
第１節　東日本大震災及び原子力災害からの復興

№ 新規／継続 指          標          名

1 新規

2 新規

3 新規

第２節　　安全・安心な農林水産物の提供

№ 新規／継続 指          標          名

4 継続 ☆ＧＡＰに取り組む産地数

5 継続 ☆ＪＡＳ法に基づく生鮮食品の適正表示率

6 継続 乾燥材出荷割合

7 継続 小学校における「田んぼの学校」取組校数

第３節　農業の振興

№ 新規／継続 指          標          名

8 継続 ☆農業関連産出額

9 継続 ☆食料自給率（カロリーベース）

10 継続 ☆認定農業者数

11 継続 ☆新規就農者数

12 継続 ☆過疎・中山間地域における新規就農者数

13 継続 ☆農業生産法人等数

14 継続 ☆耕作放棄地の解消面積

15 継続 ☆うつくしま農林水産ファンクラブ会員数

16 継続 ☆農産物直売所の販売額

17 継続 ☆学校給食における地場産物活用割合

18 継続 ☆福島県産農産物の海外輸出量

19 継続 女性の認定農業者数

20 継続 家族経営協定締結数

21 継続 農作業死亡事故年間発生件数

22 継続 農用地利用集積面積

23 継続 農業所得目標を達成した認定農業者数

24 継続 機能向上により用水供給が確保される面積
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№ 新規／継続 指          標          名

25 継続 機能向上により排水条件が改善される面積

26 継続 ほ場整備率（水田）

27 継続 農用地利用集積率（ほ場整備事業実施地区）

28 継続 農道整備率

29 継続 補修・更新により安定的な用水供給機能が維持される面積

30 継続 補修・更新により湛水防除が維持される面積

31 継続 継続して点検診断し、計画管理されている農業水利施設の割合

32 継続 農地・水・環境の良好な保全を図る共同活動を行う面積

33 継続 農地・水・環境の良好な保全を図る共同活動への参加者数

34 継続 中山間地域等における地域維持活動を行う面積

35 継続 中山間地域等における地域維持活動への参加者数

36 継続 特色ある多様な米づくりの作付面積

37 継続 県産大豆の上位等級（1、２等級）比率

38 継続 経営安定に資する対策への加入面積　大豆

39 継続 経営安定に資する対策への加入面積　麦

40 継続 「会津のかおり」の作付面積

41 継続 野菜の作付面積

42 継続 アスパラガスの作付面積

43 継続 きゅうりの作付面積

44 継続 トマトの作付面積

45 継続 果樹の栽培面積

46 継続 ももの栽培面積

47 継続 日本なしの栽培面積

48 継続 花きの作付面積

49 継続 りんどうの作付面積

50 継続 工芸農作物の作付面積

51 継続 肉用牛飼養頭数

52 継続 肉用牛肥育出荷頭数

53 継続 乳用牛飼養頭数

54 継続 生乳生産量

55 継続 豚飼養頭数

56 継続 肉豚出荷頭数

57 継続 採卵鶏飼養羽数
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№ 新規／継続 指          標          名

58 継続 肉用鶏飼養羽数

59 継続 飼料作物作付面積

60 継続 大消費地へのふくしまの「顔」となる青果物の供給量

61 継続 県アンテナショップ（首都圏）におけるプロモーション実施回数

62 継続 福島県産農産物の海外向け出荷額

63 継続 試験研究課題における実用的成果の割合

第４節　林業・木材産業の振興

№ 新規／継続 指          標          名

64 継続 ☆林業産出額

65 継続 ☆新規林業就業者数

66 継続 ☆木材（素材）生産量

67 継続 林内路網整備延長

68 継続 高性能林業機械の保有台数

69 継続 木材関連工業出荷額

70 継続 間伐材利用量（民有林）

71 継続 栽培きのこの生産量

72 継続 ナメコ（県オリジナル品種）の生産量

第５節　水産業の振興

№ 新規／継続 指          標          名

73 継続 ☆沿岸漁業産出額

74 継続 沿岸漁業生産量

75 継続 資源管理型漁業の取組み数

76 継続 放流したヒラメの回収率

77 継続 有害鳥獣（カワウ）捕獲計画の達成率

78 継続 市民参加型の外来魚駆除活動数

79 継続 食用ゴイの生産量

80 継続 中核的漁業経営体数

81 継続 新規沿岸漁業就業者数（沖合底びき網漁業を含む）

82 継続 漁業生産団体等が行うインターネット販売等の取組み数

83 継続 人工魚礁設置による漁場の整備量

84 継続 磯焼け対策の実施面積

85 継続 沖合漁業（沖合底びき網漁業を除く）の属地水揚げ量
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第６節　魅力ある農山漁村の形成

№ 新規／継続 指          標          名

86 継続 ☆農産物加工品販売額

87 継続 ☆農商工連携体を把握した件数

88 継続 ☆グリーン・ツーリズムインストラクターによる受入人数

89 継続 絆づくりを促進する運動の認知度

90 継続 福島県農林水産部メールマガジン「ふくしま食・農通信」登録件数

91 継続 森林（もり）とのふれあい施設利用者数

92 継続 農業集落排水処理人口

93 継続 緊急点検による要整備ため池整備率

94 継続 山地災害危険地区における着手率

95 継続 海岸保全施設整備率（農地海岸）

96 継続 松くい虫被害材積

97 継続 カシノナガキクイムシ被害量

98 新規 浸水想定区域図が作成された農業用ダム・ため池数

７節　自然・環境との共生

№ 新規／継続 指          標          名

99 継続 ☆エコファーマー数

100 継続 ☆森林整備面積

101 継続 ☆森林づくり意識醸成活動の参加者数

102 継続 認証を受けた特別栽培農産物の作付面積

103 継続 有機農産物の作付面積

104 継続 農業用使用済プラスチックの組織的回収率

105 継続 木質燃料使用量

106 継続 保安林指定面積

（注２）☆印の指標は、現行の総合計画と共通の指標を示している。

（注１）「第４章の施策の展開方向」の検討状況を踏まえて今後、指標を追加する。
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