




はじめに

国では、平成 17 年に施行された食育基本法に基づき、

様々な食育の取組を着実に推進、進展させてきました。

しかし、食を取り巻く社会環境が大きく変化している今

日、食に関する価値観の違いやライフスタイルの多様化

への対応が、喫緊の課題となってきております。

平成 28 年に策定された国の「第３次食育推進基本計画」

においては、『若い世代を中心とした食育の推進』、『多様

な暮らしに対応した食育の推進』、『健康寿命の延伸につ

ながる食育の推進』、『食の循環や環境を意識した食育の

推進』、『食文化の継承に向けた食育の推進』の５つを重点課題として捉え、関係者

が多様に連携・協働し、更なる食育の進化・深化に向けて施策を展開していくこと

が求められています。

本市では、平成 20 年に「静岡市食育推進計画」、平成 25 年に「第２次静岡市食

育推進計画」を策定し、関係機関や団体と一体となって、食育を推進してまいりま

した。

本市においても、「食」への関心が高まっている一方、食塩の過剰摂取や栄養バ

ランスの偏り、朝食欠食などの食習慣の乱れ、それらに起因する生活習慣病の増加

に加え、食べ物を大切にする意識の希薄化などの課題を抱えています。

このたび策定した「第３次静岡市食育推進計画」では、「食を通じて未来を育み、

しずおかの『わ』を広げよう～健康長寿のまちづくりを食から～」を基本理念とし

て掲げました。

本市は、第３次総合計画及び５大構想に基づく「健康長寿のまち」の実現のため

に「知（地域参加）・食（食事）・体（運動）」を推進しており、本計画は「食」の

取組を推進する重要な役割を担っています。豊かな自然環境や多様で魅力的な食材

を活かし、市民一人ひとりが「食」について意識し、健全な食生活を実践すること

で「健康長寿世界一の都市」の実現を目指してまいります。

食育の取組は市民の皆様が主役です。また、関係機関、団体、企業等「食」に関

わるあらゆる方々との連携が重要であると考えております。今後ともより一層のご

理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

結びに、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力をいただきました静岡市食育推

進会議委員の皆様をはじめ、貴重なご意見を寄せていただきました関係機関・団体

及び多くの市民の皆様に、心より御礼申し上げます。

平成 30 年３月

静岡市長　田辺　信宏
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