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第１章 計画策定にあたって 
 
１．計画更新の趣旨 
本市では、平成 23 年３月に「県下一の農業地帯で育まれる、活力ある阿波市農業」

を将来像とした「第１次阿波市農業振興計画」を策定しました。本市が抱える主な課題

を解決するため、重点的に取り組む施策を「３つの重点プロジェクト」と位置付け、様々

な施策を展開してきました。 

しかしながらこの間、多くの国との経済連携協定（ＥＰＡ）の締結や妥結、環太平洋

戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）合意後における国内での法案成立とアメリカの離脱、本

格的な人口減少社会の到来により、農業従事者の高齢化や耕作放棄地の拡大等、地方創

生による生産地間の競争激化などに加え、農業が地球規模での競争時代へ突入していま

す。 

そのため、こうした農業を取り巻く環境や社会情勢の変化を踏まえつつ、生産性の向

上や担い手の育成、ブランド化等を促進させるなど、持続可能で収益力が高い本市農業

の発展、さらに次代へ継承する取り組みがますます重要となっています。 

このような中、国においては、平成27年４月に「食料・農業・農村基本計画」が、

また徳島県においては平成27年12月に「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」

が策定され、具体的な目標のもとに各種施策を講じることとされています。 

そこで、本市においても「第１次阿波市農業振興計画」の施策や進捗状況等を検証す

るとともに、新たな課題・問題等に柔軟に対応できる施策の展開を図るため、「第２次

阿波市農業振興計画」を策定しました。 

 

 

２．第１次阿波市農業振興計画を振り返って 
「第１次阿波市農業振興計画」では、本市が抱える主な課題を解決するために「阿波

市ブランド」、「地産地消」、「集落営農組織」の３つの課題に重点を置き、県内では、例

のない市単独の取り組みとして「活力ある阿波市農業振興事業」を創設し、様々な施策

を講じてきました。 

具体的には、ブランド育成品目の生産販売体制強化や特

産品認証制度の構築、産直市の建設促進や学校給食農産物

供給協議会の設立、また加工施設の整備や加工品の開発促

進、さらに農業経営の法人化や集落営農組織の設立、多く

の野菜ソムリエの育成などにつなげることができました。 

しかし、一定の成果はあったものの、本市農業の維持・

発展に向けた抜本的な改革までには至らないため、農業従

事者の高齢化や消費者ニーズの多様化など農業を取り巻く

環境の変化を踏まえつつ、今までの生産面だけではなく、

販売面にも重点を置いた計画づくりが重要です。 
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３．計画の位置付け 
「第２次阿波市農業振興計画」は、「第２次阿波市総合計画」の取り組み方針別の計

画として位置付け、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」等の農業関連

計画を踏まえ、効果的に施策の展開を図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画期間と実施 
計画期間は、平成 30 年度から概ね５年間とし、「第２次阿波市総合計画」と連動し

て改定を行うものとします。 

本計画は、「第２次阿波市総合計画」や「阿波市総合戦略」との調整を図り、具体的

な施策の展開を図るとともに、進捗状況や社会情勢の変化に応じて適宜必要な見直しを

行い、実情に応じた計画内容としていきます。 

  

関連する法律・計画等 
 

・食料・農業・農村基本計画 

・農業経営基盤強化促進法等 

関連法 

国 

・食料・農林水産業・農山漁村基本計画 

・農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針 

ほか農業関連計画・方針 

徳島県 

前期基本計画 

後期基本計画 

第２次阿波市総合計画・総合戦略 

基本構想 

実施計画 

阿波市総合戦略 

 
阿波市農業関係計画等 

農業経営基盤強化の促進に関する基本構想 

阿波市農業振興地域整備計画 
人・農地プラン 
ブランド産地構造改革計画 
阿波市学校給食地産地消推進計画 
阿波市健康増進計画・食育推進計画 など 

関連計画 

第２次阿波市農業振興計画 
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５．第２次阿波市農業振興計画策定体制 
計画策定にあたっては、市長からの諮問を受け、専門的な見地からより広く調査及び

審議する「阿波市農業振興審議会」において、各種基礎調査（市場調査、農業関係者ア

ンケート調査、農産物作付調査等）の結果を踏まえた上で、十分な審議を行い、パブリ

ックコメントを経て、「第２次阿波市農業振興計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の期間と実施】 

第２次阿波市農業振興計画策定体制図 

 
 
 
市長からの諮問を受け、農業の専門的な

見地から、より広く調査及び十分に審議

し、「第２次阿波市農業振興計画」の原

案を策定する。 

阿波市農業振興審議会 

       
農業団体等の担当者レベルを委

員とする作業部会を設置し、基礎

調査結果の分析、または農業者等

からの意見、助言、提言を踏まえ

て計画の素案を作成する。 

作業部会の設置 

阿波市  
                     

※パブリックコメントの実施 

阿波市長 
諮問 

答申 

 

 

基礎調査の実施 

①農産物の作付調査 
②農業関係者アンケート調査 
③市場調査 
④消費者アンケート調査 

農業振興課 

調査結果 

報告 

徳島大学生物資源産業学部 農業者・市民・関係者 

【意見聴取による助言・提言】 【連携による基礎調査実施・報告】 

計画：平成 30～34 年度（概ね５年間） 

【第２次阿波市農業振興計画】 

総合戦略：平成 27～31 年度（５年間） 

基本方針：農業振興の方向性設定 
     [５つの農業振興の柱] 
主要施策：基本方針別の主要施策設定 

[具体的な施策] 
重点事業：重点的に実施する施策設定 

[３つの重点プロジェクト] 
 

前期基本計画：平成 29～33 年度（５年間） 
後期基本計画：平成 34～38 年度（５年間） 

基本構想：平成 29～38 年度（10 年間） 

実施計画：毎年度見直し 

【第２次阿波市総合計画・総合戦略】 
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６．計画推進体制（各主体の役割） 
「第２次阿波市農業振興計画」の将来像の実現には、農業者はもとより、農業協同組

合（ＪＡ）、市民、民間団体、各種学校、行政など各種関係機関の連携した取り組みが

重要です。計画の実現に向け、各主体が担う主な役割を以下に示します。 

 

◆農業者・農業団体 

・農業の担い手、農地・農業環境の管理者として計画を主体的に進めます。 

・消費者ニーズの把握や関心に対応した農業生産・販売を行います。 

・農業を発展させるために、市民・市民団体、民間団体、行政との連携を図ります。 

 

◆農業協同組合（ＪＡ） 

・農業者・農業団体の活性化を図るための取り組みを進めます。 

・農業技術の指導や農業経営のアドバイスを行い、より良い営農環境をつくります。 

・農業者・農業団体と市民・市民団体、民間団体、行政を結ぶ役割を果たします。 

 

◆農地中間管理機構 

・農地の貸借が安心してできる公的な中間受け皿として農地の有効活用を進めます。 

・農地を借り受けて担い手に貸し付け、農地の集積・集約化や耕作放棄地の解消を進め

ます。 

 

◆市民・市民団体 

・農地の保全や有効活用など地域環境の担い手として計画を主体的に進めます。 

・農業の理解者として農業者・農業団体との連携、支援を進めます。 

・阿波市産農産物を積極的に消費し、本市農業を支えます。 

・地産地消による安全・安心で新鮮な農産物を採り入れ、健康づくりに役立てます。 

 

◆民間団体（商工観団体・企業・ＮＰＯ等） 

・地域の構成員として、地場流通など地域自給率向上への協力や農業者・農業団体と市

民を結ぶ役割を果たします。 

・人材や経営ノウハウなどを提供します。 

 

◆各種学校 

・幼保・小中学校等は、関係機関と連携し、子どもたちへの食育を進めます。 

・若者の目線と感性から農業に関する意見や情報提供を行います。 

・学校給食に市内産農産物を使用します。 

 

◆行政（阿波市） 

・団体や個人の取り組みを支援します。 

・計画に基づく施策が実現できるよう計画的に進めます。 

・計画や具体的施策に関する情報提供を行います。 

・必要に応じて計画の実践に関する組織づくりや合意形成などを進めます。 
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◆農業委員会 1 

・農業委員は、農家や農業者の代表として、各地域において計画の普及や現場の声を行

政・政策へ反映することに努めるとともに、農地情報の収集に基づく優良農地の保全

や担い手への集積活動を通して、本市農業の振興を進めます。 

・農地利用最適化推進委員は、現場活動を通じて、担い手への農地利用の集積・集約化、

遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進を図ります。 

・農業委員会は、農地の権利移動や保全、また農地集積と担い手の育成等を進めること

により、この計画を実践します。 

 

 

７．阿波市の概況 

 

 

本市は、徳島県の中央北部の吉野川北岸に位置し、東は上板町、西は美馬市、南は

吉野川市、北は香川県東かがわ市に隣接しています。北部の県境には、阿讃山脈が連

なり、緑豊かな山々を有しており、これらを源とする宮川内谷川、九頭宇谷川、日開

谷川、大久保谷川、伊沢谷川が南に流れ、それぞれに南面傾斜の扇状地を形成してい

ます。南部には四国最大の河川・吉野川が西から東に流れ、その川中島である善入寺

島や北岸に東西に開けた平野部は、地味肥沃な土壌を生かした高品質な農産物の産地

を形成しています。気候は、瀬戸内海式気候に属し、南面傾斜のお陰で日照時間が長

いといった特徴があります。また、温暖で降雨量が比較的少なく、阿讃山脈と四国山

地に囲まれた地形により台風被害を受けにくい地域となっています。なお、総面積は、

191.11km2となっており、徳島市（191.62km2）と同程度で、徳島県 24 市町村

の中で８番目に広い面積となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
1 農地の売買・贈与・貸借（賃貸借・使用貸借）・転用（永久転用・一時転用）等の農地法上の許可等の手続きや農

業経営に関する相談や担い手支援を行っている。 

【 阿波市の位置 】 

 

位置 １ 
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平成 27 年の国勢調査による人口は 37,202 人、世帯数は 13,108 世帯、世帯当

たりの人口は 2.84 人であり、平成２年と比較すると 6,102 人（14.1％）減少して

います。 

平成 27 年の年齢別人口構成比は、年少人口（０～14 歳）は 11.1％、生産年齢人

口（15～64 歳）は 55.4％、老年人口（65 歳以上）は 33.4％となっています。 

 
阿波市の人口と世帯数の推移 

 

 

 

単位：人、世帯

年次 人口 世帯数

平成２年 43,304 11,587

平成７年 42,657 11,947

平成12年 42,388 12,657

平成17年 41,076 13,046

平成22年 39,247 13,252

平成27年 37,202 13,108

資料：国勢調査

人口 ２ 
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阿波市の年齢別人口の推移 

 
 

 

単位：人、％

14歳以下 15～64歳 65歳以上

43,304 7,842 27,996 7,459
（100） （18.1） （64.6） （17.2）
42,657 6,627 26,932 9,087

（100） （15.5） （63.1） （21.3）
42,388 5,741 26,219 10,424

（100） （13.5） （61.9） （24.6）
41,076 5,113 24,908 11,054

（100） （12.4） （60.6） （26.9）
39,247 4,595 23,267 11,305

（100） （11.7） （59.3） （28.8）
37,202 4,134 20,593 12,427

（100） （11.1） （55.4） （33.4）
注）人口計には年齢不詳を含む。（　）内は構成比。 資料：国勢調査

平成17年

平成22年

平成27年

計年次

平成２年

平成７年

平成12年
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第２章 阿波市農業の現状 
 
１．農家の現状 

 

 

平成 27 年の総農家数 2は 3,636 戸で、国勢調査による本市の世帯数 13,108 戸に

占める割合は約３割となっています。また、総農家数に占める販売農家 3の割合は

66.3％（2,409 戸）で、自給的農家数 4は 33.7％（1,227 戸）となっています。 

次に、農家数の動向については、平成 17 年と平成 27 年を比較すると 10 年間で

17.8%（787 戸）減少しており、そのうち販売農家が 21.7％（666 戸）の減少で自

給的農家が 9.1％（121 戸）の減少となっており、販売農家の減少が主な原因となっ

ています。 

農家数の推移 

 

 

                                                      
 
2 調査期日現在で、経営耕地面積が 10ａ以上の農業を営む世帯または経営耕地面積が 10ａ未満であっても、調査期

日前１年間における農産物販売金額が 15 万円以上あった世帯をいう。 
3 経営耕地面積が 30ａ以上または調査期日前１年間における農産物販売金額が 50 万円以上の農家をいう。 
4 経営耕地面積が 30ａ未満で、かつ調査期日前１年間における農産物販売金額が 50 万円未満の農家をいう。 

単位：戸、％

販売農家数 自給的農家数
5,399 4,199 1,200

（100） （77.8） （22.2）
5,032 3,931 1,101

（100） （78.1） （21.9）
4,744 3,606 1,138

（100） （76.0） （24.0）
4,423 3,075 1,348

（100） （69.5） （30.5）
4,111 2,781 1,330

（100） （67.6） （32.4）
3,636 2,409 1,227

（100） （66.3） （33.7）
資料：農林業センサス

年次 総農家数

注）（　）内は構成比。

平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

農家数 １ 
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専兼業別農家数（販売農家）を平成 17 年と平成 27 年で比較すると、専業農家 5が

99 戸（12.3%）の増加、第１種兼業農家 6が 236 戸（44.9%）、第２種兼業農家 7が

529 戸（30.3%）減少しています。平成 27 年の専兼業別農家数（販売農家）の構成

比をみると、専業農家が 901 戸（37.4％）、第１種兼業農家が 290 戸（12.0%）、第

２種兼業農家が 1,218 戸（50.6%）となっており、他の仕事を主としながら農業して

いる第２種兼業農家が大半を占めています。 

 
専兼業別農家数の推移（販売農家） 

 

 

                                                      
 
5 世帯員の中に兼業従事者が１人もいない農家をいう。 
6 農業を主とする兼業農家をいう。 
7 農業を従とする兼業農家をいう。 

単位：戸、％

専業農家 第１種兼業 第２種兼業

4,199 983 856 2,360
（100） （23.4） （20.4） （56.2）

3,931 885 841 2,205
（100） （22.5） （21.4） （56.1）

3,606 836 642 2,128
（100） （23.2） （17.8） （59.0）

3,075 802 526 1,747
（100） （26.1） （17.1） （56.8）

2,784 888 400 1,496
（100） （31.9） （14.4） （53.7）

2,409 901 290 1,218
（100） （37.4） （12.0） （50.6）

注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

平成17年

平成22年

平成27年

年次 販売農家計

平成 2 年

平成 7 年

平成12年

専兼業別農家数 ２ 
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農業就業人口 8（販売農家）は、減少傾向にあり、平成 17 年と平成 27 年で比較す

ると 1,554 人（28.0%）減少しており、男女別に比較すると男性が 558 人（21.5％）

減少、女性が 996 人（33.8%）減少しており、特に女性が著しく減少しています。 

平成 27 年の年齢階級別の構成比をみると、15～29 歳が 73 人（1.8%）、30～

59 歳が 782 人（19.6%）、60～64 歳が 674 人（16.9%）、65 歳以上が 2,458

人（61.7%）となっており、65 歳以上が大部分を占めています。 

 

農業就業人口の推移（販売農家） 

 

 
 

                                                      
 
8 農業のみに従事した人または農業とその他の仕事の両方に従事した人のうち農業が主の人のこと。 

単位：人、％

男 女
7,674 3,210 4,464

（100） （41.8） （58.2）
6,796 2,942 3,854

（100） （43.3） （56.7）
6,389 2,844 3,545

（100） （44.5） （55.5）
5,541 2,592 2,949

（100） （46.8） （53.2）
5,032 2,447 2,585

（100） （48.6） （51.4）
3,987 2,034 1,953

（100） （51.0） （49.0）
注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

年次 合計

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

平成 7 年

平成 2 年

農業就業人口 ３ 
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年齢別農業就業人口の推移（販売農家） 

 
 

 

 

年齢別農業就業人口（男）の推移 

 

単位：人、％

15～29歳 30～59歳 60～64歳 65歳以上 15～29歳 30～59歳 60～64歳 65歳以上

6,389 2,844 180 692 360 1,612 3,545 151 1,136 464 1,794
（100） （44.5） （2.8） （10.8） （5.6） （25.2） （55.5） （2.4） （17.8） （7.3） （28.1）

5,541 2,592 166 648 260 1,518 2,949 70 941 331 1,607
（100） （46.8） （3.0） （11.7） （4.7） （27.4） （53.2） （1.3） （17.0） （6.0） （29.0）

5,032 2,447 129 537 376 1,405 2,585 70 681 363 1,471
（100） （48.6） （2.6） （10.7） （7.5） （27.9） （51.4） （1.4） （13.5） （7.2） （29.2）

3,987 2,034 43 374 324 1,293 1,953 30 408 350 1,165
（100） （51.0） （1.1） （9.4） （8.1） （32.4） （49.0） （0.8） （10.2） （8.8） （29.2）

注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

年次 合計 男 女
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年齢別農業就業人口（女）の推移 

 

 

 

 

基幹的農業従事者数 9（販売農家）は、減少傾向にあり、平成 17 年と平成 27 年で

比較すると 845 人（20.8%）減少しており、男女別に比較すると男性が 274 人

（13.3％）減少、女性が 571 人（28.6%）減少しており、比較すると女性の減少割

合が大きくなっています。 

平成 27 年の年齢階級別の構成比をみると、15～29 歳が 17 人（0.5%）、30～

59 歳が 647 人（20.1%）、60～64 歳が 581 人（18.1%）、65 歳以上が 1,968

人（61.3%）となっており、65 歳以上が大部分を占めています。 

 

基幹的農業従事者数の推移（販売農家） 

 
                                                      
 
9 ふだん仕事として主に農業に従事している人のこと。 

単位：人、％

男 女
4,495 2,244 2,251

（100） （49.9） （50.1）
4,058 2,064 1,994

（100） （50.9） （49.1）
3,772 2,038 1,734

（100） （54.0） （46.0）
3,213 1,790 1,423

（100） （55.7） （44.3）
注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

平成22年

平成27年

年次 合計

平成12年

平成17年

基幹的農業従事者数 ４ 
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年齢別基幹的農業従事者数の推移（販売農家） 

 

 

年齢別基幹的農業従事者数（男）の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人、％

15～29歳 30～59歳 60～64歳 65歳以上 15～29歳 30～59歳 60～64歳 65歳以上
4,495 2,244 23 658 325 1,238 2,251 18 825 356 1,052

（100） （49.9） （0.5） （14.6） （7.2） （27.5） （50.1） （0.4） （18.4） （7.9） （23.4）

4,058 2,064 53 613 229 1,169 1,994 9 689 252 1,044
（100） （50.9） （1.3） （15.1） （5.6） （28.8） （49.1） （0.2） （17.0） （6.2） （25.7）

3,772 2,038 37 507 348 1,146 1,734 13 489 289 943
（100） （54.0） （1.0） （13.4） （9.2） （30.4） （46.0） （0.3） （13.0） （7.7） （25.0）

3,213 1,790 12 356 307 1,115 1,423 5 291 274 853
（100） （55.7） （0.4） （11.1） （9.6） （34.7） （44.3） （0.2） （9.1） （8.5） （26.5）

注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

平成27年

年次 合計 男 女

平成12年

平成17年

平成22年
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年齢別基幹的農業従事者数（女）の推移 

 

 

 

 

平成 27 年の販売農家における農業後継者は、同居農業後継者がいる農家が 716

戸（29.7％）、同居農業後継者がいない農家が 1,693 戸（70.3％）になっています。 

しかし、同居農業後継者はいないが、世帯から離れて住んでいる農業後継者がいる

農家（18.0％）を合わせると、後継者がいる販売農家は 47.7％となっています。 

 
農業後継者の有無別農家数 

 
 
  

単位：戸、％

小計
男の同居

農業後継者
女の同居

農業後継者
小計

他出農業
後継者がいる

他出農業
後継者がいない

2,409 716 646 70 1,693 433 1,260
（100） （29.7） （26.8） （2.9） （70.3） （18.0） （52.3）

注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

同居農業後継者がいる 同居農業後継者がいない
年次 合計

平成27年

農業後継者の有無別農家数 ５ 



15 
 

 
 

畜産農家数（販売農家）を平成 17 年と平成 27 年の 10 年間で比較すると、乳用牛

が 22 戸（44.0%）の減少、肉用牛が 26 戸（36.6%）の減少、豚が 7 戸（63.6％）

の減少、ブロイラーが２戸（22.2%）の減少となっており、採卵鶏以外の部門におい

て減少傾向が続いています。 

 
畜産農家数の推移（販売農家） 

 

 

  

単位：戸、頭、羽

農家数 飼養頭数 農家数 飼養頭数 農家数 飼養頭数 農家数 飼養羽数 農家数 出荷羽数

平成 7 年 98 3,022 214 9,673 58 14,417 10 x 15 x

平成12年 71 2,558 104 6,091 17 5,855 4 x 13 x

平成17年 50 2,286 71 5,423 11 x 3 x 9 x

平成22年 42 2,124 57 4,310 7 10,822 5 63 8 4,940

平成27年 28 1,594 45 3,417 4 6,469 3 12 7 955
資料：農林業センサス

採卵鶏 ブロイラー
年次

乳用牛 肉用牛 豚

畜産農家数と飼養頭羽数 ６ 
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平成 27 年の農業法人経営体 10数は 42 経営体で、平成 17 年と平成 27 年を比較

すると 10 年間で 13 経営体(44.8%）増加しており、農業経営の法人化が進んでい

ます。 

 

農業法人経営体数の推移 

 

 

  

                                                      
 
10 農業経営体のうち、法人化して事業を行う者（一戸一法人は含む）をいう。 

単位：経営体

年次 平成17年 平成22年 平成27年

法人経営体数 29 34 42

資料：農林業センサス

農業法人経営体数 ７ 
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本市農業の中心的な担い手である農業経営改善計画の認定を受けた農業者（以下「認

定農業者」）は、平成 23 年に政権交代による農業施策の転換により急激に減少しまし

た。しかし、最近では徐々に増加しており平成 28 年３月 31 日現在で、274 人とな

っています。 

 
認定農業者数の推移 

 

 
 

単位：人

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

204 493 522 535 543 515 266 254 246 271 274

吉野町 29 108 110 108 109 105 34 48 47 48 50

土成町 43 96 107 117 120 120 80 72 62 80 80

市場町 87 184 185 189 192 176 84 75 77 83 79

阿波町 45 104 115 115 115 110 65 56 58 59 64

その他 － 1 5 6 7 4 3 3 2 1 1

資料：市統計データ

内
訳

阿波市

年度

認定農業者数 ８ 
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２．土地の現状 

 

 

耕地面積 11は、毎年減少傾向にあり、平成 17 年と平成 28 年を比較すると 220ha

（5.6%）減少しています。 

 

耕地面積の推移 

 

 
  

                                                      
 
11 農作物の栽培を目的とする土地の面積をいい、畦畔を含む。 

単位：ha

年次 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

耕地面積 3,930 3,830 3,810 3,790 3,770 3,710

資料：農林水産省耕地面積調査

耕地面積 １ 
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経営耕地面積 12（販売農家）は、減少傾向にあり、平成 17 年と平成 27 年を比較

すると 236ha（8%）減少しています。田の減少面積が 285ha で最も多くなってい

ます。増減割合からみると、田が 11.4%、樹園地が 37.1%それぞれ減少しているの

に対し、畑が 47.1%増加しています。 

平成 27 年の地目別構成比は、田が 2,222ha（85.1%）、畑が 306ha（11.7%）、

樹園地が 83ha（3.2%）となっています。 

 
経営耕地面積の推移（販売農家） 

 

 

 
 

                                                      
 
12 農家が経営している耕地をいい、自家で所有し耕作している耕地と、よそから借りて耕作している耕地の合計。 

単位：ha、％

田 畑 樹園地
3,582 3,057 255 270

（100） （85.3） （7.1） （7.5）
3,373 2,843 308 222

（100） （84.3） （9.1） （6.6）
3,195 2,770 254 171

（100） （86.7） （7.9） （5.4）
2,847 2,507 208 132

（100） （88.1） （7.3） （4.6）
2,752 2,404 239 109

（100） （87.4） （8.7） （4.0）
2,611 2,222 306 83

（100） （85.1） （11.7） （3.2）
注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

平成22年

平成27年

年次 計

平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

経営耕地面積 ２ 
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１戸当たり経営耕地面積（販売農家）は 107a で、平成 17 年と平成 27 年を比較

すると 14a（15.1%）増加しており、地目別には田が９a（11.0%）、畑が６a（85.7%）

の増加、樹園地が１a（25.0%）の減少となっています。 

また、１戸当たりの経営耕地面積は、年々増加傾向にあり、農地集積が進んでいる

ことも一つの要因として考えられます。 

 
1戸当たり経営耕地面積の推移（販売農家） 

 
 

 

 

単位：ａ、％

田 畑 樹園地
85 73 6 6

（100） （85.9） （7.1） （7.1）
86 72 8 6

（100） （83.7） （9.3） （7.0）
89 77 7 5

（100） （86.5） （7.9） （5.6）
93 82 7 4

（100） （88.2） （7.5） （4.3）
99 86 9 4

（100） （86.9） （9.1） （4.0）
107 91 13 3

（100） （85.0） （12.1） （2.8）
注）（　）内は構成比。 資料：農林業センサス

平成22年

平成27年

年次 計

平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

１戸当たり経営耕地面積 ３ 
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耕作放棄地 13面積（総農家）は、増加傾向にあり、平成 17 年と平成 27 年を比較

すると、24ha（14.8%）増加しています。 

 
阿波市の耕作放棄地面積の推移（総農家） 

 
 

 
 

                                                      
 
13 耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の間に再び作付け（栽培）する意思の

ない土地。 

単位：ｈa

年次 平成 2 年 平成 7 年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

阿波市 70 79 144 162 160 186

資料：農林業センサス

耕作放棄地 ４ 
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３．農業生産の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現地調査による農作物作付面積（二期作面積含む） １ 

№ 種別 品目 面積（㎡）
（二期作含む）

№ 種別 品目 面積（㎡）
（二期作含む）

1 穀物類 水稲 20,697,280 41 葉菜類 小松菜 28,169
2 葉菜類 ブロッコリー 2,803,887 42 葉菜類 アスパラガス 26,008
3 葉菜類 レタス 2,314,230 43 果菜類 ゴーヤ 23,392
4 葉菜類 キャベツ 1,533,069 44 果菜類 メロン 19,938
5 葉菜類 つみ菜 756,315 45 果菜類 大豆 18,063
6 葉菜類 ねぎ 529,255 46 葉菜類 ニラ 15,716
7 果菜類 なす（露地） 516,809 47 果樹 いちぢく 14,420
8 果樹 ぶどう 478,045 48 根菜類 かぶ 13,550
9 根菜類 にんじん 412,724 49 葉菜類 パセリ 11,277

10 根菜類 だいこん 409,249 50 葉菜類 たらの芽 10,481
11 葉菜類 はくさい 355,508 51 工芸作物 そば 10,238
12 果菜類 とうもろこし 294,250 52 果菜類 えだまめ 9,917
13 葉菜類 サニーレタス 277,163 53 果菜類 ピーマン 8,624
14 果菜類 えんどう 265,965 54 果菜類 おくら 8,133
15 果菜類 トマト（ハウス） 265,737 55 果樹 梨 7,926
16 果菜類 ミニトマト 252,177 56 果菜類 いんげん 7,210
17 工芸作物 タバコ 237,256 57 花き 菊 6,867
18 葉菜類 ほうれん草 214,899 58 葉菜類 チンゲンサイ 6,390
19 葉菜類 たまねぎ 202,849 59 花木 シキビ 6,203
20 果樹 柿 193,822 60 果菜類 うり 6,169
21 果菜類 かぼちゃ 180,819 61 果菜類 小豆 6,162
22 根菜類 じゃがいも 180,072 62 果菜類 なた豆 6,157
23 果菜類 いちご 163,659 63 葉菜類 しそ 6,030
24 果樹 梅 156,077 64 根菜類 しょうが 5,265
25 果菜類 すいか 111,868 65 果菜類 ズッキーニ 3,754
26 果菜類 きゅうり（露地） 107,385 66 葉菜類 カリフラワー 3,229
27 花き ラン 101,555 67 果樹 ブルーベリー 3,148
28 果菜類 きゅうり（ハウス） 99,671 68 果樹 びわ 2,896
29 葉菜類 にんにく 85,638 69 葉菜類 みつば 2,514
30 果樹 デコポン 84,836 70 葉菜類 春菊 2,084
31 果菜類 なす（ハウス） 79,788 71 葉菜類 プチベール 1,983
32 根菜類 さといも 77,342 72 根菜類 ごぼう 1,454
33 果菜類 青とうがらし 68,680 73 果樹 サクランボ 1,300
34 工芸作物 さとうきび 52,447 74 果菜類 ししとう 1,175
35 果樹 桃 42,709 75 果菜類 トマト（露地） 1,102
36 果樹 すだち 36,905 76 葉菜類 水菜 997
37 穀物類 小麦 33,780 77 果樹 キウイフルーツ 981
38 果樹 みかん 31,357 78 果菜類 パプリカ 945
39 果菜類 そら豆 29,607 79 果樹 りんご 855
40 根菜類 さつまいも 29,204 80 果樹 栗 835

35,075,445計

資料：平成２８年度第２次農業振興計画策定に伴う農産物作付け調査結果
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作物別作付面積をみると、稲が最も多く、次いで野菜、果樹の順になっています。

作物面積の合計で平成 17 年と平成 27 年を比較すると、464ha（16.9%）減少し

ており、類別では、稲が 334ha（19.5%）、麦類が 5ha（38.5%）、雑穀が 8ha

（88.9%）、いも類が 3ha（30.0%）、豆類が 5ha（55.6%）、工芸作物が 63ha

（72.4%）、野菜類が 3ha（0.4%）、花き類・花木が 2ha（10.0%）、その他作物が

3ha（10.3%）、果樹が 38ha（34.2%）ですべての類別で減少しています。 

 
農作物の類別作付面積（販売農家） 

 
 

 

  

単位：ｈa

稲 麦類 雑穀 いも類 豆類 工芸農作物 野菜類 花き類花木
その他
の作物

果樹

平成12年 2,864 1,877 29 5 10 35 90 664 14 30 110

平成17年 2,745 1,716 13 9 10 9 87 741 20 29 111

平成22年 2,574 1,624 6 2 9 13 55 742 20 10 93

平成27年 2,281 1,382 8 1 7 4 24 738 18 26 73
資料：農林業センサス

年次 合計

統計調査による農作物作付面積 ２ 
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平成 27 年の農業産出額は、1,509 千万円で、平成 17 年と比較すると 184 千万

円減少しています。具体的には、米が 80 千万円（31.1%）、肉用牛が 93 千万円

（45.4%）、豚が 47 千万円（27.2%）、ブロイラー等が 80 千万円（52.3%）と減

少しており、米と畜産が主な要因となっています。しかし、野菜については 127 千

万円（20.5%）増加し、農業産出額全体に占め割合も大きくなっており、野菜への生

産転換が進んでいます。また、農業産出額については全県的に減少する中、県下一の

農業産出額を維持しており、本県における重要な生産拠点となっています。 

 

農業産出額の推移 

  

単位：千万円

米 麦類 雑穀・豆類 いも類 野菜類 果実 花き 工芸作物 種苗その他 肉用牛 乳用牛 豚 鶏卵 ブロイラー等

平成12年 1,772 262 2 4 13 638 96 49 53 3 245 129 127 3 114

平成17年 1,693 257 1 1 8 620 72 42 34 2 205 113 173 6 153

平成26年 1,385 164 0 0 7 678 74 29 13 11 91 137 113 3 65

平成27年 1,509 177 0 0 11 747 72 28 10 12 112 138 126 4 73
※端数処理により農業産出額計が一致しない場合があります。 資料：農林水産省市町村別農業産出額（推計）
※Xは、秘密保護上、数値を公表しないもの。

年次 合計 耕種 畜産

農業産出額 ３ 
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農業産出額（平成 17年） 

（総額 1,693千万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業産出額（平成 27年） 

（総額 1,509千万円） 
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吉野町 
 

レタス とうもろこし 

サニーレタス 乳用牛 
 

なす ミニトマト 

ブロッコリー にんじん 

とうがらし など 

土成町 
 

いちご トマト 葉たばこ 

メロン ぶどう 洋ラン 

肉用牛 
 

レタス とうもろこし 

ミニトマト きゅうり ねぎ 

カリフラワー キャベツ 

柿 など 

市場町 
 

キャベツ だいこん はくさい 

にんじん デコポン 
 

酒米 なす ブロッコリー 

ねぎ いちご きゅうり 

パセリ 梅 すだち 

レタス 肉用牛 乳用牛 

豚 など 

阿波町 
 

酒米 なす ミニトマト 

ブロッコリー ねぎ 

ぶどう 豚 
 

レタス えんどう いちご 

ほうれん草 トマト 

肉用牛 ブロイラー など 

阿波市の地域別農産物マップ ４ 
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４．阿波市農業の現状とまとめ 

農業に関する主要指標、「第２次阿波市農業振興計画」策定にあたっての各種基礎調

査結果及び「第１次阿波市農業振興計画」の達成度調査等を分析した結果、本市農業の

現状は次のように整理することができます。 

 

 本市は、阿讃山脈の南面傾斜に広がる扇状地を利用し、温暖で地味肥沃な土壌を生

かした高品質な農産物を供給する県下有数の農業地域です。 

 統計指標から、農家数、農業就業人口、基幹的農業従事者数、経営耕地面積、農業

産出額、農作物作付面積等々、ほとんどの調査項目において年々減少傾向にありま

す。 

 しかしながら統計指標の中で増加傾向を示すのが、専業農家戸数や１戸当たりの経

営耕地面積です。農業経営の規模拡大による専業化や農地集積の促進が要因として

挙げられます。 

 団塊の世代以降における定年帰農者 14（早期退職就農者）の増加や兼業農家など比

較的小規模な農家の離農も要因の一つとして考えられます。農業就業人口の高齢化

問題については、全体の 62％が 65 歳以上という状況となっており、年齢分布から

今後さらに高齢化が進むとみられます。 

 耕作放棄地問題については、離農者や規模を縮小する農業者の農地の大部分を意欲

的な農業者に集積・集約化することで、一定程度耕作放棄地の発生を防止できると

考えられますが、不整形や狭小な進入路、用排水路が整備されていない等の条件が

悪い農地の大部分が耕作放棄地となっていくものと考えられます。 

 農業生産の現状では、農業産出額は減少傾向にありますが、米価の下落などに伴い

野菜が占める割合が大幅に増加しています。これは、本市の農業産出額が減少する

中においても、比較的単価の高い野菜への生産転換や意欲的な農業者へ生産を移行

していく体制が現れてきています。 

 畜産については、本市の農業産出額 151 億円のうち、46 億円と全体のおよそ３割

を占め、野菜に次いで多い産出額を誇り、本市農業の基幹的な業種となっています。

しかしながら、過去からの推移を見てみると、飼料価格の高騰をはじめ、高齢化や

過酷な労働条件などから畜産農家が後継者を育成してこなかったことも重なり、大

幅な減少が続いています。 

 「第１次阿波市農業振興計画」の振り返りでは、重点プロジェクトとして設定した

「阿波市ブランド」推進プロジェクトにおけるブランドリーダーの認定や、集落営

農、農商工の連携、農地集積の促進等の取り組みが進みませんでした。 

 
                                                      
 
14 農村出身者が定年退職後に故郷の農村へ戻り、農業に従事すること。また、出身地を問わず、定年退職者が農村

に移住し、農業に従事することをもいう。 
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第３章 阿波市農業の課題 
前章でみた、本市農業の現状から今後の農業振興における課題について、生産者、消

費者、市・地域・関係団体のそれぞれ３者の視点から整理します。 

 
１．生産者の視点 
 

 

 多種多様で高品質、さらには安全・安心な農産物を生産するためには、様々な方向

から付加価値を見出し、「阿波市ブランド」構築への取り組みが必要です。 

 消費者から信頼を得るためには、農産物に対する質の高い安全管理を地域が一体と

なって行う取り組みが求められます。 

 
 
 

 個性的な６次化商品が考案・製造されていますが、まだまだ少ない状況にあります。

今後は明確な販売戦略のもと「大手食品加工企業」にはできないような６次化商品

やサービスの提供を図る取り組みが必要です。 

 
 
 
 農業従事者の高齢化等による担い手不足が進む中、農地所有適格法人（旧農業生産

法人）は、新規就農者や地域雇用の受け皿となるなど、地域社会の活性化に向けた

役割が重要なことから、農業法人の設立に向けた取り組みが必要です。 

 農業経営の法人化の推進は重要ではありますが、法人化をすれば経営が確立され、

経営が直ちに改善できるとは限りません。農業者が法人化のメリットとデメリット

を十分理解し、見極めた上で検討できる体制づくりが求められています。 

 農業分野から排出されるプラスチック類の取り扱いについては、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律により産業廃棄物に定義されています。農業生産者は産業廃棄物

の排出事業者として、自らの責任において、法律等に定められた基準に適合する形

で処理ができるよう、徹底した周知が必要です。 

 
 
 
 畜産は、生産者の高齢化や後継者不足という農業共通の現象や、飼料価格の上昇と

いう畜産共通の事情に加え、労働面や設備投資面の負担が重いという特有の事情が、

生産量の減少といった畜産の窮状を招いています。地域の関係者が結集して、畜産

振興に取り組むことが求められています。 

 飼料の大部分を輸入に依存している畜産経営の安定化を図る上でも、飼料（飼料作

１ 品質 

２ ６次化 

３ 生産体制 

４ 

 

耕畜連携 
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物、稲わら、ＷＣＳ、飼料用米、とうもろこし等）を安定的な価格で調達できる自

給飼料への転換、またそれを行うために地域の耕種農家と連携した取り組みにより

今後の経営維持・発展を行うことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
２．消費者の視点 
 
 
 消費者側においては、生産側の情報を確認して購入したい、より安心できるものを

購入したいなどの消費者ニーズが高まっている中で、それに対応できる生産者の顔

が見える販売体制の構築が必要です。 

 本市で生産された農産物等を地域で消費する地産地消を広く市民運動として展開

していくことが重要です。そのため、直売所の販売体制の充実や学校給食への市内

産農産物の利用拡大・促進を図ることが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 豊富な農産物を生産している本市の特徴を生かし、農業体験や料理教室、学校給食

や農家レストラン、市民農園等の様々な機会を提供します。その中で、食文化や郷

土料理、伝統食等の「食」に関する知識を学び、感謝の気持ちが醸成できるよう、

農業者等や農業団体、また野菜ソムリエや市民の継続した食育・交流活動をさらに

推し進めていくことが求められています。 

 
 
 
 身近なところで安全・安心な農産物が生産されている地の利を生かし、新鮮な地場

産品を採り入れ疾病予防や健康寿命の延伸に取り組みます。 
 

１ 地場産品の選択 

２ 食育・交流 

３ 健康づくり 
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３．市、地域、関係団体の視点 

 

 

 農産物のブランド化は、大量の生産量を確保することが必要とされる一方で、色々

な野菜が生産できる「なんでも採れる“野菜のまち”」として本市を“まるごと”

ＰＲしていくことが必要です。 

 「作ったものを売る（プロダクトアウト）」の時代から「売れるものを作る（マー

ケットイン）」の時代に変化していることなどを踏まえ、消費者ニーズにあった魅

力ある農産物や加工品を関係機関と連携しながら早急にＰＲ強化を図ることが必

要です。 

 
 
 

 野生鳥獣による被害は、営農意欲の減退をもたらすなど、本市の農業に深刻な影響

を与えることから、これを解消するためには、国・県の支援施策を活用するととも

に、個々での対応ではなく、地域ぐるみで環境改善、侵入防止、捕獲の総合的な鳥

獣被害防止対策を推進することが必要です。 

 

 

 

 耕作放棄地の発生防止と解消は全国的な課題であり、農業従事者の減少と高齢化に

よる担い手不足、またあまり進まない農地集積などが原因として考えられます。人

口減少による農業従事者の減少については、ある程度やむを得ない部分はあります

が、今後地域の中心となる担い手へ農地を集積・集約化していく取り組みが必要で

あり、農家、集落、行政、農業委員会、農業協同組合（ＪＡ）、土地改良区等の地

域ぐるみで地域の特性を踏まえた、きめ細かな取り組みを持続的に行っていくこと

が必要です。 

 
 
 
 農業生産基盤である農地や農業関連施設の保全を放置すれば、食料の安定供給に支

障をきたし、時には農村地域に災害を誘発するため、関係団体と連携しながら、農

地や老朽化が進む農業水利施設の維持管理体制の強化が重要です。 

 農地の集積を図るためには、農地の貸し手側の理解と信頼、借り手側の経営拡大意

欲や経済的、社会的条件のクリアが不可欠です。「人・農地プラン」による徹底的

な話し合いを通じた合意形成により実質的な農地集積につなげていくことが必要

４ 農業生産基盤・農地集積 

１ 広報・ＰＲ 

３ 耕作放棄地 

２ 鳥獣被害 
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です。 

 担い手への農地等の利用集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消を進めるために、

農業委員、農地利用最適化推進委員、農地中間管理機構が連携を密にし、地域の農

業者の話し合いの推進や出し手の掘り起こしなどを行うことが必要です。 

 農業法人や大規模農家など地域の中核的な農業者が農地を集積し、規模を拡大して

いく動きや施策方針があります。しかし、本市の農家の大多数が兼業農家など比較

的小規模な農家であることから、農地の維持管理による耕作放棄地の発生防止、共

同作業による地域資源の保全や景観形成、また農産物直売所向けの出荷を通じた地

産地消の促進など、本市の農業に重要な役割を担う小規模農家に対して、きめ細や

かな支援策を講じていくことが必要です。 

 
 

 

 農業の担い手の高齢化や後継者不足が進行する中、農業の衰退を防ぐため、また意

欲ある若者を全国から受け入れるため、行政と関係団体等が連携し、新規就農と移

住促進を一体的に進める取り組みが必要です。 

 意欲ある農業の後継者や新たな就農希望者を増加させるためには、農業が魅力ある

職業となることが重要であることから、地域で活躍している魅力的な農地所有適格

法人（旧農業生産法人）や農業団体等と連携しながら、生産、販売など先駆者の経

営ノウハウを共有できる取り組みが必要です。 

 農業経営の規模拡大に伴い、運転資金の融資、信用担保、雇用の確保等の観点から、

比較的大きな農家においては、法人化への取り組みが必要です。一方で、家族経営

では農業経営を継続できない農家においては、集落での共同経営（集落営農）の検

討を進めることが必要です。 

 持続的な連携を通した価値創造のための農業とその他産業等の垣根を越えたビジ

ネス・モデル（事業の仕組み）づくりが必要となり、農商工連携によるビジネス・

モデルづくりをリードできる人材「農商工連携プロデューサー」の育成が重要とな

ります。 

 産、官、学、金それぞれによる強力なネットワークの形成により、課題の認識と共

有化、またそれぞれが抱えている日常的な問題について情報交換ができ、常に動け

る体制づくりが必要です。 

 農業従事者の高齢化等による担い手不足が進む中、農地所有適格法人（旧農業生産

法人）は、新規就農者や地域雇用の受け皿となるなど、地域社会の活性化に向けた

役割は重要なことから、法人の設立に向けた取り組みが必要です。 

 担い手不足が進む中、これからの本市の農業には女性や高齢農業者が大きな役割を

担うと考えられます。女性就農者や高齢就農者への農業生産支援、比較的取り組み

５ 担い手・人材 
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やすい農産物の生産から加工・販売まで行う６次産業化への取り組み支援策を講じ

ていくことが必要です。 

 
 
 
 「第１次阿波市農業振興計画」で重点的に実施するとした集落営農の組織化への取

り組みが本市で進まない背景には、代々引き継いできた大切な農地を「他人に任せ

られない」あるいは「自分の農地は自分で守る」など農業者の自己意識が強いと考

えられます。しかし、高齢化の波は着実に押し寄せ、自分では農地を守ることがで

きない時が来ます。そこで、５年先、10 年先の農地の将来像を描いていただき、

集落営農に対する意識改革を促し、もう一度取り組みを進める体制づくりが必要で

す。 

６ 集落営農 
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第４章 阿波市農業の基本的な考え方 
 
１．理念 

本市は県下一の農業地域であり、安全･安心な農産物を全国に届ける供給地としてあ

り続けるべく、また多様化する消費者ニーズに対応できる農産物の生産に挑戦を続け

る伝統ある“まち”としての誇りを持ち、さらに市民の理解、協働、そして消費とい

ったことをもすべて含めて築きあげられる農業を前進させることを農業振興の理念と

します。 

 
２．将来像 

本市の農業の特徴は、平野部から山間部、そして吉野川の川中島である善入寺島に

至るまで、様々な自然環境のもとで多様な農業生産が営まれていることです。自然豊

かで多様な農産物をもたらしてくれる広大な田園と整備された農業施設のもと、農業

を通して市民の生活をより豊かにしてくれる大きな可能性を秘めています。このよう

な中、刻々と変化を続ける農産物に対する多様なニーズに柔軟に応えていくことが必

要です。 

また、立地条件としては、関西圏を中心とした大消費地に比較的近く、新鮮で安全・

安心な農産物の供給を続けるとともに、首都圏など新たな市場開拓に挑戦することも

重要です。農業者と市民の協働による本市の農業づくり、まちづくりを通じて豊かな

農村を築き上げることができます。 

これら特徴と課題、基本的な考え方を踏まえ、本市農業の将来像を以下のように定

めます。 

 
阿波市農業の将来像 

 
 

 「伝統・挑戦・活力の阿波市農業」 
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３．阿波市の農業振興の基本方針（農業振興の５つの柱） 

本市農業の将来像を実現するために、「第２次阿波市農業振興計画」において以下の

５つの基本方針を設定し、農業振興の５つの柱とします。 

 

１．地域特性を生かした農産物の生産 ～人と農産物を磨こう！～ 

２．農用地の保全 ～守ろう！阿波農園～ 

３．農業生産基盤の整備 ～農地を集めて生産拡大！～ 

４．多様な担い手の育成 ～次世代に引き継ごう!～ 

５．交流と協働の促進 ～一致団結！阿波市～ 

 

 

 

 

 

交流と協働

の促進 

多様な 

担い手 

の育成 

農業生産 

基盤の整備 

農用地の

保全 

地域特性を

生かした農

産物の生産 
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３）市民等の参画･交流・協働による食育と地産地消の促進 

（５）交流と協働の促進 

～一致団結！阿波市～ 

１）販売ＰＲ活動の充実 

２）農商工観、産官学金連携の促進 

第５章 阿波市農業の施策の展開 
 
１．基本方針別の主要施策の体系 

将来像を実現するための施策の内容は、５つの基本方針（農業振興の柱）のもと、以

下に示す体系で構成し、施策の展開を図ります。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）農用地の保全 

～守ろう！阿波農園～ 

（３）農業生産基盤の整備 

～農地を集めて生産拡大！～ 

（４）多様な担い手の育成 

～次世代に引き継ごう!～ 

重点プロジェクト１ 阿波市のいいもの創造・展開プロジェクト 

１）阿波市ブランドの構築 

２）安全・安心な農産物の生産 

３）効率的な農業生産の推進 

４）畜産振興 

１）新規就農者の育成と確保 

２）認定農業者の育成 

３）集落営農の組織化・法人化推進 

５）小規模農家への対策 

６）女性・高齢農業者への支援 

１）有害鳥獣被害対策 

２）耕作放棄地の発生防止及び解消 

３）農業用廃材の適正処理 

１）農地有効活用のための基盤整備 

２）農地集積・集約化 

「

伝

統

・

挑

戦

・

活

力

の

阿

波

市

農

業

」 

将来 

像 基本方針 主要施策 

（１）地域特性を生かした農産物の生産 

～人や農産物を磨こう！～ 

３つの重点プロジェクト 

重点プロジェクト２ 阿波市で輝く農業プロジェクト 

重点プロジェクト３ 阿波ベジファーストプロジェクト 

４）第１次産業関連企業の誘致 
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２．具体的施策の内容 

 

１ 地域特性を生かした農産物の生産 ～人や農産物を磨こう！～ 

本市の農産物に付加価値（ブランド化）を付け、「何でも採れる“やさいのまち”」

をまるごとＰＲしていくことにより、差別化を図ります。そのためには、消費者に対

する安全・安心の見える化、環境負荷の少ない持続可能な農業の推進、耕畜連携、そ

して６次産業化の取り組み等の施策を展開します。 

 

１）阿波市ブランドの構築 

本市の主要な地域資源である農産物や加工品に地域独自の付加価値を創造し、他

産地との差別化を図る取り組みを進めます。 

 
① 阿波市ブランド育成品目の生産販売体制強化 

農産物のブランド化を図るため、生産量や将来性などを踏まえ、選定している

「ブランド育成品目」の生産・販売体制の支援策を継続して実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特産品認証制度の充実と販売ＰＲ強化 

魅力ある農産物やそれを利用した加工品を本市の特産品として認証する「阿波市

のいいもの」の生産拡大と、生産者と行政等が一体となった販売ＰＲ活動を強化

しながら、阿波市ブランドの創出に向けた取り組みを進めます。 

 
※販売実績金額１億円程度のもの 
 
①なす ②レタス（サニーレタス含む） ③トマト（ミニ

トマト含む） ④ブロッコリー ⑤いちご ⑥えんどう 

⑦だいこん ⑧ぶどう ⑨キャベツ ⑩ほうれん草 

⑪ねぎ ⑫シンビジウム 

[12 品目] 

 

ブランド育成品目（13 品目） 

主力野菜等  
※農業協同組合（ＪＡ）推奨

品目 
 
⑬アスパラガス 

 

 

[１品目] 

左記以外の野菜等 

地域特性を生かした農産物の生産 ～人や農産物を磨こう！～ １ 

認証マーク 
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③ ６次産業化の推進 

６次産業化に取り組むためには、農産物の生産体制の維持、各種法律や仕組み

の理解、加工施設の整備や加工品の開発、さらには販売戦略など、様々な課題に

対応しなければなりません。６次産業化への第一歩としてスムーズに取り組みが

できるよう、実践的なサポート体制や加工施設整備、加工品の開発等に対する支

援策を実施します。 
 
④ ６次産業化推進ネットワークの構築 

６次産業化を目指す農業者や既に 

取り組んでいる生産者と６次産業化 

プランナー、流通業者、関係団体間 

のネットワーク化を構築します。 

また、加工技術や販売戦略、個々 

の取り組みに関して意見交換の場を 

提供し、農産物や加工品等のレベル 

アップを図ります。さらに行政等か 

らの支援制度や商談会、相談会等の 

情報をスムーズに提供できる仕組み 

づくりを進めます。 

 

⑤ 他市町間との連携による販売戦略 

高品質な農産品があっても販売力の弱さから認知度が低い状況にあるため、他

 

※過去３年間販売実績金額が１億円

を越えるもの 
 
①なす 

②レタス（サニーレタス含む） 

③トマト（ミニトマト含む） 

④ブロッコリー 

⑤いちご 

⑥えんどう 

⑦だいこん 

⑧シンビジウム [8 品目] 

 

※地域の特色あるもの 
 
⑨ポンダリン 

⑩ぶどう 

⑪白なす 

⑫メロン 

 

 

 

 

[４品目] 

 

※県下一の生産

量のもの 
 
⑬肉用牛 

⑭豚 

 

 

 

 

 

[２品目] 

主力野菜等 左記以外の野菜等 畜産 

加工品（阿波市産農産物を利用した加工品） 

＋ 

６次産業化推進ネットワークの流れ 

情報提供 

支援 
情報提供 

支援 

助言 

行政 

６次産業
化事業者 

６次産業化
プランナー 

 
流通 

業者 

６次化を

目指す 

農業者 
助言 

情報交換 

情報提供 
情報交換 

情報提供 

目指せ！ブランド品目（14 品目） 

認証対象品目 
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①商談会における阿波市ブースの設置 

②阿波市へのバイヤーの招聘 

③アンテナショップへ出店 

④商品開発（大学生と連携） 

 

 

 

市町と連携し設立した「とくしま六次産業化推進連携協議会」で、都市圏等での

商談会の開催、アンテナショップへの出店、本市へのバイヤー招聘など、効果的

なＰＲ活動を強化し、販路拡大や販売促進を図り、「阿波市ブランド」の創出につ

いて協議を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）安全・安心な農産物の生産 

消費者に信頼される安全・安心な農産物を安定的に供給するため、多様化する消

費者ニーズに的確に対応できる生産流通体制の整備と環境にやさしい農業を推進し

ます。 

 
① 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及啓発 

農業者にとって農薬や肥料の適正使用はもとより、農場管理や農業従事者の衛

生管理など、生産・収穫調整・加工・出荷までの一連の生産工程を管理する手法

として、GAP（農業生産工程管理）の導入を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

徳島県や他市町と連携して設置した

「とくしま六次産業化推進連携協議会」で、

市単独では難しい都市圏等における

商談会やアンテナショ 

ップへの出店、またバ 

イヤーの招聘などにつ 

いて協議を進めます。 

協働による認証品ＰＲ・開発 

 
とくしま六次産業化推進連携協議会の設置 

 

【GLOBALG.A.P（グローバルギャップ）】  
農業生産における様々な面での持続性に向けた取り組みでありその結果と
して安全で品質のよい農産物をもたらす「GAP」 (Good Agricultural 
Practice:適正農業規範)の、ヨーロッパ発の世界認証のこと。2020 年開催の
東京オリンピック・パラリンピックの開催時に提供する食材の調達基準に
なっています。 

事業イメージ 

【ASIAGAP（アジアギャップ）】（旧 JGAP Advance） 
今後、アジアにおいて GAP の一層の普及が期待され、主流の認証の仕組み
となることから、JGAP（日本版 GAP）のうち「Advance」を GFSI（Global 
Food Safety Initiative ：世界食品安全イニシアティブ）の GFSI 
Benchmarking Requirements Version 7 に対応して改訂版としたもので、
2017 年 8 月 1 日に審査の受付を開始しました。 

【JGAP（ジェイギャップ）】（旧 JGAP Basic） 
JGAP Advance が「ASIAGAP」となったことから、既に多くの関係者から
支持を得ている日本の標準的な JGAP から Basic の名称をはずし、「JGAP」
に改名しました。 
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② エコファーマー制度の推進 

持続性の高い農業生産方式である土づくり、化学肥料・化学農薬の低減を一体

的に行う生産方式を推進します。  
 
 
 
 
 
③ トレーサビリティ・システム等の推進 

生産者が農産物を取り扱った際の記録を作成し保存しておくことなど、生産者、

消費者の双方向のコミュニケーションができるトレーサビリティ・システムの導

入を推進します。 

 
 
 
 

④ IPM 総合的病害虫・雑草管理（Integrated Pest Management） 

病害虫や雑草防除において、天敵や防虫ネット、防蛾灯等、様々な防除技術を

組み合わせ、発生を抑制する取り組みを進めます。 
 
 
 

 
 
⑤ 環境保全型農業の推進 

近年の消費者ニーズは、高品質化とともに安全性が強く求められており、安全・

安心な農産物を消費者に供給するために、安全な環境の保全等が必要となってい

ます。しかし、化学肥料や農薬の誤った利用による大気、土壌、地下水、河川の

水質汚濁等といった環境破壊の発生を防ぐため、持続可能な環境保全型農業を推

進します。 

 

３）効率的な農業生産の推進 

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担うべく、農業構造の確立

を推進します。 

 

【とくしま安２農産物（安２ＧＡＰ）認証制度】  
GAP（Good Agricultural Practice/農業生産工程管理）を導入した制度で、
農産物の生産・品質管理体制を徳島県が認定・登録し、登録情報を公開す
るものです。認定された農産物に認証マークを表示することによって、商
品情報の入手先を消費者に伝え、商品を介して相互理解を深めます。 

【エコファーマー制度】  
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」に
基づき、農業者（法人を含む）は持続性の高い農業生産方式（たい肥等に
よる土づくりと化学肥料・農薬の低減を一体的に行う生産方式）に関する
「導入計画」を策定し、県知事に認定を受ける制度です。 

【トレーサビリティ・システム】  
「トレース（跡をたどる）」「アビリティ（可能）」を組み合わせた言葉。ここでは、スーパー等に
並んでいる農産物が、いつ、どこで、どのように生産・流通されたか、消費者がいつでも把握でき
る仕組みのことを指します。 

【IPM 総合的病害虫・雑草管理】（Integrated Pest Management） 
利用可能なすべての防除技術（耕種的防除、物理的防除、生物的防除、化学的防除）の経済性を考
慮しつつ、総合的に講じることで、病害虫・雑草の発生を抑える技術です。IPM を通じて、人に
対する健康リスクと環境への負荷を軽減するとともに、生態系が有する本来の病害虫・雑草への抑
制機能を引き出すことが可能になります。 
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① 農業経営の法人化推進 

農業経営の法人化を推進します。しかしながら、農業経営の法人化をすれば経

営が確立され、経営が直ちに改善できるとは限りません。農業者が法人化のメリ

ットとデメリットを十分理解し、見極めた上で検討できる体制づくりを進めます。 

 
② 集落営農の組織化再チャレンジ 

地域農業を支える農業者の高齢化や耕作放棄地問題など、

農業の生産現場は危機的状況にあり、益々深刻化すること

は避けられない状況です。そこで、前期の計画で重点的に

取り組んできた集落営農の組織化に再チャレンジできる体

制づくりを支援します。 
 

③ ＩＣＴ（情報通信技術）、先進的・革新的技術の普及 

経営規模の拡大による作業効率化、また労働力不足を背景にしたＩＣＴ（情報

通信技術）や IoT 等先進的・革新的な技術、機械等の普及に向けた取り組みを推

進します。 

 
４）畜産振興 

本市の畜産は、県下一の農業産出額を誇り、肉用牛、乳用牛、豚、鶏卵、ブロイ

ラーなど多様な経営が行われており、本市農業の主要な部分を占めていることから、

飼料作物の自給力向上や家畜伝染病予防対策など畜産振興を進めます。 

 
① 耕畜連携（飼料用米、飼料作物、ＷＣＳ等）の推進 

飼料の生産から収穫・調整、家畜への給与、また堆肥の還元など、地域内での資

源循環が可能となります。さらに関連する作業の受委託などを含め、地域に対して

大きな経済効果をもたらすなど、畜産農家と耕種農家のお互いが利益を追求し、両

者が安定した経営の維持と発展に期待できる耕畜連携の取り組みを推進します。 

 

② 家畜伝染予防対策の強化 

徳島県と連携しながら、家畜疾病の予防等の家畜衛生対策に取り組むとともに、

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生に備えた危機管理対応の

強化や畜産物の安全性確保を推進します。 

 

③ 家畜排泄物の適正処理、堆肥有効利用の推進 

地力の増進及び資源循環を図るために、家畜排泄物の適切な処理と利用の推進が

より一層重要です。自給飼料生産において畜産農家自らが経営内利用を推進すると

ともに、耕種農家とのつながりを強化し、地域における家畜ふん堆肥の利用を推進

します。 
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２ 農用地の保全 ～守ろう！阿波農園～ 

中山間地域の荒廃により、有害鳥獣が増加し農作物に大きな被害を与えています。

有害鳥獣による被害は、農作物だけにとどまらず農業者の生産意欲を低下させ、ひい

ては離農につながり、耕作放棄地の増加へと連鎖していくこととなります。耕作放棄

地の発生を未然に防止するとともに、現状の耕作放棄地を活用できる取り組みを進め

ます。 

 

１）有害鳥獣被害対策 

野生鳥獣による農産物被害が年々広域化し、農業者の生産意欲の減退や耕作放棄

地の増加等につながっています。今後も益々被害が拡大する恐れがあるため、鳥獣

被害対策の強化が必要です。 

 
① 猟友会等との連携 

地域の猟友会との密な連携により、地域ぐるみで鳥獣被害対策を行うことにより、

効果的な農作物の被害軽減に取り組みます。また、猟友会との情報交換を積極的に

実施し、協力体制を築くとともに狩猟免許保有者及び登録者の増加を図るなど、猟

友会の会員を増やすための方策を検討します。 

 
② 被害の実態把握と効果的な対策の検討 

農業被害の適切な実態把握を行い、有害鳥獣の計画的な捕獲、農用地への侵入防

止柵、ワナ等の導入など、効果的な支援策を検討、実施します。実施にあたっては

地域ぐるみで行うことにより効果が上がることから、市から情報提供を行うととも

に地域ぐるみでの対策が必要です。 

 

２）耕作放棄地の発生防止及び解消 

耕作放棄地の拡大を防止するため、農地集積や担い手の確保に取り組みます。ま

た、既に耕作放棄地になっている農地については、積極的な解消事業に取り組みま

す。 

 
① 農地中間管理事業の推進 

耕作放棄地の発生防止や解消を促進するため、農地中間管理機構を活用し農地の

借り受け、貸し付けを行います。地域で農地の借り受けを希望する者を公募し、応

募した者の中から適切な貸し付け相手方を選定した上で、地域の中心となる経営体

等の担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸し付ける農

地中間管理事業を推進します。 

 

農用地の保全 ～守ろう！阿波農園～ ２ 
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② 中山間地域等直接支払・多面的機能支払制度の推進 

中山間地域や農村地域の高齢化、人口減少等に伴う集落機能の低下により、農

地・農業用施設等の資源の保全管理が困難になってきています。従来の地域協働に

よる農地等の資源や農村環境の保全活動等に加え、農業者や農業団体等で構成され

る組織による農業用水や農地の維持に必要な取り組みを支援することにより、耕作

放棄地の発生防止及び解消につなげるため、中山間地域等直接支払・多面的機能支

払制度を推進します。 

 
③ 集落営農の組織化推進 

集落営農は、生産活動のみではなく、地域資源の保全

も目的とした取り組みであることから、耕作放棄地の有

効活用や発生防止において効果を発揮するため、集落営

農の組織化を推進します。 

 
④ 景観形成作物等の作付推進 

景観形成作物は、耕作放棄地の発生防止や解消につながるほか、四季折々の作物

により独特の農村景観を生み出し、多くの市民の憩いの場、交流の場となるため、

中山間地域等直接支払交付金・多面的機能支払交付金を活用するなど、景観形成作

物等の作付を推進します。 

 
⑤ 農業委員会委員、農地利用最適化推進委員の活動 

農業委員や新たに設置された農地利用最適化推進委員による農地等の利用の最

適化に向けた活動（担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進、遊休

農地の発生防止・解消）を進めます。 

 

３）農業用廃材の適正処理 

阿波市農業用廃プラスチック適正処理対策協議会と

連携し、農業用使用済プラスチック等について、リサイ

クルを基本とした適正処理を進めます。 

 

 

 

３ 農業生産基盤の整備 ～農地を集めて生産拡大！～ 

 

農業生産基盤の充実は高品質で効率的な農作物の生産のために必要不可欠です。ま

た、農地の集積により、さらなる効率化が可能となり、競争力のある農作物の生産が

可能となります。前計画で農地集積が進まなかったことを踏まえ、農地集積のための

国・県の各種施策と連動して取り組むこととします。 

農業生産基盤の整備 ～農地を集めて生産拡大！～ ３ 
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１）農地有効活用のための基盤整備 

作業効率の向上、生産コスト削減のため、農地の基盤整備事業や基幹水利施設 

の充実・維持を進めます。 

 

① 吉野川北岸用水関連施設の充実・維持 

徳島県、吉野川北岸土地改良区、各土地改良区等が実施する、吉野川北岸用水

関連施設の整備、充実及び維持管理体制の強化、用水施設の長寿命化及び充実を

図る事業と併せて、市独自の簡易な基盤整備事業を実施します。 

 

② 地域ぐるみでの共同活動支援 

地域ぐるみでの共同活動によって、地域の持つ多面的機能の維持・発展を目的

とした活動に対し、中山間地域等直接支払・多面的機能支払交付金を活用しなが

ら支援していきます。 

 

２）農地集積・集約化 

離農や高齢化などにより農地の減少が懸念されることから、意欲ある農業者に対

しての農地集積を推進します。 

 
① 農地中間管理事業の推進 

経営規模の拡大や農地の集積・集約化により、経営の効率化を目指す農業者に、

経営規模の縮小や離農を検討している方々の農地を借り受け、農地の貸し付けを

行う、農地中間管理事業を推進します。 

 
② 人・農地プラン 15「座談会」の実施 

農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するため

には、人と農地の問題を一体的に解決していく必要があります。それぞれの地域

において徹底的な話し合いを行うなど、農地の集積・集約化に向けた取り組みを

進めます。 

 
③ 農業委員・農地利用最適化推進委員との連携 

農地利用の最適化に向けて設置された農地利用最適化推進委員と農業委員が連

携しながら、担い手への農地利用の集積・集約化の推進に取り組みます。 

 
④ 集落営農の組織化推進 

地域農業の担い手としての役割が期待されている集落営農の組織化を推進し、

                                                      
 
15 「人・農地プラン」は、農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、5 年後、10 年後までに、誰がどのよ

うに農地を使って農業を進めていくのかを、地区の話合いに基づきまとめる計画（プラン）。 
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組織への農地集積・集約化を進めます。 

 

⑤ 農業法人、大規模農家への集積 

高齢化などで離農する農家が増加する中、農地保全のため農地の受け皿として

期待できる農地所有適格法人（旧農業生産法人）や大規模農家への農地集積を促

進するとともに、農地の有効利用を進めながら次代の担い手の育成にもつなげま

す。 

 

４ 多様な担い手の育成 ～次世代に引き継ごう!～ 

 

本市の農業を次世代に引き継ぐためには、営農を志す新規就農者の育成と確保が必

要です。青年就農者から定年帰農者（早期退職就農者）まで幅広い年代の担い手に対

する支援が求められています。また、農業経営の規模拡大を促進し、競争力をつけ社

会的信用を得ることが求められていることから認定農業者や集落営農の組織化・法人

化を図ることが解決策の一つとして考えられます。これらと同時に農業経営の実質的

主力である女性農業者や定年帰農者（早期退職就農者）、小規模農家へのきめ細かな支

援を施策として展開します。 

 
１）新規就農者の育成と確保 

農業従事者の高齢化や後継者不足により農業の担い手が減少する中、新たな担い

手の育成や確保を図ります。 

 
① 青年就農支援制度等の推進 

新たな担い手を育成・確保するため、青年等就農計画認定制度（認定新規就農

者）の普及促進を図るとともに、関係機関と連携して農地の取得や貸借、実践の

場の提供、大規模農家や第１次関連企業等への就職・研修など、就農に関する相

談体制を充実させ、農業へ参入しやすい環境づくりを進めます。 
 

② 新規就農支援制度の拡充 

地域農業の担い手の高齢化や後継者不足が進行する中、農業及び関連地域産業

の衰退を防ぐため、意欲ある若者を全国から受け入れ、担い手の確保と移住・定

住を促進します。 
 

③ 新規就農者へのフォローアップ 

新規就農者は、農地の取得や貸借、栽培技術の習得、農業用機械の取得が難し

く、これらが就農の高い壁となり、地域に定着できずに就農断念に至るケースが

多く見受けられます。そこで、県、農業協同組合（ＪＡ）等と連携しながら、巡

回指導や支援策を講じるなど、フォローする取り組みを推進します。 

多様な担い手の育成 ～次世代に引き継ごう!～ ４ 
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２）認定農業者の育成 

農業経営の規模拡大、生産方式、経営の合理化等自らの農業経営改善に意欲的に

取り組む「認定農業者 16制度」を推進し、農業のスペシャリストを育成します。 

 
① 認定農業者制度の周知・支援 

意欲ある農業者を育成・確保するため、スーパーL 資金等の低金利融資支援、各

種補助金制度や経営所得安定対策事業における優遇措置、農業者年金に対する支

援措置が受けられることなど、認定農業者制度の普及促進を図ります。 

 

阿波市における認定農業者数 
 

 

 

 

３）集落営農の組織化・法人化推進 

担い手農家が不足する地域において、農業の担い手としての役割が期待されてい

る集落営農の組織化・法人化を推進します。 

 
① 集落営農の具体的メリットの周知 

集落営農の組織化を推進するため、集落営農の具体的なメリット・デメリット

を理解してもらい、見極めた上で検討できるよう周知徹底を図ります。 
 

② 地域リーダー育成 

集落営農組織の構築に向けて最も重要であるのが地域の意見を調整し、まとめ

ていく強力なリーダーの存在です。地域の代表者を対象に徳島県と連携を図りな

がら、集落営農塾の開催やリーダー及びリーダーを強力に補佐する人材育成に向

けた先進地研修会を進めます。 
 

③ 共同利用する農業機械の導入支援 

地域農業の生産コスト削減や品質向上、担い手への農地集積・集約化が円滑に

進むよう、農業機械等の共同利用や農業者同士の連携を促進するために、地域の

複数の担い手が行う取り組みを支援します。 

 

                                                      
 
16 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者自ら農業経営規模の拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の

態様の改善等農業経営の改善を図るための計画（農業経営改善計画）を本市が作成した基本構想と照らして、市が地

域における担い手として認定した農業者のことをいう。 

年度 平成17年度 平成27年度

認定農業者数 204人 274人
資料：市統計データ
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４）第１次産業関連企業の誘致 

市外から第 1 次産業関連企業の誘致を進めることにより、新たな地域ブランドの

構築や少子高齢化等の進展による担い手不足、また耕作放棄地の解消や雇用の創出

等を図り、地域密着型の農業事業の展開を推進します。 

 
５）小規模農家への対策 

小規模農家は、本市の多様な農業生産の大きな部分を担うとともに、地域農業の

活性化に重要な役割を担っているため、小規模農家の維持・発展に向けた取り組み

が必要となります。 

 
① 経営規模拡大支援 

意欲ある小規模農家が効率的かつ安定的な農業経営を目指すため、農地の集積

や有効利用を図るための取り組みを支援します。 

 
② 認定農業者・農業法人化への移行推進 

小規模農家が農業経営改善に意欲的に取り組むために認定農業者や農業経営の

法人化を目指す取り組みを支援します。 
 

③ 労働力の活用 

農業生産の端境期における小規模農家等の人材を活用できる仕組みづくりを検

討し、農業所得の向上や大規模農家の労働力確保を図ります。 
 

④ 離農者の農地貸借推進 

後継者確保の見込みのない農家については、農地の有効活用を図るため、第三

者への経営移譲を推進します。 

 

６）女性・高齢農業者への支援 

本市では、農業就業人口の５割を占める女性農業者や６割を

占める高齢農業者がおり、今後とも本市農業の維持・発展に大

きな役割を担ってもらうため、その能力を最大限に発揮できる

きめ細やかな支援策を展開します。 

 
① 女性農業者の育成 

女性は、ネットワーク力や消費者・生活者目線からの生産が

可能となることなど、農業と地域の活性化において重要な役割を果たし、６次産

業化等の担い手としても大きく期待できるため、女性農業者の育成を推進します。 
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② 定年帰農者（早期退職就農者）支援 

農業者の高齢化や農村の過疎化が進む中、定年帰農者（早期退職就農者）は地

域農業の重要な担い手として、今後益々大きな役割を担うことが期待されるため、

農業経営の安定、生産基盤となる農地の確保、農業機械の導入等の支援策を推進

します。 
 

③ 女性やグループ等の加工・販売等支援 

女性グループ等が農業の生産に加え、その生産物を利用した加工の製造や販売

を行う６次産業化への取り組みを推進します。 

 

５ 交流と協働の促進 ～一致団結！阿波市～ 

 

民間や団体、官公庁、業種を超えてあらゆるレベルで本市の農産物、加工品のＰＲ

を推進することにより、ブランド化・差別化を図り消費者に選んでもらえる産地とな

ることが可能となります。また、次世代を担う子ども達に農業の楽しさ、重要性を伝

えていく必要があります。 

 
１）販売ＰＲ活動の充実 

多様な人材との協働活動により、また各種媒体を活用したＰＲ活動を通じて、

本市産の農産物の情報発信や普及、消費啓発に取り組みます。 

 
① 野菜ソムリエによる阿波ベジ 17魅力発信 

野菜や果物の魅力を周りの人に様々な形で伝えるこ

とができる野菜ソムリエの協働活動により、市民に食に

対する関心を持ってもらい、市民力の底上げを図ります。     

また、市内外に本市産野菜や果物の特徴について広

く消費者に情報発信してもらうことにより、地域農業の

発展につなげていきます。 
 

② ふるさと納税サイトでのＰＲ 

本市産の野菜や果物、また加工品を「ふるさと応援寄附金制度」（通称「ふるさ

と納税」）を通じて、全国の方々にその美味しさや魅力を知ってもらうことで、本

市産の農産物等をＰＲし、販売促進につなげます。 
 

                                                      
 
17 阿波市で生産される野菜・果物の愛称。 

交流と協働の促進 ～一致団結！阿波市～ ５ 
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③ 都市圏におけるＰＲ活動 

本市には、高品質な農産物やそれを利用した多くの加工品が製造・販売されて

います。その独自性や優位性を十分発信できていないため、県や他市町、生産者、

市民団体との協働活動により、都市圏等での販売促進ＰＲ活動に取り組みます。 
 

④ 阿波ベジ魅力発信 

阿波ベジや観光資源等の魅力を全国に情報発信し、阿波市

ブランドの創出を目指すため、専用ＨＰ、情報冊子、動画等

を作成するなど、効果的なＰＲを進めます。 
 

２）農商工観、産官学金連携の促進 

「農」・「産」が持つ生産力や「商」が持つ販売力、「工」・「学」が持つ専門知識や

調査研究・開発力、「観」が持つ集客力や情報発信力、「金」が持つ情報力や経営ノ

ウハウ、そして「官」の持つ調整機能力の連携により、資源を生かした地域の活性

化につなげる取り組みを進めます。 
 

① 農産物・加工品の販売ＰＲ促進 

大学生等との連携による加工品の開発、都市圏等における商談会の開催、アン

テナショップへの出店、バイヤー等を招いた産地視察・交流会の開催など、生産者

が直接、消費者・実需者等へＰＲ、販売する機会の拡大を展開します。 

また、本市が全国に誇れる農産物や加工品を金融機関や各種団体と連携しなが

ら、全国の各消費地において、トップセールスをはじめ消費者や量販店等へのプロ

モーションを展開します。 
 

３）市民等の参画･交流・協働による食育と地産地消の促進 

市民等の参画・交流・協働による食育の推進と学校給食での地元農産物の利用拡

大など地産地消の促進に取り組みます。 

 
① 野菜ソムリエによる食育の推進 

今までの「大人から子どもへ」の食育に加え、「子ど

もから子どもへ」そして「子どもから大人へ」という

新たな食育の形を野菜ソムリエとともに創造し、一人

でも多くの子どもたちが楽しみながら野菜・果物にふ

れ、その魅力を友達に伝えていける力を養います。ま

た、子ども自身が野菜嫌いを克服し、健康な心と体を養うため、一般社団法人日本

野菜ソムリエ協会が認定するキッズ野菜ソムリエを継続して育成します。 
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② 農業後継者クラブ等による農業体験 

食と農、地域や自然環境の関わりに焦点を当て、

食料を生産する「農」の役割や重要性を理解・体験

することを目的として、農業後継者クラブ、農業協

同組合（ＪＡ）、市民団体等と連携しながら子ども

たちに対する農業体験活動を進めます。 
 

③ 農産物学校給食利用拡大 

学校給食における地産地消を推進するため、阿波市学校給食農産物供給協議会

と連携しながら、本市産の野菜・果物を認定こども園や幼稚園、小中学校の学校給

食において利用拡大を継続して取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 農家レストラン、農家民泊、市民農園等の推進 

生産者の顔がみえ、旬の新鮮な農産物を美味しく食べられ、また農作業や田舎

暮らしを体験できるなど、より深く本市の食や文化に触れてもらうことができる農

家レストラン、農家民泊、市民農園等の整備を推進します。 
 
 



50 
 

第６章 阿波市農業施策の重点プロジェクト 
 
１．重点プロジェクトの位置付け 
「第２次阿波市農業振興計画」では本市農業の将来像を実現するために、５つの基本

方針（農業振興の柱）を定め、それらに基づき様々な施策を展開することとしています。

この中で、複数の基本方針にまたがるもの、特に推し進めていく必要性の高い施策、そ

して時代の要請や現状に即し迅速な施策展開が求められているものを重点プロジェク

トとして設定します。次の３つを重点プロジェクトとして位置付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．重点プロジェクトの推進体制 
阿波市農業振興計画重点プロジェクトを強力に、かつ着実に推進するため、行政と農

商工観金等の関係者が一体となって、３つの重点プロジェクトの施策方針や具体的内容

について検討し、本市農業の将来像の実現に向けて、効果的かつ効率的な施策の展開を

図ることを目的とした「重点プロジェクト推進会議」を設置します。 

また、必要に応じて、「阿波市のいいもの創造・展開部会」、「新規就農促進部会」、「阿

波ベジファースト推進部会」など、関係者だけではなく専門家を含めた下部組織を推進

会議に設置し、より効果的で迅速な施策の展開を図ります。 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 １ 阿波市のいいもの創造・展開プロジェクト 
重点プロジェクト① 

 ２ 阿波市で輝く農業プロジェクト 
重点プロジェクト② 

 ３ 阿波ベジファーストプロジェクト 
重点プロジェクト③ 

組織体系図 

阿波市農業振興計画重点プロジェクト推進会議 

阿波市のいいもの 

創造・展開部会 

阿波ベジファースト 

推進部会 
新規就農促進部会 その他部会 
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３．３つの重点プロジェクトの具体策 

 

 

１）プロジェクトの目的 

本市では、高品質な農産物やそれを利用した多くの加工品が製造・販売されてい

ます。しかしながら、その独自性や優位性を十分発信できず、優れた農産品があり

ながらも販売力の弱さから認知度が低い状況にあります。そこで、魅力ある農産物

や６次化商品を「阿波市のいいもの」として認証し、あらゆる手段を用いた販売戦

略を講じることにより、阿波市ブランドの創出や農業者等の所得向上、本市のイメ

ージアップにつなげます。 

 
２）具体的取り組み内容 

① 阿波市ブランドの構築 

生産量や将来性などを踏まえ、選定している「ブランド

育成品目」の生産、販売体制の支援策を講じます。また、

阿波市特産品認証制度の「認証品」の生産・製造を拡大す

るための支援策を講じます。 
 

② ６次産業化の推進 

阿波市特産認証品に認定されるような魅力ある加工品の開発を推進するため、加

工施設の整備から開発支援、特産品への認定、認証後における商品の販売促進活動

支援に至るまでを一体的に支援することにより、６次化商品の製造拡大に結びつけ

ることによって、阿波市ブランドの創出を目指します。 

このため、６次産業化実践者、同志向者及び関係団体等で組織する「阿波市６次

産業化推進協議会（仮称）」を設置することとします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点プロジェクト１「阿波市のいいもの創造・展開」プロジェクト １ 

 

①加工施設整備支援 

②加工品開発支援 

６次化商品の製造を

推進するため、加工施

設の整備に要する経費

を支援します。 

新たな６次化商品の

開発を推進するため、

試作・研究費に要する

経費を支援します。 

開発 

支援 

６次化商品の開発推進 

阿波市の優れた農産
物やそれを利用した加
工品を“阿波市のいい
もの”としてお墨付き
を与え、各種イベント
やふるさと納税制度を
活用して販路拡大、販
売促進を図ります。 

①認証品包装資材等支援 

②認証品販売促進支援 

6 次化商品の販路開

拓を図るため、県外等

で実施する販売促進活

動等に要する経費を支

援します。 

認証品ＰＲ資材等作成支援 

認証品の創出 

事業イメージ 

開発 

６次化商品の創出 支援 

６次化商品販売促進支援 
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①商談会における阿波市ブースの設置 

②阿波市へのバイヤーの招聘 

③アンテナショップへ出店 

④商品開発（大学生と連携） 

 

 

 

③ 「阿波市のいいもの」ＰＲ戦略 

農産物や６次化商品の販売促進を図るため、県や意欲

ある他市町と設立した「とくしま六次産業化推進連携協

議会」が行う事業の中で、都市圏など新たな大市場での

販売ＰＲ、商談会の開催、アンテナショップへの出店な

どの活動を強化し、販路拡大に向けた取り組みにチャレ

ンジします。 

さらに上記協議会にとどまらず市単独でも、商工会や

観光協会等と連携し、「阿波市」や「阿波市のいいもの」

をＰＲするためにあらゆる機会を捉え周知・広報活動を

行います。 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

徳島県や他市町と連携して設置した

「とくしま六次産業化推進連携協議会」

で、市単独では難しい都市圏等における

商談会やアンテナショップ 

への出店、またバイヤー 

の招聘などについて協議 

を進めます。 

協働による認証品ＰＲ・開発 

 
とくしま六次産業化推進連携協議会の設置 

 

事業イメージ 
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１）プロジェクトの目的 

農業を担う就農者を一人でも多く確保するため、国の農業次世代人材投資事業（旧 

青年就農給付金事業）に加え、本市で農業経営を始めようとする“やる気”のある

青年、女性、退職就農希望者等を優れた農業の担い手として育成するため、様々な

面から応援する施策を実施します。 

 
２）具体的取り組み内容 

① 新規就農コーディネート事業 

◆おおげつひめ 18プロジェクト 

農業女子をテーマとし、女性の力で本市の農業を変えていくという考えかたに

立ち、他の自治体にはない斬新な事業「おおげつひめプロジェクト」を展開しま

す。 
 

◆新規就農支援事業 

新規就農者が農業経営の安定化に向けてチャレンジする取り組みを支援しま

す。 
 

◆就農スタート研修事業 

県の農業研修事業に継ぎ足し助成することにより、他市町村との差別化を図り、

新規就農者の育成が効果的に促進できる施策を展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
18 おおげつひめ（大宜都比売）とは古事記の島産みに出てくる女神。その体から稲、粟、麦、豆などを生んだこと

から穀物・食物の神様といわれている。阿波国（粟国）の祖神とされており、神山町の上一宮大粟神社ほかに祀られ

ている。 

重点プロジェクト２「阿波市で輝く農業」プロジェクト ２ 
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② 新規就農ＰＲ事業 

新規就農コーディネート事業をはじめ、本市自慢の農産物、観光資源、子育ての

まちなど、本市の魅力を様々な形で強力にＰＲや情報発信することによって、新規

就農や移住促進にもつなげる取り組みを農業会議等と連携し、県内外において実施

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 若手農業者を中心とした経営力・企画力などを磨く講座の開設 

県内の高等教育機関等と連携のもと、次世代の農業経営者や地域のリーダーを育

成するため、意欲のある農業者に対し、経営力の向上、販売企画力の強化及び生産

から加工販売までの６次産業化などの基礎知識と実践活動の両立を図れる総合的カ

リキュラムの講座の実施や受講支援を行い、将来の事業計画を確立できる人材を育

成します。 
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１）プロジェクトの目的 

「ベジファースト」とは食事の際、最初に野菜から食べることをいいます。食べる

順番を工夫することにより生活習慣病の予防になり、健康づくりの一環として効果的

といわれています。この取り組みを広く普及することにより、生活習慣病の削減によ

る健康寿命の延伸や医療費の抑制だけではなく、新しい野菜の食べ方やメニューの発

見や開発、野菜消費の拡大、ひいては農家所得の向上につなげます。 

これらの取り組みを深化させることにより、消費者が本市の農産物（阿波ベジ）を

食事の際、一番に食べて健康に、そして生産者は一番美味しい農産物を生産すること

となります。生産者・流通業者・消費者など、すべての人が一丸となってこの「阿波

ベジファースト」プロジェクトを推進していきます。 
 

２）具体的取り組み内容 

① プロジェクト推進部会の設置 

阿波市農業振興計画重点プロジェクト推進会議の中に「阿波ベジファースト」推

進部会を設置し、本プロジェクトの年次計画の策定及び進行管理を行います。 

プロジェクトメンバーとして、民間コーディネーター、野菜ソムリエ、農業協同

組合（ＪＡ）、栄養士、医療関係者、大学、生産者、流通業者（市場、スーパー）

等多方面の方々に参加いただきます。 
 

② 阿波ベジが持つ機能性の広報 

野菜の持つ栄養価や機能性、ベジファーストの効用を消費者に広く周知すること

により野菜の消費拡大につなげていきます。そのために、本市産野菜の栄養価や機

能性の分析、野菜や果実の機能性に関する勉強会の開催等を支援します。 

また、阿波ベジが持つ機能性を最大限に生かせるよう機能性メニューの開発や機

能性を強調した販売方法の実施、ベジファースト・モニターの設置などに取り組み

ます。 

 

重点プロジェクト３「阿波ベジファースト」プロジェクト ３ 
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③ 阿波ベジイメージアップ作戦 

阿波ベジファースト宣言を行い、阿波ベジファーストの取り組みを様々なメディ

ア等を通して市内だけではなく、県内外にも積極的に広報します。本市農産物のイ

メージアップを図るために、阿波ベジ大使や阿波ベジボーイズの任命、ＰＶ（プロ

モーション・ビデオ）の制作をはじめとして、本市のまるごとアピールにつなげま

す。 
 
 
 
 
 

 

④ 阿波ベジ料理教室、シンポジウムの開催 

本市で生産される野菜のおいしい食べ方や調理方法を再発見する機会として、阿

波ベジを使用した料理教室や試食会、「阿波ベジｄｅ健康」シンポジウムを開催しま

す。また、阿波ベジと食育のコラボレーション事業も検討します。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 阿波ベジ販売促進作戦 

市内、県内の飲食店や小売店とも協働して、阿波ベジファースト協力店（飲食店、

小売店等）の募集及び指定を行います。また、阿波ベジを前面に押し出し、機能性

を前面に押し出した店頭販売や阿波ベジメニューの開発とレシピパンフレット、ポ

ップ等の作成を支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【付属資料】 
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第２次阿波市農業振興計画の策定について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

阿農振第１１４号  

平成２９年７月１日  

 

 

 
阿波市農業振興審議会会長 殿 

 

 
阿波市長 藤井 正助  

 

 
第２次阿波市農業振興計画の策定について（諮問） 

 

 

 
阿波市農業振興審議会条例（平成２９年条例第１１号）第１条の規定に基づき、第２次阿波市農業

振興計画について貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 
平成３０年３月１４日  

 
阿波市長 藤井 正助 殿 

 
阿波市農業振興審議会  

会 長 前田 安夫  

 
第２次阿波市農業振興計画の策定について（答申） 

 

 
平成２９年７月１日付け阿農振第１１４号で審議会に対し諮問のありました「第２次阿波市農業振

興計画（案）」について、慎重に審議を重ねた結果、原案を適当と認めたので、阿波市農業振興審議

会条例第２条の規定に基づき答申いたします。 
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農業振興計画審議会 委員名簿 
 

№ 委員区分 氏名 所属団体 備考 

1 第１号委員 今倉 秀明 阿波吉野川農業士会会長 副会長 

2 第２号委員 前田 安夫 阿波町農業協同組合代表理事組合長 会長 

3 第２号委員 塩田 治夫 市場町農業協同組合代表理事組合長   

4 第２号委員 岩田 武雄 阿波郡東部農業協同組合代表理事組合長   

5 第２号委員 中野 健二 板野郡農業協同組合代表理事組合長   

6 第２号委員 松本  勝 阿波市土地改良区連絡協議会会長   

7 第２号委員 小川 博司 阿波市農業生産法人協会会長   

8 第２号委員 平尾 俊之 徳島県農業共済組合東部支所支所長   

9 

第３号委員 阿部 雅信 阿波市農業委員会会長 
平成 29 年 9 月 30 日

まで 

第３号委員 福田 忠利      〃 
平成 29 年 10 月 1 日

より 

10 第４号委員 橋本 直史 
国立大学法人徳島大学生物資源産業学部

農学博士 
  

11 第５号委員 松永  敬 阿波市商工会会長、阿波市観光協会会長   
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農業振興計画策定委員会作業部会 委員名簿 
 

№ 委員区分 氏名 所属団体 備考 

1 第１号委員 武澤  豪 農業従事者、GOTTSO 阿波代表 副会長 

2 第１号委員 松永 佳之 新規就農者 
 

3 第２号委員 武澤 輝昭 阿波町農業協同組合経済部部長 
 

4 第２号委員 吉永 博明 市場町農業協同組合生産販売部部長心得 会長 

5 第２号委員 須見 公美 阿波郡東部農業協同組合経済部部長 
 

6 第２号委員 渋谷  智 板野郡農業協同組合営農指導課課長 
 

7 第２号委員 枝澤 弘明 阿波市農業生産法人協会事務局局長 
 

8 第２号委員 豊崎 達郎 阿波町農業後継者クラブ会長 
 

9 第２号委員 藤井 陽一 市場町農業後継者クラブ会長 
 

10 第２号委員 阿部 俊之 吉青会会長 
 

11 第３号委員 阿部  守 阿波市農業委員会事務局局長 
 

12 第４号委員 梯  美仁 
徳島県東部農林水産局〈吉野川〉 

吉野川農業支援センター所長  

13 第４号委員 吉川 和宏 阿波市産業経済部農地整備課課長 
 

14 第４号委員 森  克彦 阿波市産業経済部商工観光課課長 
 

15 第５号委員 松浦 良司 阿波市商工会事務局局長 
 

16 第５号委員 稲井 由美 阿波市観光協会事務局局長 
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阿波市農業振興審議会条例 
平成 29年３月 15日 

条例第 11号 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、農業の振興を推進するため、阿波市農業振興審議会（以下

「審議会」という。）を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 審議会は、本市における農業振興に関する事項について、調査及び審議を行い、

市長に答申するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。 

（１） 農業従事者 

（２） 関係農業団体の代表者又は関係農業団体から推薦を受けた者 

（３） 農業委員会の委員  

（４） 学識経験者 

（５） その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、市長の諮問に係る答申をしたときをもって満了する。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長 1人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。

ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 会議は、原則として公開とする。 

(作業部会) 

第７条 審議会の調査及び審議のため、必要に応じて作業部会（以下「部会」という。）

を置くことができる。 

２ 前２条の規定は、部会について準用する。 
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（意見の聴取等） 

第８条 審議会は、審議のために必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を

求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、産業経済部農業振興課において処理する。 

（報酬） 

第１０条 委員の報酬については、阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（平成 17年阿波市条例第 40号）の定めるところによる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（阿波市産業開発審議会条例の廃止） 

２ 阿波市産業開発審議会条例（平成 17年阿波市条例第 156号）は、廃止する。 

（阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を次のよう

に改正する。 

別表産業開発審議会の項中「産業開発審議会」を「農業振興審議会」に改める。 
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阿波市農業振興計画策定作業部会設置要綱 

平成 29年４月１日 

告示第 44号 
（設置） 

第１条 この要綱は、阿波市農業振興審議会設置条例（平成 29 年阿波市条例第 11 号。

以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、阿波市農業振興計画策定作業部会（以

下「作業部会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 作業部会は、次に掲げる事項について調査し、検討する。 

（１）第２次阿波市農業振興計画の原案に関すること 

（２）その他市長が必要と認める事項 

（組織等） 

第３条 作業部会は、委員２０人以内で次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は

任命する。 

（１）農業従事者 

（２）関係農業団体の代表者又は職員 

（３）農業委員会の委員又は職員 

（４）関係行政機関の職員 

（５）その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める任務が終了するまでとする。 

（意見の聴取等） 

第５条 作業部会は、審議のために必要があると認めるときは、関係者に会議への出席

を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会長） 

第６条 作業部会に部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会を代表する。 

３ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名す

る委員がその職務を代理する。 

（庶務） 

第７条 作業部会の庶務は、産業経済部農業振興課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、平成 30年３月 31日限り、その効力を失う。 
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