ご希望の方は毎月1回
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

2018年10月1回

190888

左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。

Radioactivit y report

放射能への
「

不安」に
向き合うヒント。

教えて
した！
いただきま

～ 組 合 員 アン ケートに 寄 せら れ た 声 から ～
今年2月に実施した組合員アンケート
（※）では、回答者780人のうち

「いま、放射能について不安がある」と答えたのは68.7％。アンケートにはさまざまな理由が書かれていました。
そうした不安とどう向き合えばいいのか―そのヒントを、3・11以降に福島県内外で
「甲状腺エコー検診」を行ってきた、さがみ生協病院の内科医・牛山元美さんにうかがいました。
※パルシステムの買い物アンケート 2017年度第４期第７回『パルシステムの放射能検査』についてのアンケート
（アンケート期間：2018年2月19日～2月26日 有効回答数：780件）

Q
A

「子どもへの影響が心配です」
「子どもの方が被ばくに注意したほうがよいのは事実です。なぜかという
と、放射線によって細胞の遺伝子が傷つきますが、その影響は細胞が
活発に分裂している時ほど大きくなるからです。
（下図）だから、急激に

牛山元美さん

「食べ物は、どこまで気にしたらよい？」
「今、心配なのは放射能だけではありません。残留農薬のこと、添加
物のこと、いろいろな発がんリスクを考えて食品を選ばないといけな
い時代です。残念ながら放射能もそのひとつ。まずは、きちんと検査

成長、つまり細胞分裂している胎児（妊婦）や乳幼児、小児は、とくに気

をしているところから買うことがいいのではないでしょうか。いちばん

をつけた方がよいです。原発事故による私たちの被ばくはとても低線

怖いのは無関心でいること。どこで作られたのかわからない食品を

量かもしれないけれど、その影響はゼロではありません。影響がいつど

価格だけで選んでいるとしたら心配です」

のように出るのかは専門家の間でも意見は一致しておらず、まだよくわ
かっていません。でも、汚染されたものを食べないようにしたり、放射線
量の高い場所に近づかないなど、今できることを実行することで余計な
被ばくも不安も減らすことができます。甲状腺エコー検診を受けるのもひ
とつの方法。子どもはよく遊び、よく眠り、バランスのよい食事をとる健康
的な生活を送り、親がよくほめて免疫力を高めてやることも大事です」

Q
A

Q
A

医師

さがみ生協病院内科部長、島根大学医学部臨床
教授。二男の母。原発事故後、被ばくによる健康
影響を心配する人たちの声にこたえ、関東や福島
県で甲状腺エコー検診を実施。パルシステム神奈
川ゆめコープの甲状腺検診にもボランティアで協力
している。
「3・11甲状腺がん子ども基金」顧問。

Q
A

途中、東京であの雨に濡れてしまいました。
『あのとき、こうすればよ
かった』
と悔やんでも、起きてしまったことは変えられません。間違え
たこと、失敗したことは、次の時に正しい対策がとれるように必要な
知識と情報を得ることで活かせます」

呼びかけたこともありました。
しかし、2018年7月現在では、水道局の検

は、今でもセシウムが検出されているのですが、水道水になる段階でほ
ぼ除去されているようです。
こうした測定結果は、水道局のホームページ
などで確認できます。お住まいの地域でも確認してみてください」
※たとえば、2018年7月29日の金町浄水場の水道水では、放射性ヨウ素131（検出限界値＜0.7Bq/
kg）放射性セシウム134（検出限界値＜0.7 Bq/kg）
、放射性セシウム137（検出限界値＜0.8 Bq/kg）
において不検出。
（
「浄水（水道水）
・原水中の放射性物質の測定結果」
／東京都水道局HP）

性物質が雨に含まれていたと言われています。ただ、髪やからだに

期中の学校に行きたいと言うので九州から連れて帰りましたが、その

い放射性ヨウ素が検出され、東京都が乳児に水道水を与えないようにと

ます（※）
。東京都では水道水をつくる過程で取り除かれた土や砂から

「3月21日、関東地方では広い範囲で雨が降りました。この時、放射

子どもを九州に避難させました。しかし、子どもがどうしてもまだ三学

「2011年3月下旬には、金町浄水場（東京都・葛飾区）
の水道水から高

査では都内の水道水からは放射性ヨウ素もセシウムも不検出になってい

「原発事故直後、
雨に濡れてしまいました」

付いても、しっかりシャワーを浴びれば流し落とせます。私も一度は

「水道水は大丈夫？」

Q
A

「不安だけど、あきらめるしかないの？」
「そんなことはありません。現実的に対処できる方法がたくさんありま
す。少しでも食事や生活を気にして放射能を避ければ、それだけ自
分のためにも、子どものためにもなります。ただ、心配しすぎてもスト
レスになってしまうので、自分に無理のない範囲でよいと思います。

■細胞分裂と放射線の影響

日ごろから関心をもって、知識や情報を得ること。何よりこのような心

A′
放射線
遺伝子
細胞

A′
分裂

A

A′

配のもとである原発を止めること。これに尽きると私は思います」

細胞の中にある遺伝子が
放射線を受けると、変異を
A′起こすことがある。
胎児や幼児のように細胞
分裂がさかんな場合は、と
く
A′ に変異した遺伝子をもつ
細胞が増えやすく、発がん
リスクが高くなる

A′

金町浄水場
（東京都・葛飾区）
。原発事故直後
の2011年3月23日には、水道水から1キロあた
り210ベクレルの放射性ヨウ素を検出したと発
表。乳児の飲み水についての国の基準の2倍
を超えたため、都は同浄水場から給水してい
る地域に、乳児に水道水を与えるのをひかえ
るよう呼びかけた
（2018年7月現在は不検出）

みなさんのご意見
お待ちしています！

カタログ裏表紙「ひとことメール」のほか、
インターネットでご意見を受け付けてい
ます。
いただいたご意見はパルシステムの今後の放射能対策や
「放射能レポート」
ほか、情報発信に役立てます。
パルシステム ひとこと
検索
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放射能検査状況について
パルシステム自主検査の報告

〈 2018年度の検査数
（カッコ内は検出件数）〉

青果

253

2018年8月22日現在

23

飲料水・飲料

12

その他（加工）食品

25

肉類・卵

きのこ類

24

魚介類

106

乳幼児用食品

116

（しいたけ除く）

米

（19）

1

パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体検出器」2
台を使用しています。食べられる部分だけを取り出し、細かく切るなど
下処理をして、測定容器にできるだけ詰め込み、外部の放射線の影響
を受けないように厚い鉛の容器で遮断して、精密な測定を行います。

不検出率：98.6%

牛乳・乳製品

しいたけ

測定方法について

38
956

（2）

総計

1554

（21）

〈 検査結果：2018年8月22日現在 〉※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。
青果

2018年度は放射能の検出はありません。

しいたけ

生しいたけ（5.3〜22Bq/kg）
と岩手県産乾しいたけ（5.1Bq/kg）
から放
射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類

2018年度は放射能の検出はありません。

米

2018年産米の検査がスタートしました。
千葉県のJA君津の千葉ふさおとめを玄米で検査し、
不検出でした。
今後順次、
米の検査を行っていきます。

乳幼児用
食品

今年度放射能は検出されていませ
牛乳、
肉、 産地ごとに定期的に検査しており、
卵
ん。
卵は2018年度の検査をまだ行っていません。
魚介類

パルシステムの
自主基準
（独自ガイドライン）
と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ

準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

飲料、
乳製品、
米

国の規格基準

10
50

水、
飲料茶
乳児用食品､ 牛乳

10

菌茸類については定期的に検査を行っており、
しいたけ2件（4.3、
8.2Bq/kg）
から自主基準内ですが検出されています。
その他のお料
理セットで使用されています菌茸類（えのき茸、
マッシュルーム、
ぶな
しめじ、
まいたけ、
きくらげ）
からの検出はありません。

その他食品
〈大豆
加工品〉

豆腐、
納豆、
味噌、
醤油など大豆加工品は、
原料で検査を行っているも
のと、
製品で検査を行っているものとがありますが、
放射能は検出さ
れていません。
サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）
から自
2017年度、
主基準内で検出されました。

放射能検査の対象範囲について

検出限界（ヨウ素131、
セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から
新基準に変更（単位Bq/kg）

以下なら安全という
「しきい値」がないので、基準以下で

水、
飲料茶、
牛乳、
乳幼児用食品

その他食品
〈お料理
セット〉

検出限界値

あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基

自主基準（独自ガイドライン）
（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg）

検出下限値1Bq/kgで検査を行い、
冷凍さつまいもスティッ
2017年度、
ク（1.3Bq/kg）
から自主基準内で検出されました。
産直野菜チップス
（さつまいも・にんじん）
（1.2Bq/kg）
から自主基準内で検出されま
した。

その他
食品

2018年度は放射能の検出はありません。

「新潟週末保養」
。被災地の親子が自然のなかで過ごすプログラムをパルシステムで実施

乳幼児用食品

1

水、飲 料、牛 乳、乳 製 品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、
その他食品

3

●フルーツyumyumセットにセットさ

青果類（きのこ類除く）
、
肉類、
卵、
魚介類、
その他食品、
きのこ類（しいたけ除く）

25

一般食品

100

れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

100

しいたけ

もっと知りたい方へ！①

パルシステム
問合せセンター

水産物と
その加工品

●青
 果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。
●水
 産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。
各加工品は年１回、冷凍食品は1年半に1回計測しています。

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

～2018年7月1回号表紙登場の和田秀子さんが編集長の情報誌～

『ママレボ』12号（2018 年8月発売号）

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。
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参加する子どもたちも、
受け入れるオトナたちも
成長させる保養活動

NPO法人 みみをすますプロジェクト 理事長
３１１受入全国協議会 共同代表 みかみ めぐるさん

◆ 特集Ⅰ ◆

原発被害者・救済集団訴訟
７つの判決から見えてきた
「成果」
と
「課題」
馬奈木厳太郎弁護士
（生業訴訟）
小賀坂徹弁護士
（かながわ訴訟）
◆ 特集Ⅱ ◆

福島の大地を守る、農家の苦悩
樽川和也さん

もっと知りたい方へ！②
～2018年7 月1回号で紹介した
「NPO
法人子ども全国ネット」
の冊子～

～ママの愛は世界を変える～
◆この人に聞く◆

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

●検
 査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・常温の

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。
●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

農畜産物と 北海道を除く東日本産
その加工品 （新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

◆みんなの取り組み

地域の活動◆

福島県の浜通りで
放射能汚染の
測定活動を行う
「ふくいち周辺環境放射線
モニタリングプロジェクト」

『ほうしゃのう
きほんのき』
誌面より

中村順さん 青木正巳さん

◆沖縄在住カメラマンがめぐった
◆
原発事故７年目の風景
〈前編〉

五月の福島
「ここは代々住み続けたい、
自然豊かな土地だった」
今泉真也さん

※購入については、
「ママレボ」
ホームページをご覧ください。

「ママレボサポーター」
（定期購読者）
も
募集しています。

https://momsrevo.jimdo.com/
ママレボ 子どもたちを守ろう

A5 判16ページ、
企画・発行：
特定非営利活動法人
子ども全国ネット

放射能についての基本とその対策を、専門家の
先生方の監修のもと制作。かわいいイラストと
簡素な説明で、初めての方にわかりやすく、すぐ
役に立つ内容です。

※購入についてはNPO法人子ども
全国ネット、ホームページの冊子紹介
ページをご覧ください。
https://www.311kihonnoki.com/
311kihonnoki

