「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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香害とは

香りは化学物質

化学物質過敏症

身の周りの化学物質を減らすために

12 月
「香害」
って何？
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カオリンのシャンプー
においがきつくて︑
いやなんだよね︒

それって︑
いま話題の
香害じゃない

うーん︒

それが
今は授業中︑
髪の毛クルクル
するのが
気になって⁝

シャンプーかえて
くれたんだってね︒
よかったじゃない︒

香 害
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何とか
ならないかな︒
気になって︑
勉強もできない⁝

香料は安全なもの
ばかりじゃないし︑
困るって言ったら

１２
３４

それって︑
においじゃなくて︑
彼女が気に
なるんでしょ！

ー
あ

マイ︑
やきもち

シックハウス症候群と化学物質過敏症
1990 年代以降、住宅の新築やリフォームをした人などに頭痛や目まいなど
の症状が多発しました。
「シックハウス症候群」
と呼ばれる病気です。原因は建
材から発生するホルムアルデヒドや溶剤、殺虫剤などでした。

シックハウス症候群の主な原因

塗料や接着剤の有機溶剤

香り は化学物質
私たちは、鼻の中にある
「嗅覚受容体」
という器官に、臭いの物質がつくことで
臭いを感じます。つまり、人工的につけた「臭いを感じる」
ということは、使用さ
れている化学物質を吸い込んでいるということになります。

食べることより怖い化学物質の吸入

！
！

建材や家具のホルムアルデヒド

2000 年代以降、強い香りをつけた洗剤類や
シャンプー・リンスなどが流行。その香りで周
囲の人の気分が悪くなったり、場合によっては
健康被害を受けたりすることが報告されるよう
になりました。そうした被害は「香害」
と呼ばれ
ています。

人は一日 2〜3kgくらいの食品と水を、口か
ら摂っています。では鼻からどれだけの空気を
吸っているでしょうか？ 成人では、1 日およそ
3
15〜20m の空気を呼吸しています。これを重
さにすると、なんと19〜26kg。
そして、口から入ったときより、鼻から吸い
込んだ方が吸収率も高く、汚染された空気の
吸入は健康被害につながることもあります。空
気の汚染は食品や飲料水の汚染と同じか、そ
れ以上に大きな問題なのです。

化学物質の少ないくらしを
シックハウス症候群や化学物質過敏症は、安易な化学物質の利用によって消
費者に起こった被害です。周囲に被害を起こさないため、また自分自身も被害
者にならないため、吸い込まれやすい化学物質の使用をできるだけ減らしましょ
う。また日ごろから換気に努めましょう。

気をつけたい身の周りの化学物質
家庭用殺虫剤、防虫剤

香料の強い洗剤、柔軟剤など

殺虫剤
パラジクロロベンゼン
ナフタレン

洗剤、柔軟剤
化粧品、シャンプーリンス

ポリ塩化ビニル製壁紙や床材の可塑剤

防臭剤、芳香剤

合板製家具など

トイレ用防臭剤
芳香剤

ホルムアルデヒド
溶剤

床下シロアリ駆除などの殺虫剤

化学物質に接触することが原因で、
「化学物質過敏症」
と呼ばれる病気を発症
することがあります。原因となる物質以外の化学物質にも、微量に触れただけで、
アレルギーに似た症状や情緒不安、神経症などの症状が出るものです。日常生
活にも支障を来たします。

安易な化学物質使用は住宅から人の衣服へ…
これを受けて厚生労働省は化学物質の室内濃度の指針
値を定めています。しかし、生活空間の化学物質汚染は、
「香害」
という別の形で広がりを見せています。
「香害」は身近な洗剤、柔軟剤、化粧品などによって起き 代替法
ます。周囲の人からの「香害」は化学物質過敏症の人にとっ
ては大きな脅威ですし、そのような商品を日常的に使用し
ている人も、化学物質過敏症になる可能性がでてきます。

商品 Q ＆ A
の原料が中国産でがっかり…
Q 『とまとまと』
とクチコミにあったけど、どうなの？

A

『とまとまと』
の原料トマトは、イタリア産・チリ産とともに中国産を使用して
いますが、中国産は中国西域地方の新疆ウイグル自治区の契約農場で有機
栽培されています。気候的に有機栽培が可能で、加えて、完熟したトマトだ
けを手摘みで収穫しています。
気候や人件費などの面で、こうしたトマトは国内では生産が困難です。残留
農薬等も定期的にチェックしています。

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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「6 個税込 311 円
（標準価格）1 個
約 50 円」
は、市販のたまごに比べ

m
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る
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i
から 考
Th Kitchen

ると、確かにプチぜいたくかもしれ
ません。けれど1 個のたまごに込
められた、生産者の愛情やこだわ
りを知ると、この価格で味わえる
ことが、とっても大きなぜいたくと

コア・フード 平飼いたまごは

感じるようになるかも。
さて、あなたはどう思いますか？

プチぜいたく？

そもそも
「平飼い」
って何？
親鶏が鶏舎内を自由に動き回れるようにする飼育法です。鶏たちは光と風が入る
鶏舎で、習性のままに過ごせるのでストレスが少なく健康に育ちます。

＊各産地ではそれぞれ工夫を凝らした、飼育で育てています。

トキワ養鶏では
BGMはクラシック。
鶏がおだやかに
なるとか♪

ここが、
すごい！

暗くて狭い場所にたまごを
産む鶏の習性を利用して、
設置する巣箱。古いたまご
が混じらないよう、毎日、
巣箱に産んだものだけを
採卵する。

●飼料はすべて非遺伝子組み換え

世界的に遺伝子組み換え作物が広がり、非遺伝子組み換え
の飼料は割高ですが、より確かな飼料で健康な親鶏を育てる
ことを優先しています。
＊未利用資源は遺伝子組み換え不分別を認めています。

夜は止まり木に並んで、
おやすみなさーい
もみがらを混ぜた
フワフワの敷料で、
砂 浴びをしたり、
もぐったり…。

平飼いたまごの生産量は、パルシステム全体のわずか
6%。自由に動き回れるという飼い方に加え、飼料にまで
こだわっているのが、
『コア・フード』
のたまごです。

●飼料の 10% 以上は国産原料

飼料米のほか、おからや大豆かす、米ぬかといった副産物な
どを有効に活用し、国産の自給率向上にも取り組んでいます。

1 坪あたり15 羽以下の、
ゆったり飼育。鶏舎は驚く
ほど、臭いがしない！

だからおいしい！（パルシステムホームページ/クチコミから）
ゆで卵にすると、
味が濃くて
味の違いが 割ったときの、 おいしい！
わかる
盛り上がり方 /makimaki

1日2 回の手作業での採卵やこまめな清掃など、手間も時間
もかかります。でも、その分かわいくて、大切に育てています
（トキワ養鶏/青森県 工藤直樹さん）

/らいぽん

が違う
/けいごママ

愛情たっぷりの飼育を実感

「常盤村養鶏農業協同組合」公開確認会から
青森県のたまご産地、トキワ養鶏の取
り組みを、現地で確認する公開確認会が
開催されました。
「平飼いたまご」の鶏舎を視察した監
査人の組合員は、主婦目線での疑問に
もていねいに答える産地の方々の姿勢
に、より信頼感が深まったと話します。
「一番、印象に残ったのは、鶏が人を
怖がらないこと。鶏舎に入っていくと好 感染症対策のため、全員、白衣を着て
鶏舎内を監査
パルシステム東京
奇心いっぱいに
『なに、なに？』
というよう
ホームページに
に、寄ってくるんです。本当に愛情をかけて、ストレスなく育て
公開確認会の
動画・記事をアップ中
られていると実感しました」
トキワ養鶏の鶏フンは、飼料米の田んぼで良質なたい肥とし
て活用されるなど資源がムダなく循環されていること、出荷ま
でのプロセスや非遺伝子組み換え飼料の証明書など各種帳票
類なども監査し、きちんと管理されていることを確認しました。

『平飼いたまご』
を食べる
ことは、おいしさはもち
ろん、より確かな安全

性と食料自給率の向上

にもつながります。

公開確認会とは…

農畜産物の栽培・飼育方法や安全への取り組みを、消費者である組合員が
直接確認するパルシステム独自の取り組み。監査人になるには、事前に監
査人講習会（初級・中級）で専門的な知識や書類の見方などを学びます。

た ま ご こぼれ話
●黄身の色は飼料で決まる
黄身の色は飼料の種類や配合で変わります。最近は飼料米を与える産地が増え
たため、色の薄いたまごがありますが、栄養価やおいしさは変わりません。

●たまごに血が混じるのは…
親鶏が大きな物音にビックリするなど一時的なストレスで、卵管の毛細血管が破
れて血が混じるのが原因です。産地では、出荷時の検査に努めていますが、見
落とされることも。食べても問題はありませんが、気になるようでしたら取り除き、
加熱調理して召し上がってください。

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。

■パルシステム東京は
「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」の強引な運営に抗議
消費者庁主催の上記検討会で遺伝子組み換え表示の見直
しが検討されていますが、第 5 回検討会（9 月27 日）
で、事
務局から論点が提案されました。
①表示義務対象品目 ②表示義務対象原材料の範囲
③
「不分別」
の表示 ④
「遺伝子組換えでない」
表示の要件
の 4 つです。
今回は①と②について議論が行われ、業界側委員等から

現状の表示強化について強い反対意見が出された一方、消
費者側委員や一部の有識委員からは改善を求める意見が出
されました。ところが、一通り意見が出されたところで、座長
が強引に現状維持の意見が大勢である、と結論を出してしま
いました。この検討会は今年度中に答申をまとめることに
なっており、十分な議論をしないまま結論をまとめたのは座
長の横暴です。

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

検討会は
「消費者の利益の擁護・増進」
と
「消費者の意見
の反映を図る」
ことを目的とする、消費者委員会と消費者庁
に設置されていながら、業界側の意見ばかりが取り上げら
れ、その真価が問われています。
パルシステム東京では、検討会の運営に抗議し、改善を求
める意見書を消費者庁と検討会に提出しました。抗議書は日
本消費者連盟などの消費者団体からも提出されています。

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

