
No 指標名 定義

新 1
営農が可能な面積のうち営農再開した面積の割
合

原子力被災12市町村における営農が可能な面
積のうち営農再開した面積の割合

R1 35 ％ 70 ％ 以上

2 森林整備面積
１年間に植栽、下刈り、除伐、間伐等の森林
整備を実施した面積

R1 5,707 ｈａ 8,000 ｈａ 以上

新 3 沿岸漁業水揚金額
沿岸漁業及び沖合底びき網漁業の属地水揚金
額

R2 21 億円 100 億円 以上

No 指標名 定義

新 4
避難地域12市町村における農畜産物及び加工品
の年間産出額

福島県高付加価値産地展開支援事業により、
生産された農畜産物の年間販売額及び整備し
た加工施設の製品の年間出荷額の合計

R2 － 億円 80 億円 以上

再 森林整備面積
１年間に植栽、下刈り、除伐、間伐等の森林
整備を実施した面積

R1 5,707 ｈａ 8,000 ｈａ 以上

新 再 沿岸漁業水揚金額
沿岸漁業及び沖合底びき網漁業の属地水揚金
額

R2 21 億円 100 億円 以上

No 指標名 定義

新 県産農産物の取引価格の全国平均比（米）
全国平均価格に対する県産米の平均価格の割
合

R1 97.16 ％ 98.40 ％ 以上

県産農産物の取引価格の全国平均比（もも）
全国平均価格に対する県産桃の平均価格の割
合

R1 80.93 ％ 90.92 ％ 以上

県産農産物の取引価格の全国平均比（牛肉）
全国平均価格に対する県産牛肉の平均価格の
割合

R1 89.80 ％ 95.74 ％ 以上

No 指標名 定義

6 認定農業者数
農業経営強化促進法に基づき、市町村等で認
定された農業経営改善計画数(経営体数）

R1 7,377 経営体 8,500 経営体 以上

7 農地所有適格法人等数
農地法に基づく農地所有適格法人数、認定農
業者である法人の実合計

R1 740 法人 1,100 法人 以上

8 新規就農者数
新たに農業を職業として選択し、年間１５０
日以上の農業従事を予定している者

R2 204 人 340 人 以上

新 9 新規就農者の定着割合
独立・自営就農した者のうち認定新規就農者
の就農５年後の定着割合

R2 95.7 ％ 100 ％

No 指標名 定義

10 新規林業就業者数 １年間に新たに林業の職に就いた人数 R2 76 人 140 人 以上

No 指標名 定義

11 沿岸漁業新規就業者数（累計）
沿岸漁業（沖合底びき網漁業を含む）におけ
る新規就業者数

R1 － 人 100 人 以上

新 12 漁業経営体数 沿岸・沖合・遠洋漁業の経営体数の合計 R1 590 経営体 500 経営体 以上

No 指標名 定義

新 13 農業経営収入保険への加入件数 農業経営収入保険に加入した農業者等の件数 R2 1,513 件 5,120 件 以上

第１節　東日本大震災・原子力災害からの復興の加速化

１　生産基盤の復旧と被災した農林漁業者等への支援

２　避難地域等における農林水産業の復興の加速化

現況値 目標値

目標値

第２節　多様な担い手の確保・育成

１　農業担い手の確保・育成

現況値 目標値

現況値 目標値

5

目標値

３　漁業担い手の確保・育成

現況値 目標値

４　経営の安定・強化

現況値 目標値

２　林業担い手の確保・育成

現況値

新しい福島県農林水産業振興計画　指標一覧（案）

３　風評の払拭

現況値

資料２－２
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No 指標名 定義

14 担い手への農地集積面積 担い手に対して利用集積された農用地面積 R1 61,679 ｈａ 100,500 ｈａ 以上

15 ほ場整備率
農振農用地の水田で、ほ場整備事業等により
整備された面積の割合

R1 74.1 ％ 78.0 ％ 以上

16
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（累計）

補修・更新により安定的な用水供給が維持さ
れる面積

R1 － ｈａ 63,356 ｈａ 以上

No 指標名 定義

17 林内路網整備延長 民有林内の林道及び作業道の整備延長 R2 6,778 km 8,860 km 以上

18 木材（素材）生産量 １年間に生産される木材（素材）の量 H30 950 千ｍ3 1,350 千ｍ3 以上

No 指標名 定義

新 19
復旧した漁場等の生産力の発揮に取り組んだ団
体数（累計）

復旧・利用再開した漁場や魚礁等の管理等を
行った団体数

R1 15 件 20 件 以上

No 指標名 定義

20
戦略的な品種・技術の開発に関する普及に移し
うる成果数

当該年度に終了した試験研究課題のうち「普
及に移しうる成果」等の数

R1 29 件 35 件 以上

新 21 オリジナル品種等の普及割合
全作付面積に占める県オリジナル品種の作付
面積の割合

R2 16 ％ 30 ％ 以上

新 22 水産試験研究機関が開発した技術の導入魚種数
水産の現場に研究成果または技術が導入され
た魚種の数

R2 14 魚種 50 魚種 以上

No 指標名 定義

一新 23 第三者認証GAP等に取り組む経営体数
第三者認証ＧＡＰ（GLOBAL G.A.P.、ASIA
GAP、JGAP）及びふくしま県GAPを個人又は団
体で取得し、実践している経営体数

R1 624 経営体 1,800 経営体 以上

24 食品表示法に基づく生鮮食品の適正表示割合
食品表示法に基づき適正に表示されているこ
とを確認した生鮮食品の割合

R1 91.2 ％ 100 ％

No 指標名 定義

新 25 「福､笑い」と全国高級ブランド米との価格比
「福､笑い」取扱店舗での全国高級ブランド
米との価格比

R2 － ％ 100 ％

新 26 ももの取引価格
東京都中央卸売市場における県産ももの平均
単価

R2 484
(H28~R2平均値)

円/kg 589 円/kg 以上

新 27 銘柄「福島牛」の取引価格
東京都中央卸売市場における銘柄「福島牛」
の取引価格

R1 2,292 円/kg 3,008 円/kg 以上

No 指標名 定義

新 28 県産米の県外での定番販売店舗数 県産米の県外量販店等での定番販売店舗数 R1 2,367 店舗 3,000 店舗 以上

新 29
県内消費地市場における県産水産物取扱量の回
復割合

福島市及びいわき市公設市場における県産水
産物取扱量の回復割合

H29 33 ％ 100 ％ 以上

30
県産の食材を積極的に購入すると回答した県民
の割合

県政世論調査における意識調査項目 R2 56.9 ％ 70 ％ 以上

31 学校給食において活用した県産地場産物の割合
１日の給食に使用する食材料の品目数のうち
福島県内産の品目数の割合

R2 44.2 ％

32 県産農産物の輸出額
県内の農業団体等が輸出向けに出荷した県産
農産物の金額

R1 119 百万円 300 百万円 以上

目標値

３　漁業生産基盤の整備

現況値 目標値

現況値 目標値

第３節　生産基盤の確保・整備と試験研究の推進

１　農地集積・集約化の推進と農業生産基盤の整備

４　戦略的な品種・技術の開発

２　林業生産基盤の整備

現況値

現況値 目標値

第４節　需要を創出する流通・販売戦略の実践

１　県産農林水産物の安全と信頼の確保

現況値 目標値

２　戦略的なブランディング

現況値 目標値

３　消費拡大と販路開拓

現況値 目標値

調整中
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No 指標名 定義

33 農業産出額
1年間に、生産された農産物の販売金額の合
計

R1 2,086 億円 2,400 億円 以上

新 　　農業産出額（穀類） 米、麦類、豆類及びそばの販売金額の合計 R1 822 億円 765 億円 以上

新 　　農業産出額（園芸）
いも類、野菜、果実、花き及び工芸作物の販売金
額の合計

R1 806 億円 993 億円 以上

新 　　農業産出額（畜産）
肉用牛、乳用牛、豚、鶏及びその他畜産物の販売
金額の合計

R1 435 億円 616 億円 以上

新 34 農産物販売金額1,000万円以上の農業経営体数
農産物販売金額1,000万円以上の経営体数の
合計

R2 2,746 経営体 3,500 経営体 以上

35 林業産出額
木材（素材）、栽培きのこ及びその他（薪、
木炭等）の産出額合計

H30 104 億円 152 億円 以上

36 栽培きのこ生産量 栽培きのこ生産量 R1 4,665 ｔ 7,100 ｔ 以上

新 37 海面漁業・養殖業産出額 海面漁業及び養殖業産出額（属人）の合計 H30 97 億円 200 億円 以上

No 指標名 定義

新 38 スマート農業技術等導入経営体数
水稲（大規模経営体）・園芸・畜産おけるス
マート農業等技術の導入経営体数

R2 525 経営体 950 経営体 以上

新
スマート農業技術等を導入した大規模稲作経営
体数

スマート農業等を導入した大規模稲作経営体
（20ha以上）の数

R2 103 経営体 240 経営体 以上

新
スマート農業技術等を導入した園芸経営体
数

スマート農業等を導入した園芸経営体数 R2 364 経営体 570 経営体 以上

新
スマート農業技術等を導入した畜産経営体
数

スマート農業等を導入した畜産経営体数 R2 58 経営体 140 経営体 以上

新 39 夏秋きゅうり栽培における施設化割合 夏秋きゅうり栽培に占める施設化割合 R1 49 ％ 60 ％ 以上

新 40 ももの10a当たりの生産量 ももの10a当たりの生産量 R1 1,700 kg/10a 1,900 kg/10a 以上

一新 41 県内肉用牛農家１戸当たりの飼養頭数
肉専用種及び肉用に利用する牛における農家
１戸当たりの飼養頭数

R2 26.6 頭 38.4 頭 以上

一新 42 県内酪農家１戸当たりの飼養頭数
搾乳を目的として飼養している牛における酪
農家１戸あたりの飼養頭数

R2 40.1 頭 74.2 頭 以上

新 43 森林経営計画認定率
地域森林計画対象森林面積に占める森林経営
計画認定面積の割合

R1 16 ％ 32 ％ 以上

新 再 沿岸漁業水揚金額
沿岸漁業及び沖合底びき網漁業の属地水揚金
額

R2 21 億円 100 億円 以上

No 指標名 定義

一新 再 第三者認証GAP等に取り組む経営体数
第三者認証ＧＡＰ（GLOBAL G.A.P.、ASIA
GAP、JGAP）及びふくしま県GAPを個人又は団
体で取得し、実践している経営体数

R2 691 経営体 2,100 経営体 以上

一新 44 水稲オリジナル品種の作付面積割合
種子注文数量に基づく推計作付面積に占める
県オリジナル品種の作付面積の割合

R2 19.9 ％ 37 ％ 以上

新 45
東京消費地市場における県産水産物の平均単価
回復割合

東京都卸売市場における福島県産水産物の平
均単価回復割合

R2 136 ％ 100 ％ 以上

新 46 環境保全型農業の取組面積
環境保全型農業直接支払交付金事業に取り組
だ面積

R1 2,196 ｈａ 2,300 ｈａ 以上

１　県産農林水産物の生産振興

現況値 目標値

２　産地の生産力強化

現況値 目標値

３　産地の競争力強化

現況値 目標値

第５節　戦略的な生産活動の展開
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No 指標名 定義

新 47
自然と伝統が残る農山漁村地域を大切にしたい
と思う県民の割合

県政世論調査における意識調査項目 R2 89.5 ％

48 森林づくり意識醸成活動参加者数
森林づくりや緑化活動、森林環境学習活動等
への参加者数

R1 178,382 人 170,000 人 以上

No 指標名 定義

49
地域共同活動による農地・農業用水等の保全管
理面積の割合

農業振興地域内の農用地等の面積のうち共同
活動により保全管理された農地・農業用水等
の面積が占める割合

R2 51 ％ 57 ％ 以上

再 森林整備面積
１年間に植栽、下刈り、除伐、間伐等の森林
整備を実施した面積

R1 5,707 ｈａ 8,000 ｈａ 以上

新 50 河川・湖沼の漁場環境保全等に取り組む人数
河川・湖沼の多面的機能の維持・発揮に関わ
る内水面漁業協同組合の組合員（正・副）数

R1 12,828 人 12,000 人 以上

No 指標名 定義

再 林内路網整備延長 民有林内の林道及び作業道の整備延長 R2 6,778 km 8,860 km 以上

51 野生鳥獣による農作物の被害額 野生鳥獣により被害を受けた農作物の被害額 R1 179,326 千円 90,000 千円 以下

一新 52 防災重点農業用ため池整備着手数
防災工事等推進計画に基づき安全性を確保す
る工事に着手した防災重点農業用ため池の数

R2 2 か所 96 か所 以上

新 53 治山事業により保全される集落数
治山事業の実施により山地災害防止機能が確
保された集落数

R2 1,087 集落 1,179 集落 以上

No 指標名 定義

54 農産物の加工や直売等の年間販売金額 農業生産関連事業の販売金額 H30 461 億円 570 億円 以上

55 木質燃料使用量
県内木質バイオマスエネルギー利用施設にお
ける木質燃料使用量

R1 631 千ｔ 900 千ｔ 以上

第６節　活力と魅力ある農山漁村の創生

１　農林水産業・農山漁村に対する意識醸成と理解促進

現況値 目標値

４　地域資源を活用した取組の促進

現況値 目標値

上昇を目指す

２　農林水産業・農山漁村が有する多面的機能の維持・発揮

現況値 目標値

３　快適で安全な農山漁村づくり

現況値 目標値
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