パルシステム東京のホームページでも公開

「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。

K EYWORD

表示改善をはばむもの ハガキで声を届けよう！

11 月

遺伝子組み換え表示の見直しが検討されています
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安全
なんだから︑
わざわざ
表示すること
ないよね

安全と
思うなら︑
堂々と表示
したら
いいじゃん

2015 年から新しい食品表示法での、表示がスタートしました。原料原産地
表示は前号「食ナビ NEWS」でお伝えした通り、消費者にわかりにくい形で決ま
りましたが、いくつかの表示項目は検討課題として残されました。
そのひとつが遺伝子組み換え表示です。

食品表示法施行時の「検討課題」 済 は検討終了
済 インターネット販売の取り扱い

済 原料原産地表示

未 遺伝子組み換え表示

未 中食・外食のアレルギー表示 など

未 表示文字の大きさ

不十分な遺伝子組み換え表示
現在の遺伝子組み換え表示は表示対象などが不十分で、いくつもの抜け穴が
あります。たとえば…
5% 以下の意図しない混
入は、表示義務なし＝非
遺伝子組み換えの扱い
セーフ！

表示義務は主な原材料
（原材料の重量に占める
割 合 が 上 位 3 位 以 内で、
しかも5% 以上）
だけ

食用油やしょうゆなどは
表 示 義 務なし（組み換え
DNAや、生成されたたん
ぱく質が検出不能なら表
示免除）

表示
な−し

日本

でも︑
﹁遺伝子組み換え﹂
って
表示したら︑
売れなくなるんじゃ
ないかと⁝

EU

?

?

夢か?

だったら︑
遺伝子組み換え
なんかやめたら？

そうか︒
考えてみれば︑
EUと同じように
したらいいんだよね︒

１２
３４

いっしょに
国産原料や非遺伝子
組み換え作物を
増やせばいいよ!

非遺伝子
組み換え原料は︑
高いんだよ

遺伝子組み換え表示

うれしい!!

遺伝子組み換え表示の見直し 不十分な表示

0.9% 以上の組み換え原
料を含む全食品、飼料

許容率 0.9%

DNA 残 留 等に関 係なく
表示義務

＊パルシステム東京では昨年、遺伝子組み換え表示拡充の署名に取り組み、他団体と
合わせて 61,284 筆を消費者庁に提出しました。

表示改善に食品業界から強い反発

ハガキで 声 を届けましょう!!

検討会では、消費者庁からEU の表示制度が問題なく実施されているとの報
告もありました。しかし、食品業界からは遺伝子組み換え表示の改善について
強い反対意見が出され、先行きは不透明です。

業界の主張

遺伝子組み換え表示の改善のため、ハガキで関係大臣、長官、検討会
座長に消費者の声を届けましょう
（11 月末までを目安にお願いします）。
要請ハガキの送付先

パルシステム東京は
こう考えます

〒100-8914 千代田区永田町 1-6-1

内閣府

●遺伝子組み換えは安全が確
認されており、これ以上表示
が増えると、アレルギー表示
などの情報が見にくくなる

不安な遺伝子組み換え食品は、食
の安全に関わる消費者の大きな関
心事のひとつです。

●ＥＵでは遺伝子組み換え食品
が流通しておらず、日本と事
情が違う。

原料仕入先から証明を取るなどの
対応により、日本でもＥＵ並みの表
示実施は可能です。

●表 示をしたら消 費 者 が 敬 遠
し、売り上げに影響する。

遺伝子組み換え原料を使わなけれ
ばいいのです。

消費者及び食品安全担当大臣

江﨑鐵磨様

〒100-8958 千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第 4 号館

消費者庁長官
〒108-8477 港区港南 4-5-7

岡村和美様

東京海洋大学 3 号館 3 階

遺伝子組換え表示制度に関する検討会座長

湯川剛一郎様

本文（例） 遺伝子組み換え表示を改善してください。

①すべての食品を遺伝子組み換え表示の対象としてください。
②意図せざる混入率を0.9% 未満としてください。

差出人

無記名でもペンネーム等でも結構です。
（個人情報記載はおすすめしません）

※ハガキは官製ハガキを各自ご用意お願いいたします。

●許容率が下がると管理できな
い。管理費用が高くなる。

現在でも1% 程度に管理されていま
す。スタック品種※の検査を改善し、
運用を少し緩和すれば大丈夫。

●非遺伝子組み換え原料の使
用が増えて、原料価格が高騰
する。

非遺伝子組み換え原料の需要が増え
れば栽培も増えます。業界も食料自
給率向上に取り組めばよいのです。

※スタック品種：2つ以上の遺伝子を組み込んだ品種。トウモロコシに多い。

消 費 者の声 を
聞いてね

パルシステム東京では、
「遺伝子組み換え食品いらない !
キャンペーン」
とともに、遺伝子組み換え食品への不安と、
消費者の知る権利を訴え、遺伝子組み換え表示の改善を
目指します。

＊パルシステム東京は
「すべての食品に遺伝子組み換え表示を〜消費者の権利を保障する表示
制度を求めます〜」
の意見書を、消費者庁長官等に提出しました
（2017年 9月18日）
。

商品 Q ＆ A
Q

マイクロプラスチック学習会で危機感を持った。包材を削減
できないのか？

A

パルシステムでは
「プラスチックごみ削減計画」
を作り、容器包装の見直しを
進めています。個別商品の包装についてご意見がありましたら、
「ひとこと
メール」
等にお寄せください。

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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、
収入で
バナナの たり、
っ
水牛を買 きました
がで
繕
修
家の

子どものおやつに、スピード朝食に、
スポーツ時の栄養補給に…バナナ
は今や、日本の食卓に欠かせない
定番フルーツです。今回は
「安心し
て子どもたちに食べさせられるバ
ナナがほしい」
という組合員の願い
が、生産者の自立支援につながる、
バランゴンバナナのお話です。

見かけはイマイチ？…でも

奥が深いバランゴンバナナ

東ネグロス州の生産者、ホメル・カシドさん

フェアトレード
（民衆交易）
の先駆け

これがエコ・バナナ
（バランゴン）
「バランゴン」
とは、フィリピンの山などに自生していたバナナの品種の名前です。
市販のバナナの多くが多国籍企業のプランテーション
（輸出用作物の大規模単一栽
培）
で、化学合成農薬や化学肥料を使って大量生産されているのに対し、それらを一
切使わず育てられています。 ＊輸入時、植物検疫で虫が見つかった場合は、くん蒸処理を受ける。
厚めの皮が輸送による衝撃から、
果肉を守る。皮に傷があっても、
中身に影響ないものをお届け

芳醇な香りと、ほのか
な酸味と甘みが調和。

バランゴンバナナの畑は
山の奥も多く、輸送に時
間がかかることも

課題は安定した出荷

天候被害などで、どうしても出荷量が安定せず、品質
にバラつきがでることがあります。産地ではさまざまな
改善に努めています。

安くておいしいバナナの裏側

いま、市販のバナナ産地では…
農薬の空散で健康被害も
2016年に市販のバナナの一大産地、
ミンダナオ島のプランテーションを視
察した、
（株）オルター・トレード・ジャ
パン広報本部の小林和夫さんは「農薬
による住民の健康被害や、環境破壊の
プランテーションの中を通学する子どもたち
実態に衝撃を受けた」
と話します。
「農薬の空中散布（空散）が住民の集
落や学校の近くでも、日常的に行われています。通学時間帯に重なるため、特
に子どもたちへの影響が心配です。地元の医師の話では空散後に、頭痛や吐き
気などの症状を訴える子どもが多いそうです」

人気の高地バナナで環境破壊や健康被害が…
さらに、2000 年代から、高地栽培のバナナが「プレミアムなバナナ」
として
人気が出ています。そのため、環境保護地区や先住民が住む山間地にもプラン
テーションが拡大しています。
「水源地である山間部での農薬散布は、下流域の
人々のくらしに影響を及ぼすおそれがあります」

当初はトラブルの連続
「農薬が使われていない安心なバナナを子どもたちに食べさせたい」
とい
う消費者の期待も受け、自生に近かった山間部のバランゴンバナナの輸入
が始まりました。最初の頃はカビや傷みが発生するなど供給が安定しない
中、生産者と関係者の努力で品質が改善されてきました。
現在では、ネグロス島以外にも生産が広がり、
高地だけでなく平野部でも生産されています。
現地の生活も安定し、子どもたちの進学率も上
がっています。
当初はコンテナ開けたら真っ黒なバナナが。
それでも買い支えた組合員の協力で、今がある

バランゴンバナナという選択肢があれば収入を確保でき、住民はプランテー
ションの進出に反対し、その被害を小
さくすることができます。おいしいバ
ナナの裏に、産地の環境破壊や人々
の健康問題がある現実。
バナナを選ぶときに、そんなことも
考えてみませんか。
高地に広がるプランテーション。
環境保護地区にもバナナ畑

市販のバナナはなぜきれい？
東京都健康安全研究センターの検査では、市販のバナナからシロア
リ駆除に使われる有機リン系の残留農薬などが毎年のように検出され
ています。病害虫の被害がないきれいなバナナをつくるため、農薬散布
のほかバナナの房にかける袋にも一般的に化学合成農薬が練り込まれ
ているからです。厚労省が定める基準内とはいえ、気になる事実です。
バランゴンバナナは化学合成農薬を使用していませんが、他の畑か
ら飛散の可能性もあるため、パルシステムは定期的に残留農薬検査を
行っています。

ニュース

市販のバナナとの違いがわかる

パルシステムのバナナを動画で紹介
「あなたはどのバナナを選びますか？」
パルシステム バナナ 動画

1980 年代、砂糖価格が大暴落し、砂糖プランテーションが多かったフィ
リピン・ネグロス島では大量の農園労働者が失業し、
飢餓におちいりました。
この状況は日本にも伝わり、市民組織が救済のために
「日本ネグロス・キャ
ンペーン委員会」
を設立。貧困にあえぐ人々を経済的に支えるために始まっ
たのが、バランゴンバナナとマスコバド糖の民衆交易でした。

検索

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。

●欧州などで鶏卵が農薬汚染

●遺伝子組み換えの花が違法流通

養鶏場で殺虫剤「フィプロニル」が使用され、鶏卵に残留してい
ることが欧州で発覚し、韓国や台湾などでも鶏卵から農薬が検出
されています。
日本の養鶏場でも飼料にかからないよう指導を受けて殺虫剤は
使用されていますが、行政の検査結果等は公表されていません。

詳細はパルシステム東京のホームページで

遺伝子組み換え生物は、食用ではなくても「カルタヘナ法」
により環境影響評価が必要です。しかし、 未審査の組み換え
「ペチュニア」
（朝顔に似た花）が 50 種類も国内で流通してい
たことが、フィンランド政府の情報に基づく農水省の調査で判
明しました。遺伝子組み換え作物の開発・流通が安易に行われ
ていることを示すできごとです。

パルシステム東京

検索

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

