
やさいマンスリーレポート（令和5年3月）
発行日：令和5年3月10日

１ 野菜の生育状況及び価格見通し 〔令和5年3月〕（農水省調査）

＜ポイント＞～3月は、キャベツ（3月前半）、ねぎが安値の見込み～

2 野菜の卸売価格動向 〔3月7日 東京都中央卸売市場〕（ALIC調査）

・掲載先：https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/index.html

・掲載先（ベジ探）：
https://vegetan.alic.go.jp/price-trends/changes-arrivals-prices.html

品目名 平年比 品目名 平年比

キャベツ 89% トマト 102%

ねぎ 76% なす 85%

はくさい 90% ピーマン 125%

ほうれんそう 113% だいこん 92%

レタス 127% にんじん 96%

たまねぎ 104% さといも 89%

きゅうり 115% ばれいしょ 82%

ブロッコリー 122%

品目名 見通し 品目名 見通し

キャベツ

前半の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を
下回って推移する見込み。
後半は出荷数量・価格ともに平年並みで推移す
る見込み。

トマト 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

ねぎ
出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回っ
て推移する見込み。

なす 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

はくさい 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。 ピーマン 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

ほうれんそう 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。 だいこん 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

レタス 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。 にんじん 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

たまねぎ 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。 さといも 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

きゅうり 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。 ばれいしょ 出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/index.html
https://vegetan.alic.go.jp/price-trends/changes-arrivals-prices.html


3 野菜の小売価格動向

4 野菜消費動向 （令和5年1月）（総務省統計局家計調査）

・掲載先：https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/k_yasai/h22index.html

・掲載先（ベジ探）：https://vegetan.alic.go.jp/vegetan/sch5.do?outPutKbn=1

（１）主要野菜１４品目（令和5年2月分）（9都市100店舗（ALIC調査）

・掲載先（ベジ探）：
https://vegetan.alic.go.jp/retail-price-trends/price-trend-survey.html

（２）主要野菜８品目〔令和5年2月27日の週〕（農水省調査）

＜ポイント＞ 調査対象８品目（キャベツ、ねぎ、レタス、たまねぎ、トマト、にんじん、はくさい及び
だいこん）の価格は、前週比で－4％～+5％、平年比で－17%～+10％の範囲内

品目名 小売価格（円） 平年比

キャベツ 171 83%

ねぎ 612 90%

レタス 539 90%

たまねぎ 272 95%

トマト 691 104%

にんじん 383 110%

はくさい 180 100%

だいこん 173 96%

＜ポイント＞ 1月の生鮮野菜の一人当たり購入数量は4,493g（前月比89％、前年同期比99％）

上位５品目 購入量（ｇ） 前月比 前年同期比

1 たまねぎ 479 108% 120%

2 キャベツ 451 95% 98%

3 はくさい 409 83% 99%

4 だいこん 363 79% 101%

5 ばれいしょ 284 117% 117%

品目名 小売価格（円） 前月比 平年比 品目名 小売価格（円） 前月比 平年比

キャベツ 176 101% 93% きゅうり 758 103% 112%

白ねぎ 614 92% 95% トマト 608 98% 99%

青ねぎ 1,824 94% 107% なす 894 133% 115%

はくさい 147 106% 88% ピーマン 1,268 117% 107%

ほうれんそう 921 90% 103% だいこん 171 103% 102%

レタス 538 84% 95% にんじん 340 100% 105%

たまねぎ 243 100% 96% ばれいしょ 321 104% 97%

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/k_yasai/h22index.html
https://vegetan.alic.go.jp/vegetan/sch5.do?outPutKbn=1
https://vegetan.alic.go.jp/retail-price-trends/price-trend-survey.html

１　価格見通し

		品目名 ヒンモクメイ		見通し ミトオ		品目名 ヒンモクメイ		見通し ミトオ

		キャベツ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		トマト		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		ねぎ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		なす		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		はくさい		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		ピーマン		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		ほうれんそう		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		だいこん		出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 ウエ シタ

		レタス		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		にんじん		前半は出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。後半は価格は平年並みに戻る見込み。 ゼンハン コウハン カカク ヘイネンナ モド ミコ

		たまねぎ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		さといも		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		きゅうり		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		ばれいしょ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。













２　卸売価格動向

		品目名 ヒンモクメイ		平年比 ヘイネンヒ		品目名 ヒンモクメイ		平年比 ヘイネンヒ

		キャベツ		107%		トマト		146%

		ねぎ		90%		なす		78%

		はくさい		136%		ピーマン		95%

		ほうれんそう		94%		だいこん		106%

		レタス		122%		にんじん		94%

		たまねぎ		104%		さといも		82%

		きゅうり		94%		ばれいしょ		85%

						ブロッコリー		103%







３－１　小売価格動向

		2月 ガツ

		品目名 ヒンモクメイ		小売価格（円） コウリカカク エン		前月比 ゼンゲツヒ		平年比 ヘイネンヒ		品目名 ヒンモクメイ		小売価格（円） コウリカカク エン		前月比 ゼンゲツヒ		平年比 ヘイネンヒ

		キャベツ		176		101%		93%		きゅうり		758		103%		112%

		白ねぎ シロ		614		92%		95%		トマト		608		98%		99%

		青ねぎ アオ		1,824		94%		107%		なす		894		133%		115%

		はくさい		147		106%		88%		ピーマン		1,268		117%		107%

		ほうれんそう		921		90%		103%		だいこん		171		103%		102%

		レタス		538		84%		95%		にんじん		340		100%		105%

		たまねぎ		243		100%		96%		ばれいしょ		321		104%		97%











小売

																										44967

																														独立行政法人農畜産業振興機構 ドクリツギョウセイホウジンノウチクサンギョウシンコウキコウ

						野菜の小売価格調査の結果（令和4年2月分）



						・調査対象14品目のうち、前月比で価格が下がったものは、白ねぎ(前月比92%)、青ねぎ(同94%)、ほうれんそう(同90%)、レタス(同84%)、たまねぎ(同100%)、トマト(同98%)、にんじん(同100%)の7品目、価格が上がったのは、キャベツ(同101%)、はくさい(同106%)、きゅうり(同103%)、なす(同133%)、ピーマン(同117%)、だいこん(同103%)、ばれいしょ(同104%)の7品目となりました。
・平年比で価格が下がったものは、キャベツ(平年比93%)、白ねぎ(同95%)、はくさい(同88%)、レタス(同95%)、たまねぎ(同96%)、トマト(同99%)、ばれいしょ(同97%)の7品目、価格が上がったものは、青ねぎ(同107%)、ほうれんそう(同103%)、きゅうり(同112%)、なす(同115%)、ピーマン(同107%)、だいこん(同102%)、にんじん(同105%)の7品目となりました。







						1．キャベツ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				202		193		186		206		122		133		184		141		214		176

										前月比 ゼンゲツヒ		105%		100%		112%		109%		79%		83%		112%		96%		101%		101%

										平年比 ヘイネン ヒ		101%		98%		95%		94%		82%		70%		85%		94%		116%		93%

								最多販売単位 サイタ ハンバイ タンイ				1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		-

						②		1個販売の小売価格（円/個） コ ハンバイ コウリ カカク エン コ				242		177		217		242		165		191		204		190		202		-

										前月比 ゼンゲツヒ		92%		87%		106%		97%		78%		88%		99%		101%		103%		-

										平年比 ヘイネン ヒ		98%		90%		104%		93%		85%		89%		87%		103%		99%		-

						③		カット販売の小売価格（円） ハンバイ コウリ カカク エン				159		95		124		133		100		115		118		107		114		-

										販売単位 ハンバイ タンイ		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		-

						④		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				7/10		5/10		4/20		2/10		5/10		6/10		3/10		1/10		2/10		-

						⑤		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				愛知		千葉		愛知		愛知		愛知		愛知		愛知		香川		福岡		-

						⑥		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				96		97		99		112		87		91		91		84		79		94

						２．白ねぎ シロ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				643		527		533		645		645		547		550		584		855		614

										前月比 ゼンゲツヒ		99%		99%		95%		95%		89%		95%		79%		97%		92%		92%

										平年比 ヘイネン ヒ		94%		91%		85%		86%		104%		77%		87%		97%		142%		95%

								最多販売単位				1本		3本		2本		3本		3本		2本		2本		1本		1本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				117		183		181		210		187		211		172		123		111		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				6/10		7/10		7/20		2/10		5/10		6/10		9/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				埼玉		宮城		千葉		大分		群馬		大分		広島		鳥取		大分		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				345		310		302		407		373		394		435		523		372		338

						３．青ねぎ アオ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				2681		1823		1811		1585		2139		1478		1335		1695		1867		1824

										前月比 ゼンゲツヒ		109%		85%		85%		90%		95%		100%		95%		90%		94%		94%

										平年比 ヘイネン ヒ		116%		96%		108%		99%		125%		104%		98%		106%		106%		107%

								最多販売単位				1束		1束		1束		1束		1束		1束		1束		1束		1束		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				175		188		176		147		153		161		143		150		132		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				0/10		3/10		5/20		1/10		2/10		2/10		2/10		2/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				静岡		宮城		福岡		静岡		長野		京都		広島		高知		大分		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				345		310		302		407		373		394		435		523		372		338

						４．はくさい

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				195		127		127		151		140		128		163		146		149		147

										前月比 ゼンゲツヒ		122%		94%		99%		91%		112%		106%		113%		132%		106%		106%

										平年比 ヘイネン ヒ		105%		72%		80%		84%		94%		75%		95%		102%		89%		88%

								最多販売単位				1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				139		102		115		102		104		115		108		108		95		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		4/10		12/20		2/10		4/10		4/10		6/10		3/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				茨城		茨城		茨城		茨城		茨城		兵庫		宮崎		香川		鹿児島		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				80		66		54		77		73		67		67		70		47		59

						５．ほうれんそう

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				864		849		859		1056		937		974		1041		872		838		921

										前月比 ゼンゲツヒ		76%		99%		97%		105%		90%		96%		84%		97%		90%		90%

										平年比 ヘイネン ヒ		91%		100%		101%		111%		111%		105%		113%		99%		98%		103%

								最多販売単位				1把		1把		1把		1把		1把		1把		1把		1把		1把		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				191		187		192		182		180		186		198		203		163		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				2/10		3/10		8/20		4/10		2/10		2/10		2/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				茨城		宮城		群馬		福岡		福岡		福岡		広島		香川		福岡		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				706		602		546		579		603		534		647		595		492		557

						６．レタス

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				615		606		558		655		495		430		523		517		449		538

										前月比 ゼンゲツヒ		78%		89%		78%		89%		80%		77%		86%		89%		84%		84%

										平年比 ヘイネン ヒ		92%		104%		103%		95%		94%		72%		93%		107%		106%		95%

								最多販売単位 サイタ ハンバイ タンイ				1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		-

						②		1個販売の小売価格（円） コ ハンバイ コウリ カカク エン				252		179		249		279		219		205		235		201		205		-

										前月比 ゼンゲツヒ		83%		83%		91%		94%		88%		84%		96%		95%		97%		-

										平年比 ヘイネン ヒ		105%		89%		107%		110%		106%		92%		107%		108%		106%		-

						③		カット販売の小売価格（円） ハンバイ コウリ カカク エン				137		107		136		136		121		116		128		113		107		-

										販売単位 ハンバイ タンイ		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		-

						④		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				2/10		5/10		4/20		0/10		3/10		4/10		2/10		1/10		0/10		-

						⑤		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				静岡		香川		静岡		兵庫		兵庫		兵庫		香川		香川		福岡		-

						⑥		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				330		305		278		248		297		287		231		226		204		273

						７．たまねぎ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				214		255		283		255		238		224		223		245		253		243

										前月比 ゼンゲツヒ		88%		105%		114%		102%		105%		102%		91%		94%		100%		100%

										平年比 ヘイネン ヒ		89%		97%		109%		100%		96%		87%		86%		101%		100%		96%

								最多販売単位				1個		3個		3個		3個		6個		3個		3個		3個		3個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				66		190		218		231		311		211		181		208		192		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				4/10		6/10		11/20		4/10		4/10		6/10		4/10		3/10		1/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				95		118		138		135		117		123		132		125		127		124

						８．きゅうり

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				868		775		666		755		715		736		778		658		867		758

										前月比 ゼンゲツヒ		111%		111%		95%		97%		97%		105%		101%		98%		103%		103%

										平年比 ヘイネン ヒ		124%		114%		102%		104%		112%		116%		106%		107%		120%		112%

								最多販売単位				1本		3本		3本		3本		3本		1本		1本		3本		2本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				92		221		232		214		213		77		86		184		209		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				1/10		5/10		8/20		1/10		3/10		3/10		4/10		4/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				宮崎		宮崎		宮崎		高知		愛知		宮崎		宮崎		高知		佐賀		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				534		507		496		498		470		465		472		489		448		484

						９．トマト

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				648		519		593		613		581		592		676		527		718		608

										前月比 ゼンゲツヒ		93%		93%		97%		107%		104%		110%		104%		84%		98%		98%

										平年比 ヘイネン ヒ		96%		91%		101%		87%		103%		101%		106%		91%		120%		99%

								最多販売単位				1個		1個		4個		4個		3個		1個		1個		6個		4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				136		95		338		286		283		112		134		358		306		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		6/10		10/20		6/10		3/10		4/10		4/10		4/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				熊本		熊本		熊本		愛知		熊本		熊本		熊本		熊本		福岡		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				400		341		414		384		338		361		315		396		315		383

						１０．なす

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				932		844		932		970		805		880		921		739		1022		894

										前月比 ゼンゲツヒ		117%		137%		142%		118%		154%		126%		133%		125%		133%		133%

										平年比 ヘイネン ヒ		108%		116%		114%		110%		114%		113%		126%		104%		136%		115%

								最多販売単位				5本		5本		5本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				296		317		317		233		291		248		330		219		316		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				1/10		4/10		6/20		1/10		3/10		3/10		1/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				高知		高知		高知		高知		熊本		高知		福岡		高知		福岡		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				641		490		561		559		478		474		486		481		493		526

						１１．ピーマン

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				1370		1214		1416		1358		1183		1244		1249		1087		1295		1268

										前月比 ゼンゲツヒ		125%		116%		121%		126%		105%		124%		112%		111%		117%		117%

										平年比 ヘイネン ヒ		107%		102%		113%		114%		101%		107%		107%		101%		109%		107%

								最多販売単位				4個		5個		4個		5個		5個		4個		5個		5個		4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				190		181		183		207		197		171		203		166		168		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		4/10		5/20		0/10		4/10		2/10		4/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				宮崎		高知		宮崎		高知		鹿児島		宮崎		宮崎		高知		鹿児島		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				888		823		844		809		777		805		778		830		774		787

						１２．だいこん

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				178		147		167		219		138		202		217		115		156		171

										前月比 ゼンゲツヒ		110%		90%		109%		120%		85%		112%		114%		91%		103%		103%

										平年比 ヘイネン ヒ		103%		93%		102%		107%		92%		111%		118%		81%		106%		102%

								最多販売単位 サイタ ハンバイ タンイ				1本		1本		1本		1本		1本		1本		1本		1本		1本		-

						②		1個販売の小売価格（円） コ ハンバイ コウリ カカク エン				254		167		198		230		203		223		212		159		188		-

										前月比 ゼンゲツヒ		99%		88%		103%		107%		104%		111%		115%		98%		102%		-

										平年比 ヘイネン ヒ		118%		94%		103%		102%		112%		117%		105%		98%		109%		-

						③		カット販売の小売価格（円） ハンバイ コウリ カカク エン				130		94		116		132		111		121		119		90		106		-

										販売単位 ハンバイ タンイ		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		-

						④		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				4/10		5/10		8/20		0/10		4/10		2/10		0/10		2/10		0/10		-

						⑤		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				神奈川		千葉		神奈川		千葉		千葉		徳島		長崎		香川		福岡		-

						⑥		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				119		102		104		102		95		78		72		70		54		94

						１３．にんじん

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				351		321		338		336		287		341		370		352		365		340

										前月比 ゼンゲツヒ		99%		105%		113%		113%		87%		84%		98%		107%		100%		100%

										平年比 ヘイネン ヒ		98%		108%		109%		107%		92%		96%		106%		113%		117%		105%

								最多販売単位				3本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				189		184		181		196		181		174		195		181		152		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		5/10		8/20		2/10		5/10		6/10		2/10		3/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				千葉		茨城		千葉		愛知		愛知		鹿児島		熊本		長崎		熊本		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				138		121		126		136		120		129		144		144		122		127

						１４．ばれいしょ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				313		281		329		284		310		341		320		323		390		321

										前月比 ゼンゲツヒ		96%		100%		118%		94%		99%		111%		99%		106%		104%		104%

										平年比 ヘイネン ヒ		102%		87%		103%		88%		89%		110%		91%		93%		115%		97%

								最多販売単位				4個		5個		4個		4個		5個		7個		4個		4個		4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				190		145		216		203		257		225		176		178		182		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				4/10		4/10		10/20		4/10		3/10		3/10		4/10		2/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				110		135		150		158		152		141		147		124		141		144



						注１　全国の主要9都市（中央卸売市場のある札幌市、仙台市、東京23区、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市）10店舗（東京都は19店舗）について訪問調査。（通常20店舗だが、改装店舗があったため今月は19店舗）調査対象店舗は実施年で異なる。（調査品日：令和4年10月14日）
注２　価格は特売価格を含む消費税込み価格で、各都市ごと全調査店舗の単純平均である。
注３　平年比とは、平成29年度～令和3年度の本調査による10月の調査価格の５カ年平均価格と比較したものである。
注４　卸売価格は、農林水産省「青果物日別取扱高結果」による。 ツウジョウ テンポ カイソウテンポ コンゲツ テンポ

































３－２　小売価格動向 (主要８品目)

		品目名 ヒンモクメイ		小売価格（円） コウリ カカク エン		平年比 ヘイネンヒ

		キャベツ		162		92%

		ねぎ		782		97%

		レタス		608		129%

		たまねぎ		280		111%

		トマト		915		104%

		にんじん		481		123%

		はくさい		232		94%

		だいこん		211		110%





４　消費動向

		上位５品目 ジョウイ ヒンモク				購入量（ｇ） コウニュウリョウ		前月比 ゼンゲツヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		1		　　キャベツ		554		112%		103%

		2		　　たまねぎ		430		113%		90%

		3		　　トマト		289		79%		103%

		4		　　きゅうり		257		96%		106%

		5		　　だいこん		238		132%		73%





5-1輸入動向

		■　輸入動向

		○（2022年12月速報）

		（単位：ｔ、千円、円／kg、％）

		類　別				品　　名				44896				対前年比

								速報数量		速報金額		速報単価		数　量		単　価

		生鮮野菜				　　計		55,123		8,258,410		150		87		105

				1		たまねぎ		20,028		1,828,966		91		74		131

				2		かぼちゃ		9,431		1,279,460		136		112		123

				3		にんじん		5,339		292,060		55		144		83

				4		ねぎ		4,170		609,809		146		112		94

				5		ごぼう		3,514		271,642		77		86		110

				6		ジャンボピーマン		2,547		855,821		336		92		85

				7		にんにく		2,229		621,014		279		99		108

				8		ばれいしょ		2,085		199,825		96		59		120

				9		しょうが		1,176		195,408		166		96		112

				10		メロン		908		216,342		238		67		116

		冷凍野菜				　　計		105,787		27,800,103		263		111		121

				1		その他の冷凍野菜		36,779		10,157,523		276		101		118

				2		ばれいしょ		36,422		8,684,224		238		136		126

				3		ブロッコリー		7,401		2,067,567		279		106		125

				4		ほうれんそう等		5,258		1,127,782		214		101		108

				5		えだまめ		4,626		1,372,972		297		102		123

		塩蔵等野菜						6,160		1,040,294		169		94		119

		乾燥野菜						3,300		3,357,291		1,017		77		124

		酢調製野菜						3,088		912,319		295		92		116

		トマト加工品						19,728		4,078,712		207		95		142

		その他調製野菜						33,371		11,175,768		335		96		123

		その他						1,479		478,053		323		77		155

						合　　計		228,035		57,100,950		250		99		120

		資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」

		注：果実的野菜（いちご、すいか、メロン）を含む。内訳の単位未満を四捨五入している関係で、計は必ずしも一致しない。 フク

		※詳細はベジ探をご覧ください。（https://vegetan.alic.go.jp/import-export-trends/latest.html） ショウサイ タン ラン





5-2輸入速報（上位３位）

				○（2022年12月速報）



				（単位：ｔ、千円、円／kg、％）

		中国　12万7932トン（同95%）						44896				対前年比

						速報数量		速報金額		速報単価		数　量		単　価

		1		その他の冷凍野菜		32,978		8,587,990		260		102		120

		2		その他調製野菜		22,554		7,056,391		313		94		125

		3		生鮮たまねぎ セイセン		19,808		1,795,935		91		78		134

		米国　3万2618トン（同102％） ベイコク ヨロズ ドウ

		1		冷凍ばれいしょ レイトウ		21,696		5,635,086		260		125		121

		2		トマト加工品		3,034		672,647		222		67		158

		3		その他調製野菜		2,392		1,039,024		434		107		129

		韓国　4479トン（同97％）　 カンコク ドウ

		1		ジャンボピーマン		2,366		766,179		324		101		86

		2		その他調製野菜		1,633		713,933		437		96		111

		3		生鮮トマト セイセン		415		143,993		347		90		110

		資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」









6　1カ月予報

				週別の天候 シュウベツ テンコウ										kaisetsu.xlsxからコピーする

		2/04～2/10		北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

				東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

				西日本日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

				北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

				東・西日本太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

				沖縄・奄美では、低気圧や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

		2/11～2/17		北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

				東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

				西日本日本海側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

				北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

				東・西日本太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

				沖縄・奄美では、高気圧に覆われる時期があり、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。

		2/18～3/3		北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

				東・西日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

				北・東・西日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

				沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

						平均気温（１か月）		降水量（１か月）		日照時間（１か月）

		北日本		日本海側		低50 並30 高20％
低い見込み		少40 並40 多20％
平年並か少ない見込み		少30 並30 多40％

										ほぼ平年並の見込み

				太平洋側				少30 並40 多30％		少30 並40 多30％
ほぼ平年並の見込み

								ほぼ平年並の見込み

		東日本		日本海側		低10 並30 高60％
高い見込み		少40 並40 多20％
平年並か少ない見込み		少30 並30 多40％

										ほぼ平年並の見込み

				太平洋側				少20 並30 多50％
多い見込み		少50 並30 多20％

										少ない見込み

		西日本		日本海側		低10 並30 高60％
高い見込み		少20 並40 多40％
平年並か多い見込み		少40 並30 多30％

										ほぼ平年並の見込み

				太平洋側				少20 並30 多50％
多い見込み		少50 並30 多20％

										少ない見込み

										（気象庁１カ月予報） キショウチョウ ヨホウ







5 野菜輸入動向（令和5年1月）（貿易統計）

（１）輸入量と上位品目（財務省「貿易統計」）

（２）主な輸入先国の上位３品目）

・掲載先（ベジ探）：https://vegetan.alic.go.jp/import-export-trends/latest.html

2023年1月
速報数量 速報金額 速報単価 数　量 単　価

生鮮野菜 　　計 49,402 7,276,338 147 80 114
1 たまねぎ 17,955 1,676,295 93 74 134
2 かぼちゃ 6,300 845,075 134 46 127
3 にんじん 4,236 210,824 50 193 74
4 ねぎ 4,160 617,797 149 112 97
5 ばれいしょ 3,626 357,549 99 83 123
6 ごぼう 3,430 255,421 74 98 108
7 にんにく 2,214 573,805 259 113 92
8 結球レタス 1,626 223,674 138 134 109
9 しょうが 1,279 242,400 190 99 144
10 ジャンボピーマン 1,101 634,512 576 62 116

冷凍野菜 　　計 94,701 24,343,244 257 110 110
1 ばれいしょ 36,447 8,594,610 236 134 109
2 その他の冷凍野菜 30,095 8,111,474 270 93 109
3 ブロッコリー 5,950 1,665,624 280 98 118
4 ほうれんそう等 4,145 853,174 206 99 95
5 えだまめ 3,734 1,069,250 286 106 118

塩蔵等野菜 6,281 989,646 158 90 110
乾燥野菜 3,873 3,752,431 969 100 119
酢調製野菜 2,456 703,971 287 87 112
トマト加工品 20,026 4,367,375 218 92 150
その他調製野菜 30,917 10,524,793 340 89 123
その他 1,386 346,561 250 86 110

合　　計 209,043 52,304,359 250 95 119
資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」
注：果実的野菜（いちご、すいか、メロン）を含む。内訳の単位未満を四捨五入している関係で、計は必ずしも一致しない。

（単位：ｔ、千円、円／kg、％）
対前年比

類　別 品　　名

2023年1月

速報数量 速報金額 速報単価 数　量 単　価
1 その他の冷凍野菜 26,911 6,820,544 253 95 111
2 その他調製野菜 21,785 6,843,075 314 86 121
3 生鮮たまねぎ 17,907 1,670,101 93 85 139

1 冷凍ばれいしょ 21,672 5,553,155 256 115 104
2 トマト加工品 4,298 1,004,831 234 149 165
3 生鮮ばれいしょ 3,626 357,549 99 83 123

1 その他調製野菜 1,841 875,091 475 119 118
2 生鮮ジャンボピーマン 789 452,995 574 60 121
3 生鮮トマト 312 106,864 342 92 109

資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」

（単位：ｔ、千円、円／kg、％）

対前年比
中国　11万4863トン（同96%）

米国　3万4183トン（同103％）

韓国　3001トン（同92％）　

https://vegetan.alic.go.jp/import-export-trends/latest.html

１　価格見通し

		品目名 ヒンモクメイ		見通し ミトオ		品目名 ヒンモクメイ		見通し ミトオ

		キャベツ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		トマト		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		ねぎ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		なす		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		はくさい		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		ピーマン		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		ほうれんそう		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		だいこん		出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 ウエ シタ

		レタス		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		にんじん		前半は出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。後半は価格は平年並みに戻る見込み。 ゼンハン コウハン カカク ヘイネンナ モド ミコ

		たまねぎ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		さといも		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。

		きゅうり		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。		ばれいしょ		出荷数量・価格ともに平年並みで推移。













２　卸売価格動向

		品目名 ヒンモクメイ		平年比 ヘイネンヒ		品目名 ヒンモクメイ		平年比 ヘイネンヒ

		キャベツ		107%		トマト		146%

		ねぎ		90%		なす		78%

		はくさい		136%		ピーマン		95%

		ほうれんそう		94%		だいこん		106%

		レタス		122%		にんじん		94%

		たまねぎ		104%		さといも		82%

		きゅうり		94%		ばれいしょ		85%

						ブロッコリー		103%







３－１　小売価格動向

		2月 ガツ

		品目名 ヒンモクメイ		小売価格（円） コウリカカク エン		前月比 ゼンゲツヒ		平年比 ヘイネンヒ		品目名 ヒンモクメイ		小売価格（円） コウリカカク エン		前月比 ゼンゲツヒ		平年比 ヘイネンヒ

		キャベツ		176		101%		93%		きゅうり		758		103%		112%

		白ねぎ シロ		614		92%		95%		トマト		608		98%		99%

		青ねぎ アオ		1,824		94%		107%		なす		894		133%		115%

		はくさい		147		106%		88%		ピーマン		1,268		117%		107%

		ほうれんそう		921		90%		103%		だいこん		171		103%		102%

		レタス		538		84%		95%		にんじん		340		100%		105%

		たまねぎ		243		100%		96%		ばれいしょ		321		104%		97%











小売

																										44967

																														独立行政法人農畜産業振興機構 ドクリツギョウセイホウジンノウチクサンギョウシンコウキコウ

						野菜の小売価格調査の結果（令和4年2月分）



						・調査対象14品目のうち、前月比で価格が下がったものは、白ねぎ(前月比92%)、青ねぎ(同94%)、ほうれんそう(同90%)、レタス(同84%)、たまねぎ(同100%)、トマト(同98%)、にんじん(同100%)の7品目、価格が上がったのは、キャベツ(同101%)、はくさい(同106%)、きゅうり(同103%)、なす(同133%)、ピーマン(同117%)、だいこん(同103%)、ばれいしょ(同104%)の7品目となりました。
・平年比で価格が下がったものは、キャベツ(平年比93%)、白ねぎ(同95%)、はくさい(同88%)、レタス(同95%)、たまねぎ(同96%)、トマト(同99%)、ばれいしょ(同97%)の7品目、価格が上がったものは、青ねぎ(同107%)、ほうれんそう(同103%)、きゅうり(同112%)、なす(同115%)、ピーマン(同107%)、だいこん(同102%)、にんじん(同105%)の7品目となりました。







						1．キャベツ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				202		193		186		206		122		133		184		141		214		176

										前月比 ゼンゲツヒ		105%		100%		112%		109%		79%		83%		112%		96%		101%		101%

										平年比 ヘイネン ヒ		101%		98%		95%		94%		82%		70%		85%		94%		116%		93%

								最多販売単位 サイタ ハンバイ タンイ				1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		-

						②		1個販売の小売価格（円/個） コ ハンバイ コウリ カカク エン コ				242		177		217		242		165		191		204		190		202		-

										前月比 ゼンゲツヒ		92%		87%		106%		97%		78%		88%		99%		101%		103%		-

										平年比 ヘイネン ヒ		98%		90%		104%		93%		85%		89%		87%		103%		99%		-

						③		カット販売の小売価格（円） ハンバイ コウリ カカク エン				159		95		124		133		100		115		118		107		114		-

										販売単位 ハンバイ タンイ		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		-

						④		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				7/10		5/10		4/20		2/10		5/10		6/10		3/10		1/10		2/10		-

						⑤		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				愛知		千葉		愛知		愛知		愛知		愛知		愛知		香川		福岡		-

						⑥		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				96		97		99		112		87		91		91		84		79		94

						２．白ねぎ シロ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				643		527		533		645		645		547		550		584		855		614

										前月比 ゼンゲツヒ		99%		99%		95%		95%		89%		95%		79%		97%		92%		92%

										平年比 ヘイネン ヒ		94%		91%		85%		86%		104%		77%		87%		97%		142%		95%

								最多販売単位				1本		3本		2本		3本		3本		2本		2本		1本		1本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				117		183		181		210		187		211		172		123		111		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				6/10		7/10		7/20		2/10		5/10		6/10		9/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				埼玉		宮城		千葉		大分		群馬		大分		広島		鳥取		大分		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				345		310		302		407		373		394		435		523		372		338

						３．青ねぎ アオ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				2681		1823		1811		1585		2139		1478		1335		1695		1867		1824

										前月比 ゼンゲツヒ		109%		85%		85%		90%		95%		100%		95%		90%		94%		94%

										平年比 ヘイネン ヒ		116%		96%		108%		99%		125%		104%		98%		106%		106%		107%

								最多販売単位				1束		1束		1束		1束		1束		1束		1束		1束		1束		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				175		188		176		147		153		161		143		150		132		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				0/10		3/10		5/20		1/10		2/10		2/10		2/10		2/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				静岡		宮城		福岡		静岡		長野		京都		広島		高知		大分		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				345		310		302		407		373		394		435		523		372		338

						４．はくさい

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				195		127		127		151		140		128		163		146		149		147

										前月比 ゼンゲツヒ		122%		94%		99%		91%		112%		106%		113%		132%		106%		106%

										平年比 ヘイネン ヒ		105%		72%		80%		84%		94%		75%		95%		102%		89%		88%

								最多販売単位				1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		1/4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				139		102		115		102		104		115		108		108		95		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		4/10		12/20		2/10		4/10		4/10		6/10		3/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				茨城		茨城		茨城		茨城		茨城		兵庫		宮崎		香川		鹿児島		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				80		66		54		77		73		67		67		70		47		59

						５．ほうれんそう

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				864		849		859		1056		937		974		1041		872		838		921

										前月比 ゼンゲツヒ		76%		99%		97%		105%		90%		96%		84%		97%		90%		90%

										平年比 ヘイネン ヒ		91%		100%		101%		111%		111%		105%		113%		99%		98%		103%

								最多販売単位				1把		1把		1把		1把		1把		1把		1把		1把		1把		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				191		187		192		182		180		186		198		203		163		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				2/10		3/10		8/20		4/10		2/10		2/10		2/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				茨城		宮城		群馬		福岡		福岡		福岡		広島		香川		福岡		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				706		602		546		579		603		534		647		595		492		557

						６．レタス

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				615		606		558		655		495		430		523		517		449		538

										前月比 ゼンゲツヒ		78%		89%		78%		89%		80%		77%		86%		89%		84%		84%

										平年比 ヘイネン ヒ		92%		104%		103%		95%		94%		72%		93%		107%		106%		95%

								最多販売単位 サイタ ハンバイ タンイ				1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		1個		-

						②		1個販売の小売価格（円） コ ハンバイ コウリ カカク エン				252		179		249		279		219		205		235		201		205		-

										前月比 ゼンゲツヒ		83%		83%		91%		94%		88%		84%		96%		95%		97%		-

										平年比 ヘイネン ヒ		105%		89%		107%		110%		106%		92%		107%		108%		106%		-

						③		カット販売の小売価格（円） ハンバイ コウリ カカク エン				137		107		136		136		121		116		128		113		107		-

										販売単位 ハンバイ タンイ		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		1/2個		-

						④		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				2/10		5/10		4/20		0/10		3/10		4/10		2/10		1/10		0/10		-

						⑤		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				静岡		香川		静岡		兵庫		兵庫		兵庫		香川		香川		福岡		-

						⑥		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				330		305		278		248		297		287		231		226		204		273

						７．たまねぎ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				214		255		283		255		238		224		223		245		253		243

										前月比 ゼンゲツヒ		88%		105%		114%		102%		105%		102%		91%		94%		100%		100%

										平年比 ヘイネン ヒ		89%		97%		109%		100%		96%		87%		86%		101%		100%		96%

								最多販売単位				1個		3個		3個		3個		6個		3個		3個		3個		3個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				66		190		218		231		311		211		181		208		192		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				4/10		6/10		11/20		4/10		4/10		6/10		4/10		3/10		1/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				95		118		138		135		117		123		132		125		127		124

						８．きゅうり

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				868		775		666		755		715		736		778		658		867		758

										前月比 ゼンゲツヒ		111%		111%		95%		97%		97%		105%		101%		98%		103%		103%

										平年比 ヘイネン ヒ		124%		114%		102%		104%		112%		116%		106%		107%		120%		112%

								最多販売単位				1本		3本		3本		3本		3本		1本		1本		3本		2本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				92		221		232		214		213		77		86		184		209		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				1/10		5/10		8/20		1/10		3/10		3/10		4/10		4/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				宮崎		宮崎		宮崎		高知		愛知		宮崎		宮崎		高知		佐賀		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				534		507		496		498		470		465		472		489		448		484

						９．トマト

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				648		519		593		613		581		592		676		527		718		608

										前月比 ゼンゲツヒ		93%		93%		97%		107%		104%		110%		104%		84%		98%		98%

										平年比 ヘイネン ヒ		96%		91%		101%		87%		103%		101%		106%		91%		120%		99%

								最多販売単位				1個		1個		4個		4個		3個		1個		1個		6個		4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				136		95		338		286		283		112		134		358		306		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		6/10		10/20		6/10		3/10		4/10		4/10		4/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				熊本		熊本		熊本		愛知		熊本		熊本		熊本		熊本		福岡		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				400		341		414		384		338		361		315		396		315		383

						１０．なす

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				932		844		932		970		805		880		921		739		1022		894

										前月比 ゼンゲツヒ		117%		137%		142%		118%		154%		126%		133%		125%		133%		133%

										平年比 ヘイネン ヒ		108%		116%		114%		110%		114%		113%		126%		104%		136%		115%

								最多販売単位				5本		5本		5本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				296		317		317		233		291		248		330		219		316		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				1/10		4/10		6/20		1/10		3/10		3/10		1/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				高知		高知		高知		高知		熊本		高知		福岡		高知		福岡		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				641		490		561		559		478		474		486		481		493		526

						１１．ピーマン

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				1370		1214		1416		1358		1183		1244		1249		1087		1295		1268

										前月比 ゼンゲツヒ		125%		116%		121%		126%		105%		124%		112%		111%		117%		117%

										平年比 ヘイネン ヒ		107%		102%		113%		114%		101%		107%		107%		101%		109%		107%

								最多販売単位				4個		5個		4個		5個		5個		4個		5個		5個		4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				190		181		183		207		197		171		203		166		168		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		4/10		5/20		0/10		4/10		2/10		4/10		1/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				宮崎		高知		宮崎		高知		鹿児島		宮崎		宮崎		高知		鹿児島		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				888		823		844		809		777		805		778		830		774		787

						１２．だいこん

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				178		147		167		219		138		202		217		115		156		171

										前月比 ゼンゲツヒ		110%		90%		109%		120%		85%		112%		114%		91%		103%		103%

										平年比 ヘイネン ヒ		103%		93%		102%		107%		92%		111%		118%		81%		106%		102%

								最多販売単位 サイタ ハンバイ タンイ				1本		1本		1本		1本		1本		1本		1本		1本		1本		-

						②		1個販売の小売価格（円） コ ハンバイ コウリ カカク エン				254		167		198		230		203		223		212		159		188		-

										前月比 ゼンゲツヒ		99%		88%		103%		107%		104%		111%		115%		98%		102%		-

										平年比 ヘイネン ヒ		118%		94%		103%		102%		112%		117%		105%		98%		109%		-

						③		カット販売の小売価格（円） ハンバイ コウリ カカク エン				130		94		116		132		111		121		119		90		106		-

										販売単位 ハンバイ タンイ		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		1/2本		-

						④		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				4/10		5/10		8/20		0/10		4/10		2/10		0/10		2/10		0/10		-

						⑤		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				神奈川		千葉		神奈川		千葉		千葉		徳島		長崎		香川		福岡		-

						⑥		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				119		102		104		102		95		78		72		70		54		94

						１３．にんじん

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				351		321		338		336		287		341		370		352		365		340

										前月比 ゼンゲツヒ		99%		105%		113%		113%		87%		84%		98%		107%		100%		100%

										平年比 ヘイネン ヒ		98%		108%		109%		107%		92%		96%		106%		113%		117%		105%

								最多販売単位				3本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		3本		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				189		184		181		196		181		174		195		181		152		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				3/10		5/10		8/20		2/10		5/10		6/10		2/10		3/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				千葉		茨城		千葉		愛知		愛知		鹿児島		熊本		長崎		熊本		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				138		121		126		136		120		129		144		144		122		127

						１４．ばれいしょ

												札幌市 サッポロ シ		仙台市 センダイ シ		東京23区 トウキョウ ク		金沢市 カナザワシ		名古屋市 ナゴヤシ		大阪市 オオサカシ		広島市 ヒロシマシ		高松市 タカマツシ		福岡市 フクオカシ		全国 ゼンコク

						①		小売価格 （円/kg） コウリ カカク エン				313		281		329		284		310		341		320		323		390		321

										前月比 ゼンゲツヒ		96%		100%		118%		94%		99%		111%		99%		106%		104%		104%

										平年比 ヘイネン ヒ		102%		87%		103%		88%		89%		110%		91%		93%		115%		97%

								最多販売単位				4個		5個		4個		4個		5個		7個		4個		4個		4個		-

						②		最多販売単位のものの小売価格（円） コウリ カカク エン				190		145		216		203		257		225		176		178		182		-

						③		特売店舗数/調査店舗数 トクバイ テンポ スウ チョウサ テンポスウ				4/10		4/10		10/20		4/10		3/10		3/10		4/10		2/10		0/10		-

						④		最多販売産地 サイタ ハンバイ サン チ				北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		北海道		-

						⑤		卸売価格 （円/kg） オロシウリ カカク エン				110		135		150		158		152		141		147		124		141		144



						注１　全国の主要9都市（中央卸売市場のある札幌市、仙台市、東京23区、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市）10店舗（東京都は19店舗）について訪問調査。（通常20店舗だが、改装店舗があったため今月は19店舗）調査対象店舗は実施年で異なる。（調査品日：令和4年10月14日）
注２　価格は特売価格を含む消費税込み価格で、各都市ごと全調査店舗の単純平均である。
注３　平年比とは、平成29年度～令和3年度の本調査による10月の調査価格の５カ年平均価格と比較したものである。
注４　卸売価格は、農林水産省「青果物日別取扱高結果」による。 ツウジョウ テンポ カイソウテンポ コンゲツ テンポ

































３－２　小売価格動向 (主要８品目)

		品目名 ヒンモクメイ		小売価格（円） コウリ カカク エン		平年比 ヘイネンヒ

		キャベツ		162		92%

		ねぎ		782		97%

		レタス		608		129%

		たまねぎ		280		111%

		トマト		915		104%

		にんじん		481		123%

		はくさい		232		94%

		だいこん		211		110%





４　消費動向

		上位５品目 ジョウイ ヒンモク				購入量（ｇ） コウニュウリョウ		前月比 ゼンゲツヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		1		　　キャベツ		554		112%		103%

		2		　　たまねぎ		430		113%		90%

		3		　　トマト		289		79%		103%

		4		　　きゅうり		257		96%		106%

		5		　　だいこん		238		132%		73%





5-1輸入動向

		■　輸入動向

		○（2023年1月速報）

		（単位：ｔ、千円、円／kg、％）

		類　別		品　　名						44927				対前年比

								速報数量		速報金額		速報単価		数　量		単　価

		生鮮野菜				　　計		49,402		7,276,338		147		80		114

				1		たまねぎ		17,955		1,676,295		93		74		134

				2		かぼちゃ		6,300		845,075		134		46		127

				3		にんじん		4,236		210,824		50		193		74

				4		ねぎ		4,160		617,797		149		112		97

				5		ばれいしょ		3,626		357,549		99		83		123

				6		ごぼう		3,430		255,421		74		98		108

				7		にんにく		2,214		573,805		259		113		92

				8		結球レタス		1,626		223,674		138		134		109

				9		しょうが		1,279		242,400		190		99		144

				10		ジャンボピーマン		1,101		634,512		576		62		116

		冷凍野菜				　　計		94,701		24,343,244		257		110		110

				1		ばれいしょ		36,447		8,594,610		236		134		109

				2		その他の冷凍野菜		30,095		8,111,474		270		93		109

				3		ブロッコリー		5,950		1,665,624		280		98		118

				4		ほうれんそう等		4,145		853,174		206		99		95

				5		えだまめ		3,734		1,069,250		286		106		118

		塩蔵等野菜						6,281		989,646		158		90		110

		乾燥野菜						3,873		3,752,431		969		100		119

		酢調製野菜						2,456		703,971		287		87		112

		トマト加工品						20,026		4,367,375		218		92		150

		その他調製野菜						30,917		10,524,793		340		89		123

		その他						1,386		346,561		250		86		110

						合　　計		209,043		52,304,359		250		95		119

		資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」

		注：果実的野菜（いちご、すいか、メロン）を含む。内訳の単位未満を四捨五入している関係で、計は必ずしも一致しない。 フク

		※詳細はベジ探をご覧ください。（https://vegetan.alic.go.jp/import-export-trends/latest.html） ショウサイ タン ラン





5-2輸入速報(上位３位）

				○（2023年1月速報）



				（単位：ｔ、千円、円／kg、％）

		中国　11万4863トン（同96%）						44927				対前年比

						速報数量		速報金額		速報単価		数　量		単　価

		1		その他の冷凍野菜		26,911		6,820,544		253		95		111

		2		その他調製野菜		21,785		6,843,075		314		86		121

		3		生鮮たまねぎ セイセン		17,907		1,670,101		93		85		139

		米国　3万4183トン（同103％） ベイコク ヨロズ ドウ

		1		冷凍ばれいしょ レイトウ		21,672		5,553,155		256		115		104

		2		トマト加工品		4,298		1,004,831		234		149		165

		3		生鮮ばれいしょ セイセン		3,626		357,549		99		83		123

		韓国　3001トン（同92％）　 カンコク ドウ

		1		その他調製野菜		1,841		875,091		475		119		118

		2		生鮮ジャンボピーマン セイセン		789		452,995		574		60		121

		3		生鮮トマト セイセン		312		106,864		342		92		109

		資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」









6　1カ月予報

				週別の天候 シュウベツ テンコウ										kaisetsu.xlsxからコピーする

		2/04～2/10		北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

				東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

				西日本日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

				北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

				東・西日本太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

				沖縄・奄美では、低気圧や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

		2/11～2/17		北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

				東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

				西日本日本海側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

				北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

				東・西日本太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

				沖縄・奄美では、高気圧に覆われる時期があり、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。

		2/18～3/3		北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

				東・西日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

				北・東・西日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

				沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

						平均気温（１か月）		降水量（１か月）		日照時間（１か月）

		北日本		日本海側		低50 並30 高20％
低い見込み		少40 並40 多20％
平年並か少ない見込み		少30 並30 多40％

										ほぼ平年並の見込み

				太平洋側				少30 並40 多30％		少30 並40 多30％
ほぼ平年並の見込み

								ほぼ平年並の見込み

		東日本		日本海側		低10 並30 高60％
高い見込み		少40 並40 多20％
平年並か少ない見込み		少30 並30 多40％

										ほぼ平年並の見込み

				太平洋側				少20 並30 多50％
多い見込み		少50 並30 多20％

										少ない見込み

		西日本		日本海側		低10 並30 高60％
高い見込み		少20 並40 多40％
平年並か多い見込み		少40 並30 多30％

										ほぼ平年並の見込み

				太平洋側				少20 並30 多50％
多い見込み		少50 並30 多20％

										少ない見込み

										（気象庁１カ月予報） キショウチョウ ヨホウ






輸入速報

				○（2023年1月速報）



				（単位：ｔ、千円、円／kg、％）

		中国　11万4863トン（同96%）						44927				対前年比

						速報数量		速報金額		速報単価		数　量		単　価

		1		その他の冷凍野菜		26,911		6,820,544		253		95		111

		2		その他調製野菜		21,785		6,843,075		314		86		121

		3		生鮮たまねぎ セイセン		17,907		1,670,101		93		85		139

		米国　3万4183トン（同103％） ベイコク ヨロズ ドウ

		1		冷凍ばれいしょ レイトウ		21,672		5,553,155		256		115		104

		2		トマト加工品		4,298		1,004,831		234		149		165

		3		生鮮ばれいしょ セイセン		3,626		357,549		99		83		123

		韓国　3001トン（同92％）　 カンコク ドウ

		1		その他調製野菜		1,841		875,091		475		119		118

		2		生鮮ジャンボピーマン セイセン		789		452,995		574		60		121

		3		生鮮トマト セイセン		312		106,864		342		92		109

		資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料：財務省「貿易統計」











6 野菜主産地の向こう1カ月の気象情報（気象庁1カ月予報）

7 国産やさいマッチングサイト”ベジマチ“へ登録してみませんか！

＜3/11～4/07の気象傾向＞

・ 機構では、令和3年2月にオンラインで野菜生産者と実需者の商談の場を提供する「国産やさ
いマッチングサイト“ベジマチ”」を開設しました。毎月、コンスタントに会員数は増加しており、
3月10日時点の登録会員数は430名、うち生産者284名、実需者146名となっています。 新
規開拓のツールとして、是非会員登録をしてみませんか！

・ “ベジマチ”では、オンラインで、「マイページによる商品・経営の情報発信」、「購入希望者や購
入希望野菜などの検索」、「メッセージ機能を使った個別商談」、「掲示板を使った商品・経営
の情報発信」など、登録から利用まですべて無料で行うことができますので、是非ご登録、ご活
用をお願いします。

・ 掲載先（ベジマチHP）： https://www.vegemach.jp/

8 やさいレポート（令和5年3月号）（ALIC調査）
・ 主要野菜８品目（キャベツ、たまねぎ、だいこん、にんじん、はくさい、レタス、きゅうり及びトマ
ト）の卸売・小売価格、生育出荷、気象、消費、輸入の最新情報をまとめて紹介しています
（毎月発行）

・ 別添ファイル「やさいレポート」（令和5年3月号）
・ 掲載先（ベジ探）：https://vegetan.alic.go.jp/yasai_report.html

本データは全てベジ探から入手できます。
詳細はベジ探をご覧ください。

ベジ探：https://vegetan.alic.go.jp/
＜問い合わせ先＞
農畜産業振興機構
野菜業務部 管理課、野菜振興部 需給業務課

Tel:03-3583-9793

平均気温（１か月） 降水量（１か月） 日照時間（１か月）

少30 並30 多40％
ほぼ平年並の見込み

少20 並40 多40％
平年並か多い見込み

少20 並40 多40％
平年並か多い見込み
少40 並30 多30％
ほぼ平年並みの見込み
少30 並30 多40％
ほぼ平年並の見込み
少30 並40 多30％
ほぼ平年並の見込み

（気象庁１カ月予報）

少30 並40 多30％
ほぼ平年並みの見込み

少40 並40 多20％
平年並か少ない見込み

少30 並40 多20％
ほぼ平年並の見込み

少40 並40 多20％
平年並か少ない見込み
少30 並30 多40％
ほぼ平年並の見込み
少40 並30 多30％
ほぼ平年並みの見込み

週別の天候

3/11～3/17

北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

北・東日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

東・西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。

沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。

西日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

3/25～4/07

北・東・西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。

北・東・西日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

3/18～3/24

北日本日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、寒気の影響が弱いため、平年と比べ、曇りや雨または雪の日が少ないでしょう。

東日本日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくいため、平年と比べ、曇りや雨の日が少ないでしょ
う。
西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。

北・東・西日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

西日本
日本海側 低10 並20 高70％

高い見込み
太平洋側

北日本
日本海側 低10 並20 高80％

高い見込み
太平洋側

東日本
日本海側 低10 並20 高70％

高い見込み
太平洋側

https://www.vegemach.jp/
https://vegetan.alic.go.jp/yasai_report.html
https://vegetan.alic.go.jp/
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