「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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食の安全を担う 厚生労働省 や 食品安全委員会 など
行政機関の役割と、生協の役割 について考えます。

食品安全行政の現状
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おばあちゃんが
若い頃︑
公害もあったし︑
食べものも
不安なものが
多かったの

たいへん ！

今もそうなんだ⁝

生協ができて
安心して食べられる
ようになったけど︑
このごろまた不安な
ものが出てきたわね

食の安全と生協

2020 年 2 月17日 発行

消費者の声
大切にします

2001 年 9 月に、国内第 1 例目の BSE 牛が発見
されました。その後の社会的な混乱の中で、生産者
（産業界）優先・消費者軽視の行政のあり方を反省
にならって、
「リスクアナリシ
し、EU
（欧州連合）
（リスク分析）のしくみが導入されました。その結
ス」
果、2003 年に設置されたのが、食品安全委員会

ホント？

です。

リスクアナリシス
（リスク分析）のしくみ
評価依頼

リスク管理
（厚労省、農水省など）

かっこいい ！

あなたのママに
安全な食べ物を
食べさせたくて︑
生協をつくったのよ

１２

３ ４ 未来の生協を
担っていくのは
あなたたちよ ！
お願いね ！

こう
しちゃえ！

消費者や生
産者などから
意 見を聞い
て、政策に反
映する

意見反映

リスク評価
（食品安全委員会）

評価報告、勧告
説明

説明

意見反映

リスクコミュニケーション
意見交換会、パブリックコメント募集など
（消費者庁など）

産業振興を担う
リスク管理機関
から分離・独立
した機関。科学
的な評価を行う

食品安全委員会の現実

公正な評価を期待された食品安全委員会でしたが、実際には、米国産牛肉輸入
再開のリスク評価で、仮定に仮定を重ねた計算で許可するなど、行政の諮問通り
の傾向が目立ちます。
の結論を出す
「結論ありき」
意見交換会やパブリックコメントなどの
「リスクコミュニケーション」
も、消費者の

意見が取り上げられることはほとんどなく、形骸化していると言わざるをえません。

＊ズルチンとチクロは甘味料で、発がん性がわかり禁止された。

受け入れられない予防原則

この二つは
セットですよ

いう視点から業界委員の声ばかりが反映さ
れているのが現状です。

続々と開発される新技術、そして規制緩和の大波
遺伝子組み換えに代わって「ゲノム編集
技術」が登場し、政府はゲノム編集食品を

規制せず、表示も義務づけないことを決め
ました。遺伝子操作の新技術は他にも続々
に開発されつつあります。
また、日米貿易協定が早々に妥結しまし

た。たとえばここ10年ほどで食品添加物が、
100 品目も追加指定されています。ほかに
もさまざまな規制緩和が進められていますが、日米貿易協定の下で、今後さらに
大幅な規制緩和を求められる可能性があります。食の安全は危機的状況といえ
ます。

こうした状 況で、私たち消費者は
どうしたらよいのでしょうか？

食の不安の時代に、期待される生協の役割
パルシステムの前身となる生協の多くは、
1960 年代から70 年代の高度経済成長期に
誕生しました。食品添加物などへの不安が高
まるなかで、自分たちの生活を守り、子どもた
ちに安心して与えられる食品を、という思い
を持った消費者によってつくられました。
一人ひとりの消費者には難しいことでも、
多くの組合員が集まった生協では、信頼できるメーカーから商品を仕入れたり、特
定の食品添加物を使わない商品を作ったりすることができます。よりよい商品づく
りのほかに、遺伝子組み換え反対や環境保全型農業などにも取り組んできました。
日米貿易協定などで高まる食の不安の時代に、ますます生協の役割が期待される
といってよいでしょう※。
パルシステムはこれからも組合員の声に応え、安全・安心な食品の供給を進め
ます。組合員のみなさんの声と積極的なご参加をお願いします。

今こそ︑
生協の出番︑
ってわけだね

EU では、リスク管理には
「予防原則」
で対
応することになっていますが、日本では導入
されませんでした
（食ナビ 2 月号参照）。
リスク管理機関である厚労省や農水省な
と
どの審議会・検討会では、
「実行可能性」

※生協によっては、必ずしも現在の食品行政、遺伝子組み換えや食品添加物などに問題があるとは考えて
いない生協もあります。

商品 Q ＆ A
Q

輸入小麦には収穫直前にグリホサートが使われると
聞いたので、パンなどに使わないで欲しい。

A

国内麦への切り替えを進めています。
北米などでは小麦の収穫直前に除草剤のグリホ
サートを散布します。パルシステムでは、産直産地
でのパン用小麦栽培を進めて、パンなどの商品の
国内麦使用拡大に向けた取り組みを進めていま
す。現在は
「国産小麦」
「産直小麦」
と表示したパン
のほか、マフィン、パニーニなどが内麦粉です。

国産小麦を使用した、こだわり
酵母シリーズの塩バターパンと
パニーニ
（右）

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 48

オリンピックの選手村で提供される
食材に有機野菜が推奨され、街でも

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

オーガニックや有機野菜と表示され
た農産物が、ちょっとしたトレンドに
なっています。ところで、パルシステ
ムのコア・フードの野菜って何？
農薬を使っていないというけれど、

コア・フードの野菜

有機野菜との違いは？ そんな疑問

＝有機野菜がトレンドです

にお答えします。

有機野菜・オーガニック…いろいろあるけれど

コア・フードの野菜を育てるために…

有機栽培、有機野菜、オーガニック
などと表示できるのは、有機 JASを取
得した農産物です。
コア・フードの野菜は化学合成農
薬、化学肥料を使わずに栽培されてい
ます。その多くが有機 JAS 認証を取得
した有機野菜です。

農薬や化学肥料を使わなくても、安定した収量を確保できるよう、生産者はさ
まざまな工夫をしています。

＊有機JASでの使用可能資材を除く。

有機 JAS 認証とは
化学肥料を使わない

・栽培期間中に化学合成農薬・化学肥料
を使わない
・以上を第三者の認証機関が認める ほか

リスク大きい有機栽培を支える
有機栽培を続けるためには、多くの手間や費用
がかかります。病害虫の被害で収穫量が減ること
も、珍しくありません。リスクを避けるため、余分
に作付けても不作の年もあれば、豊作になる年
も。作柄によって野菜の見ためもさまざまです。
それでも環境によいコア・フードの野菜を選
び、利用を続けることが、未来の農業を支えるこ
とにつながります。

産地
おすすめ

病害虫に負けない作物を

・種をまく前 2 年以上、化学合成農薬・

これまでの経験が役
に立たないほどの異
常気象の中でも、畑の野菜
はしっかり育ち、たくましい
限り。有機が特別ではなく、
当たり前になるといいです
ね。
（三里塚農法の会）

コア・フード野菜

おいしくて
栄養たっぷり。
価格も安め

まずはお味見から

暖冬で冬でも畑に害虫がいて、葉
物は特にたいへん。時期によって太
陽熱殺菌、防虫ネットなどできる限りの
対策をしていますが、防げないときも。
この冬の白菜は、多くの虫害が出てしま
いました。
（有機農法ギルド）

コア・フード有機野菜セット

使いやすい基本の野菜 5 品

1 週間を有機野菜で 8 品

産地は千葉、茨城中
心。初めてでも使い
やすい、ふだん使い
の野菜を。

産地は千葉中心。季
節によって黒キャベ
ツや紅菜苔
（コウサイ
タイ）
など、新しい野
菜との出合いも。

948 円（税込 1,024 円）

太陽熱殺菌や天敵の導入など、
化学合成農薬に頼ら
ない防除を行います。

栽培管理の記録も大事な作業
どの畑でどのように
栽培されたか、
日々の記録もたいへん。

残留農薬の心配がないコア・フードの野菜。
野菜くずも捨ててはもったいない。

など

ちょっと
慣れた方に

さまざまな病害虫対策

野菜くずは
「べジブロス」に
コア・フードなら安心です

ミニトマト

レタス

新 玉ねぎ

新じゃがいも

春から初夏にかけて、旬を迎える野菜たちです！

微生物がしっかり働くよい土で育った野
菜は、病害虫にも強い。家畜の糞や野菜
くず、米ぬかなどから作った適量の有機
質肥料を与えます。
病害虫を
減らすため、
除草は大切な
作業。

同じ作物を同じ畑で作り続ける
と、病害虫が一気に広がる恐れ
があります。土の成分も偏ってしまう
ため、多くの種類を少しずつ作り、年
間約 80 品目を出荷しています。
（ちば風土の会）

1,448 円（税込 1,564 円）

べジブロス
（野菜のだし）
にして、料理に活用しませんか。
くせがないまろやかな味わいの
「だし」
ができます。
野菜くずは玉ねぎの皮、
作り方
① 鍋 に 野 菜くず 200g（両 手 に いっぱ いくら い）と、水 1200〜 キャベツの芯などなんで
もOK！お すすめは 人
1300ml、酒小さじ1を入れ、弱火で20〜30 分、煮込む。
参のヘタと玉ねぎの皮
② ざるにあけ、こしてできあがり。すぐに使わないときは、小分けし
て冷凍保存を。

私は煮干しを少しいれて、10 年以上、毎日の
みそ汁のだしとして愛用しています。全然、
味が違いますよ。ほかにもカレーやシチュー、
煮物など、水代わりに使うと味に深みがでる
んです。
（安藤久美子さん / 食育リーダー）

◎有機野菜は初めての方向けに、4月から3品セットも登場。価格は500円台を予定。
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。

■
「指定成分」
って何？
消費者庁は食品表示基準を改定しますが、その中で、過
去に健康被害を起こしたことのある成分を、
「特別の注意
を必要とする成分」
として表示することになりました。しか
し
「指定成分等含有食品」
との表示では、健康被害を起こす
おそれが語感として感じにくくなります。パルシステム東
京では、
「要注意成分等含有食品」
と表示することなどを要
望するパブリックコメントを提出しました。

■比政府が遺伝子組み換えイネ承認

■化学物質過敏症、欧米でも深刻

フィリピン政府は遺伝子組み換え技術で、
β-カロチンを
作るよう改造した米「ゴールデンライス」を承認しました
（月刊バイオジャーナルより）。この米は人々のビタミンA
欠乏を解決できるとされていますが、安全性が十分に確認
されていない組み換え作物を主食にするのは疑問です。
経済的にも食生活の改善の意味でも、
β-カロチンの豊富な
作物の普及を図る方がよいと考えられます。

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

オーストラリアの研究者による豪・米・英・スウェーデ
ンでの調査で、化学物質過敏症またはその予備群が人口
の 2 割にも及ぶことが報告されました。香害として問題に
なっている、香料感受性の人も 32% いました（日刊ベリ
タより）。香りの強い製品は米国から日本に入ってきまし
たが、化学物質による健康への影響防止は、先進国共通
の問題として取り組む必要があるといえます。

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

