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。

高温多湿の日本で農作物を育てるために、病害虫対策は欠かせません。
近年、農薬に頼らない病害虫との新しい闘い方が、始まっています。

7月

農薬ってどんなもの？
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IPMって
知ってる？

知ってるさ ！
新しい
ロケットだろ ！

農薬をめぐる動き

2021年 6 月21日 発行

農薬は農作物に発生する病害虫の駆除や、雑草の
除草などに使われる薬剤です。一般的には化学合成
農薬が多く使われていますが、環境や人体、特に成
長が活発な子どもたちへの影響が心配されています。
一方で、天敵となる昆虫や微生物などを用いた生
物農薬などが、安全性の高い農薬として注目されて
います。

いろいろな農 薬

日本は世界でも
有数の農薬大国
なんだよ︒
パルの産地でも
IPMに取り
組んでいるよ

害 虫 を 天 敵 生 物（寄 生 バ
チ、テントウムシ、ダニ類な
ど）
で駆除する

１２
３４

発根促進剤、着
果促進剤など植
物の成長を促す
薬剤

畑に害虫を
食べる虫をよんで
害虫を食べて
もらうんだよ

総合的・・・

IPMっていうのは、
化学農薬を
なるべく使わないで
虫など自然の力で
病害虫を防ぐ方法よ

耕地単位面積当たりの世界の農薬使用量（OECD 加盟上位 7か国と主要国 2017 年）
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経済協力開発機構。2021年現在
38か国が加盟
出典：国連食糧農業機関
（FAO)の発
表資料を元に作成

パルシステムでは、毒性の強い農薬の使用を避けながら、使用する総量も削減
する農薬削減プログラムを進めています。その取り組みの一つとして注目される、
総合的病害虫管理（IPM）
についてうかがいました。

「みどりの食料システム戦略」
で有機農業を増やす？
農水省は、2021 年 5 月に健康や環境に配慮した未来の食づくりをめざす
「み
どりの食料システム戦略」
を策定しました。化学合成農薬の低減や、有機農産物
の耕地面積を2050 年までに現在の 1% から25%まで拡大することなどが示さ
れています。
化学合成農薬の削減などが期待される一方で、ゲノム編集や RNA 農薬などの
遺伝子操作技術が推奨され、安全性への懸念や大企業優先の農業政策になるの
では？ と心配の声も出ています。

RNA 農薬とは？
遺伝子の働きを阻害する
RNAを、葉などに散布する

害虫が食べる

2.5

OECD（※）加盟国の中で農薬
使用量が 2 番目に多い日本。
高温多湿で病害虫のリスクが
高い東アジアの 2 か国が、ダ
ントツに多く使用しています。

花で農薬を減らす？ 八千代産直・坂入さんに聞きました

世界の主要国では、農薬の規制強化が急速に進んでいます。
一方、日本は 2017 年に除草剤グリホサートの残留基準値を
大幅に緩和するなど、世界の流れから取り残されてきました。
そんななか、農林水産省は最新の科学的観点から、既存の
農薬を再評価する制度（農薬再評価）
を2021 年より開始しま
した。毒性試験の甘さや評価の方法が不明など、問題点も指
摘されていますが、ネオニコチノイド系など安全性が疑われる
農薬への規制がどうなるのか注目されています。

特定の遺伝子の働きを妨げるRNA
干渉という方法を使い、害虫を駆除
する新しいタイプの農薬。2030 年頃
の実用化を目指して研究されていま
すが、人や他の動植物へどのように
影響が起きるのかわからない部分も
多いため、安全性に疑問が残ります。

3.6 3.2
韓国

0

世界と逆行する日本の農薬規制

殺虫剤や除草
剤などで病 気
や 害 虫 駆 除、
除草を行う

害虫の発育が抑制
され、死滅する

このやり方で農薬削減にチャレンジできる
ことを、4 年前の生産者同士の交流会で知り、
試し始めて今年で 3 年目。
「ナス畑の周辺にオクラを植えると、オクラ
の花の蜜を吸いにヒメハナカメムシが集まり、
害虫も食べてくれます。おかげで農薬の使用
量や散布回数も減り、作物につく害虫を、自
然界にいる虫の力を借りて駆除できるんだと
実感しました」

八千代産直・坂入清史さん
茨城県八千代町でナス・ピーマンなどを栽培

しかし、最初はうまくいかないことも。
「天敵がすみかとして畑に定着する前
にアブラムシなどの害虫が発生してし
まい、その対策に苦労しました。けれど、
3 年間の実験で、今では、害虫が発生
する時期や防除のタイミングもわかって
きました」
IPMを実践しているナスの畑
今年はピーマン畑にも土壌線虫を防
除するため、マリーゴールドを試してみたいと意欲的な坂入さん。
「人と人のつながりを大事にし、苦労などを共有できる関係を作りながら、みな
さんに安定的に供給できるよう努力していきます！」
自然の力をうまく活用して農薬を減らす取り組みを広げるのは、これからが正
念場。生産者同士の交流も大事にしながら、日々、努力を続ける坂入さんです。

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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さまざまな表示の中で、私たち

お届け日含む4日間

が一番気をつけて見るのが期限
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Th Kitchen

表示です。自分が思っているより
短かったり、長かったり…きちん
と確認しておけば、よりムダのな

発行

2021年

い計画的な献立プランがつくれ

6 月21日

るかも。クイズで期限表示を再
16日

期限表示の常識クイズ

Q

確認してみませんか。

120日

Q

「消費期限」
「賞味期限」
と表示
された二つの食品。食べられる
期間が長いのはどっち？

豆腐は生ものだから、
すべて消費期限で表示する食品だ

注意したことなかったけど…
いいえ！
どっちも同じじゃない
答えは賞味期限だよ

傷みやすい食品に表示されます。
表示された年月日までに食べきる
ようにしましょう。

産直大豆の
もめん豆腐

産直大豆の
絹豆腐

6日

ただし、どちらも開封せず、
表示された保存方法を守っ
た場合の期間です。開封後
は早めに食べきりましょう。

Q
答えは

官能評価点

（おいしさ＝見た目、香りなど）

ゆとりをもって、
決められている。

おいしさの
変化点
▼

安全率 時間の変化

傷みやすいポテトサラダなどの惣菜。
食品添加物に頼らないパルシステム
では、消費期限表示の食品だ

製造方法の違いで期限表示が違います。
日持ちする充填豆腐は、賞味期限で表示しています。

答えは

メーカーがおいしく食べられる（すべ
ての品質が十分に保たれる）
と保証する
期間。期限切れでも、すぐ食べられ
なくなるわけではありません。

8日

サラダベース
産直ごぼう

61日

産直じゃがいも
のサラダ

41日

る
ほかにもあるあ

い
あれ！ 意外に長

産直たまご

15日

たまごは本来、気孔を
通して呼吸する保存性
のよい食品です。賞味
期限は生で食べられる
目安ですが、割ったた
まご は 傷 み や す い の
で、
すぐに使いましょう。

お料理セット

ABパック飲料

90日〜

40日
より密閉性の高い
容器を使用

豆乳とにがりを密閉容器に入れ、容器
の中で加熱して固めてつくります。空
気にふれることがないため、賞味期限
を長くできます。

実はこんな理由が…。

基本的にセット内の野菜に合わせて、
「お届け
翌日」
を消費期限にしています。野菜はカットし
ているため、どうしても期限は短くなります。
また、一部商品については、消費期限をあと1
日のばせないか検証しています。

お届け翌日
食品添加物に頼らず、小麦本来の味わいを大
切にする製法のため、
期限は短くなっています。
すぐに食べきれないときは、1 枚ずつラップに
包み冷凍保存を。凍ったままトーストすると、
表面カリッ、中もっちりの焼きたての風味が楽
しめます。

パックは同じでも、
中身によって期限は変わります
紙パックに銀色の
アルミ層を重ねた
包材に、無菌充填。
中身によって90日
〜1 年 程 度まで 常
温保存できます。

うめてば豆腐

17日

ところで、意外に期限が
短いものもあるわよね。

包装後の殺菌で、冷蔵で日持ち
する惣菜を取り扱っています。

できるだけ空気を抜いた状態でパッキングし、加熱殺
菌します。保存料などの添加物は使っていません。製品
の水分量やメーカーによって、賞味期限は違います。

なめらか絹とうふ
小分けパック

豆乳ににがりを加えて固めた後、充填
水を入れた容器に入れてパックします。
機械化されている部分もありますが、
昔ながらの作り方に近く、充填豆腐に
比べると期限が短くなります。

or

or

こだわり酵母パン1斤5枚

お届け翌日

＊こだわり酵母パンシリーズは商品によって、お届け翌日
〜お届け日含め3日の消費期限になっています。

参加者募集中

食ナビ
お米の精米時期表示が変わります
食べきる目安も、
食品ロス削減などを目指す法改正に伴い、これまでの
「お届け日から」
に
「精米年月日」表示が、
「精米時期」の表示に変わります。
変わります
包材の在庫状況にあわせて変更するため、2022 年 3 上旬：1〜10 日 （変更前は精米日から）
月までは、従来の精米表示と2 種類の表示が混在します。 中旬：11〜20 日
下旬：21 日〜月末
ご理解をお願いいたします。

オンライン de 親子科学実験教室
食品添加物の実験やサイダーづくりなど、夏休みの自由研究にぴったりの企画で
す。ご参加をお待ちしています。
7 月 30 日
（金） 10：30〜 11：30
無料
小学生（親子で参加できる方）
20 名（応募者多数の場合は抽選）
7月7日
（水） 12：00
詳しくは右記 2 次元コードから
パルシステム東京ホームページへ

商品検査センター
から中継！

