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「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。

■…抗菌性物質（※1）を飼料添加している期間　
■…抗菌性物質の飼料添加をできる限りしない期間（産地や時期によって異なる）（※2）　
■…抗菌性物質を飼料添加していない期間

薬剤に頼らない畜産

１
２

３
４

パルシステム東京のホームページでも公開

　抗生物質とは、細菌の感染を止めたり、抑えたりする医薬品です。ところが畜
産の現場では病気の治療だけでなく、病気予防や成長促進のため、飼料に抗生
物質を混ぜて与えることもあります。

　抗生物質を多用すると、抗生物質が効かない薬剤耐性菌が生まれ、ヒトにも影
響が広がります。世界保健機関（WHO)は家畜に成長促進や病気予防のために、
継続的に抗生物質をつかわないよう求める指針を発表しました。
　日本では「人へのリスクなし」と評価した薬以外は原則禁止としていますが、EU
では成長促進のための使用を禁止、予防のための使用も2022年から禁止が決
まっています。

病気の治療以外にも薬剤を投与？

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。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。

じゃあ
パルの牛肉は、
安心して
食べられるね！
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私たちも
育て方を知って、
きちんと選ぶように
しないとね
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抗生物質の効能や量
を間違えると耐性菌
を抑える菌も死んで
しまう

耐性菌を抑える菌がいなくなり、生
き残った耐性菌が増えやすくなる

　パルシステムの産直産地では、安全で健康的に育てるため、防疫を徹底し家畜に
ストレスがかからない環境を整え、できるだけ薬剤に頼らない飼育をめざしています。

パルシステムの取り組み

　榎本農場では、北海道産直牛は月齢10
か月まで、コア・フード牛は全期間、抗生
物質を飼料に使わずに牛をのびのび育て
ています。
　「牛特有の鼓脹症や下痢などのリスクを
軽減するため、良質な粗飼料を多く使って
います」と榎本さん。オリジナルの飼料を
開発し、牛の月齢に合わせて飼料の配合
も変えるこだわりよう。
　「配合飼料中に抗生物質の混入がないか、自主的に外部機関で検査を行ってい
ます」

薬剤に頼らない畜産とは？ 生産者に聞きました！

■薬剤耐性菌はなぜできる？

畜産の現場では病気の治療以外の目的にも、抗生物質を使っているのをご存じですか？
抗生物質の問題点や、パルシステムの取り組みを紹介します。

　病気の早期発見のため、1日4回、牛の見まわりをしている榎本さん。
　「抗生物質を使用するより、手間もかかって経済的負担は大きいですが、こ
どもたちの未来のために自然環境も大事にしながら、飼育していきます」と話し
ます。
　生産者の努力を後押しするためにも、私たちは薬剤に頼らない畜産はどういう
ものかを理解し、ともに考える必要があるのではないでしょうか？

なぜ使われるの？

なぜ問題なの？  ～心配な薬剤耐性菌の発生～

1．病気になった動物の治療 2．病気の予防 3．成長を促進

一般的な鶏肉は、法定休薬期間の出荷7日前まで飼料に抗生物質などを添
加する場合がほとんど。パルシステムでは、すべての産地で全期間にわたって
飼料に抗生物質や合成抗菌剤（※3）を添加しない飼育を、実現しています。（※4）

豚はとてもデリケートな動物。ストレスの少ない環境を整えることで、できる
だけ抗生物質に頼らない健康な飼育をめざしています。

飼育期間中の一定期間または全期間で、飼料に抗生物質を使っていません。

一般（ブロイラー）
コア・フード地鶏しゃも

産直鶏

約50日で出荷
75日以上で出荷

約50日で出荷
0 25 50 75 100（日齢）

約43日間使用
全期間不使用
全期間不使用

（※3）細菌の増殖を阻害する化学合成薬剤
（※4）全産地で感染症予防のためのワクチンを投与しています。

■…抗生物質を使用している期間　■…抗生物質を使用しない期間

一般（乳用種去勢牛）
コア・フード牛
北海道産直牛
すすき産直牛

約18カ月齢で出荷

約18カ月齢で出荷

0 15 20 25105 30（月齢）

全期間使用
全期間不使用
8～10カ月齢まで使用
約8カ月齢まで使用

■…抗生物質を使用している期間　■…抗生物質を使用しない期間

一般
産直豚

0 50 100 150 200（日齢）

体重約70㎏まで
体重約70㎏まで（できる限り不使用）

不使用
不使用

（※1）抗生物質と合成抗菌剤の総称
（※2）豚の生育状況などを見ながら、できる限り抗菌性物質を飼料添加しないように、各産地で努力を続けています。

鶏

牛

豚

食べものナビゲーター vol.122「幸せな畜産をめざして」
パルシステムがめざす畜産はこちらから

コアフード牛について

予約登録によって一頭丸ごと買い支え、
約半年間4週に1度、お届けするしくみ。
計画購入により生産者は安定して牛肉を
生産することができます。
次回登録期間は未定です。

ノーザンび～ふ産直協議会・榎本農場

約20～30カ月齢で出荷

約24カ月齢で出荷

約180日齢で出荷
約180日齢で出荷

　家畜に抗生物質を
与えすぎると
抗生物質が効かない
菌が生まれると
言われているんじゃ



食ナビ

冷凍野菜
お料理セット
漬物、お惣菜ほか

みそ、しょうゆ、豆腐
納豆、大豆ドライパック
　　　　　  豆乳ほか

冷凍うどん
ホットケーキミックス
スコーンほか

プリン、たまごスープ
茶わん蒸しなどの
お惣菜ほか

産直野菜はもちろん大豆や小麦、卵などが、さまざまな加工品の原料に
活用されています。

ほかにも産直小豆や、鶏肉、豚肉などの畜産品、産直米、有機緑茶な
ども、人気の加工品の素材に。

　2019年の日本の食料自給率は、わずか38%（カ
ロリーベース）。世界的な異常気象や国際情勢の
変化、人口増加などで、輸入が途絶える可能性は
ゼロではありません。自給率を少しでもアップさ
せるため、私たちができることを考えませんか？

食料自給率38%は
今ここにある危機！？

産直原料使用でこんな「いいこと」

産地
おすすめ
レシピも

　食用油などの原料として輸入された、遺伝子組み換え
（GM）ナタネが、荷揚げ港から輸送される間にこぼれ落
ちて自生し、在来種との交配も確認されています。

　パルシステム東京は昨年度から、国内で栽培が禁止さ
れているGMナタネの自生調査に参加。今年度、組合員
から報告された19検体の検査結果は、すべて陰性
（=GMではない）でした。
　しかし、全国では41検体の陽性反応が確認されていま
す。パルシステム東京では今後もGM作
物の野生化の実情を伝えるため、この取
り組みに参加していく予定です。

「種苗への遺伝子操作技術の
表示を求める署名」にご協力を

全国で41検体が陽性　
遺伝子組み換えナタネ自生調査から

　日本の遺伝子組み換え（GM）食品には不十分ながら表
示義務がありますが、GM作物やゲノム編集された種子
や苗に表示義務はありません。パルシステムは、ゲノム編
集食品に「原則として反対」の姿勢を貫き、
生産者にも栽培をしないよう要請してい
ます。ぜひオンライン署名にご協力をお
願いします。最終受付9月30日（木）

パルシステムでは産直原料を使った
加工品が、当たり前のように登場し
ます。けれど、実はこれってとても
「すごい！」ことなんです。今や加工
品のほとんどは輸入原料。国産の原
料を使うことすら大変なのに、あえ
て安全・安心な食づくりを進める産
直産地の原料を使う…その意味を
考えてみました。

産直原料の加工品は573点
提携産地は122産地（2021年 3月現在） 　加工品の原料に輸入品が多く使われるのは、安定した品質の原料が安く調達

できるからです。産直原料や国産品は輸入品より割高になりがちで、天候不順な
どによる供給不安もあります。そんなリスクがあっても、パルシステムが産直原料
にこだわるのは、食べる人、つくる人、双方に「いいこと」がたくさんあるからです。

　高齢化や休耕田の増加に悩んでいた「ささ営農」は、 
バジルの栽培で地元兵庫県の6次産業＊のモデルとなるまでに成長しました。「国内
では数少ない特別栽培＊の露地バジル。香り高く色もよいのですが、病害虫対策や
除草など苦労の連続。病害虫に強い苗の開発に取り組むなど、工夫を重ねています」

と八木正邦・ささ営農代表取締役社長。
　パルシステムとの産直提携などで安定した販路ができ、当初
20人ほどだった生産に関わる人は200人以上に。地元にバジ
ルの加工場もでき、地域は以前と違う活気に包まれています。

◆　　　◆　　　◆
　ソースを製造するエム・シーシー食品（株）で営業・開発を
担当する生井拓さんは、「バジル加工場の完成で、朝、採った
バジルが午前中にはペーストに。より香り高く色鮮やかなソー
スができます」と話します。
　あなたの食卓のジェノベーゼソースが、遠く離れた地域を
豊かにしています。
＊6次産業：生産者が食品加工や流通、販売なども行って、生産物の価値を 
　　　　　  高める。
＊特別栽培：化学合成農薬、化学肥料の使用量を慣行栽培の1/2以下にし
　　　　　  た農産物。

●農薬や薬剤に頼らず生産する産
直原料なら、加工品も安全でお
いしい。
●産直原料の加工品を食べて、産
地の取り組みを支えることがで
きる。

食べる人に「いいこと」1

●産直・国産原料の活用で、国産
品の消費が増え、食料自給率が
アップする。生産量が増え、生産
者の所得や雇用の増加も。

●高齢化などで耕作されない田畑を、
加工原料の生産圃場にすることで、
自然環境が守られる。特に、化学合
成農薬などに頼らないパルシステム
の産直産地では、地域の自然環境
が保たれている。

食の未来に「いいこと」3

●豊作などで余った食材を、有効
に活用できる。
●加工品として安定した販路がで
きると、生産量が増え地域が元
気になる。

つくる人に「いいこと」2

これでホントに大丈夫？
産直・国産品を選ぶことが、

自給率アップに

『産直バジルの
 ジェノベーゼソース』で

地域が元気に！

原料不足で中断して
いましたが、7月から
新物バジルで再開

収穫は香りが高い早
朝から手摘みで。茎
はえぐみのもとにな
るので取り除く

バジル栽培は高齢者が元気に
働ける場もつくった（ささ営農で）
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産直原料加工品の実力
実はすごい！
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