
 

 

 

 

 

件  名 
「広島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（素案）」に対

する意見募集について 

 
１ 趣旨 

  令和４年７月に施行された「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事

業活動の促進等に関する法律（通称：みどりの食料システム法）」に基づき，「広島県環境負荷低

減事業活動の促進に関する基本的な計画」」を県と 23 市町で策定し，環境負荷低減に資する取組

を進めていくこととしている。この度，令和５年（2023）年度から令和９（2027）年度を期間と

する計画素案をまとめた。 

ついては，この計画素案に対して，県民の皆様からの意見を募集するパブリックコメントを実

施する。 

 

２ 意見募集の内容 

概要は別紙添付資料のとおり 

・広島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（素案） 

 

３ 募集期間 

  令和４年 12月 20日（火）～ 令和５年１月 19日（木） 

 

４ 意見募集に関する資料 

  次の方法により確認する。 

(1) 広島県ホームページ 

   【県民意見募集（パブリックコメント）】のページ 

    https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/midori-ikenbosyu.html 

 (2) 閲覧 

広島県農林水産局農業技術課（県庁本館４階） 

各農林水産事務所（農林事業所） 

※ 所在地は裏面参照 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，資料についてはなるべくダウンロードして

確認することを推奨 

 

５ 意見の提出方法 

  「御意見記入用紙」（広島県ホームページに掲載）に住所（市区町名まで），年齢及び意見を記

入の上，次のいずれかの方法で提出する。 

  なお，意見内容を正確に把握するため，電話による意見提出は受け付けていない。 
 
(1) 郵送     〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

広島県農林水産局農業技術課 あて 

（郵送の場合は令和５年１月 19日（木）の消印有効） 

(2) ファクシミリ 082-223-3566 

(3) 電子メール  nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp 

（件名は「基本計画パブリックコメント」とする。） 

 

６ 意見の反映・個人情報の取り扱い 

(1) 提出いただいた意見については，県の考えを示し，これを踏まえて決定した特定個人情報保

護評価書によって公表する。個別の回答は行わない。 

(2) 提出いただいた意見内容以外は公表しない。個人情報については，本事務に必要な範囲内で

適切に取り扱う。 

（裏面：資料閲覧場所一覧） 

 

資 料 提 供 

令和４年 12 月 20日 
課名 農業技術課 
担当 鈴木 
内線 ３５８４ 
直通 082-513-3585 



 

 

（資料閲覧場所） 

機関名 住所 電話 

行政情報コーナー 

（県庁南館１階） 
広島市中区基町 10-52 082-513-2380 

農林水産局農業技術課 

（県庁本館４階） 
広島市中区基町 10-52 082-513-3585 

西部農林水産事務所農村振興課 広島市中区基町 10-52 082-228-2111 

西部農林水産事務所呉農林事業所農村振興課 呉市西中央 1-3-25 0823-22-5400 

西部農林水産事務所東広島農林事業所農村振興課 東広島市西条昭和町 13-10 082-422-6911 

東部農林水産事務所農村振興課 福山市三吉町 1-1-1 084-921-1311 

東部農林水産事務所尾道農林事業所農村振興課 尾道市古浜町 26-12 0848-25-2011 

北部農林水産事務所農村振興課 庄原市東本町 1-4-1 0824-72-2015 

※ 土曜日，日曜日，祝日を除く毎日午前８時 30 分～午後 5 時 15 分まで（ただし，正午から午

後１時を除く。）。行政情報コーナーは午前８時 45 分～午後５時まで。 

 



「広島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（素案）」に対する 

県民意見募集について 

 

１ 趣旨 

広島県では，令和４年７月に施行された「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境

負荷低減事業活動の促進等に関する法律（通称：みどりの食料システム法）」に基づき，「広島県環

境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（以下「計画」という。）」を県と 23 市町により共

同で策定し，環境負荷低減に資する取組を進めていくこととしています。この度，令和５（2023）

年度から令和９（2027）年度を期間とする計画素案をまとめました。 

ついては，計画策定の参考とするため，この計画素案に対して，県民の皆様の御意見を幅広くお聴

きする県民意見募集（パブリックコメント）を実施します。 

 

２ 意見募集の内容 

  広島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（素案） 

 

３ 意見の募集期間 

  令和４年 12 月 20 日（火）から令和５年１月 19 日（木）【消印有効】 

 

４ 意見の提出方法・提出先 

（１） 提出方法・提出先 

   「御意見記入用紙」（広島県ホームページにも掲載しています。）に御記入の上，次のいず

れかの方法によって御提出ください。 

 

 

 

 

 

 

① 郵 送：〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

         広島県農林水産局 農業技術課 農業生産管理グループ 

② ＦＡＸ： 082-223-3566 

   ③ メール： nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp 

   ※御意見を正確に把握するため，電話での御意見の提出は受け付けておりませんので，御了

承ください。 

 

（２）その他 

・ 提出いただいた御意見については，個別に回答いたしませんので，あらかじめ御了承くだ

さい。 

意見募集概要 

○ 広島県ホームページ【県民意見募集（パブリックコメント）】 

  トップページ＞県政情報＞広報・広聴＞広報・広聴活動、パブリックコメント、記者会

見に関することなら＞パブリックコメント＞「広島県環境負荷低減事業活動の促進に関

する基本的な計画（素案）」に対する意見募集について 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/midori-ikenbosyu.html） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/midori-ikenbosyu.html


 

・ 個人情報については，本事務に必要な範囲内で適切に取り扱います。 

 

５ 資料の閲覧方法 

（１）閲覧期間・時間 

 令和４年 12月 20日（火）から令和５年１月 19日（木）（土曜，日曜，祝日及び年末年始を

除く。） 

 午前８時 30分から午後５時 15分まで（正午から午後１時を除く。） 

 

（２）閲覧場所 

機関名 住所 電話 

行政情報コーナー 

（県庁南館１階） 
広島市中区基町 10-52 082-513-2380 

農林水産局農業技術課 

（県庁本館４階） 
広島市中区基町 10-52 082-513-3585 

西部農林水産事務所農村振興課 広島市中区基町 10-52 082-228-2111 

西部農林水産事務所呉農林事業所農村振興課 呉市西中央 1-3-25 0823-22-5400 

西部農林水産事務所東広島農林事業所農村振興課 東広島市西条昭和町 13-10 082-422-6911 

東部農林水産事務所農村振興課 福山市三吉町 1-1-1 084-921-1311 

東部農林水産事務所尾道農林事業所農村振興課 尾道市古浜町 26-12 0848-25-2011 

北部農林水産事務所農村振興課 庄原市東本町 1-4-1 0824-72-2015 

 

６ 結果の公表 

 提出いただいた御意見（類似する御意見は取りまとめた上で）及び県の対応方針について

は，広島県ホームページで公表します。（提出者の情報については非公開） 

 

７ お問い合わせ先 

  広島県農林水産局農業技術課農業生産管理グループ 

  電話：082-513-3585 

  電子メール： nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp 

 



- 1 - 

 

広島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画（素案） 

 

令和５年○月○日作成 

 

広島県，広島市，呉市，竹原市，三原市，尾道市，福山市， 

府中市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，廿日市市， 

安芸高田市，江田島市，府中町，海田町，熊野町，坂町， 

安芸太田町，北広島町，大崎上島町，世羅町，神石高原町 

 

 

１ 本計画の策定背景 

農林水産業は，食料供給の機能に加え，自然循環機能を有する環境に調和した産業であ

るとともに，生産活動を通じて国土や美しい農山漁村景観の保全などの多面的機能の維

持・発揮に寄与し，その恵沢を将来にわたって，都市住民を含むすべての人が享受するた

めの重要な役割を担っている。 

本県では，多様化する食に対する消費者ニーズへの対応に併せ，消費者が信頼できる安

全で安心な農林水産物の生産・流通体制の整備が求められていることから，令和３年３月

に「2025広島県農林水産業アクションプログラム（以下，「アクションプログラム」とい

う。）（別添１）」を策定し，その基本理念「生産性の高い持続可能な農林水産業の確立」に

基づき，農林水産業の持続性を高め，競争力の強化につなげるために，企業経営体の育成

やスマート農業の実践等の施策を総合的に進めてきたところである。 

また，安全・安心な農産物を安定的かつ持続的に供給するため，「広島県環境にやさしい

農業推進方針（以下，「推進方針」という。）（別添２）」に基づき施策を推進している。推

進方針では，生産性の高い持続可能な農林水産業の確立を基本とし，環境負荷の低減に配

慮した環境にやさしい農業を推進することとしている。 

近年，気候変動や生物多様性の低下等，農林水産物及び食品の生産から消費に至る食料

システムを取り巻く環境は大きく変化しており，これらに対処するため，国においては農

林漁業の持続的発展等を確保する観点から，令和３年５月にみどりの食料システム戦略が

策定された。さらに，令和４年には同戦略の実現を目指す法制度として，「環境と調和のと

れた食料システムの確立のための環境負荷低減活動の促進等に関する法律（令和４年法律

第 37 号）（以下，「みどりの食料システム法」という。）」が制定・施行されたところである。 

本計画は，アクションプログラムが目指す施策の方向性を踏まえつつ，本県における環

境と調和した農林漁業の実現を目指し，みどりの食料システム法第 16 条第１項に規定する

基本計画として策定するものであり，同法第 16 条第２項各号の計画記載事項は２から７の

とおりとする。 

 

２ 環境負荷の低減に関する目標 

目標指標 基準（令和３年） 目標（令和９年） 

土づくり，化学肥料・化学農

薬の使用量を２割以上低減に

取り組む農業者数（経営体

数） 

１３８ ３３０ 
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３ 環境負荷低減事業活動の内容 

（１） 土づくり，化学肥料・化学農薬の使用削減の取組を一体的に行う事業活動（１号活動）      

廃止前の「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成 11年法律第

110号）」第４条第３項に規定する導入計画の認定（エコファーマー）の取組（土づくり

と併せて化学肥料・化学農薬の使用量を慣行栽培に比べ２割以上低減）を位置付けるこ

ととし，化学肥料及び化学農薬の使用量を慣行の５割以上低減する特別栽培及び有機農

業の取組を含め推進する。 

取組に当たっては，「広島県持続性の高い農業生産方式導入指針」に基づき，有機質資

材施用技術，化学肥料低減技術，化学農薬低減技術をそれぞれ実践すること。 

【具体的な取組例】 

・土壌診断の定期的な実施や診断結果及び作物の養分吸収特性に応じた適正施肥の実施 

・局所施肥技術の導入や有機質肥料の施用による化学肥料の低減 

・病害虫発生の予防を重視したＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）の導入による化学農

薬の低減 

 

（２） 温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動（２号活動） 

省エネ設備の導入，廃熱，バイオマス等の自然エネルギーや環境制御システムの活用

など，収益性を確保しながら温室効果ガスの排出量の削減に資する取組を推進する。 

また，稲作や畜産由来のメタンの発生抑制に向けた取組をあわせて進める。 

【具体的な取組例】 

・農林業機械・漁船の燃料削減などによる省エネ化の取組 

・施設園芸でのヒートポンプの導入 

・水田作の秋耕実施や中干しの延長 

 

（３） その他の環境負荷低減に資する事業活動（３号活動） 

その他，みどりの食料システム法施行規則第１条第１項の農林漁業に由来する環境へ

の負荷の低減に相当程度資するものとして農林水産大臣が定める事業活動について推進

する。 

   【具体的な取組例】 

・土壌を使用しない栽培技術の実施及び化学肥料・化学農薬の使用減少 

・養殖業の餌料の適正投与等による環境への負荷の原因となる物質の量の減少 

・土壌炭素貯留に資する土壌改良資材の農地への施用 

・プラスチック資材の排出又は流出の抑制 

 

４ 特定区域の設定 

別紙のとおり 

 

５ 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用することが期待される基盤確立事業の内容 

（１） スマート農業技術の活用 

生産技術・生産工程をデータで「見える化」し，生産管理手法の改善を図るなど，ス

マート農業技術の活用を進めるための地域での共同利用や，メーカーや研究機関と連携

を促進する。 

 

（２） 堆肥の広域的な流通の円滑化 
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堆肥の成分分析やペレット化など，堆肥の高品質化を促進する。 

 

６ 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進 

   推進方針及び「広島県地産地消促進計画」（別添３）に基づき，消費者の理解と関心を

高めるため，県ホームページ等を通じて認定制度等の解説や生産者の紹介及び生産物の販

売先などの情報を提供する。 

また，集出荷拠点の整備を進めつつ，インターネットの活用，直売所，道の駅及び量販

店などの販路開拓，イベントの開催，食育並びに地産地消の取組などと連携することによ

り，適正な価格で取引されるよう，ＰＲを行う。 

 

７ その他環境負荷低減事業活動の促進に関する事項 

環境負荷低減事業活動の促進に当たっては，県，市町，農林漁業団体等の関係者が連携

して認定制度の活用を促す。また，特定区域の積極的な設定を通じて地域のモデル的な取

組を創出し，その事例の横展開が図られるよう努める。  

なお，施策の推進に当たっては，みどりの食料システム戦略の関連予算，税制・金融の

特例，その他国の関連施策を有効に活用するとともに，消費者ニーズや現場の実情を踏ま

えながら，環境負荷低減事業活動の促進に資する施策を講ずることとする。 

 

（別添１）2025広島県農林水産業アクションプログラム 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/735477_7240360_misc.pdf 

 

（別添２）広島県環境にやさしい農業推進方針 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/511466.pdf 

 

（別添３）広島県地産地消促進計画 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/735929_7253416_misc.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/735477_7240360_misc.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/511466.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/735929_7253416_misc.pdf
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特定区域の計画（神石高原町） 
 

令和５年○月○日  

 

１ 特定区域の区域 

（１）区域 

   神石高原町神石地区 

（２）地区設定の考え方 

   神石地区は，有機栽培のほ場が多く，町内での環境保全型農業直接支払交付金事業の交付対

象面積の６割が当該地区に既に存在している。今後，国立研究開発法人農業・食品産業技術総

合研究機構西日本農業研究センター（以下，「農研機構」という。）との連携やみどり戦略交付

金の活用などを通じて，さらに拡大し，有機農業の産地育成に取り組んでいくこととしている。 

 

２ 特定環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容 

① 有機農業による生産活動 

   有機栽培の農業者等で組織する「神石高原有機農業推進協議会」を中心に，毎年ほ場の土壌

分析と診断結果に基づく施肥の実施を行い，安心安全な野菜の安定共有に努めている。 

   現在，農研機構と連携し，町内の有機質資材を活用した堆肥の試作等を行うとともに，みど

り戦略交付金を活用し，新規就農者でも取り組みやすい「土づくりマニュアル」の作成等に取

り組んでおり，これらの成果を地域で有効活用することで，地区内のさらなる有機栽培面積及

び有機農業者の増加を図り，有機農業の生産団地の形成を促進する。 

   また，有機農産物の共同販売組織である「特定非営利法人オーガニック＆メディカル七福神」

と連携し，学校給食への農産物の提供や直売施設での有機コーナーの設置などを通じて有機農

産物の販路の拡大に地域ぐるみで取り組むものとする。 

 

別紙 


