
全体の状況（1-12月）

金額 前年差 前年比

１－12月累計
（少額貨物輸出額を含む）

1兆4,148億円 +1,766億円 +14.3％

少額貨物 前年比

1-12月 767億円 +1.5％

〇 関係者からの聴き取りによると、多くの国・地域で、外食向けがコロナによる落込みから回復したこと、
小売店向けやＥＣ販売等の販路への販売が引き続き堅調だったこと等に加えて、円安による海外市
場での競争環境の改善も追い風となり、農産物、林産物、水産物共に多くの品目で輸出額が伸び、
総額も伸びた。

〇 品目別の輸出額では、水産物は中国及び米国向け、アルコール飲料は中国向け、青果物は香港
及び台湾向け、牛乳・乳製品はベトナム向けの伸びが大きい。香港向けが上半期を中心にコロナによ
る外食規制、欧米向けが下半期からインフレによる消費減退の影響を受けた。

〇 日本政府が政府一体で進めてきた輸出拡大の取組（輸出支援プラットフォームの設立、水産加工
施設等の整備など）も輸出を後押し。

2022年1ー12月 農林水産物・食品の輸出額
輸出 ・国際局

2022年1-12月の輸出実績は、1兆4,148億円を記録し、過去最高を記録しました。
(2021年1-12月実績：1兆2,382億円）
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品目 増加額（増加率） 主な増加要因

ホタテ貝（生鮮等） +271億円 (+42.4%) 米国の生産減少により、米国及び中国向けが増加したことに加え、国内主産地である北海道の生産も順調

ウィスキー +99億円 (+21.5%) 世界的な知名度向上により、従来の中国、米国といった輸出先に加えて、シンガポール、英国向けも拡大

青果物 +91億円 (+24.3%) 香港、台湾を中心にりんごやいちご等の贈答用・家庭内需要等により輸出が増加

ぶり +81億円 (+32.7%) 回復した米国の外食需要に対して、冷凍ぶりフィレの輸出が増加

清涼飲料水 +76億円 (+18.8%) 米国向けの茶飲料やサイダー等の加糖飲料の輸出が増加

牛乳・乳製品 +75億円 (+30.9%) ベトナムを中心としたアジアで粉ミルク、またアジアを中心にアイスクリームその他氷菓の輸出が増加

日本酒 +73億円 (+18.2%) 小売店向けやEC販売の増加等により、中国及び米国向けが増加

真珠 +67億円 (+39.1%) 従来取引の中心を担っていた展示会に代わり、業者間での直接取引が拡大

輸出額の増加が大きい主な品目

輸出額の減少が大きい主な品目

品目 減少額（減少率） 主な減少要因

さば ▲32億円 (▲14.6%) 漁獲量の減少により、浜値が上昇し、アフリカや東南アジア向けが減少

かつお・まぐろ類 ▲26億円 (▲12.6％) ビンナガ、かつおの漁獲量の減少により輸出も減少傾向

牛肉 ▲22億円 (▲4.0％) カンボジア輸出の減少や、米国の物価高等による消費減退が影響

貝柱調製品 ▲21億円 (▲34.4％) 香港の外食規制により、会食需要が減少

品目別の状況（1-12月）

国・地域別の状況（1-12月）

国・地域 増加額 主な増加品目

中国 +559億円ホタテ貝（生鮮等）、なまこ（調製）、日本酒

アメリカ +256億円ぶり、ホタテ貝（生鮮等）、清涼飲料水

台湾 +244億円ホタテ貝（生鮮等）、牛肉、たまねぎ

シンガポール +153億円ウイスキー、牛乳・乳製品、牛肉

韓国 +140億円ホタテ貝、たい、ビール

国・地域 減少額 主な減少品目

香港 ▲ 104億円たばこ、なまこ（調製）、日本酒

カンボジア ▲ 88億円牛肉

ロシア ▲ 31億円インスタントコーヒー

輸出額の減少が大きい主な国・地域輸出額の増加が大きい主な国・地域

輸出 ・国際局
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2022年12月 農林水産物・食品の輸出額
輸出 ・国際局

品目別の状況（単月） 国・地域別の状況（単月）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

金額 前年差 前年比

１2月単月 1,308億円 +91億円 +7.5%

輸出額の増加が大きい主な品目 輸出額の増加が大きい主な国・地域

品目 増加額 主な増加国・地域 国・地域 増加額 主な増加品目

りんご +24億円台湾、香港 中国 +36億円なまこ（調製）、さけ・ます、ウイスキー

ホタテ貝(調製) +18億円香港 台湾 +31億円りんご、清涼飲料水、牛肉

牛乳・乳製品 +16億円シンガポール、ベトナム、フィリピン 香港 +18億円ホタテ貝（調製）、真珠、りんご

輸出額の減少が大きい主な品目 輸出額の減少が大きい主な国・地域

品目 減少額 主な減少国・地域 国・地域 減少額 主な減少品目

牛肉 ▲ 6億円カンボジア アメリカ ▲ 18億円ぶり、ソース混合調味料、清酒

キャビア等 ▲ 5億円台湾、アメリカ、中国 カンボジア ▲ 10億円牛肉

製材 ▲ 5億円フィリピン カナダ ▲ 4億円ごま油、緑茶

2022年12月単月の輸出実績は、1,308億円を記録し、１か月単月として過去最高を記録しました。
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農林水産物・食品 輸出額の推移 輸出 ・国際局

（単位：億円）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 4



2022年の農林水産物・食品 輸出額（1－12月）品目別
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輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

※「ぶり」の金額はぶり（活）を含む金額。但し、前年同月比はぶり（活）を除く金額で算出

※「牛肉」、「鶏卵」、「豚肉」、「鶏肉」、「かんしょ」、「かき」の金額はそれぞれの加工品を含む金額。
「青果物」、「かんしょ」、「かき」の前年同月比は加工品を除く金額で算出

505,167 +9.9 123,612 +4.9

139,224 +21.4 12,710 ▲ 12.7

日本酒 47,492 +18.2 21,887 +7.2

ウィスキー 56,078 +21.5 9,143 +7.5

焼酎（泡盛を含む） 2,172 +24.4 植木等 7,385 +6.6

48,380 +11.2 切花 1,514 +12.7

48,215 +18.8 63,761 +11.9

菓子（米菓を除く） 27,991 +14.6 20,559 ▲ 2.4

醤油 9,396 +2.8 11,054 +46.9

米菓（あられ・せんべい） 5,503 ▲ 2.4 9,191 ▲ 5.8

味噌 5,077 +14.1 木製家具 6,893 +26.6

畜産品 126,827 +11.3 水産物（調製品除く） 300,448 +28.7

畜産物 96,820 +8.6 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 91,052 +42.4

牛肉 52,019 ▲ 4.0 ぶり 36,256 +32.7

牛乳・乳製品 31,926 +30.9 真珠（天然・養殖） 23,753 +39.1

鶏卵 8,546 +42.4 さば 18,802 ▲ 14.6

豚肉 2,326 ▲ 10.6 かつお・まぐろ類 17,845 ▲ 12.6

鶏肉 2,003 +0.6 いわし 11,630 +56.2

穀物等 62,696 +12.2 たい 7,475 +48.3

米（援助米除く） 7,382 +24.4 さけ・ます 6,675 +88.5

野菜・果実等 68,702 +20.6 すけとうたら 3,061 +53.3

青果物 47,492 +24.3 さんま 285 ▲ 55.1

りんご 18,703 +15.4 水産調製品 86,878 +27.8

ぶどう 5,390 +16.4 なまこ（調製） 18,405 +18.6

いちご 5,242 +29.1 ホタテ貝（調製） 16,807 +108.0

もも 2,897 +24.8 練り製品 12,266 +9.0

かんしょ 2,789 +12.6 貝柱調製品 3,914 ▲ 34.4

ながいも 2,690 +16.3

なし 1,346 +40.1

かんきつ 1,272 +15.5

かき 1,189 +50.0
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45,983 +2.1 11,429 +8.8

11,341 +8.8 1,424 +111.2

日本酒 4,003 ▲ 7.7 2,211 +6.5

ウイスキー 3,638 +24.2 1,517 +51.5

焼酎（泡盛を含む） 188 ▲ 31.5 植木等 1,392 +65.1

4,180 +5.7 切花 108 ▲ 13.1

ソース混合調味料 3,850 ▲ 7.6 5,554 +0.2

菓子（米菓を除く） 3,613 +14.7 1,668 ▲ 8.3

醤油 744 ▲ 20.4 1,151 +56.5

米菓（あられ・せんべい） 731 +30.3 739 +38.4

味噌 406 ▲ 15.8 製材 518 ▲ 51.4

畜産品 13,040 +5.5 水産物（調製品除く） 25,508 +5.0

畜産物 10,742 +10.2 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 6,157 ▲ 0.2

牛肉 5,983 ▲ 8.6 ぶり 4,437 ▲ 7.9

牛乳・乳製品 3,842 +69.1 真珠（天然・養殖） 2,177 +45.3

鶏卵 520 +1.6 さけ・ます 1,622 +81.9

豚肉 263 +12.0 かつお・まぐろ類 1,303 ▲ 23.2

鶏肉 135 ▲ 25.8 さば 804 ▲ 36.0

穀物等 6,051 +5.2 たい 593 +83.8

米（援助米除く） 777 +19.3 すけとうたら 273 +57.9

野菜・果実等 12,805 +35.4 いわし 269 ▲ 47.7

青果物 10,917 +46.4 さんま 26 ▲ 3.7

りんご 7,126 +51.5 水産調製品 10,439 +20.0

いちご 1,151 +29.7 ホタテ貝（調製） 3,650 +101.8

ながいも 470 +23.3 なまこ（調製） 2,005 +64.0

かき 426 +49.6 練り製品 1,116 +7.1

かんしょ 377 +1.7 貝柱調製品 323 ▲ 62.0

かんきつ 321 +27.6

ぶどう 256 +3.8

なし 120 +193.4

もも 1 ▲ 29.4
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2022年の農林水産物・食品 輸出額（12月）品目別
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輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

※「ぶり」の金額はぶり（活）を含む金額。但し、前年同月比はぶり（活）を除く金額で算出

※「牛肉」、「鶏卵」、「豚肉」、「鶏肉」、「かんしょ」、「かき」の金額はそれぞれの加工品を含む金額。
「青果物」、「かんしょ」、「かき」の前年同月比は加工品を除く金額で算出



2022年の農林水産物・食品 輸出額 国・地域別
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輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

農産物 林産物 水産物 農産物 林産物 水産物

1 中華人民共和国 2,783 20.8 +25.2 1,671 241 871 235 +18.0 159 21 55

2 香港 2,086 15.6 ▲ 4.8 1,315 16 755 232 +8.6 138 2 92 

3 アメリカ合衆国 1,939 14.5 +15.2 1,323 76 539 158 ▲ 10.2 106 5 47 

4 台湾 1,489 11.1 +19.6 1,102 41 346 208 +17.4 167 5 36 

5 ベトナム 724 5.4 +23.8 500 9 216 75 +2.8 54 1 21 

6 大韓民国 667 5.0 +26.6 379 44 244 77 +18.0 39 4 34 

7 シンガポール 562 4.2 +37.3 459 6 96 51 +13.2 40 1 10 

8 タイ 506 3.8 +14.9 262 9 235 43 +6.7 26 1 15 

9 フィリピン 314 2.3 +51.6 135 150 29 29 +32.1 13 13 3 

10 オーストラリア 292 2.2 +27.1 250 3 39 27 +3.8 21 0 5 

－ ＥＵ 680 5.1 +8.2 535 16 129 57 +0.3 47 1 9 

輸出額内訳（億円）

2022年1-12月（累計） 2022年12月（単月）

順位 輸出先
輸出額

（億円）

金額

構成比

（％）

前年

同期比

（％）

輸出額内訳（億円） 輸出額

（億円）

前年

同月比

（％）



2022年の農林水産物・食品 輸出額
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輸出 ・国際局

農林水産物 前年同月比
輸出額内訳

農産物 林産物 水産物

1月 787億円 +3.7% 544億円 37億円 206億円

2月 901億円 +18.0% 610億円 50億円 241億円

3月 1,104億円 +7.3% 748億円 61億円 295億円

4月 1,146億円 +12.0% 717億円 51億円 379億円

5月 1,054億円 +19.1% 674億円 55億円 325億円

6月 1,173億円 +24.0% 759億円 58億円 356億円

7月 1,178億円 +21.9% 775億円 58億円 345億円

8月 1,122億円 +16.3% 753億円 56億円 314億円

9月 1,141億円 +17.1% 772億円 48億円 321億円

10月 1,251億円 +18.7% 843億円 54億円 354億円

11月 1,216億円 +16.4% 784億円 55億円 377億円

12月 1,308億円 +7.5% 893億円 56億円 359億円

計 1兆3,381億円 ＋15.1％ 8,870億円 638億円 3,873億円

計
（少額貨物輸出額を含む）

1兆4,148億円 ＋14.3％ － － －

＜少額貨物輸出額＞

少額貨物 前年同期比

1-6月 361億円 ▲1.6%
7-12月 407億円 +4.4%
計 767億円 +1.5%

※少額貨物…輸出入申告の際、１品目20万円以下の貨物に関
しては「貿易統計」に計上されておらず、別途調査を
行っている。（1-6月、7-12月の年２回集計）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
※少額貨物は財務省調査を基に農林水産省作成


