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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 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 



4 
 

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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