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           「完全自給食」体験記       

（読売新聞ホームページより抜粋 http://www.yomiuri.co.jp/feature/foodexp/） 

 読売新聞が２月５日から１面でスタートさせた連載「食ショック」では、日本の食料安

全保障の問題を正面から取り上げています。日本の食料自給率は３９％です。現在、

国民１人当たりに供給されている１日のエネルギー（熱量）２５４８キロ・カロリーのうち、

国産食材が供給できるエネルギーは９９６キロ・カロリーに過ぎません。 
 

 このことは、仮にいま、海外からの食材や家畜のエサになる飼料穀物の輸入がす

べてストップした場合、私たち日本人は１日平均９９６キロ・カロリーしかとれないこと

を意味しています。ではこの場合、どんなメニューになるのでしょうか。こう考えた取材

班の二階堂記者が、給食大手グリーンハウスの協力を得て、「完全自給食」に挑戦し

ました。場所は読売新聞東京本社の社員食堂です。 

 

 期間は１月２１－２４日の４日間、１日当たりのエネルギーは前半が９９６キロ・カロリ

ー、後半が２０２０キロ・カロリーでした。  

※完全自給食について 

 996 キロ・カロリーは、輸入が途絶した場合に、政府の食料備蓄や食料品の流通在

庫を除いて今すぐに国内で生産できる、いわば日本の食料供給の「素の実力」です。 

 一方、2020 キロ・カロリーは、国の「食料・農業・農村基本計画」に基づいた農業の

姿が 2015 年に実現した場合に、農水省が試算した自給可能なカロリーです。 

 試算の前提として、1）2015 年度目標の「食料自給率 45％」が達成できている 2）米

や野菜などの作付けの一部を、よりカロリーの高いいも類などに転換する――などの

条件が付きます。作付け転換には時間がかかるので、いざというときにすぐ 2020 キ

ロ・カロリーが実現するわけではありません。ちなみに 2000 キロ・カロリーは、昭和 20

年代後半の供給熱量とほぼ同じ水準になります。 

 なお、医師等のアドバイスも踏まえ、体験は「途中断念あり」という緩やかな条件で

行いました。 
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１食分が１日分！ 

１日目 9 時 30 分 

 

 ついに体験取材の朝が来た。読売新聞東京本社の社員食堂で、まずは９９６キロ・

カロリーの１日分の食事をまとめて写真撮影。覚悟はしていたが、実際に目の前に出

された料理を見て、思わず絶句！ ご飯が２杯あるのを除くと、ほとんど１食分の量で

はないか。 

 「結構、少ないですね」。献立作りを依頼したグリーンハウスの担当者の声に、ただ

うなずくしかない。 

 

 気を取り直して、いよいよスタート。朝食のご飯と根菜汁を前に、思わず手を合わせ

て「いただきます」。根菜汁は、みそが３グラム入っているので何となくみそ汁のように

見えるが、実際には、みそを入れる前のだし汁に近い。イチョウ切りになったニンジン

と大根、輪切りのゴボウがコロコロと（ゴロゴロではない）入っていて、おかずはこれだ

けなのだ。 

 

 仕方ない。米をゆっくりかみしめながら食べると、これがなかなかうまい。「秋田こま

ちです」との説明。これだけゆっくり米を味わったのは、久しぶりのような気がする。根

菜汁のニンジン、大根、ゴボウもゆっくりと。あるものを、味わって食べるしかない。ふ

だんならすぐに食べ終わるところを１０分ほどかけた。ふだん、朝ごはんをがっちり食

べる身としては、全くもって物足りない。 
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前日の食いだめが効く 

１日目 12 時 00 分 

 朝食はふだんに比べて相当少ないとはいえ、前日の夜、両親の家で「食いだめ」し

ておいたのが効いている。弟夫婦らもまじえてのにぎやかな夕食で、メニューもおで

んにカニ、刺し身に点心と豪勢だった。まだ大丈夫だ。 

笑うしかない 

１日目 13 時 30 分 

                     
 「お腹すきました？ ごめんなさい。でも、これだけなんです」 

 かわいらしい栄養士さんの何とも申し訳なさそうな声とともに、目の前に出されたの

は、ふかしたサツマイモ一切れにカボチャ一切れ（ともに４０グラム）、みかんの輪切り

だけ。 

 サツマイモ一切れ、というのは、ちょうど親指と中指で輪を作った大きさで、厚さ２～

３センチ。カボチャもまあ大体同じような大きさ。みかんなら、だいたい４分の１ぐらい

だろうか。 

 事前にメニューを渡されてはいたが、実物を前にただ笑うしかない。味はというと、

サツマイモはただふかしただけ。皮をむくと、実（？）の部分も取れてきそうなので、途

中でやめた。カボチャも、よくある「カボチャ煮」とは全く別物で、多少の味付けがある

とはいえ、ほとんど煮ただけ。電子レンジでカボチャを温野菜にするとこんな感じだよ

な、と思いながら、食べること４口。１口大の大きさとはいえ、本当に１口で食べたらす

ぐに終わってしまう。 

 みかんは、普通のみかん。一房ずつ食べようかと思ったけど、バカバカしくなって、

すぐに２房ずつに増やしました。 

しょうゆがだめ！…つらい 

１日目 19 時 00 分 

                     

 夕食は、ご飯とサバの塩焼き、チンゲンサイの付け合わせに、キュウリとワカメの酢
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の物。サバの塩焼きといっても、小さな切り身が１つあるだけ。それでも、ようやくまと

もなおかずにありつけた気になり、とてもうれしい。 

 

 問題はチンゲンサイの付け合わせ。ただゆでてあるだけなので、何とも味気ない。し

ょうゆが使えればいいのだが、日本を代表する調味料とはいえ、しょうゆはほぼ１０

０％輸入大豆で作られており、今回は使えないことになっている。 

 

 皿に残った魚の油に、チンゲンサイをこすりつけて食べてみたが、かすかに塩味が

ついただけで、何だかわびしい。そういえば、このサバも少ししょうゆをふるだけで、一

段とおいしくなるだろう。しょうゆなしの食生活は、やはり考えられない。 

 

 

今日を乗り切れば… 

２日目 7 時 00 分 

妻と子どもが朝ごはんを食べているのを見ながら、お茶を飲む。日本茶の自給率

はよく知らないが、まあこれは大丈夫だろう。おいしそうに食べているな、ということは

考えないようにする。明日から２０２０キロ・カロリーになることを考えると、今日を乗り

切れば何とかなるはず、と自分に言い聞かせる。 

 

料理番組、チャンネル変えて！ 

２日目 9 時 00 分 

                      

 朝食はご飯に青菜の酢浸し。昨日以上に、お米の味を強く感じる。たいした量では

ないとはいえ、それなりに満足。前日の午後７時以来、ほぼ１４時間ぶりに食事にあり

つけたのだから、当然といえば当然だ。 
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 よりによって、目の前のテレビで流れていたのはＮＨＫの料理番組。肉豆腐の作り方

だった。だし汁に肉の味を移し、豆腐に味をしみこませるのがポイントらしい。周囲に

人がいなかったので、チャンネルを変えればいいのだが、リモコンが見当たらない。投

げやりに、「まあいいや、少しの我慢じゃないか」と思うことにする。 

力が入らない 

２日目 11 時 30 分 

 東京電力の社長交代の記者会見が開かれるという連絡が入り、エネルギー業界担

当の手伝いをすることに。今日はさすがに腹が減って仕方ない。何となく力もはいらな

いが、仕方ない。 

みんなうまそうに食べている 

２日目 13 時 30 分 

 
 昨日に続いて、ふかし芋に蒸しカボチャ、それにリンゴ。社員食堂のＹチーフが「倒

れないで下さいよ」と励ましてくれた。そう、ここが正念場、と自分に言い聞かせなが

ら、ゆっくりと食べる。とはいえ、そもそも無い袖はふれない。この量じゃあ、さすがに

持たない。当たり前だけど、こんな食事をしている人はほかにいない。みんなうまそう

に食べている。 

歩く気がしない、頭も回らない 

２日目 15 時 30 分              
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 経済部の分室から、東京電力の社長交代記者会見が開かれる大手町の経団連会

館まで歩く。普通なら数分で着く距離だが、今日は何となく体が重い。早く歩く気が全

くしない。会見中、何となく頭の回転も悪い気がするが、空腹のせいにしていいのだろ

うか？（Ｋキャップには「いつものことだろ」と、冷たく言い放たれるだろうが…） 

 会見後、分室に戻ってバタバタと原稿を書いているうちに時間があっという間に過ぎ

ていったのは、腹減ったと思い続けるより、ある意味幸せだったのかもしれない。 
 

鬼デスク登場！ 

２日目 20 時 00 分 

                      

 この「自給率メニュー企画」を統括するＳデスクが、社員食堂に待ちかまえていた。

「今、何食べたい？」と聞くので、「ラーメンなんかいいですね」と言ったら、ラーメンコ

ーナーまで出向いていく。すでに閉店とわかると、今度はパスタコーナーへ行って、ス

パゲッティーを注文した。Ｓデスクはとても愉快そうだが、これは完全な嫌がらせだ。

それにしてもＳデスク、実においしそうに食べる。鬼だ！ 鬼に違いない。   

                   
 こちらの夕食は、ご飯にサンマの切り身と大根おろし、冷やしトマト。昨夜のサバに

続いて、サンマの切り身は心強い味方だ。 

 

 Ｓデスクと連載の打ち合わせをしながら、心の中では、やっぱりご飯と魚の相性は

抜群だよなと一人納得。何とかこれで、今日は乗り切るしかない。 
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体重２キロ減る 

２日目 25 時 00 分 

 帰宅。家に着くと、どっと疲れが出た気がした。というより、体がだるくて力が入らな

い。 

風呂に入った後、体重を計ったら６１．８キロ・グラム。２日で２キロ近く減ったことに

なる。もともとやせやすい体質だが、本当か？ 初日に計り間違えたのか？ 

でも心なしか、鏡に映る体が細く見える。腹が減ったが、ここが我慢のしどころ。お

となしく布団に入って、体を丸めて横になる。明け方、娘が怒った声で「ほうれんそう

は、そこじゃないでしょ」と寝言を言っていた。料理の夢でも見ているのだろうか。 
 

本日から２０２０キロ・カロリー 

３日目 7 時 30 分 

 昨日からずっとそうなのだが、起きても体がだるく、気力が出ない。 

 確か小さいころに読んだ「チョコレート工場の秘密」という本で、貧しくてろくにご飯を

食べられない主人公が、ゆっくり歩くようにして、できるだけ腹を減らさないようにする

シーンがあった。今はその気持ちがわかる。ムダなエネルギーは使いたくないのだ。

 でも、よりによって外は雪。ゆっくり歩いている訳にもいかず、足元も悪い。最悪だ

よ、と心の中で毒づいてみても、どうにもならない。電車も混雑していて遅れ気味にな

るし、全くついてない。 

粉ふきいもに感激！ 

３日目 9 時 30 分 

                     

 社員食堂に到着。ご飯と浅漬け、ジャガイモというメニューは事前に把握していた

が、もう何でもいい。どうせ大した量じゃないだろ、と思っていたら、なんと！ 粉ふき

いもが、お皿にこんもりと盛られて出てくるではないか。社員食堂のＹチーフは「ごめ

んなさい、まだ少し固いかも」と申し訳なさそうだったが、とんでもない。そのボリュー

ムに大感激！ 

 よくよくメニュー表を見ると、ジャガイモ２個分だった。浅漬けと一緒に食べると、とて

もうまい。ポテトサラダにフライドポテトと、もともとジャガイモは好きだが、こんなにうま

いと思ったのは初めてだ。ＮＨＫの子ども番組「お母さんといっしょ」の歌「すごいぞ！
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じゃがいも」が、思わず頭の中で流れ出す。 

 うーん、それにしても腹がいっぱいになるというのは、本当にありがたいとしみじみ

思う。 会社を出るとまだ雪が降り続いていたが、意気揚々と取材先に向かった。 
 

バターがあれば… 

３日目 13 時 30 分 

                      
 今日は少なくとも量があると思うと、気分はだいぶ楽。出されたのは、ふかしたサツ

マイモと焼き芋に、リンゴが４分の１個。今日からは２０２０キロ・カロリーの食事になっ

た訳だが、自給率が上がっても、メーンになるのは芋類なのだ。これでバターがあれ

ば申し分ないのだが、それはかなわぬ夢。 

 昨日までは、わずかな量をゆっくり食べたが、これだけのボリュームがあるなら遠慮

することはない。 

体が「もったいない」？ 

３日目 15 時 00 分 

 ３日ぶりに（少しながら）ようやく出るものが出た。よもや、食べた物を外に出すのは

もったいないと、体が思っている訳ではないのだろうが…。 
 

腹いっぱい、何たる幸せ 

３日目 20 時 00 分 

                    
 ご飯にサバの塩焼き、昼に続いて焼き芋。そういえば、今朝はなんとなくだるかった

のが、すっかり元気になっている気がする。朝も思ったけど、腹がいっぱいになるとい

うのは何と幸せなことか。あと１日。これなら大丈夫。 

 経済部の分室に戻ると、Ｉ先輩に「だいたい何でお前がやってるんだよ」と突っ込ま

れた。「Ｉさんに挑戦してもらえば、お互いにとって良かったかも」。Ｉ先輩の完全メタボ

な腹まわりを見ながら、そんなことを考えたりする。 
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体重、変わらない 

３日目 25 時 00 分 

                     
 昨日に続いて、体重を計ってみる。やはり６１．８キロ・グラム。昨日と変わらない。 
 

ひと駅遠くまで歩く 

４日目 8 時 30 分 

 今日で最後の１日。風は強いが、昨日とは打って変わって天気もいい。自転車で通

勤する妻と一緒に、一駅遠い快速の止まる駅まで歩く。昨日ならたとえ天気が良くて

も、そんな元気はなかっただろう。 

サツマイモすごい存在感 

４日目 9 時 30 分 

                     
 まずは今日１日分、２０２０キロ・カロリーの食事をすべて並べてもらって、写真撮

影。サツマイモの存在感が、すごい。 

 朝食はご飯と粉ふきいもにぬか漬け。昨日はあれだけ感動したジャガイモだが、今

日はどうってことなし。我ながら現金なものだと思う。でも、やっぱりおいしかった。 

 
 ちなみに昨日と今日で、１日のメニューはほとんど変わらない。朝の浅漬けがぬか

漬けに、昼のリンゴがミカンに、夜の魚がサバからブリに変わるだけ。要はほとんどい

も類なのだ。 

 農水省の食事メニュー例だと、例えばみそ汁が２日に１杯飲めたり、納豆が３日に２

パック食べられるので、もう少し期間を伸ばせば、多少変化もつけられるのだが。もち

ろん、期間を伸ばして欲しい訳ではない。 
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イモ責め、ちと辛い 

４日目 12 時 00 分 

                     
 メニューは焼き芋とふかし芋、ミカン。２つの皿に盛られたサツマイモを、食事の乗っ

たトレーを手にした女性が、不思議そうに見ていく。何だか恥ずかしい。昨日はあまり

そんなことを感じなかったので、やはり心の余裕が出てきてはいるのだろう。周囲にだ

れも座っていない席を選ぶことにした。 

 サツマイモは歴史的に、多くの人の飢えを救ってきた偉大な食物だ。それはもちろ

んわかるし、戦中の食糧難を経験した人には怒られるだろうが、飽食に慣らされた現

代人にとって、これだけのサツマイモを繰り返し食べるのはちょっとつらい。食べるス

ピードが自然と上がって、少しむせる。 

 後ろの方で聞き慣れた声がするので振り向くと、鬼確定のＳデスクを始め、経済部

デスクの面々が、なごやかに昼食を取っている。一瞬、声をかけようかと思ったが、あ

まりいいことなさそうなので、素知らぬ顔で通り過ぎた。 

 ところで、サツマイモを食べるとおならが出るというが、全然出ないのはどういうこと

だろうか。 

坂道も平気 

４日目 14 時 30 分 

 地下鉄の赤坂駅から記者クラブのあるアークヒルズに行くまでには、坂道の上り下

りがあるのだが、朝と同じで、昨日までなら絶対歩こうと思わないだろう。今日は平

気。 
 

やった完全制覇！ 皆さん「食べ残しは重罪です」 

４日目 20 時 00 分 

                     
 いよいよラスト。ご飯に焼き芋、ブリの塩焼き。焼き芋は何となくさっさと食べてしまっ

たが、改めてご飯をゆっくりかみしめる。ブリとの相性はもちろんよし。 
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 食べ終わった後、思わず空になった食器の写真をパチリ。初日の朝ごはんと同じよ

うに、手を合わせる。実は、空腹に耐えられなくなったら間食してもいいというルール

だったのだが、何とか乗り切った。 

 思えば長いような、短いような４日間の経験で、いくつかはっきり言えることは、 

１）９９６キロ・カロリーでは２日が限界 

２）食事の内容はともかく、腹がいっぱいになるというのはとても幸せなこと 

３）２０２０キロ・カロリーあれば、なんとかとりあえず生きていける。ただし、芋類が圧

倒的に多くなるが… 

４）とにかく、食べ物は大切にしないといけない。食べ残しは重罪です 

（おわり）  

■ 記者プロフィール  

二階堂祥生（にかいどう・さちお） 34 歳 

 
経済部で主に商社を担当。長崎生まれの九州男児で、カステラとチャンポンに目がない。魚はサバな

どの青魚系、牛肉なら焼き肉よりしゃぶしゃぶ、中華はマーボー豆腐（辛いやつ）が好み。牛乳は飲め

るけど苦手。 

 

経歴：1996 年入社。横浜、金沢支局などを経て 2002 年から経済部。 

体形：175 センチ、63 キロ（やせ形） 

コメント：体験取材は面白そうだと思ったけど、メニューを見て後悔しました（泣） 
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「完全自給食」メニュー一覧 

996 キロ・カロリー 

  朝 昼 夜 

1

日

目  

ごはん 

白米 75g 

根菜汁 

だし汁 150cc、大根 40g、ゴボ

ウ 10g、ニンジン 10g、ミソ 3g、

砂糖 1g、塩 

 

ふかし芋 

サツマイモ 40g  

温野菜 

カボチャ 40g  

フルーツ 

ミカン 40g     

 

ごはん 

白米 75g  

焼き魚 

サバ 50g、塩  

青菜のボイル 

チンゲン菜 60g  

酢の物 

キュウリ 40g、ワカメ 2g、酢 4g、

砂糖 1g 

2

日

目 

 

 

ごはん 

白米 75g 

青菜の酢浸し 

ホウレンソウ 50g、ニンジン

10g、塩 0.5g、酢 2g、砂糖 2g、

だし汁 2g 

 

 

ふかし芋 

サツマイモ 40g  

温野菜 

カボチャ 40g  

フルーツ 

リンゴ 40g   

 

 

ごはん 

白米 75g  

焼き魚 

サンマ 50g、塩  

大根おろし 

大根 40g  

冷やしトマト 

トマト 50g 
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2020 キロ・カロリー 

朝 昼 夜 

3

日

目 

 

ごはん 

白米 75g  

粉ふき芋 

ジャガイモ 300g  

浅漬け 

キャベツ 60g、キュウリ

20g、ニンジン 10g 

 

焼き芋 

サツマイモ 200g  

ふかし芋 

サツマイモ 200g  

フルーツ 

リンゴ 50g   

 

ごはん 

白米 75g  

焼き芋 

サツマイモ 100g  

焼き魚 

サバ 80g、塩 

4

日

目 

 

ごはん 

白米 75g  

粉ふき芋 

ジャガイモ 300g  

ぬか漬け 

大根 60g、ナス 20g、ニンジ

ン 10g 

 

焼き芋 

サツマイモ 200g  

ふかし芋 

サツマイモ 200g  

フルーツ 

ミカン 40g   

 

ごはん 

白米 75g  

焼き芋 

サツマイモ 100g  

焼き魚 

ブリ 84g、塩 

※今回の「自給食メニュー」には、１日あたりの自給量がわずかしかない食料は反映されていません。 
 ９９６キロ・カロリーの場合、厳密には牛肉が１日１．７グラム、豚肉が１．７グラム、卵が４．４グラム、
牛乳・乳製品が６９．７グラム自給できますが、料理のしようがないので除いています。つまり、「自給食
メニュー」のカロリー量は、実際には９９６キロ・カロリーを多少下回っています（反映させてもあまり変
わりはしませんが）。 
 ２０２０キロ・カロリーの場合も同様で、実際の自給量は今回の「自給食メニュー」に加えて、例えば７
日に１個の卵や、６日にコップ１杯の牛乳、２日に１杯のみそ汁などが食べられます。９９６キロ・カロリ
ーの場合に比べて、想定する２０２０キロ・カロリーと実際のメニューのカロリー量には、開きが出ていま
す。 
 今回の「自給食メニュー」はあくまで基本メニューで、仮に１週間続ければ、多少の変化がつけられる
ことになります。ただ、肉類や油の摂取量が不足することに変わりはありません。 
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日本女子大学の丸山千寿子教授（栄養学）の話 

 「９９６キロ・カロリーメニューでは、１～２歳の男児が１日に必要なエネルギー量を補えるに
過ぎず、必要な栄養素も全く不足している。２０２０キロ・カロリーの食事メニューでも、エネル
ギー量はある程度まかなえるものの、動物性たんぱく質や油の量が少ないため、多くの栄養
が不足している。 

 特に少ないのは脂質で、体に欠かせないが体内では作れない『必須脂肪酸』が、十分に取
れない状態になる。大人の場合は様々な生理機能の低下を引き起こし、子どもも成長障害が
起きる可能性が出てくる。コレステロールも不足しているため、血管が破れやすくなり、脳卒
中の危険性が高まる。また、摂取できるたんぱく質は成人の必要量のおおむね３分の２程
度、カルシウムは半分程度にとどまっている。 

 ９９６キロ・カロリーの食事メニューの場合は、こうした栄養に加えて、ビタミンＢ１が不足す
る。米を精米せず、玄米や精白度の低い米を食べることである程度は補えるが、不足したま
までは、心不全につながることもある脚気（かっけ）を引き起こす」 

「完全自給食」の主な栄養成分 (丸山教授の分析)  

  
たんぱ

く質(g) 

脂質

(%) 

カルシウ

ム(mg) 
鉄(mg) 

ビタミン

Ｃ(mg) 

ビタミン

Ｂ１(mg) 

ビタミン

Ｂ２(mg)

1 日目 

  23.3 15 143 3.3 65 0.38 0.32 

※１ 30.9 16.5 211 4.2 51 0.48 0.5 

４日目 

  38.8 11 250 7.3 273 1.2 0.6 

※２ 42 10 329 7.4 274 1.24 0.73 

成人の1日あた

りの推奨量 

男性 60 
20～

25 
650 7.5 100 1.4 1.6 

女性 50 
20～

25 
600 

6.5/10.5 

※３ 
100 1.1 1.2 

※１．初日のメニューには反映されていないが、実際には供給可能な１日あたり１・７ｇの牛肉などを合

わせた場合の栄養分 

※２．４日目のメニューには反映されていないが、実際に供給可能な１日あたり１２ｇの肉、７ｇの卵、 

３３ｇの牛乳を合わせた場合の栄養分 

※３．月経時の推奨量  

単位： 脂質は総エネルギーに占める割合 



15 
 

二階堂記者の「完全自給食」体験記 読者からのコメント 

 

野菜の食料自給率元農家の娘さん 48 歳 女（千葉県）  
 野菜の種子は 100％近くが輸入だと聞きましたが、どうなのでしょうか？ それも加味した自給率でし

ょうか？ また、販売している種子は人工交配が多いので、家で取れたその野菜の種をまいても芽が

出ないものや、まともな野菜が出来ないものも多いと聞きましたが、それも心配です。 

 
米のおいしさを世界に広めては銀ぎつねさん 37 歳 男（千葉県）  
 人口から見て、完全自給は無理かもしれないので、万一に備えて、重債務国に債務免除して農業支

援し、危機のときは最優先で食料確保してもらうとか。多分返済は無理みたいですし、双方の国にメリ

ットあるので。 

 
農政の今まで畑屋さん 60 歳 女（埼玉県）  
 補助金で農家の働く意欲を失わせ、政策で首を締め付けています。２１日の回答は、資料をつなぎ合

わせただけの文章としか思えません。現場の声をもっと聞く姿勢があれば、このような回答にはならな

いのではと思います。 

 
備蓄専用に２級米を作っては銀ぎつねさん 37 歳 男（千葉県）  
 万一の時の備蓄米に、手間かけたおいしいお米をあてるのは、もったいないような気がします。備蓄

用に、コストと手間を極力減らした２級米を当ててはいかがですか。万一の時は、おいしさはそれほど

重要ではないと思います。 

 
量の少なさに驚きました＞ω＜うさっプさん 34 歳 女（東京都）  
 食事法とストレッチで健康的に減量しているものです。今回の体験記事が毎食の参考になればと、閲

覧しました。普段の食事内容よりも乏しく、緑野菜よりも芋類が多いのに驚き、また減量中とは言え、ぜ

いたくな食事内容であったと、改めて考え直す機会でもありましたｗ 

 
完全自給は無理かもしれません銀ぎつねさん 37 歳 男（千葉県）  
 人口から見て、完全自給は無理かもしれないので、万一に備えて、重債務国に債務免除して農業支

援し、危機のときは最優先で食料確保してもらうとか。多分返済は無理みたいですし、双方の国にメリ

ットあるので。 

 
休耕地の利用について銀ぎつねさん 37 歳 男（千葉県）  
 農地持っている人が貸したがらない理由は、手続きが大変で、貸した土地を大切に利用してくれるか、

トラブルにならないか不安だからではないですか。そういうことをなんとかすれば、休耕地は減るので

はないですか。 

 
給食用野菜は安くなるまもるさん 71 歳 男（栃木県）  
 給食用野菜は、スーパー等の「店頭での見栄え」の規格が不要です。不ぞろいの野菜を農家から全

部買えば、単価は安くなる。給食用野菜で、大小、曲がり、不ぞろいは全部食べられるからです。 

 
米だけはよごろ～さん 37 歳 男（埼玉県）  
 米だけは３食食べられるのでは？ と思いつつ拝見させていただきましたが、どうやらとんでもない勘

違いだったのですね。食料を輸入していながら、それを食べ残すという現状は、やはり有ってはならな

い事なんだと強く実感しました。 
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食べられる物は食べたほうがよいのでは銀ぎつねさん 37 歳 男（千葉県）  
 ブラックバスや鹿など、増えすぎて困っている動物や植物があるようですが、ただ減らすのではなく、

おいしく食べられるように工夫したほうが良いと思います。安全性には十分注意するのが前提ですが。

コンクールなどを開けば、いいアイデアが出てくるかもしれません。 

 
遺伝子組み換えはお嫌い？スーパーマンさん 50 歳 男（埼玉県）  
 遺伝子組み換えは心配、食品メーカーは偽装が心配、輸入食品は不安と言いながら、ＴＶのインチキ

ダイエットにはだまされる。被害者意識ばかり強くて自分で考えない。もはや米の生産人口の半分以上

が、60 歳を超えています。10 年後、誰が食糧生産を担うのですか？ 

 
びっくり雪だるまさん 23 歳 女（千葉県）  
 国産だけにすると、こんなにさびしい食事になるんですね…。想像以上に少なくて驚きました。後半の

食事も、必要エネルギー量は満たしているとはいえ、何とも味気ない感じで…。普段の食生活のぜいた

くさを痛感しました。  

 
食に関心をもつかめさん 71 歳 男（福岡県）  
 体験談は、新聞で読みました。たしかに大変だったと思います。何事も当たり前と思うと苦痛になる。

終戦を経験していると、何を贅沢なと思います。職場や大学の食堂で体験をさせ、感想を聞く。食事も

工夫して食べるとおいしい。そして「有難う」の感謝を忘れないこと。 

 
食の自給率長谷紀生さん 66 歳 男（大阪府）  
 我が国の食料自給率の低さが指摘されて久しいですが、このたびの“冷凍餃子”は本当にショックで

した。これが我が国の消費者の、食に対する危機感を喚起するいい機会となったのではないでしょうか。

米にこだわる国も農家も、もっと多様化を考える時だと思います。 

 
農閑期の水田の利用について銀ぎつねさん 37 歳 男（千葉県）  
 稲刈りが終わって田植えまでの期間に、野菜とか作物は作れないんでしょうか。それができれば、か

なりの面積が利用できます。温暖化すれば、より条件が良くなると思います。 

 
これが国家テロだったら川崎好和さん 63 歳 男（静岡県）  
 あまりにも安易に安い食料を外国に求めすぎのわが国、自給率が 39％といわれるが、その国産の農

作物を生産する肥料、農薬、燃料等、総て外国に依存している。もし今回の餃子問題が国家テロだっ

たら？ もう少し農業の地位を高めないと、この国は衰退してしまうのでは？ 

 
「平和ボケ」のしっぺ返し日本のロボット頭さん 38 歳 男（北海道）  
 事件後も政府・企業ともに、中国に更なる資金・援助を投入して、農産物の安全性改善をするとのこ

とです。「日本の間抜けさ」もここまで来たのかと、呆れました。 日本はその資源・技術を、国内の米だ

けでなく農業全般の集約・産業化、生産効率化等に向けるべきです。 

 
自給率向上応援したい石塚孝通さん 55 歳 男（東京都）  
 一口千円程度の寄付を募って基金を集め、日本の食料自給率向上に努力している生産団体に寄付

し、これらの団体を応援する。寄付した側は非常事態等の時、これらの生産団体から口数により、優先

的に購入する権利を得られるものとする。こんな制度はどうでしょうか。 

 
日本の将来に備えて tobisan さん 62 歳 男（千葉県）  
 今回の中国食品の問題は、今こそ日本の農業、自然、文化を真剣に考え、行動する時であるという

警鐘です。これを機に、日本人の「平和ボケ」「無駄使い、特に食品の廃棄をやめる」「自給率向上の為

の農業政策の転換」「日本人と日本文化とは何か？｣を考えよう。 
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コンビニでの米飯廃棄兵庫のやまさん 41 歳 男（兵庫県）  
 食についての特集で、コンビニの消費期限切れ商品(弁当・おにぎり・サンドイッチ・サラダ）等の大量

廃棄が、各コンビニチェーン店で行われている。売り方・発注の仕方に問題はないのか？一日一店舗

で 15 人分廃棄されると、全体ではどれ位？ 

 
コメの生産調整天尾 俊一さん 57 歳 男（新潟県）  
 現在、コメ価格は生産費割れとなっており、コメの備蓄をもっと増やす、ＭＡ（最低輸入義務）米の削

減等の措置をしてもらわないことには、コメを作って行けません。これら施策を措置しないままに生産調

整を止めれば、ますます米価は下がり農業者はコメ生産から撤退せざるを得ません。 

 
食に携わるものとしてオーナーシェフさん 57 歳 男（滋賀県）  
 自給率 40％を切った日本、食に携わるものとして考えながら拝見。お陰様で弊店は、自家製の有機

野菜・米等を使い、仕入も何とか国産約 80％で営業させていただいている。無駄にせぬように調理をし

ている。残念な事は、余りにも国民が無関心であること。参考になりました。 

 
自給率 taza さん 40 歳 女（群馬県）  
 本当の量的な自給率は２０％以下だと聞きました。カロリーベースになったのは、カロリーだと、多くを

稼いでいる主食の米の自給率が高いので、いくらかましに見えるだろう、との思惑からだとか。農地が

どんどん宅地用に売り出されていますが、なんとかしてほしい。 

 
足るを知ること佐藤宏さん 45 歳 男（神奈川県）  
 私の郷里は岩手で、農業に関わっている知人も多数おります。帰省するたびに、耕作放棄地が目に

つくように感じます。祖父母は、「家の周りで手に入るもので十分食べてこれたんだけど、買ってたべな

いといけない世の中になってしまった」と嘆いています。 

 
お疲れ様でしたガリの妻さん 36 歳 女（千葉県）  
 わが夫も 178cm、60kg と痩せ型で、有事の際にはどうなるんだろうと関心を持っていたので、とても参

考になりました。他の方も書かれている通り、ガソリン等の燃料が途絶えたらどうなるんだろうと思いま

した。畑のそばで暮らすのが一番という事でしょうか。 

 
私の畑は既に原野豊ちゃんさん 61 歳 男（群馬県）  
 山の暮らしでは食べて行けないから働きに出て、かれこれ 44 年を過ぎ、年金暮らしとアルバイトとな

りました。父母も亡くなり、実家に行くには墓地の清掃だけで、もはや畑は原型が有りません。こんな人

ばかりの日本です。 

 
エネルギー高橋 吉人さん 49 歳 男（長野県）  
 ４日間ご苦労様でした。長野県飯綱町で昨年まで農政を担当していました。食料自給率は危機的状

況にあると思いますが、それより低いのが日本のエネルギー自給率かと思います。農業機械類の燃料

は不可欠ですが、食料自給率にエネルギー自給率は加味されていない。燃料が途絶えますと、日本

の食糧自給率は限りなく 0 に近づくと思います。 

 日本の農業（時に国が進める大規模農業）は、機械が動かなければ成り立たない農業です。日本は

かなり危機感がない国に思えます。最悪のシュミレーションにならないことを願っています。今後のご活

躍を願っています。 

 
期待してます伊吹 春夫さん 68 歳 男（愛知県）  
 昭和 20 年から 22 年初頭までは、１，０００キロ・カロリーでも、内容がモット貧しかった。４日間の内容

よりも、その周辺の資料や分析力に期待する。 

 
 
 



18 
 

豊かな国といえど向洋向陽さん 43 歳 男（岡山県）  
 かつて日本を支えた農林漁業は、今や後継者不在にあえぎ、国土は都市機能の高度化で緑を失い、

我々は命ともいうべき食糧を海外から高い金を払って買い付けている。一方でＢＲＩＣＳの爆発的な経

済成長で、世界各地では食糧争奪戦が激しさを増しているという。明らかな国家の危機である。 

 市場原理に任せるだけでなく、国家事業として、農林畜水産業の振興を最重点課題に取り組むべき

である。大規模営農化などの手法だけではなく、国土利用計画としての農地保全、生産効率の高い品

種や水産資源の開発など、長期的なビジョンをもつべきである。この問題は、少なくとも道路整備よりも

優先順位の高いものであることは、多発する食品偽装問題が示唆している。何しろ命に関わる問題な

のだから。 

 
やがてかなしき kazu さん 34 歳 男（神奈川県）  
 ２日目の「だし汁に肉の味を移し、豆腐に味をしみこませるのがポイントらしい」という一文に、思わず

笑ってしまいました。しかし、他人事と思っているから笑えるわけで、自分が同じ立場に置かれて、粗食

がいつまで続くか分からないとなったら物悲しくなってきます。 

 
記者さんも大変中野 正行さん 57 歳 男（埼玉県）  
 昨晩帰宅後、家内と娘に二階堂さんの体験記を閲覧させました。「記者さんも大変ね～」と申してまし

た。今後も御活躍期待してます。お身体だけはご慈愛ください。 

 
待ってました！よくぞ記事にショージ・メアリー（障子に目アリ）さん 60 歳 女（大阪府）  
 日本の食料自給率３９％。先進諸国では最下位ということ。今までの国家戦略としての結果がこうな

ったのであれば、我々国民側にも責任があるかと思いますが、自給率を聞くたびに、これではいかん

やろ～と、いつも思っていました。よくぞ記事として取り上げてくれた！と拍手を送りたいです。 

 このたびの餃子事件については、たくさんの冷凍食品を中国から輸入している現状を知り、がく然とし

ました。これからの日本には、若い人たちの力を食材の生産に向けられるような農政に、転換して欲し

いです。生きるために欠かせない根源のエネルギーを、他国に依頼しきっている日本が大変恥ずかし

いです。 

 
食料自給率を向上させるには shigeken さん 73 歳 男（岡山県）  
 食料自給率が低いのは、基本的には価格が高いから。価格が低ければ、誰が好んで輸入などする

ものか。地価が高い等の要因もあろうが、本質的には生産規模が小さいのが最大の要因。日本の農

業政策は根本的に誤っている。 

 小規模の生産単位でも生き残れるように助成金等で保護しているため、生産効率は向上しない。法

律を改正し、会社組織で生産規模を拡大し、工業的手段で生産効率を向上させる以外、価格の低下

即ち自給率の向上は望めない。高地価等不利な要因はあるが、高度な技術力、豊かな水資源等有利

な要因も多い。食料自給率の向上は、日本の農業政策を転換させなければ期待できない。 

 
自給食目出多 狸猫さん 65 才 男性（国外）  
 加工食品（半加工含む）、家庭外保存食品を外して、自家自給食を作ったらどんな姿になるのか、興

味深いと思う。地元スペインのレストランシェフは最近、モロッコに魅入られて、今日も出掛けて行きま

した。その理由が面白く、冷蔵庫が普及していないモロッコの農家の食事の美味さと安さが忘れられな

いとか。美味と経済性（もちろん安全性も）が両立するには、時間の犠牲が必要か？ 記事を読んで深

く考えさせられました。ありがとう。 

 
よく頑張りましたぴんぽさん 58 才 女性（茨城県）  
 二階堂さん よく頑張りました。それにしても自給自足がいかに難しいことか、現代人にとって。昔私

たち田舎住民は、小学生時代、学校給食メニューが事前に知らされ、自宅でとれた野菜や豆などを持

って行った記憶があります。それらの材料を生かし、給食のおばさんたちは、おいしい食事を作ってく

れたのです。すべてが自給は難しい現在でしょうが、もっとみんな野菜を作りましょうよ。もちろん作れ

る場所が有る方ですが。 


