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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。 
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