
（８月の野菜の見通し）

区
分

入荷量（ｔ） キロ当たり単価（円） 山形県産前年実績 コメント

品
目 前年実績

前年比
見込
（％）

5ヵ年平均
前年実
績

前年比
見込
（％）

5ヵ年平
均

前年入荷
量(t)

前年占有
率（％）

だいこん 10,363 95 10,180 83 108 84 3 0

・北海道産中心の入荷となる。北
海道産は出荷の始まりは遅れた
が、その後については平年並。
ピークは9月まで続く見込み。サイ
ズは２Ｌ中心。
・全体の入荷量は前年よりやや少
なく、価格は前年を上回る見込み。

にんじん 6,288 100 6,601 111 99 116 - -

・北海道産中心の入荷となる。8～
10月までがピークであり、平準出
荷が見込まれる。
・全体の入荷量、価格とも前年並
の見込み。

はくさい 5,658 100 5,770 72 97 83 - -

・長野産中心の入荷で全体の８割
を占める。8月も平年並で基本的に
作柄は良好。
・全体の入荷量は前年並、価格は
前年を下回る見込み。

キャベツ類 15,246 100 14,947 62 105 79 - -

・群馬、岩手産中心の入荷で全体
の約８割を占める。
・群馬産の8月の出荷量は、昨年よ
り多く平年並の予想。
・岩手産の出荷は順調で、前年並
かやや多い見込み。7月20～25日
頃がピークで8月上旬まで多い。そ
の後、若干減りながら、8月20日以
降に再び増加する見込み。
・全体入荷量は前年並、価格は前
年を上回る見込み。

ほうれんそう 839 98 896 714 98 695 - -

・岩手、群馬産が市況をリードす
る。
・岩手産は8月の作付は前年並、
出荷量も前年並で。品質は良好。
・全体の入荷量、価格ともほぼ前
年並。



区
分

入荷量（ｔ） キロ当たり単価（円） 山形県産前年実績 コメント

品
目 前年実績

前年比
見込
（％）

5ヵ年平均
前年実
績

前年比
見込
（％）

5ヵ年平
均

前年入荷
量(t)

前年占有
率（％）

ねぎ 4,428 95 4,307 274 106 270 89 2.0

・前半は茨城を中心とする関東
産、後半は青森を中心とする東北
産が市況をリードする。
・茨城産は、生育期の低温で太り
が悪く2Lの比率が低い。量的にま
とめるのは盆前まで。8月の出荷量
は前年並の見込み。
・青森産の出荷は例年通り8月に
入ってから本格出荷となる。生育
は順調でピークは盆明けからとな
る見込み。
・全体の入荷量は前年を下回り、
価格は前年を上回る見込み。

レタス類 8,245 100 8,434 141 113 154 - -

・今年は全般的に前進気味で、8月
上旬が谷間となって価格は上向
き、盆前後からは平年並の推移が
予想される。
・長野産については、8月はやや小
ぶりになる見込み。標高1,250～
1,300ｍの産地が中心。
・全体の入荷量は前年並、価格は
前年を上回る見込み。

きゅうり 8,352 103 8,471 223 103 222 218 2.6

・今年はピークが後ろにずれて、8
月上旬が多いと予想される。その
後中旬にやや減って下旬に盛り返
す見込み。
・福島を中心とする東北産が市況
をリードする。福島産の露地もの
は、水不足と曇天から1週間ほど
遅れており、今季のピークは7月末
～8月上旬の見込み。
・全体の入荷量、価格とは前年を
やや上回る見込み。

なす 4,571 102 4,890 213 108 213 - -

・栃木、埼玉、茨城産中心の入荷
で全体の約６割を占める。栃木産
は7月第5週からピークとなるが、
昨年と違いゆっくりと増量する。
・埼玉産は8月上中旬が最盛期で
ほぼ平年並。盆前後も多い見込
み。
・茨城産は品質良く、数量も多い。
ピークは盆前頃で徐々に増えると
予想させる。
・全体の入荷量は前年よりやや多
く、価格は前年を上回る見込み。



区
分

入荷量（ｔ） キロ当たり単価（円） 山形県産前年実績 コメント

品
目 前年実績

前年比
見込
（％）

5ヵ年平均
前年実
績

前年比
見込
（％）

5ヵ年平
均

前年入荷
量(t)

前年占有
率（％）

トマト 9,232 102 10,005 227 101 239 188 2.0

・今年は7月に遅れた分が上旬に
多いと予想される。
・福島、青森を中心とした東北産が
市況をリードする。青森産は平年
より着色が遅れている。ピークは7
月末頃からでＬサイズ中心。
。全体の入荷量・価格ともほぼ前
年並みの見込み。

ピーマン 2,139 102 2,240 203 113 227 - -

・岩手、福島産中心で全体の約６
割を占める。岩手産は7月に入り強
風が続いて傷果が発生したことか
ら、7月末頃から8月は落ち込むこ
とも予想される。
ピークは8、9月で特に盆前後が多
い。
・全体の入荷量はほぼ前年並み、
価格は前年を上回る見込み。

ばれいしょ 5,833 85 5,575 103 165 115 - -

・北海道産中心の入荷となる。北
海道産は生育良好であるが、作付
け減などにより出荷量は前年を下
回る見込み。
・全体の入荷量は前年を大幅に下
回り、価格は大きく上回る見込み。

たまねぎ 11,236 95 10,645 78 128 86 - -

・兵庫、北海道産中心の入荷で全
体の約６割を占める。兵庫産は安
定した出荷となるが、8月の出荷量
は7月より少し減る見込み。
・北海道産は盆明けからの入荷予
定。生育順調で肥大も良く豊作の
見込み。
・全体の入荷量、価格とは前年を
下回る見込み。


