
【静岡県】

（１）市町村の食育推進計画作成状況について
　（令和４年３月末時点）

全市町村数 うち、
計画作成市町村数

35 35

（２）市町村の食育推進計画の内容等について

　（令和４年３月末時点）

ＮＯ 市町村名 計画の名称 計画の位置付け 市町村の人口規模
計画が掲載されたＨＰのURL
（該当ページにリンクします）

政１ 静岡市 第３次静岡市食育推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成 ア・30万人以上 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003519_00001.html

政２ 浜松市 第3次浜松市食育推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成 ア・30万人以上 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/health/shyokuiku/dai3/index.html

1 下田市      第３次下田市食育推進計画 令和 2 年度 ～ 令和 6 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/030000kenkou_hoken/149852.html

2 東伊豆町      
えがお食育推進計画 ～第２次東伊豆
町食育推進計画～

平成 29 年度 ～ 令和 4 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/life/ent/2070.html

3 河津町      河津町第2次健康増進計画 令和 3 年度 ～ 令和 12 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

4 南伊豆町      南伊豆町健康増進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

5 松崎町      松崎町健康増進計画(第4期) 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2021041200035/

6 西伊豆町      西伊豆町健康増進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

7 熱海市      
あたみ腹ペコ食育推進計画（第三次熱
海市食育推進計画）

平成 29 年度 ～ 令和 4 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.city.atami.lg.jp/shisei/keikaku/1001338/1001341.html

8 伊東市      
第三次伊東市保健計画/伊東市食育推
進計画

令和 3 年度 ～ 令和 4 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shiseijoho/itoshinotorikumi/keikaku_shisaku/4362.html

市町村の食育推進計画の作成状況

計画作
成率

100.0%

現行計画の対象期間



ＮＯ 市町村名 計画の名称 計画の位置付け 市町村の人口規模
計画が掲載されたＨＰのURL
（該当ページにリンクします）

現行計画の対象期間

9 沼津市      第3次沼津市食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
ウ・10万人以上20万
人未満

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/various/syokuiku/index.htm

10 三島市      第3次三島市食育基本計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
ウ・10万人以上20万
人未満

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn034304.html

11 裾野市      第3次裾野市食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 13 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

エ・５万人以上10万人
未満

http://www.city.susono.shizuoka.jp/kenko/3/2/15612.html

12 伊豆市
伊豆しょく育元気プラン 第3次伊豆市食
育推進計画

令和 2 年度 ～ 令和 6 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008573.html

13 伊豆の国市 伊豆の国市食育推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 8 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kenkou/20170127.html

14 函南町      第3次函南町食育推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.town.kannami.shizuoka.jp/kenko/shokuiku/keikaku.html

15 清水町      第3次清水町食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kenko/kenko00061.html

16 長泉町      第3次長泉町食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 12 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kenko/4/7991.html

17 御殿場市      第2次御殿場市食育推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 10 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.gotemba.lg.jp/kenkou/c-1/c-1-11/2515.html

18 小山町      食育推進計画（小山町保健計画） 平成 25 年度 ～ 令和 4 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

オ・１万人以上５万人
未満

http://www.fuji-oyama.jp/kenkou_hokenkeikaku.html

19 富士市      第３次富士山おむすび計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
イ・20万人以上30万
人未満

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0102/fmervo0000009e2j.html

20 富士宮市      第4次富士宮市食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

ウ・10万人以上20万
人未満

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/citizen/visuf80000018kdw.html

21 島田市      島田市食育推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

22 焼津市      
やいづ健康いきいきプラン（第3次焼津
市食育推進計画）

平成 30 年度 ～ 令和 4 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

ウ・10万人以上20万
人未満

http://www.city.yaizu.lg.jp/g04-004/kenkoikiikiplan.html

23 藤枝市      第3期　元気ふじえだ健やかプラン 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

ウ・10万人以上20万
人未満

http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/i/kenko/keikaku/1463097297145.html

24 牧之原市 牧之原市食育推進計画 令和 2 年度 ～ 令和 6 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/17/33914.html



ＮＯ 市町村名 計画の名称 計画の位置付け 市町村の人口規模
計画が掲載されたＨＰのURL
（該当ページにリンクします）

現行計画の対象期間

25 吉田町
第2次健やかプラン吉田21
～吉田町健康増進計画・食育推進計画
～

令和 3 年度 ～ 令和 7 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

オ・１万人以上５万人
未満

http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/1494.htm

26 川根本町 保健計画・食育推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/kenkohukushi/5/1_1/5771.html

27 磐田市      
健幸いわた２１（第3次磐田市食育推進
計画）

平成 30 年度 ～ 令和 5 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

ウ・10万人以上20万
人未満

http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/keikaku/kenkou_fukushi/1005542.html

28 掛川市      かけがわ生涯お達者市民推進プラン 平成 30 年度 ～ 令和 9 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

ウ・10万人以上20万
人未満

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/7818.html

29 袋井市      
健康づくり計画（第3次袋井市食育推進
計画）

平成 28 年度 ～ 令和 4 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/9/1/keikaku_hokoku/1422534238996.html

30 湖西市      第3次湖西市食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kenkozoshinka/gyomuannai/9/10020.html

31 御前崎市      
御前崎市第２次健康増進計画・御前崎
市第２次食育推進計画

令和 1 年度 ～ 令和 8 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

オ・１万人以上５万人
未満

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kenko_iryo_kaigo/kenkodukuri/kenkodukuri_soudan/kennkouzousinnkeikaku.html

32 菊川市      
第２次菊川すこやかプラン～健康増進
計画・食育推進計画～

平成 29 年度 ～ 令和 5 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

オ・１万人以上５万人
未満

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kenkouchouju/23sukoyakapuran.html

33 森町      第２次森町食育推進計画 平成 27 年度 ～ 令和 5 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

オ・１万人以上５万人
未満

https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/choseijoho/machinokeikaku_torikumi/1281.html


