
2022年1ー6月 農林水産物・食品の輸出額
輸 出 ・ 国 際 局

全体の状況（1-6月）

金額 前年差 前年比

１－６月累計
（1-６月累計の少額貨物輸出額を含む）

6,525億円 +754億円 +13.1％

少額貨物 前年比

1-6月 361億円 ▲1.6％

〇 欧米を中心に外食需要が回復したこと、小売店向けやＥＣ販売等の新たな販路への販売が堅調
だったこと等から、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。国・地域
別では、米国向けの伸びが大きい。なお、円安は一般的に輸出に好影響を与えるが、輸入原材料・生
産資材、輸送費の高騰等が、輸出事業者に大きな負担となっている。

〇 日本政府が政府一体で進めてきた輸出拡大の取組（輸出証明書の円滑な発行、水産加工施設
等の整備、輸出先国との規制交渉の進展など）も輸出を後押し。
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品目 増加額（増加率） 主な増加要因

ホタテ貝 +157億円 (+68%) 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

ぶり +78億円 (+64%) 米国の外食需要が回復し、冷凍ぶりフィレの輸出が増加

日本酒 +59億円 (+34%) 小売店向けやEC販売の増加に加え、米国等の外食需要が回復

ソース混合調味料 +43億円 (+22%) 小売店向けの定着に加え、米国等の外食需要が回復

ウィスキー +34億円 (+13%) 世界的な知名度向上により、台湾、シンガポール、欧州向けが拡大

清涼飲料水 +26億円 (+13%) 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 +23億円 (+20%) ベトナム中心に東南アジアで育児用粉乳の輸出が拡大したことに加え、香港等でアイスクリームその他氷菓も好調

いちご +9億円 (+30%) 香港等における家庭内需要の増加に伴い、輸出が増加

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 ▲39億円 (▲ 26%) 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

たばこ ▲25億円 (▲33%) 現地生産化が進んでおり、輸出は減少傾向

りんご ▲21億円 (▲ 32%)
2022年の春節時期が昨年より早かったため、年明け以降の輸出が減少したことに加え、2021年産の収穫量が
春先の凍霜害により減少し、輸出向けの長期貯蔵物が少なかったため、輸出が減少

丸太 ▲12億円 (▲11％) 中国上海のロックダウンの影響を受け、物流が停滞したため輸出が減少

品目別の状況（1-6月）

国・地域別の状況（1-６月）

国・地域 増加額 主な増加品目

アメリカ +268億円 ぶり、ホタテ貝、日本酒

中国 +183億円 ホタテ貝、なまこ（調製）、日本酒

大韓民国 +68億円 ホタテ貝、たい、日本酒

国・地域 減少額 主な減少品目

香港 ▲ 112億円 なまこ（調製）、たばこ、貝柱（調製品）

カンボジア ▲ 51億円 牛肉

ロシア ▲24億円 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6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 前年比

６月単月 1,173億円 +24.0%

前年差

+227億円

品目 増加額 主な増加国・地域 国・地域 増加額 主な増加品目

アルコール飲料 +41億円 アメリカ、台湾、シンガポール アメリカ +47億円 アルコール飲料、ぶり、ソース混合調味料

ホタテ貝 +23億円 オランダ、台湾、韓国 中国 +37億円 ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ、なまこ(調製)、菓子(米菓を除く)

ぶり +11億円 アメリカ、香港、中国 台湾 +28億円 アルコール飲料、ホタテ貝、牛肉

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 ▲ 9億円 カンボジア、アメリカ カンボジア ▲ 13億円 牛肉

さんご ▲ 7億円 香港、台湾 ロシア ▲ 5億円 インスタントコーヒー

緑茶 ▲ 5億円 アメリカ ガーナ ▲ 3億円 さば

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国・地域輸出額の減少が大きい主な品目

輸出額の増加が大きい主な国・地域



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
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※2020年の（9,217）は少額貨物及び木製家具を含まない数値
2021年の（11,626）は少額貨物を含まない数値



2022年の農林水産物・食品 輸出額（1－6月）品目別 輸 出 ・ 国 際 局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

5※「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

237,377 +9.1 59,568 ▲ 0.2

69,277 +22.9 5,058 ▲ 32.8

日本酒 23,383 +33.7 10,319 +7.1

ウィスキー 29,399 +12.9 5,454 ▲ 9.3

焼酎（泡盛を含む） 1,075 +43.2 植木等 4,413 ▲ 13.7

23,979 +22.1 切花 922 +16.1

22,106 +13.2 31,156 +11.0

菓子（米菓を除く） 11,065 +13.6 10,172 ▲ 10.6

醤油 4,563 +5.1 5,505 +20.3

味噌 2,530 +16.8 4,931 +37.4

米菓（あられ・せんべい） 2,380 ▲ 10.7 木製家具 3,009 +19.0

畜産品 54,310 +9.9 水産物（調製品除く） 143,963 +34.7

畜産物 41,207 +5.8 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 38,733 +67.8

牛肉 21,383 ▲ 5.2 ぶり 20,909 +64.5

牛乳・乳製品 14,031 +20.0 さば 11,206 ▲ 25.7

鶏卵 3,934 +46.9 真珠（天然・養殖） 9,740 +19.9

豚肉 1,078 ▲ 14.0 かつお・まぐろ類 9,238 +0.7

鶏肉 781 +1.0 いわし 8,018 +92.4

穀物等 29,037 +14.3 たい 3,504 +44.5

米（援助米除く） 3,213 +18.6 さけ・ます 2,133 +29.7

野菜・果実等 24,757 +7.5 すけとうたら 1,614 +53.9

青果物 14,683 ▲ 0.4 さんま 218 ▲ 52.3

りんご 4,444 ▲ 32.0 水産調製品 36,286 +20.1

いちご 3,807 +29.7 なまこ（調製） 7,168 +1.6

ながいも 1,238 +5.7 練り製品 6,158 +16.4

かんしょ 1,046 +1.3 ホタテ貝（調製） 4,119 +33.1

ぶどう 639 +21.4 貝柱（調製品） 2,484 ▲ 17.0

かんきつ 551 +8.8

もも 529 +19.9

かき 199 ▲ 52.4

なし 27 +31.4

金　額

（百万円）

農

　

産

　

物

品　目
金　額

（百万円）

前年比

（％）
品　目

前年比

（％）

水

　

産

　

物

林産物

丸太

ソース混合調味料

花き

加工食品

アルコール飲料

合板

製材

林

産

物

清涼飲料水

その他農産物

たばこ

緑茶



47,293 +24.5 9,992 +6.0

14,576 +39.6 1,020 ▲ 4.6

日本酒 4,856 +51.9 1,604 ▲ 22.1

ウイスキー 6,268 +27.7 205 ▲ 50.6

焼酎（泡盛を含む） 210 +45.9 植木等 72 ▲ 74.1

4,736 +28.0 切花 121 +7.8

清涼飲料水 4,404 +19.8 5,761 +7.1

菓子（米菓を除く） 1,977 +32.4 2,040 +0.0

醤油 940 +27.3 1,009 +28.9

味噌 497 +39.6 824 ▲ 11.5

米菓（あられ・せんべい） 479 ▲ 4.8 木製家具 561 +12.9

畜産品 9,217 +1.0 水産物（調製品除く） 28,560 +41.1

畜産物 6,773 ▲ 6.1 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 6,914 +49.3

牛肉 3,446 ▲ 20.1 ぶり 3,277 +48.9

牛乳・乳製品 2,315 +12.0 さば 2,636 +1.9

鶏卵 649 +38.3 かつお・まぐろ類 2,422 +44.9

鶏肉 182 +3.3 真珠（天然・養殖） 2,313 +52.7

豚肉 182 ▲ 6.5 いわし 1,739 +60.6

穀物等 5,627 +29.1 たい 737 +52.3

米（援助米除く） 653 +46.2 すけとうたら 270 +50.9

野菜・果実等 3,740 +25.6 さけ・ます 189 ▲ 34.9

青果物 1,852 +29.5 さんま 6 ▲ 86.2

もも 383 +16.7 水産調製品 7,088 +39.9

ぶどう 377 +41.6 なまこ（調製） 1,251 +6.1

ながいも 259 +71.9 練り製品 1,172 +22.1

りんご 246 ▲ 14.5 ホタテ貝（調製） 749 +321.6

かんしょ 153 +88.3 貝柱（調製品） 377 +10.6

かんきつ 59 +41.3

いちご 2 ▲ 89.7

かき 1 --

なし 1 --

金　額

（百万円）

前年同月比

（％）

その他農産物

たばこ

緑茶

花き

合板

林

産

物

品　目

水

　

産

　

物

前年同月比

（％）

加工食品

農

　

産

　

物

品　目
金　額

（百万円）

アルコール飲料

ソース混合調味料

林産物

丸太

製材

2022年の農林水産物・食品 輸出額（6月）品目別 輸 出 ・ 国 際 局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

6※「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



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 1,201 19.5 +18.0 721 115 364 238 +18.5 142 24 72

2 アメリカ合衆国 1,046 17.0 +34.5 699 37 310 204 +29.9 147 6 51 

3 香港 917 14.9 ▲ 10.9 602 7 308 174 +8.7 109 1 64 

4 台湾 602 9.8 +10.3 438 20 145 107 +36.1 79 3 25 

5 ベトナム 335 5.4 +18.2 225 4 106 61 +33.0 36 1 24 

6 大韓民国 297 4.8 +29.7 170 23 104 51 +35.6 30 4 18 

7 タイ 265 4.3 +19.4 123 4 138 50 +32.6 20 1 30 

8 シンガポール 260 4.2 +33.0 218 3 39 49 +60.3 42 1 7 

9 フィリピン 143 2.3 +46.3 54 75 15 28 +63.5 12 13 3 

10 オーストラリア 132 2.1 +22.0 112 1 19 24 +61.3 21 0 3 

－ ＥＵ 341 5.5 +21.4 270 8 63 61 +22.4 44 1 16 

輸出額内訳（億円）

2022年1-6月（累計） 2022年6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 国・地域別 輸 出 ・ 国 際 局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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2022年の農林水産物・食品 輸出額

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

8月

9月

10月

11月

12月

計 6,165億円 +14.1% 4,050億円 312億円 1,802億円

計
（少額貨物を含む）

6,525億円 ＋13.1％ － － －
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輸 出 ・ 国 際 局

＜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
計 361億円 ▲1.6%

※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


