載っていた
Q 『キッチン用ポリ袋箱入り』
はポリ袋調理に使えるの？

A

※水源の保全は水道事業の重要な柱です。
水源の保全は水道事業の重要な柱です。水源保
全なしに水道の安定供給はできません。

問題

4

なぜ水道を民営化しようとしているの？

1

※採算の取れない過疎地などは、切り捨てられる可
能性もあります。

3

電気やガスと違い、水道だけは自治体や公社のような公共サービスが当たり
前…という常識が崩れようとしています。水道事業民営化のための水道法改正
が行われようとしています。先の国会では審議に入れませんでしたが、継続審議
になっています。

問題

よく殺菌
してない
国とかある
らしいね︒

日本の水道に
感謝︑感謝︒

そう
なんだ︒

１２
３４

海外旅行に
行けないひがみ

日本じゃ︑自治体が水道
やっているから安心よね︒

そうそう︑旅行は
安心して水を飲める
国内に限るよ

水道が民営化！？

ッ
フッフ

2

水道法改正 水道事業の民営化

撤退シマース！

ツケは住民に…

この製品は高密度ポリエチレン製ですが、薄いのでポリ袋調理に向かない旨
の表示があります。しかし、ポリ袋調理に使えることは確認しており、非常時
には有効と考えます。より厚手で、ポリ袋調理に向いている
『食品用ポリ袋』
（次回 10 月3 回企画予定）
のご利用もおすすめめします。

経営が破綻しても、ツケは住民
に押し付けられます。
※海外では民営化比率の高い国もありますが、
海外では民営化比率の高い国もありますが、弊害
も発生し、パリ、ベルリン、アトランタなど、民営
化したいくつもの自治体が公営に戻されました。
再公営化のために、莫大な税金が使われました。

水道はやはり公営が安心
公共のインフラである水道事業は、自治体が責任
を持ち、住民の声を聞いて考えるべきです。継続審
議となった今後の国会での審議状況に注目していき
ましょう。

「遺伝子組み換え鮭」緊急学習会
遺伝子組み換えの鮭が、すでにカナダで出荷されていたことが判明しました。
生態系への影響や安全性などについて緊急学習会が開催されます。
日時
場所
主催

講 師 天笠啓祐氏
2017 年 10 月 17 日 ( 火 )13 時半〜 16 時
東京ウィメンズプラザ 資料代 500 円
遺伝子組み換え食品いらない ! キャンペーン
（TEL 03-5155-4756）

カタログの「富士の天然水」掲載について
10 月 1 回より
「コトコト」
「きなり」
に 100% 再生 PET ボトル入りの『富士の天然水』
が掲載されますが、パルシステム東京では 6 月の総代会で取り扱わないことを決め
ておりますので、ご注文いただけません。詳しい説明は、今回一緒に配付している、
別紙のお知らせをご覧ください。

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。

キッチン 199

なんとなくだるくて疲れやすい、
やる気がでない…誰にでもあり

m
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Th Kitchen

がちな体調不良ですが、もしか
すると原因は食生活かも。
「新型栄養失調」
といわれる、低
栄養状態の人が増えています。
飽食の時代に起きているまさか
の栄養失調、いったい、どういう

新型栄養失調

ことでしょう。

血圧やコレステロールも気になるし、肉や油は控えてヘ
ルシーな食事を心掛けています。もう年だからおなかも
そんなに減らないし、粗食は身体にいいのよ。

3 食きちんと食べているから安心！ではない

「新型栄 養失調」の 正体

3 度の食事を食べているのに、栄養が足りない低栄養状態になることを
「新型栄養失調」
といいます。これまで栄養失調といえば、食料不足から栄
養が足りていない状態をいいましたが、今、問題になっているのは栄養の
偏り。本人はきちんと食べているつもりでも、栄養のバランスが崩れてい
る人が増えています。
病気でもないのに、なぜか体調がすぐれない人は、一度、食生活を見直
してみてはいかがでしょう。

思い当たることありますか？
もしかしたら

新型栄養失調

□ 口内炎ができやすい

高齢期になると消化機能の衰えから食が細くなり、ついありあわせの食事
ですませて、低栄養状態になる人が少なくありません。中年期までのメタボ
対策の延長で、体重の減少を良いことと考える人も多いくらいです。
しかし、年をとっても活動的な生活を送るためには、たんぱく質とエネル
ギー主体の食事を十分にとることが大切です。低栄養では老化が進みやす
く、筋力や体力、免疫力だけでなく、認知機能の衰えにもつながります。

どれだけ食べてる？

□ 疲れやすくて、やる気がでない
□ 風邪をひきやすい

年をとったら肉やたまごをしっかり食べる

□ 気持ちが沈みやすく、イライラする

かも

□ 味がよくわからない

□肉

□魚介類

□油脂

□牛乳・乳製品

□いも

□野菜（淡色、
緑黄色）

□海藻

□果物

ダイエットがんばってるの。食事は糖質制限で炭水化物
をできるだけ控えています。野菜や豆類はしっかり食べ
て、必要な栄養はとれている
（と思う）
ので問題ないわ。

の BMI
（体格指数）
を知って、
本当にダイエットが必要なの
か調べてみましょう。

BMI

2
体重（kg）
÷身長（m）

例 52kg÷
（1.58ｍ×1.58ｍ）
＝約 20.8
18.5 未満 「やせ」
18.5〜25 「適正体重」
25 以上
「肥満」

□ごはん、
パン、
麺類
2,3 日で
食べられれば
OK！

家では旬の野菜料理でビタミン類の補給を

人が必要とする栄養成分には、それぞれ大切な働きがあります。たと
えば炭水化物は、身体や脳のエネルギーになります。過度の糖質ダイエッ
トなどで不足すると、エネルギー不足で疲れやすくなり、脳の働きも鈍っ
てきます。
また、若い世代のたんぱく質やカルシウム不足は、中年期以降の骨粗
しょう症などにもつながります。月並みですが、ダイエットはバランスの
とれた腹八分目の食事と、適度な運動が基本です。

性も多いようです。まず自分

□大豆・大豆製品

外食やコンビニ弁当が多いサラリーマンの夫。ラーメン
や牛丼などで、簡単にすませることも多いみたい。栄養
バランスが心配で…。

特定の栄養成分を制限するのはNG

必要ないダイエットに励む女

□卵

サラリーマンの昼食にありがちな、ラーメンや牛丼、ファストフード類は、た
んぱく質やエネルギーはしっかり摂れますが、ビタミンやミネラル、食物繊維
が豊富な、野菜や果物が決定的に足りません。また、加工食品などに食品添
加物として多用されるリンは、摂り過ぎるとカルシウムの吸収を妨げます。
❶ できるだけ主食、主菜、副食の
そろった定食類を

ネラル
ン、ミ
ビタミ っぷり
た

❷ 毎日、同じものを食べない
❸ 1 日 1 食は野菜たっぷりメニューを
（野菜たっぷりカレーなどで OK）

もっと
やせなきゃ！

きざんだ
ナッツ類

人参とブロッコリーの
ナッツ和え
マヨネーズ
しょうゆ少々

をアドバイスしてください。家では栄養価
が高い旬の野菜料理をたっぷり用意し、
日常的な野菜不足を補うようにしましょう。

ゆでた
ブロッコリー
人参のせん切り
栄養監修：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。

●原料原産地表示に消費者の声、反映されず
消費者庁で検討されている食品の原料原産地表示につい
て、消費者団体からわかりにくいと批判のあった
「輸入」
等の
「大括り表示」
、
「中間原料加工地表示」などが、そのまま導
入される見込みとなりました。
今後の制度の運用の中で問題点を指摘し、改善に結び付
けていかなければなりません。

●機能性表示食品で健康被害の疑い
東京都の消費生活相談まとめで、機能性表示食品による
健康被害の事例が報告されました。具体的には
「目のピント
調節機能改善」
をうたう食品の摂取で、肝臓の障害が起きた
疑いです。消費者団体の「食の安全・監視市民委員会」
が消
費者庁や各社に公開質問状を出し、製品は特定されました
が、メーカーは因果関係を否定しています。

機能性表示食品は食品安全委員会等による安全性の審査が
なく、事業者の責任で保健機能を表示しているため、当初から
健康被害が懸念されていました。また医薬品であれば被害救済
制度もありますが、機能性表示食品にはそのような制度はあり
ません。機能性表示食品のこうした問題点を知っておきましょう。

食の安全・監視市民委員会

http：//www.fswatch.org/

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/

検索

