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2020年の農林水産物・食品の輸出実績の概要 食 料 産 業 局

［輸出額］
〇 農林水産物・食品の輸出額は9,223億円

（前年比+1.1%）となり、８年連続で過去
最高額を更新

［輸出額（少額貨物等を含む）］
〇 新たな輸出額目標（2025年２兆円、

2030年５兆円）については、少額貨物等を
含めて設定したことから、2020年より少額貨
物等を加えた輸出額を公表

〇 農林水産物・食品の輸出額（少額貨物等
を含む）は9,866億円（前年比＋1.6%）

〇 なお、少額貨物が上期及び下期の年２回
の集計であることから、年間実績と併せて公表

2020年の輸出額

［少額貨物等を含む］

（単位：億円）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

概 要
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2020年12月 農林水産物・食品の輸出額

金額 前年差 前年比

12月単月 1,008億円 ＋121億円 ＋13.7％

１－12月累計 9,223億円 +102億円 +1.1％

食 料 産 業 局

品目 増加額 主な増加国
アルコール飲料 ＋29億円 中国、香港
植木等 ＋８億円 中国、香港
インスタントコーヒー ＋６億円 ロシア、アメリカ、中国

品目 減少額 主な減少国
りんご ▲12億円 台湾
ホタテ貝 ▲８億円 中国
ぶり ▲４億円 アメリカ、中国、フィリピン

国・地域 増加額 主な増加品目
香港 ＋45億円 アルコール飲料、いちご
中国 ＋29億円 アルコール飲料、野菜の種
アメリカ ＋17億円 牛肉、ソース混合調味料

国・地域 減少額 主な減少品目
オマーン ▲１億円 製材
英国 ▲１億円 ソース混合調味料、牛肉
ナミビア ▲１億円 かに（冷凍）、かに（調製品）

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

輸出額の増加が大きい国・地域

輸出額の減少が大きい国・地域

品目別の状況 国・地域別の状況



農林水産物・食品 輸出額の推移 食 料 産 業 局

（単位：億円）

3※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

2020年の農林水産物・食品の輸出額は9,223億円（前年比+1.1%）。
８年連続で過去最高額を更新。



品目 減少額 主な減少要因

真珠 ▲253億円 香港の宝飾展示会の中止

ホタテ貝 ▲132億円 単価の下落により減少

ぶり ▲57億円 米国等の外食向けが減少

りんご ▲38億円 2019年産の生産量減により減少

たばこ ▲22億円 海外生産に移行中

2020年の主な増減要因 食 料 産 業 局

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、輸出全体が対前年▲11.1％と減少する中、鶏卵
や米のように家庭食向けの産品が増加したことや、上半期は低迷した牛肉や日本酒が、販売方法の
改善等により、下半期は回復したことにより、農林水産物・食品の輸出が増加した。

国・地域 増加額 主な増加品目

中国 +102億円 アルコール飲料、清涼飲料水

ベトナム +83億円 粉乳、かつお・まぐろ類

台湾 +73億円 ソース混合調味料、たばこ

香港 +24億円 アルコール飲料、鶏卵

タイ +6億円 かつお・まぐろ類、豚の皮

国・地域別の状況

輸出額の増加が大きい国・地域

輸出額の減少が大きい国・地域

品目別の状況

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

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

国・地域 減少額 主な減少品目

韓国 ▲90億円 アルコール飲料、菓子、ソース混合調味料

アメリカ合衆国 ▲50億円 ぶり、アルコール飲料

シンガポール ▲11億円 たばこ、ホタテ貝（調製）

オーストラリア ▲10億円 ホタテ貝、菓子

フィリピン ▲2億円 合板、いわし

品目 増加額 主な増加要因

かつお・まぐろ類 +51億円 ベトナム向け冷凍ビンナガの増加

アルコール飲料 +49億円 日本産ウイスキーが人気

牛乳・乳製品 +38億円 ベトナムで育児用調製粉乳が人気

清涼飲料水 +38億円 輸出上位国で需要増

鶏卵 +24億円 家庭食向け用途が大幅に増加
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39,225 +32.5 11,927 +26.8
8,395 +51.5 1,423 +74.2

日本酒 3,478 +48.9 1,613 +10.8
3,481 +10.2 2,257 +56.3
3,009 +15.9 植木等 2,177 +60.2
2,620 +23.8 切花 53 ▲ 11.7

696 ▲ 10.1 3,816 +18.0
536 +28.4 1,551 +20.2
367 ▲ 5.1 686 +19.0

畜産品 8,244 +15.7 565 +38.4
6,220 +12.2 16,183 ▲ 7.3

牛肉 3,728 +10.7 3,011 ▲ 21.6
牛乳・乳製品 1,651 +4.4 1,842 ▲ 18.7
鶏卵 401 +59.8 1,335 +12.1
豚肉 257 +95.8 1,204 ▲ 23.8
鶏肉 184 ▲ 13.2 923 +118.3

穀物等 4,976 +6.0 772 +54.3
592 +9.2 189 ▲ 1.2

野菜・果実等 7,099 ▲ 5.5 187 ▲ 28.4
5,309 ▲ 10.0 124 ▲ 58.7

りんご 2,883 ▲ 29.0 82 +118.2
いちご 798 +82.0 9,307 ▲ 3.2
ながいも 313 ▲ 11.3 2,488 +4.5
かんしょ 264 +27.7 2,179 ▲ 0.1
ぶどう 193 +29.9 1,519 ▲ 22.7
かんきつ 131 ▲ 15.0 1,132 ▲ 1.7
なし 39 ▲ 40.7
もも 0 ▲ 100.0

金　額
（百万円）

前年同月比
（％）

練り製品

さば
真珠（天然・養殖）
さけ・ます
いわし
たい
すけとうたら

林
産
物

米（援助米除く）

青果物

合板
水産物（調製品除く）

その他農産物
たばこ
緑茶
花き

水
　
産
　
物

さんま
水産調製品

なまこ（調製）
貝柱調製品
ホタテ貝（調製）

品　目品　目 金　額
（百万円）

前年同月比
（％）

農
　
産
　
物

加工食品
アルコール飲料

ソース混合調味料
清涼飲料水
菓子（米菓を除く）
醤油
米菓（あられ・せんべい）
味噌

林産物
丸太
製材

畜産物
ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等）
ぶり
かつお・まぐろ類

2020年の農林水産物・食品 輸出額（12月）品目別 食 料 産 業 局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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374,015 +14.3 108,539 +9.4
71,030 +7.5 14,203 ▲ 13.3

日本酒 24,141 +3.1 16,188 +10.6
36,542 +8.6 11,550 +11.5
34,172 +12.4 植木等 10,552 +13.6
18,809 ▲ 6.7 切花 811 ▲ 8.3
7,513 ▲ 2.2 38,082 +2.8
4,531 +5.2 16,341 +11.1
3,844 +0.5 6,757 +13.3

77,135 +9.0 5,558 ▲ 10.5
59,495 +11.4 167,647 ▲ 22.5

牛肉 28,874 ▲ 2.7 31,446 ▲ 29.6
牛乳・乳製品 22,213 +20.4 20,440 ▲ 0.8
鶏卵 4,587 +107.4 20,390 +33.6
鶏肉 2,063 +6.3 17,262 ▲ 24.7
豚肉 1,758 +55.0 7,749 ▲ 3.2

51,025 +10.5 7,604 ▲ 76.9
5,311 +15.0 3,938 ▲ 6.9

45,786 +2.9 3,779 +6.9
29,353 ▲ 1.0 1,663 ▲ 20.3

りんご 10,702 ▲ 26.2 551 ▲ 44.0
ぶどう 4,118 +29.1 60,022 ▲ 15.4
いちご 2,630 +24.8 18,189 ▲ 12.4
ながいも 2,129 ▲ 6.1 10,382 ▲ 7.0
かんしょ 2,062 +21.7 7,154 ▲ 10.4
もも 1,871 ▲ 1.4 4,645 ▲ 38.6
なし 763 ▲ 1.4
かんきつ 687 +3.3

品　目 金　額
（百万円）

前年同期比
（％） 品　目

林
産
物

林産物
丸太
製材

水
　
産
　
物

いわし
真珠（天然・養殖）
さけ・ます
たい

かつお・まぐろ類
ぶり

すけとうたら

前年同期比
（％）

金　額
（百万円）

その他農産物
たばこ
緑茶

農
　
産
　
物

加工食品
アルコール飲料

ソース混合調味料
清涼飲料水
菓子（米菓を除く）
醤油
米菓（あられ・せんべい）
味噌

畜産品
畜産物

穀物等
米（援助米除く）

野菜・果実等
青果物

ホタテ貝（調製）

合板

さんま
水産調製品

なまこ（調製）
練り製品
貝柱調製品

花き

水産物（調製品除く）
ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等）
さば

2020年の農林水産物・食品 輸出額（１－12月）品目別 食 料 産 業 局

6
※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成



2020年の農林水産物・食品 輸出額 国・地域別 食 料 産 業 局

7
※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 香港 2,061 22.3 +1.2 1,506 4 550 238 +23.5 156 1 81

2 中華人民共和国 1,639 17.8 +6.6 1,149 176 313 183 +19.0 134 18 31 

3 アメリカ合衆国 1,188 12.9 ▲ 4.0 909 41 238 120 +16.3 87 5 28 

4 台湾 976 10.6 +8.0 753 22 202 126 +0.8 98 2 26 

5 ベトナム 537 5.8 +18.3 329 8 200 65 +20.5 41 1 23 

6 大韓民国 411 4.5 ▲ 18.0 246 33 132 44 +3.3 26 3 16 

7 タイ 401 4.3 +1.5 179 4 218 32 +5.9 18 0 14 

8 シンガポール 295 3.2 ▲ 3.5 250 2 43 35 +11.9 29 0 6 

9 オーストラリア 164 1.8 ▲ 5.6 149 0 15 16 +6.0 13 0 2 

10 フィリピン 151 1.6 ▲ 1.6 64 65 23 15 +19.5 7 6 1 

－ ＥＵ 488 5.3 ▲ 1.2 417 9 63 50 +13.1 40 1 9 

輸出額内訳（億円）

2020年1-12月（累計） 2020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
（％）



2020年の農林水産物・食品 輸出額 食 料 産 業 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 538億円 ▲5.8% 383億円 21億円 134億円
2月 683億円 ▲10.6% 490億円 26億円 166億円
3月 732億円 ▲9.9% 523億円 28億円 181億円
4月 739億円 ▲10.4％ 545億円 33億円 160億円
5月 671億円 ＋3.1％ 463億円 28億円 180億円
6月 757億円 ▲12.4％ 513億円 34億円 210億円
7月 756億円 ＋2.2％ 537億円 34億円 185億円
8月 737億円 ＋11.2％ 528億円 30億円 179億円
9月 799億円 ＋5.5％ 588億円 32億円 178億円
10月 914億円 ＋21.7％ 657億円 40億円 216億円
11月 889億円 ＋6.1% 623億円 34億円 232億円
12月 1,008億円 +13.7% 715億円 38億円 255億円
計 9,223億円 +1.1% 6,565億円 381億円 2,277億円
計

（少額貨物等も含む） 9,866億円 +1.6% － － －

少額貨物 前年同期比 木製家具 前年同期比

1-6月 254億円 ▲5.8% 17億円 ▲23.2%
7-12月 349億円 ＋19.0% 23億円 +6.7%

計 604億円 ＋7.1% 40億円 ▲8.3%

＜少額貨物、木製家具輸出額＞
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※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。（年２回集計）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

少額貨物及び木製家具を含めた農林水産物・食品の
輸出額は1-12月9,866億円（前年比+1.6％）とな
る。



農林水産物・食品 輸出額（少額貨物等を含む）の推移 食 料 産 業 局

（単位：億円）
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少額貨物、木製家具を加えた農林水産物・食品の輸出額は9,866億円（前年比
+1.6%）。

※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
※2019年以前は、少額貨物の推計に木製家具のデータが含まれていない
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