「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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種子法廃止その後 都道府県の動き
今後の動き 日本の種子を守る会

種子法が廃止されて…
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いい種子
つくろう

種子法は廃止
したよ

往生際
悪いねぇ

条例
作ってでも
続けるぞ

種子法廃止 その後

民間に移しなよ
民活 ！ 民活 ！

公共で
やった方が⁝

１２
３４

何とか
してよ〜
みんなで
種子を守ろう

楽観できない今後の動き
農林水産省は種子法廃止を受け、種苗法などで種子の品質を守り、今まで種
子法に基づき支出されていた国の予算は地方交付税で支出するとしています。
しかし、新たに制定された農業競争力強化
支援法での都道府県の役割は、
「種子生産に
関する知見の民間事業者への提供」だけ。事
務次官通知で「民間事業者による事業参入が
進むまでの間…知見を維持し…提供する」
とさ
れています。都道府県の種子事業は民営化ま
でのつなぎというわけです。
・・・

公共の種がなくなり、自家採種も禁止に

今年 3 月で
「種子法（主要農作物種子法）」が廃
止されました。
「種子法」
というのは、米、麦類、
大豆について、優良な品種の育種（品種改良）、
生産、普及等の事業を都道府県が実施するよう
定めた法律でした。
「こしひかり」や「あきたこま
ち」
などの米の品種も種子法に基づいて、都道府
県が作ったものです。

都道府県の動き
種子法が廃止されて、法律的な裏づけはなくなりました。しかし、大部分の道
府県では、不安定な地方交付税を使って種子事業を継続しています。今後も事業
を継続できるように種子条例や基本要綱などを制定、または改正した県も数多く
ありますが、反対に種子事業の一部を民間に委託した府県もあります
（東京都は
数年前に廃止）。

種 子 法 は な ぜ 廃 止 さ れ た の？
2016年の規制改革推進会議で、
「種子法は民間活力を活用して、種子・
種苗を開発・供給する体制作りを阻害する」
という理由で廃止が提案さ
れ、国会でほとんど審議されないままに廃止
されました。政府は農業の大規模化や企業
参入などを進めてきましたが、TPP などを控
え、農産物の輸出を目指す「攻めの農業」の
政策を推し進めています。米国の圧力などで
進められてきた
「規制緩和」の一環です。

産直産地と共に日本の農業を守りましょう
今のところ農業の盛んな自治体は、今後も種子事業を進める姿勢です。しかし
政府は民営化を目指しているため、このままでは突きくずされていってしまいます。
消費者も公共種子を使った農作物を選び利用することで、日本農業を守ること
につながります。これからも種子行政の動向をよく見ていくことが必要です。
パルシステムも産直産地とも連携して、生産県の種子事業を支え、その継続を
働きかけていきます。

日本の種子（たね）を守る会を設立
パルシステムも参加し 2017 年に設立。種子法に代わる新たな法律の立
法を目指した活動などを進めています。今年 4 月に野党 6 党の共同提案
で国会に種子法復活法案が提出されましたが、継続審議となっています。

政府は同時に種苗法を改正し、自家採種（翌
年の栽培用に農家が自分で種を採ること）
を
原則禁止しようとしています。都道府県の種
子事業が崩壊すれば、米や大豆も民間の種子
が主流になり、自家採種できなくなります。

商品 Q ＆ A

※現在も野菜はF1種子
（別々の品種を掛け合わせた種子）
が大半で、自家採種しても同じ品種はできません。

現在は都道府県が各地の気候風土に適した
銘柄を開発していますが、利益優先の民間企業に地方独自の品種開発が期待で
きるでしょうか。これまでは米や大豆は都道府県が固定種を供給していましたが、
今後は F1 種子ばかりになり、遺伝子組み換えの種子が売られる可能性もありま
す。日本農業は大変な岐路に立たされているのです。

多国籍企業の進出も
種子法自体は外国企業・外資系企業の種子事業参入を禁止していませんが、都
道府県が開発した優良な品種は、消費者に支持されてきました。都道府県の種子
事業が廃止されれば、多国籍企業が進出する余地も大きくなると予想されます。

ボクたちも
種子法生まれサ

Q

たんぱく加水分解物の代わりに使われる、
「酵母エキス」
っ
て何？ 安全性は？

A

パンやビールなどの発酵に使われる酵母を糖蜜などで培養し、主に酵素で
分解したものです。旨み成分はアミノ酸や核酸などです。安全性については、
酵母を利用した発酵食品と基本的には変わらないと考えます。

Q

遺伝子操作技術でアレルギーの起きない食品が開発される
と聞くけれど、パルシステムは扱わないの？

A

遺伝子組み換えやゲノム編集などの技術でつくられる食品については、安
全性についての不安があるため、パルシステムでは取り扱いません。

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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しょうゆや塩と並ぶ、基礎調味
料の砂糖。近ごろは健康のた

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

めに、使用を控える人も多いよ
うですが、砂糖は単に甘みを
出すだけでなく、料理上手に
なるさまざまな使い方がある
スーパー調味料です。今回は
そんな砂糖のお話です。

知っていますか？

砂糖のこと

砂糖と人工甘味料

砂糖のプロフィール
ほとんどが「さとうきび」
と
原 料 「てん菜」
です。日本では原
料 の 60% 以 上を、オース
トラリアやタイなどから輸入。国内
ではてん菜は北海道、さとうきびは
鹿児島、沖縄で生産されています。

さとうきび：イネ科の多 てん菜：アカザ科の多
年草。成熟した茎に糖 年草。砂糖大根とも呼
分を含む
ばれ、根の部分に糖分
を含む

砂糖はブドウ糖と果糖が結合したもの。消化
吸収がよく即座に脳や身体のエネルギー源
になるので、疲労回復には最適です。また、
エネルギーが満たされる満足感でリラックス効果も。

栄養

合わせ調味料の普及や健康志向の影響で、 砂糖の消費量
家庭での砂糖の消費が減る一方、人工甘味料 2,040,000t
砂糖は減少して
の使用量は以前に比べ増えています。人工甘 2,020,000t
人工甘味料は増加
味料は少量で砂糖より強い甘味が得られるの 2,000,000t
1,980,000t
に低カロリー。さらに生産コストも安いと、各種
1,960,000t
加工食品や飲料などに幅広く使われています。 1,940,000t
生活習慣病予防の低糖おやつなど、上手に 1,920,000t
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
利用すれば有効なものもありますが、安全性に
疑問との報告があるものも。また、人工的な甘みに慣れてしまうと、自然な甘み
を感じにくくなるといわれています。特に味覚が発達途中の小さな子どもには、
ほんものの砂糖の甘みを教えたいものです。

ノン・シュガーでも摂り過ぎに注意

砂糖は単に甘いだけではありません。食品中の水分と結びつき、
の
肉を柔らかくする
（肉料理の下味に）
、煮崩れを防ぐ、料理のつやを
チカラ
出す、腐敗を防ぐ
（ジャム、ようかんなど）
、
でんぷん質を柔らかく保つ
（餅、すし飯など）
などたく
さんの効果があります。うまく活用して料理上手に。

砂糖

料理の奥行きを広げる

私もおすすめ！

注文
インターネット

パルシステム の
『花見糖』
『花見糖』は基本的に上白糖と同じ製法ですが、さとうきび
本来の風味を残すため精製度を最小限に抑えています。

■ 希少な国産さとうきびを100% 使用

特別格
価

「ノンシュガー」
「シュガーレス」
は、糖類の含有量が食品 100g
あたり0.5g 未満なら表示することができます。ただし、それらの
商品にも、甘みを出すために人工甘味料や、バター、たまごなど
のエネルギーとなる成分が使われています。
ノンシュガー・シュガーレスは、カロリーゼロではありません。
食べ過ぎ、飲みすぎには注意が必要です。

クチコミから

『花見糖』

1kg/ 300 円（税込）

注文番号 コトコト

原料産地は鹿児島県の沖永良部島・喜界島、
沖縄県宮古島の 3 島。さとうきびは国産原料の
中でも1 割とわずかですが、国産 100%にこだ
わるのは香りとコクの強さからです。
市販品のほとんどは、輸入の原料糖に国産原
料をブレンドしています。

さとうきび

■ 素朴な風味に使いやすさをプラス

てん菜

きなり

668
673

＊注文番号は2018年11月1回の
ものです。

6%

31 %

サラサラで移しやす
い。味もまろやかで、
おいしくてよかった
です／ワチャコ

子どもが生まれてか
らずっと花見糖です。
も う 20 歳 に な り ま す
が、甘さの違いが分か
る息子です / えび満月

国 産

37 %

輸 入

63 %

さとうきびの香りやコクを残すため、通常、数
回繰り返す
「ろ過」
の回数を減らしています。その 農林水産省
「砂糖および異性化糖の需給見通し」
より
ため色も自然なさとうきびに近い色合い。さとう
きび 100%の砂糖には黒砂糖がありますが、ブロック状のものがほとんど。花見糖
は、日常的な使いやすさを重視したサラサラ仕上げです。

Q
A

「花見糖」の製法
やこだわりを、
動画で紹介

煮物やジャムづくりに使い
ますが、甘すぎず、自然の甘
みが感じられます / きい坊

花見糖と三温糖は、色が似ているけれど違いは？
三温糖の色は、精製後の加熱処理によって褐色になったものが主流※です。
花見糖は原料糖の色を残しています。ちなみに花見糖は精製度を最小限に
しているため、上白糖や三温糖などの精製糖よりミネラルなどが多く含ま
れ、味に深みがあります。
※カラメルを加えて着色したものもあります。

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。

■添加物が精神に影響の報告

■プロピコナゾールを食品添加物指定

環境省の検討会がゲノム編集など遺伝子操作の新技術
について、一部を規制対象外とする方向で検討しているこ
とに対し、パルシステム東京は規制の対象とすべきとする
意見書を提出しました。
○ゲノム編集はオフターゲット等の問題がある。
○遺伝子操作は自然現象とは質・量とも異なる。
○規制の枠組みを遺伝子操作に拡張すべき。

ハム・ソーセージなどに添加される発色剤の硝酸塩が精
神疾患（躁病）の原因となることが、米国の研究者により患
者の疫学研究とラットによる動物実験で確認されました。
動物実験では腸内細菌叢への影響も見られたということで
す。なお、硝酸塩は食肉製品に使用されるほか、窒素肥料
の多用で野菜の含有量が増え、地下水汚染で乳幼児の貧
血が起きたこともあります。体内で亜硝酸に変化します。

防かび剤としてプロピコナゾールが、新たに食品添加物
指定されました。プロピコナゾールは農薬（殺菌剤）
として
も使われ、動物実験で発がん性、催奇形性、肝毒性などが
報告されています。プロピコナゾールは、すでに指定され
ているフルジオキソニル、ピリメタニルとともに桃類への
使用が認められており、国産の桃類にも使用される可能性
があります。パルシステムは全防かび剤不使用です。

意見書
趣旨

■ゲノム編集でパルシステム東京意見書

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/

