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令和４年度 年末年始における生活関連商品の需給動向・価格見通しについて 

 札幌市では、生活に密着した食品や石油製品等の生活関連商品の価格の動向を的確に把握し、

市民に情報提供するため、業界団体や事業者の協力を得て、年末年始における各商品の需給動向

及び価格見通しに関する調査を行いましたので、その結果についてお知らせします。 

記 

１ ご協力いただいた業界団体及び事業者

・ 札幌みらい中央青果株式会社 

・ カネシメ髙橋水産株式会社 

・ 札幌食肉卸業協会 

・ ホクレン農業協同組合連合会 

・ 北海道製麺協同組合 

・ 日糧製パン株式会社 

・ 札幌地方石油業協同組合 

・ (一社)北海道 LP ｶﾞｽ協会石狩支部

２ 調査時期  

  令和４年12月上旬

３ 概要 

 ⑴ 青果物 

調査対象の17品目中、前年と比べ、安値が２品目、やや安値２品目、前年並み５品目、

やや高値７品目、高値1品目となった。本年は台風の影響が少なく安定した出荷が見込ま

れるが、ごぼうは作況が悪く出回り量が少ないことにより高値の傾向にある。 

 ⑵ 水産物 

   調査対象の14品目中、やや安値１品目、前年並み１品目、やや高値１品目、やや高値- 

高値１品目、高値10品目となった。 

原料費高騰、円安及び不漁により、やや高値～高値傾向にある。 

 ⑶ 畜産物 

国産牛肉、輸入豚肉は前年並みの見込みであるが、国産豚肉、鶏肉は国内外での需要増 

加の影響で、羊肉は円安の影響でそれぞれ高値になる見通し。特に、国産鶏肉については

鳥インフルエンザの影響もあり原料確保の激化が予想される。 

 ⑷ その他食料品 

 もち米は前年並みの見込み。黒豆は供給量の減少により、生そば及びそば粉は小麦や包

材等の高騰の影響により、ラーメン、小麦粉及びパンは物流コストの上昇により、 

それぞれやや高値になる見込み。鶏卵は鳥インフルエンザの影響で高値になる見込み。 

 ⑸ 石油製品 

   灯油、レギュラーガソリン及び軽油は前年並みの見込みであるが、プロパンガスは配送 

等のコストが円安の影響を受けたことによりやや高値の見込み。 



令和４年度 年末年始における生活関連商品の価格見通し 一覧表 

 安値 やや安値 前年並み やや高値 高値 

青果物 ばれいしょ 

たまねぎ 

れんこん 

みつば 

にんじん 

里いも 

ほうれん草 

きゅうり 

さつまいも 

みかん 

生しいたけ 

だいこん 

きゃべつ 

はくさい 

長ねぎ 

レタス 

ごぼう 

水産物 たらばがに 新巻さけ こんぶ 

スモークサーモン

（国内原料）

味付き数の子 

いくら、飯寿司 

まぐろ、いか 

赤えび、はまち 

たこ、ほたて 

板かまぼこ 

スモークサーモン

（輸入原料） 

畜産物   国産牛肉 

輸入豚肉 

輸入牛肉 

ロースハム 

国産豚肉 

国産鶏肉 

輸入鶏肉 

羊肉 

その他

食料品

もち米 黒豆 

生そば 

そば粉 

ラーメン 

小麦粉 

パン 

鶏卵 

石 油

製 品

 灯油 

レギュラーガ

ソリン 

軽油 

プロパンガス  

 ※ 価格見通しの用語基準 

        前年並み ＝ 前年同期比±５％未満 

   やや安値・やや高値 ＝ 前年同期比±５～15％未満 

       安値・高値 ＝ 前年同期比±15％以上 



令和４年度　生活関連商品価格動向懇談会調査票

ばれいしょ

たまねぎ

れんこん

みつば

にんじん

里いも

ほうれん草

きゅうり

さつまいも

安値

やや安値

前年並み

北海道産も平年並みで、府県産も生育順調となって
おり潤沢な入荷、他の葉物野菜同様価格は堅調な
見込み。

前年夏場が高温干ばつのため記録的不作となり
大幅減少。高値推移したが、本年は順調な生育
となっており前年よりは、やや安値見込み。

価格見通し

青

果

物

品目 需給動向

北海道産はLサイズ中心の出荷。生育期の天候不
順により品質が悪く正品歩留まりが良くないため、下
等級が多い事により単価安の見込み。

為替の影響により輸入物の入荷が少なく北海道産
の引き合いは強いと思われるが北海道内産は大玉
傾向であり、順調な出荷が見込まれるため、安値の
見込み。

関東産については台風等の被害が少なく前進出荷
となり順調な出荷見込み。年末販売についても前年
同様に潤沢な入荷見込み。

茨城県が前年の生育期に高温のため不作となって
おり高値で推移したが、本年は順調な生育となって
おり前年よりは、やや安値見込む。

面積は昨年並み、作況は2Lサイズ中心の前年と違
いLサイズ中心での出荷見込み。埼玉産については
需要期にあわせた出荷調整を行い年末に向けた出
荷増量を行う見込み。

茨城県産は2Lサイズ中心と太物傾向であり順調な
出荷が見込まれるが、需要が多いため昨年同様に
高値の見込み。

宮崎県産は生育順調な事から、12月以降の出荷に
ついては年末まで極端な冷え込みが無ければ出荷
数量、価格共に前年並みの見込み。
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価格見通し品目 需給動向

みかん

生しいたけ

だいこん

きゃべつ

はくさい

長ねぎ

レタス

ごぼう 高値

やや高値

道産全体の作付けは微減。作況は平年並みであ
り、前年と比べLサイズ中心であるが細目の予想。
青森産の作況が悪く、全国的に出回り量が少ないこ
とにより高値見込み。

茨城県産が前年の安値の傾向から作付け面積が
減。
ただ先月が好天により生育順調となり平年並み。前
年が記録的安価のため、やや高値で推移の見込
み。

愛知・茨城・千葉県産は生育期の干ばつ・強風の影
響で作柄が不良で小玉傾向。北海道産についても
作付け面積減少からやや高値推移の見込み。

現状は生育順調だが、台風の影響により品質が不
安定なことや、前年が平年より安価だったため前年
より、やや高値の見込み。

現状は生育順調だが、円安の影響で業務向けの輸
入品の入荷が難しいため、引き合いを見込み前年よ
り、やや高値の見込み。

大規模生産者が12月末日で生産を終了する影響で
供給量が減少するため前年よりやや高値見込み。

今年度はみかん産地が全国的に不作傾向となり、
前年よりも出荷量が減少見込み。

青

果

物

千葉・神奈川県産が前年の安値の傾向から作付け
面積が減少。また生育期の干ばつにより不作傾向。
北海道産についても作付け面積減少からやや高値
推移の見込み。
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価格見通し品目 需給動向

たらばがに やや安値

新巻さけ 前年並み

こんぶ やや高値

スモークサー
モン

やや高値-高値

味付数の子

いくら

飯寿司

まぐろ

いか

赤えび

高値

水

産

物

アメリカ・ロシア産の鱒が不漁のため輸入製品は高
値となる。また、秋鮭漁は前年の1.7倍の水揚げが
あったものの、秋鮭しょうゆイクラの価格は前年に続
いて高値の見通し。

ロシア産は中国からの引き合いの影響を受け高値。
アルゼンチン産は産地価格が比較的安定しているも
のの、円安の影響で国内では高値見込み。

国産原料はやや高値。輸入原料は為替の影響もあ
り高値。

原料高や各種経費増に加え人手不足もあり、製品
は高値で推移。

前年に引き続き高値で推移。量販店向けは量目調
整で販売価格を維持傾向。

冷凍及び生の養殖物が共に品薄による高騰。

世界的な水揚げ不足のため高値安定。

米国のロシア産禁輸政策のため、供給過多になる
見込み。

10月初旬の急激な水揚げ増加の影響のため、直近
の生産量は減少し、魚体は小型化傾向。
量販店販売よりもギフト加工向けが中心のため、前
年並みの見込み。

道東エリアの数量不足により、日高エリアも引きずら
れ価格上昇するも良品少なく、等級の上位がより高
値で推移している。
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価格見通し品目 需給動向

はまち

たこ

ほたて

板かまぼこ

水

産

物

米国、EU、中国、アジアへの輸出好調の影響受け
高値見込み。

稚魚減少による在庫薄、輸出好調の影響を受け高
値見込み。

昨年に引き続き、道内産北海鮹の不漁で、高値安
定、品薄の見込み。

今年も引き続き主原料の魚肉すり身は高値で推移。
昨年価格を据え置いた大手メーカーも、春以降に2
度の値上げを実施しているため高値見込み。

高値
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価格見通し品目 需給動向

国産牛肉

輸入豚肉

輸入牛肉

ロースハム

国産豚肉

国産鶏肉

輸入鶏肉

羊肉

やや高値

畜

産

物

前年並み

国内の鳥インフルエンザの発生を受け、価格は上昇
傾向。需要増から国内在庫が昨年に比べて少ない
状況だったため、今後の原料確保が激化する事が
予想される。価格推移は年末の最需要期に近づくに
つれ上昇する見込み。

国内は全国旅行支援事業等の影響を受け、観光や
外食は需要回復の傾向も見えるが、円安による家
庭負担の増加から内食の回復は限定的となってい
るため、前年並みの見込み。

輸入量に対して観光、外食需要は回復傾向だが、
都内の保管冷蔵庫が飽和状態となっておりチルド商
品の入船遅れや通関遅れが発生して商品供給が不
安定な状況が続いているため前年並みの見込み。

他国からの高値での需要増、コロナによる人員不足
のための生産不足、為替の影響等のため、価格は
前年よりも高値で推移している。

コンシュマー商品は１０月の価格改定で値上がりし
た影響があり売れ行き不振。また、量販店での販促
頻度も下がっている状況。しかし、ギフトに関しては
水産の状況が悪いため、ハムギフトが積極的に展
開されており、やや高値見込み。

国内の需要は年末に向けた商品製造工場の動きが
活発になり、動きが良い状況。出荷頭数は潤沢に出
ているが、製造、量販店を軸に需要が高まっている
ため、昨年より高値で推移している。

高値

需要は昨年に比べ外食は回復傾向が見られ、量販
店でも海産物の需要が高い。価格は為替だけでの
要因で約15％上昇し、部位によっては生体価格上
昇によりさらに外貨を押し上げている状況のため、
やや高値見込み。

需要は今年度前半に大きく落ち込んでいたが、緩や
かに回復傾向。部位によってのブレがあるなか、現
地価格は一時の高値から落ちてきているが、円安の
影響で流通価格は大きく下がってはいないため高値
見込み。
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価格見通し品目 需給動向

もち米 前年並み

黒豆

生そば

そば粉

ラーメン

小麦粉

パン

鶏卵 高値

鶏卵の生産量は、昨季発生した鳥インフルエンザの
影響で大幅に減少している。
一方、消費は年末年始に向けて一般消費・業務需
要共に堅調に推移することが見込まれるため、相場
は前年より高値の見込み。

小麦、液卵、食用油、加工油脂類などの原料コスト
や、原油価格高騰の影響による物流コスト、エネル
ギーコストなどが上昇しているため、製品価格はや
や高値の見込み。

契約栽培の取り組みを主体とし、基準価格および販
売価格は前年据置の見込み。

そ

の

他

食

料

品

3年産まで供給量が多かったが、4年産黒豆は、しわ
粒や皮切粒が多く発生し、小袋豆や煮豆製品向け
の供給量が減少。一方、副産物は大量発生し、供給
過多となっている。

同上

道内産小麦は高騰、輸入小麦は10月に政府売渡価
格据え置きとなったが、副材料(かん水、包材、卵な
ど)、燃料関係が高騰し、全体的にやや高値見込
み。

輸入小麦の政府売渡価格が今年4月に対前期比
17.3％引き上げられ、これに伴い小麦粉価格は7月
から値上がりし、やや高値となっている。

国内産は例年並みの出来高となったが、副資材(小
麦、包材など）が高騰したためやや高値見込み。外
国産は、特に中国産においてウクライナの影響、天
候不順などの影響により入荷が減少し、やや高値見
込み。

やや高値
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価格見通し品目 需給動向

灯油

レギュラー
ガソリン

軽油

プロパンガス やや高値

石

油

製

品
ＬＰガスは北米・中東などから輸入しており、供給量
は充分に確保されている。しかし、配送などのコスト
が円安の影響を受け、やや高値見込み。

同上

輸入価格は高値予想だが、政府の「燃料油価格激
変緩和対策事業」の補助金による価格の抑制及び
消費者の節約傾向による需要減少から、本市内に
おける価格は前年並みの見込み。

世界的な環境問題で、自動車燃料はＥＶ等の環境
対応車が増えていくため、年毎の消費数量は減少
傾向。

前年並み


