
 

 

 

 

１ 目標指標と目標値 

 

1 食育に関心をもっている市民の割合 

  食育を市民運動として推進し、成果を上げるためには、市民一人ひとり

が自ら実践を心がけることが必要なため、まずはより多くの市民に食育に

関心をもってもらうことが欠かせません。このため、食育に関心をもって

いる市民の割合について次のとおり目標を設定します。 

 

 

2 ほとんど毎日家族と一緒に食事をしている子どもの割合 

 誰かと食事をする機会のない高齢者の割合  

  家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図る

ことは、食育の原点でもあり、共食※を通じて食の楽しさを実感し、食や

生活に関する基礎を習得する機会にもなります。このため、共食※をする

機会のない市民の割合について次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

ほとんど毎日家族と一緒に食事をして

いる子どもの割合 
子ども 81.6% 増やす 

誰かと食事をする機会のない高齢者の

割合 
高齢者 20.2％ 減らす 

 

3 地域にいるさまざまな人が集える共食※の場に参加したい市民の割合  

  ひとり親家庭や高齢者の一人暮らしが増えるなど、家族の状況や生活の

多様化により、家族の共食※が困難な人も増えています。共食※によりコミ

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

食育に関心をもっている市民の割合 大人 57.9% 増やす 
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ュニケーション等を図りたい人にとっては地域や所属するコミュニティ

等を通じて共食※する機会をもつことは重要です。このため、地域等で共

食※したいと思う市民の割合について、次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

地域にいるさまざまな人が集える共

食※の場に参加したい市民の割合 
大人 62.0% 増やす 

 

4 朝食を欠食する市民の割合  

  朝食を食べることは基本的な生活習慣を身に付ける上で重要であり、特

に若い世代は食育をつなぐ大切な担い手です。このため、20 歳代及び 30

歳代の男性について、次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

朝食を欠食する市民の割合 
20 代男性 55.3% 

30 代男性 37.6% 
減らす 

 

5 毎日朝食を食べる園児・児童生徒の割合  

  成長期にある子どもたちにとって、健全な食生活を営むことは健康な心

身を育むためにも欠かせないものであるとともに、将来の食習慣の形成に

大きな影響を及ぼします。このため、毎日朝食を食べる子どもの割合につ

いて次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

毎日朝食を食べる園児・児童生徒

の割合 

幼稚園児 92.0％ 

保育園児 91.5% 

小学生 87.9% 

中学生 84.9% 

増やす 

 

 



 

6 学校給食における地場産物を使用する割合  

  学校給食に地場産物を使用することは、子どもたちが食材を通じて地域

の自然や文化、産業等への理解を深めるとともに、生産や調理等に携わる

人々や食べ物への感謝の念を育む上で重要であるほか、地産・地消※の有

効な手段です。このため、学校給食に地場産物を使用する割合について、

次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

学校給食における地場産物を使用する

割合 

県内産 80.3% 

市内産 11.7% 
増やす 

 

7 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上ほぼ毎日食べて

いる市民の割合 

  生涯にわたって心身の健康を確保しながら健全な食生活を実践するた

めには、市民一人ひとりが栄養バランスに配慮した食事を習慣的にとるこ

とが必要です。このため、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を栄養バ

ランスに配慮した食事の目安とし、1 日 2 回以上ほぼ毎日食べている市民

の割合について、次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 現状値 
目標値 

(2023 年度) 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1

日 2 回以上ほぼ毎日食べている市民の割合 
－ 増やす 

 

8 毎食野菜料理を食べる市民の割合  

  生涯にわたって心身の健康を確保しながら市民一人ひとりが生活習慣

病※を予防し、また、重症化を予防するためには、副菜を不足なく摂取す

ることが必要です。このため、野菜を毎食摂取している市民の割合につい

て、次のとおり目標を設定します。 

 

 

 



 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

毎食野菜料理を食べる市民の割合 
子ども 21.7% 

大人 16.0% 
増やす 

 

9 塩分控えめにいつも心がけている市民の割合  

  生涯にわたって心身の健康を確保しながら市民一人ひとりが生活習慣

病※を予防し、また、重症化を予防するためには、食塩の過剰摂取を防ぐ

ことが必要です。このため、塩分控えめにいつも心がけている市民の割合

について、次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

塩分控えめにいつも心がけている市

民の割合 
大人 33.0% 増やす 

 

10 成人肥満者(ＢＭＩ25.0 以上)の割合 

男性(20 歳以上)女性(40 歳以上) 

生活習慣病※予防の観点から、成人肥満を減少させることが重要です。

このため、男性は 20 歳以上、女性は肥満者の割合が高くなる 40 歳以上

について、次のとおり目標を設定します。 

  

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

成人肥満者(ＢＭＩ25.0 以上)の割合 
男性 28.6% 

女性 17.5% 
減らす 

 

11 ゆっくり噛んで食べるよういつも心がけている市民の割合 

  健やかで豊かな生活を過ごすには、口腔の健康や摂食・嚥下等の口腔機

能の獲得・維持・向上と関連させた食育を推進することが重要です。この

ため、ゆっくりよく噛んで食べるよういつも心がけている市民の割合につ

いて、次のとおり目標を設定します。 



 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

ゆっくり噛んで食べるよういつも心が

けている市民の割合 
大人 17.4% 増やす 

 

12 農林漁業体験を経験した市民の割合  

  農林漁業の理解促進を深めるため、農林漁業に関する体験の機会を積極

的に提供することで、消費者と生産者と交流の場を増やすことが必要です。

このため、農林漁業体験を経験した市民の割合について、次のとおり目標

を設定します。 

 

目標指標 現状値 
目標値 

(2023 年度) 

農林漁業体験を経験した市民の割合 － 増やす 

 

13 食育の推進に関わるボランティア団体等で活動している市民の数  

  食育を市民運動として推進し、市民一人ひとりの食生活において実践し

てもらうためには、食生活の改善やその他の食育の推進に関して市内各地

で地域住民に密着した活動に携わるボランティアが果たす役割は重要で

す。このため、食育の推進に関わるボランティア数について次のとおり目

標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

 

目標値 

(2023 年度) 

食育の推進に関わるボランティア団体

等で活動している市民の数 
－ 増やす 

ねたろう食育博士認定者数 
(201８年度) 

537 人 
937 人 

 

 



 

14 食事を残さず食べる市民の割合  

  本来、食べられるにもかかわらず捨てられている、いわゆる食品ロス※

の削減に向けて取組を推進することが重要です。このため、食事を残さず

食べる市民の割合について、次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

食事を残さず食べる市民の割合 
子ども 58.5% 

大人 76.0% 
増やす 

 

15 生ごみを減らす工夫をしている市民の割合  

  環境に配慮した食育や食品廃棄物の発生抑制及び減量化を図る取組を

推進することが重要です。このため、生ごみを減らす工夫をしている市民

の割合について、次のとおり目標を設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

生ごみを減らす工夫をしている市民の

割合 
大人 81.5 % 増やす 

 

16「やまぐち食べきり協力店※」の登録店舗数 

  食品ロス削減を実践するホテル・旅館・飲食店等を増やし、事業者及び

消費者の意識啓発を図る取組を推進することが重要です。このため、「や

まぐち食べきり協力店※」の登録店舗数について、次のとおり目標を設定

します。 

 

目標指標 
現状値 

(201８年度) 

目標値 

(2023 年度) 

「やまぐち食べきり協力店※」の登録店

舗数 
8 件 増やす 

 



 

17 食事の時など、子どもたちに食べ方や食事のマナーを教えている市民

の割合(若い世代) 

  地域の伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地産・地消※へもつな

がる家庭での料理等が、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、食の

多様化により徐々に失われつつあります。特に、20 歳代 30 歳代の若い

世代は、次世代に食文化を伝える重要な存在です。このため、若い世代に

おいて、地域や家庭で受け継がれてきた食べ方や食事のマナーを教えてい

る市民の割合について、次のとおり目標設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

食事の時など、子どもたちに食べ方や

食事のマナーを教えている市民の割合

(若い世代) 

大人 63.9% 

20 代 35.4% 

30 代 80.6% 

増やす 

 

18 地元に伝わる料理を家庭でも食べる市民の割合  

 地域の伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地産・地消※へもつな

がる家庭での料理等が、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、食の

多様化により徐々に失われつつあります。このため、伝統食材をはじめと

した地域の食材を生かした郷土料理や伝統料理などを家庭でも食べる市

民の割合について、次のとおり目標設定します。 

 

目標指標 
現状値 

(2017 年度) 

目標値 

(2023 年度) 

地元に伝わる料理を家庭でも食べる市

民の割合 

子ども 39.0% 

大人 50.6% 
増やす 

 



 

目標指標と目標値のまとめ 

 
現状値 目標値

1 食育に関心をもっている市民の割合 大人57.9% 増やす

ほとんど毎日家族と一緒に食事をしている子どもの割合 子ども81.6% 増やす

誰かと食事をする機会のない高齢者の割合 高齢者20.2% 減らす

3 地域にいるさまざまな人が集える共食の場に参加したい市民の割合 大人62.0% 増やす

4 朝食を欠食する市民の割合
20代男性55.3%
30代男性37.6%

減らす

5 毎日朝食を食べる園児・児童生徒の割合

幼稚園児92.0%
保育園児91.5%
小学生87.9%
中学生84.9%

増やす

6 学校給食における地場産物を使用する割合
県内産80.3%
市内産11.7%

増やす

7
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている市民
の割合

― 増やす

8 毎食野菜料理を食べる市民の割合
子ども21.7%
大人16.0%

増やす

9 塩分控えめにいつも心がけている市民の割合 大人33.0% 増やす

10
成人肥満者（ＢＭＩ25.0以上）の割合
男性（20歳以上）女性（40歳以上）

男性28.6%
女性17.5%

減らす

11 ゆっくり噛んで食べるよういつも心がけている市民の割合 大人17.4% 増やす

12 農林漁業体験を経験した市民の割合 ― 増やす

食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している市民の数 ― 増やす

ねたろう食育博士認定者数 537人 937人

14 食事を残さず食べる市民の割合
子ども58.5%
大人76.0%

増やす

15 生ごみを減らす工夫をしている市民の割合 大人81.5% 増やす

16 「やまぐち食べきり協力店」の登録店舗数 ８件 増やす

17
食事の時など、子どもたちに食べ方や食事のマナーを教えている市民の割合
（若い世代）

大人63.9%
20代35.4%
30代80.6%

増やす

18 地元に伝わる料理を家庭でも食べる市民の割合
子ども39.0%
大人50.6%

増やす

2

※市の現状値は平成２９年（2017年）度～平成３０年（2018年）度

目標指標
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