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図 5-206 実践していない理由（今より準備に時間をかけた食事をとる） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 5-207 実践していない理由（今より準備に時間をかけた食事をとる） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 5-208 実践していない理由（今より準備に時間をかけた食事をとる） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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 問 22 

「日本型食生活」とは、ごはんを主食としながら、主菜・副菜に加え、適度に牛乳・乳製

品や果物が加わった、バランスのとれた食事を指しますが、あなたは「日本型食生活」と

いう言葉やその意味を知っていましたか。 

当てはまるものをひとつ選択してください。[SA] 

 

図 5-209 「日本型食生活」という言葉や意味の認知度（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 5-210 「日本型食生活」という言葉や意味の認知度（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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問 23 

あなたは、普段「日本型食生活」を実践していますか。 

当てはまるものをひとつ選択してください。[SA] 

 

図 5-211 「日本型食生活」の実践度（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 5-212 「日本型食生活」の実践度（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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問 24 

「日本型食生活」についてあなたの考えに当てはまるものをひとつ選択してください。[SA] 

 

図 5-213 「日本型食生活」に対する考え（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 5-214 「日本型食生活」に対する考え（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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6． 属性情報とのクロス集計【課題意識】 

 

問 25 

食事内容について、普段から心がけていることがありますか。 

次の 4 段階でお答えください。[SA] 

・家族や自分の好みにあうこと 

・栄養バランスが取れていること 

・満腹になること  

・費用がかからないこと 

・時間、手間がかからないこと 

・家にある食材をムダにしないこと 

・自分や家族の塩分、カロリーなど健康面にへの配慮すること 

・体重や体型をコントロールすること 

・主菜、副菜、汁物など複数のメニューを用意すること 

・季節の食材を取り入れること 

・国産の農水産物を用いること 

・地元の農水産物を用いること 

・環境に配慮した農水産物（有機栽培、低農薬、エコマークなど）を利用すること   

・その他（      ） 
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家族や自分の好みにあうこと 

 

図 6２-1 普段から心がけている食事内容（属性別：家族や自分の好みにあうこと） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-2 普段から心がけている食事内容（属性別：家族や自分の好みにあうこと） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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栄養バランスがとれていること 

 

図 6-3 普段から心がけている食事内容（属性別：栄養バランスがとれていること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-4 普段から心がけている食事内容（属性別：栄養バランスがとれていること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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満腹になること 

 

 

図 6-5 普段から心がけている食事内容（属性別：満腹になること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-6 普段から心がけている食事内容（属性別：満腹になること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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費用がかからないこと 

 

図 6-7 普段から心がけている食事内容（属性別：費用がかからないこと） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-8 普段から心がけている食事内容（属性別：費用がかからないこと） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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時間、手間がかからないこと 

 

図 6-9 普段から心がけている食事内容（属性別：時間、手間がかからないこと） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-10 普段から心がけている食事内容（属性別：時間、手間がかからないこと） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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家にある食材をムダにしないこと 

 

図 6-11 普段から心がけている食事内容（属性別：家にある食材をムダにしないこと） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-12 普段から心がけている食事内容（属性別：家にある食材をムダにしないこと） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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自分や家族の健康面に配慮すること 

 

図 6-13 普段から心がけている食事内容（属性別：自分や家族の健康面に配慮すること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-14 普段から心がけている食事内容（属性別：自分や家族の健康面に配慮すること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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体重や体型をコントロールすること 

 

図 6-15 普段から心がけている食事内容（属性別：体重や体型をコントロールすること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-16 普段から心がけている食事内容（属性別：体重や体型をコントロールすること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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主菜、副菜、汁物など複数のメニューを用意すること 

 

図 6-17 普段から心がけている食事内容（属性別：主菜、副菜、汁物など複数のメニュー

を用意すること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-18 普段から心がけている食事内容（属性別：主菜、副菜、汁物など複数のメニュー

を用意すること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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季節の食材を取り入れること 

 

図 6-19 普段から心がけている食事内容（属性別：季節の食材を取り入れること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-20 普段から心がけている食事内容（属性別：季節の食材を取り入れること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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国産の農林水産物を用いること 

 

図 6-21 普段から心がけている食事内容（属性別：国産の農林水産物を用いること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-22 普段から心がけている食事内容（属性別：国産の農林水産物を用いること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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地元の農林水産物を用いること 

 

図 6-23 普段から心がけている食事内容（属性別：地元の農林水産物を用いること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

図 6-24 普段から心がけている食事内容（属性別：地元の農林水産物を用いること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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環境に配慮した農産物を利用すること 

 

図 6-25 普段から心がけている食事内容（属性別：環境に配慮した農産物を利用すること） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-26 普段から心がけている食事内容（属性別：環境に配慮した農産物を利用すること） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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問 26 

食事について、普段課題に感じていることはありますか。 

次の３つのうち最も近いものをお答えください。[SA] 

・栄養バランスが悪い 

・野菜が不足している 

・肉料理が多く、魚料理が少ない 

・塩分量が多い 

・カロリー摂取が過多／過少である 

・外食が多い 

・中食が多い 

・食事の時間が不規則である 

・欠食がある 

・食費がかかる 

・その他（                  ） 
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栄養バランスが悪い 

 

図 6-27 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-28 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-29 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-30 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-31 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-32 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-33 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-34 食事について課題と感じていること（栄養バランスが悪い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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野菜が不足している 

 

図 6-35 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-36 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-37 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-38 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-39 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-40 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-41 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-42 食事について課題と感じていること（野菜が不足している） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 



213 

肉料理が多く、魚料理が少ない 

 

図 6-43 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-44 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-45 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-46 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-47 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-48 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-49 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-50 食事について課題と感じていること（肉料理が多く、魚料理が少ない） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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塩分量が多い 

 

図 6-51 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-52 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-53 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-54 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-55 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-56 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-57 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-58 食事について課題と感じていること（塩分量が多い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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カロリー摂取が過多／過少である 

 

図 6-59 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-60 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-61 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-62 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-63 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-64 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-65 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-66 食事について課題と感じていること（カロリー摂取が過多／過少である） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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外食が多い 

 

図 6-67 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-68 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-69 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-70 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-71 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-72 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-73 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-74 食事について課題と感じていること（外食が多い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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中食が多い 

 

図 6-75 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-76 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-77 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-78 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-79 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-80 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-81 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-82 食事について課題と感じていること（中食が多い） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 



228 

食事の時間が不規則である 

 

図 6-83 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-84 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-85 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-86 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-87 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-88 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-89 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-90 食事について課題と感じていること（食事の時間が不規則である） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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欠食がある 

 

図 6-91 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-92 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-93 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-94 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-95 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-96 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-97 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-98 食事について課題と感じていること（欠食がある） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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食費がかかる 

 

図 6-99 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-100 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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図 6-101 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしている）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-102 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（単独世帯の性別・就業状況別クロス集計（仕事をしていない）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-103 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（末子年齢 18 歳以下・性別） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-104 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（子どものいる共稼ぎ夫婦（20～50 代）・性別） 

出典）MRI 作成 
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図 6-105 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（性別・世帯種類別クロス集計（単独世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 

図 6-106 食事について課題と感じていること（食費がかかる） 

（性別・世帯種類別クロス集計（夫婦のみの世帯、60 歳以上）） 

出典）MRI 作成 
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問 27 

あなたは、次のような食事をすることをどの程度望んでいますか。 

次の 5 段階でお答えください。[SA] 

・一日 3 食の食事を欠食せずにとる  

・規則正しい時間に食事をとる 

・家族や友人などと楽しく食事をとる 

・ご飯、パンや麺類などの「主食（ごはん、パン、麺など）」、肉や魚介類などの「主菜（肉

や魚介類など）」、野菜や豆・いも類などの「副菜（野菜や豆、・ いも類など）」がそろった

食事をとる 

・多くの食材を使った食事をとる 

・季節の食材を取り入れた食事をとる 

・ごはんを中心とした食事をとる 

・毎日味や種類の違う食事をとる 

・好きなものを中心に食事をとる 

・満腹になる食事をとる 

・費用をかけずに食事をとる 

・十分な量の食事をとる 

・費用をかけずに食事をとる 

・今より準備時間や手間をかけずに食事をとる 

・今より準備に時間をかけた食事をとる 
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一日 3 食の食事を欠食せずにとる 

 

図 6-107 理想の食事（一日 3 食の食事を欠食せずにとる）（性別・年代別クロス集計（男

性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-108 理想の食事（一日 3 食の食事を欠食せずにとる）（性別・年代別クロス集計（女

性）） 

出典）MRI 作成 
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規則正しい時間に食事をとる 

 

図 6-109 理想の食事（規則正しい時間に食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-110 理想の食事（規則正しい時間に食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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家族や友人などと楽しく食事をとる 

 

図 6-111 理想の食事（家族や友人などと楽しく食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-112 理想の食事（家族や友人などと楽しく食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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主食、主菜、副菜がそろった食事をとる 

 

図 6-113 理想の食事（主食、主菜、副菜がそろった食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-114 理想の食事（主食、主菜、副菜がそろった食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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多くの食材を使った食事をとる 

 

図 6-115 理想の食事（多くの食材を使った食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-116 理想の食事（多くの食材を使った食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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季節の食材を取り入れた食事をとる 

 

図 6-117 理想の食事（季節の食材を取り入れた食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-118 理想の食事（季節の食材を取り入れた食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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ごはんを中心とした食事をとる 

 

図 6-119 理想の食事（ごはんを中心とした食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-120 理想の食事（ごはんを中心とした食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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毎日味や種類の違う食事をとる 

 

図 6-121 理想の食事（毎日味や種類の違う食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-122 理想の食事（毎日味や種類の違う食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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好きなものを中心に食事をとる 

 

図 6-123 理想の食事（好きなものを中心に食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-124 理想の食事（好きなものを中心に食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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満腹になる食事をとる 

 

図 6-125 理想の食事（満腹になる食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-126 理想の食事（満腹になる食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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費用をかけずに食事をとる 

 

図 6-127 理想の食事（費用をかけずに食事をとる）（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-128 理想の食事（費用をかけずに食事をとる）（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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今より準備時間や手間をかけずに食事をとる 

 

図 6-129 理想の食事（今より準備時間や手間をかけずに食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-130 理想の食事（今より準備時間や手間をかけずに食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 
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今より準備に時間をかけた食事をとる 

 

図 6-131 理想の食事（今より準備に時間をかけた食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（男性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

図 6-132 理想の食事（今より準備に時間をかけた食事をとる） 

（性別・年代別クロス集計（女性）） 

出典）MRI 作成 

 

 

 


