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たまねぎレポート【第３８２号】 

 
令和元年８月２６日  

  阪南青果株式会社  

社 内 報 

７月の天候は、東・西日本の気温は低く、東日本では７月としては１２年ぶりの低

温となった。梅雨前線が本州南岸付近に停滞することが多かったことや台風５号、

６号の影響で、東・西日本の太平洋側の降水量はかなり多かった。北・東日本の日

本海側を除いて全国的に日照時間が少なく、西日本の太平洋側ではかなり少なか

った。８月は全国的に高温で各地で最高気温が３５℃を上回る日が続いた。札幌で

は、７月２９日から連続１０日間最高気温が３０℃を上回る真夏日となった。３８年振

りで、農作物に高温障害が発生している。８月１５日には、台風１０号が呉付近に上

陸、西・東日本で地域的な豪雨に見舞われた。 

気象庁の９～１１月の３か月予報では、この期間の平均気温は、北・東・西日本

では高い確率５０％、沖縄・奄美で平年並み亦は高い確率ともに４０％。降水量は、

北日本の太平洋側で平年並み亦は多い確率ともに４０％。沖縄・奄美では平年並
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み亦は少ない確率ともに４０％。 

 ９月、北・西日本の日本海側と東日本では、天気は数日の周期で変わる。北日

本の太平洋側では、天気は数日の周期で変わるが平年に比べ曇りや雨の日が多

い。西日本の太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多い。沖縄・奄美では、平

年に比べ晴れの日が多い。 

 １０月、北日本の日本海側と東日本では、天気は数日の周期で変わる。北日本の

太平洋側では、天気は数日の周期で変わるが、平年に比べ晴れの日が少ない。西

日本と沖縄・奄美では平年と同様に晴れの日が多い。 

 １１月、北日本の日本海側では、平年と同様に曇りや雨亦は雪の日が多い。東・

西日本の日本海側では、平年と同様に曇りや雨の日が多い。北・東・西日本の太

平洋側では、晴れの日が多い。沖縄・奄美では、期間の後半は平年と同様に曇り

や雨の日が多い。 

 

主要（市場）の動き 

野菜の概況 

７月の建値市場の野菜の販売量は、２１５，１４８トン前年比１０３％で、福岡

以外の市場は前年比増であった。市場別では多少の差はあるものの、総じて

は入荷増の価格安であった。平均単価はｋｇ￥２３０前年比９０％となっている。

市場別の入荷量と平均単価は、札幌市場の入荷は前年比１０２％、平均単価

は㎏￥２１９前年比８８％。東京市場の入荷は前年比１０２％、平均単価は Kg

￥２４３前年比９０％。名古屋市場は前年比１０６％の入荷で、平均単価は㎏

￥２２２前年比９２％。大阪本場は前年比１０９％の入荷で、平均単価は㎏￥２

２５前年比８５％。福岡市場は前年比１００％の入荷で、平均単価は㎏￥１７７

前年比８９％となっている。 
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建値市場の７月の玉葱販売量は２１，３５２トン前年比１０５％、平均単価は 

ｋｇ￥８６前年比９４％となっている。今年の府県産は大豊作型で、肥大球が多く

軟質傾向で、品質劣化が早く、３Ｌ級は市場価格が安く、加工原料に転用され

た。市場別の販売量と平均価格は、札幌市場の販売量は２，１０７トン前年比１

１１％、平均単価はｋｇ￥１００前年比９８％。東京市場の販売量は９，３３６トン

前年比１０４％、平均単価はｋｇ￥８７前年比９３％。名古屋市場の販売量は４，

２２９トン前年比１０５％、平均単価はｋｇ￥８１前年比９２％。大阪本場の販売量

は３，６５６トン前年比１２６％、平均単価はｋｇ￥８３前年比８９％。福岡市場の

販売量は２，０２４トン前年比９４％、平均単価はｋｇ￥８２前年比９５％となって

いる。 

日本農業新聞社の調べでは、全国主要７地区の代表荷受７社の７月の主要

野菜１４品目の販売量は、９０，５７９トンで前年比１％増、平均単価はｋｇ￥１３

６前年比１１％安、過去５年比では７％安となっている。販売量が前年比増の品

目は、ホウレンソウが前年比３０％増、ピーマンが２３％増、タマネギが９％増な

ど７品目。前年比減の品目は、サトイモが前年比１９％減、ナスが１５％減、トマ

トが１０％減など６品目。価格が前年比高の品目は、ジャガイモがｋｇ￥１５５で

前年比１２５％高。サトイモがｋｇ￥５６９で５５％高。ナスがｋｇ￥３３７で７％高な

ど４品目。前年比安の品目は、ダイコンがｋｇ￥６４で前年比３１％安。キャベツ

がｋｇ￥６５で３１％安。ニンジンがｋｇ￥１０２で２４％安など１０品目。なお、タマ

ネギはｋｇ￥７７で７％安となっている。 

東京都中央卸売市場の７月の野菜の入荷は、１２０，３０２トン前年比１０２％

（前月比９６％）。平均単価はｋｇ￥２４３前年比９０％（前月比１０９％）となって

いる。主要品目で入荷が前年比増の品目は、ダイコンが前年比１２３％、ホウレ

ンソウが１２２％、ハクサイが１１２％など９品目。入荷が前年比減の品目は、ナ
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スが前年比７１％、キュウリが８９％、トマトが９０％など６品目。販売単価が前

年比高であった品目は、バレイショがｋｇ￥１７３で前年比２３８％、サトイモがｋｇ

￥５８０で１４５％、ナスがｋｇ￥４３７で１２０％など４品目。前年比安の品目は、

ダイコンがｋｇ７６で６２％、キャベツがｋｇ￥７２で前年比７０％、ニンジンがｋｇ

￥１１４で７９％など１１品目となっている。 

 

東京都中央卸売市場の７月の入荷量と単価 

品  目 入荷量 

(t) 

前年比 

(%) 

前月比 

(%) 

単 価 

(\/kg) 

前年比 

(%) 

前月比 

(%) 

野  菜  総  数 120,302 102.2 96.2 243 90.2 102.1 

た ま ね ぎ 9,336 104.2 83.3 87 93.0 117.6 

キ ャ ベ ツ 16,630 107.5 99.9 72 70.0 94.7 

レ タ ス 9,123 93.1 115.6 127 84.9 110.4 

だ い こ ん 8,790 123.0 121.0 76 62.4 92.7 

は く さ い 7,566 112.3 119.5 66 88.0 115.8 

ト マ ト 7,312 89.6 85.9 308 92.7 121.7 

き ゅ う り 6,595 88.5 95.4 320 90.1 119.0 

に ん じ ん 6,266 106.4 96.8 114 78.5 92.7 

ば れ い し ょ 5,068 93.0 66.5 173 237.8 125.4 

ね ぎ 3,680 103.1 98.6 353 103.9 91.9 

か ぼ ち ゃ 2,551 115.0 91.3 224 97.9 112.6 

な が い も 999 93.6 102.0 328 94.9 95.6 

に ん に く 239 97.1 86.3 825 87.4 95.4 

れ ん こ ん 193 70.3 122.2 921 138.6 69.8 
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玉葱の概況 

東京市場 

東京都中央卸売市場の７月の玉葱の入荷量は、９，３３６トン前年比１０４％

（前月比８３％）であった。府県産の入荷は早生から中晩生に移行したが、豊作

で産地在庫が多く、７月も潤沢な入荷が続いた。品質的には軟質で、特に主産

地の佐賀物の品質劣化が目立った。平均単価はｋｇ￥８７前年比９３％（前月比

１１８％）であった。主力は兵庫物と佐賀物が肩を並べた。兵庫物の入荷は３，

３３４トン前年比１１１％、占有率は３６％で前年比２ポイントアップ。佐賀物は３，

３２４トンの入荷で前年比１０７％、占有率は３６％で前年比１ポイントダウン。香

川物は９１１トンの入荷で前年比８５％、占有率は１０％で前年比２ポイントダウ

ン。その他では、愛知物は４４７トン前年比１４０％。栃木物は３５５トン前年比１

３５％であった。月平均単価はｋｇ￥８７前年比９３％（前月比１１８％）と前月に

比べ上昇に転じたものの荷動きは今ひとつであった。産地別では、兵庫物はｋｇ

￥９２前年比９０％。佐賀物はｋｇ￥８４前年比９３％。香川物はｋｇ￥８３前年比

９１％となっている。 

８月になっても、相場に変化はなく、主力の佐賀物は７月の品質劣化から品

種が変わり安定化し、球流れもＬ中心となったが、荷動きは今一つであった。兵

庫物は、主要荷受けに集約した入荷となったが、指値高で荷動きは芳しくなか

った。北海物の入荷が始まったものの、府県産地や流通段階での在庫増で、い

ずれの荷受けも府県物の販売を先行したことで、北海物の販売が先延ばし傾

向となった。昨今の佐賀物はクレームは少なくなったが、棚持ちの悪さで安値販

売が続いている。兵庫物には黒黴が散見され警戒心が強まっている。１日～２

０日の販売量は、５，５３５トン前年比９２％、平均単価はｋｇ￥９０前年比７８％。

産地別では、兵庫物が１，９１７トン前年比８０％、平均単価はｋｇ￥９４前年比７
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２％。北海物は１、８３１トン前年比９１％、平均単価はｋｇ￥９０前年比８２％。佐

賀物は１，２９０トン前年比１３２％、平均単価はｋｇ￥８９前年比７９％。となって

いる。昨今、学校給食需要を控え、２Ｌの引き合いが強まっている。 

名古屋市場 

名古屋市中央卸売市場の７月の玉葱販売量は､４，７２９トン前年比１０５％

（前月比１００％）で前年比増で前月とほぼ同量であった。主力は兵庫物で販売

量は２，９８１トン前年比１１２％、占有率は６３％前年比４ポイントアップ。北海

物の販売量は７３６トン前年比８７％、占有率は１６％前年比３ポイントダウン。  

愛知物は、販売量４０２トン前年比９５％、占有率は９％前年比と同じ。平均単

価はｋｇ￥８１前年比９３％（前月比１０８％）で前年比安、前月比高でやや回復

歩調となった。産地別では、兵庫物はｋｇ￥８９前年比８７％。北海物はｋｇ￥６３

前年比１０９％。愛知物はｋｇ￥５９で前年比７９％。となっている。 

８月に入り盆需要を控え、北海物の入荷が始まったが、２Ｌが少なくＬ大、Ｌ中

心の球流れで、相場はＬ大￥１，８００、Ｌ￥１，６００。動きは今一つ。日毎に北

海物の入荷が増加すると予想したが、意外に後ズレ傾向。豊作情報に反し２Ｌ

の比率が意外に少なく、注文すると￥１，５００と言われている。今年、府県物は

産地在庫が多く、８月末までは兵庫物主力の販売が続くと見ている。富山物が

週間２０トン程度の入荷があるが、品質に難があり買手不在で、受け皿探しに

苦心している。盆明けも、北海物の入荷は少なめで、相場はＬ大￥１，６００～、

１，５００、Ｌ￥１，４００～１，３００の動きである。兵庫物はＬ￥１，９００～１８００、

黒黴の発生が懸念されているが、今の処クレームの発生は殆どない。 

大阪本場 

大阪市中央卸売市場本場の７月の玉葱の販売量は、３，６５６トン前年比１２

６％（前月比８９％）で前年比増、前月比減であった。府県産のいずれの産地も
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在庫増で順調な入荷が続いた。主力の兵庫産（淡路）が先月は後ズレして入荷

が前年を下回ったが今月は大幅増となった。兵庫物の販売量は２，３４０トン前

年比１２７％、占有率６４％前年と同率。佐賀物は３６３トンで前年比１２７％、占

有率１０％で前年と同率。岡山物は２５６トン前年比１２０％占有率７％で前年と

同率。月平均単価はｋｇ￥８３前年比８９％（前月比９７％）で、前年比前月比と

もに下回った。兵庫・佐賀物にセリ売りに不向きな下等級が多かった。産地別で

は、兵庫物はｋｇ￥８６前年比８４％。佐賀物はｋｇ￥７６前年比９１％。岡山物が

ｋｇ￥６９前年比１１０％。となっている。 

８月に入り、盆需要期を控え佐賀物は人気離散で入荷は減少、北海物の入

荷も意外に少なく、上旬は兵庫（淡路）物の占有率が９３％を占め、淡路物に対

する依存率が高くなった。盆直前には、盆需用の駆け込み需要があり、兵庫物

が強含んだ。他方、北海物は指値が高く、買い控えられて低調な動きであっ

た。盆明けからは、兵庫物にも棚もち不良懸念が買参人に漂い、当用買いが強

まり荷動きが鈍化した。北海物は盆休みや台風の影響による輸送の乱れ等

で、入荷は予想より少なく、Ｌ大は強含み、Ｌは弱含みの動きとなった。８月１日

～２０の販売量は２，４２１トン前年比１４６％、平均単価はｋｇ￥７８前年比６

７％。産地別では、兵庫物は１，９５７トン前年比１４９％、平均単価はｋｇ￥７７

前年比６３％。北海物は２４２トン前年比１９０％、平均単価はｋｇ￥７８前年比７

６％。愛媛物は８７トン前年比５７８％、平均単価はｋｇ￥９９前年比１２１％。佐

賀物は６７トン前年比１３０％、平均単価はｋｇ￥９２前年比９４％となっている。 

福岡市場  

福岡市中央卸売市場の７月の玉葱の販売量は、２，０２４トン前年比９４％

（前月比８８％）で、前年比前月比ともに減であった。佐賀物は前年比増であっ

たが、その他の産地が減少した。主力は佐賀物で販売量は１，２７７トン前年比
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１０４％、占有率は６３％で前年比６ポイントアップ。長崎物は２７６トンの販売量

で前年比７６％、占有率１４％前年比３ポイントダウン。中国物の販売量は１６７

トン前年比７４％、占有率８％で前年と変わらず。平均単価はｋｇ￥８２前年比９

４％（前月比１０５％）で前年比安前月比高であった。産地別の平均単価は、佐

賀物はｋｇ￥７６前年比８９％、長崎物はｋｇ￥６７前年比９１％。長崎物は、平戸

地区は品質良好で高値であったが、その他の地区は品質劣化で安値であった。

中国物はＫｇ￥８２前年比１１１％となっている。 

８月に入って、北海道産地から早や出し出荷の打診や産地情報が寄せられ

たが、佐賀産地の在庫が多いことで、品質劣化が心配される佐賀物の販売を

優先した。北海物は盆前に着荷しても、販売は盆明けからとした。盆明けから

は佐賀物と北海物を併売した。量販店では盆明けも佐賀物主力の引き合いで、

品質的にも懸念したほどの劣化はなく、順調な入荷が続いた。北海物は盆明け

もそれほどの引き合いはなく凡調な動きであった。現在、引き続き長崎（平戸）

物が少量入荷しているが、品質が極めて良好で高値販売となっている。北海物

はＬ大、Ｌ中心の入荷が続いているが、買参人からは未だ佐賀物の引き合いが

強い。１日～２０日の玉葱販売量は１，３００トン前年比１２７％、平均単価はｋｇ

￥８３前年比８０％となっている。 

 

８月２６日（月）の建値市場の玉葱市況は次の通り 

【札幌市場】 入荷１８３ トン   弱い  

北  海 10kgＤＢ２Ｌ￥1,500～ 950、 Ｌ大￥1,700～1,050、 Ｌ￥1,400～ 800、 

           Ｍ￥1,100～1,000。 

北  海 20kgＮＴ２Ｌ￥950 ～ ８００、 Ｌ大￥1,200～ 800、 Ｌ￥1,000～ 800。 

              Ｍ￥900～       
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【太田市場】  入荷３６５ トン   保合  

北  海 10kgＤＢ２Ｌ￥1,500～1,300、 Ｌ大￥1,600～1,500、 Ｌ￥1,400～1,300、 

           Ｍ￥1,200～1,100。 

佐  賀 20kgＤＢ２Ｌ￥1,200～1,000、 Ｌ￥1,200～1,000、 Ｍ￥1,000～ 800、 

兵  庫 20kgＤＢ２Ｌ￥1,500～1,400、 Ｌ￥2,000～1,800、 Ｍ￥1,900～1,700。 

【名古屋北部】   入荷２２２ トン   弱保合  

北  海 20kgＤＢ２Ｌ￥1,500～1,400、 Ｌ大￥1,600～1,500、 Ｌ￥1,400～1,300、 

           Ｍ￥1,300～1,200。 

兵  庫 20kgＤＢ２Ｌ￥1,500～1,400、 Ｌ￥1,900～1,800、  Ｍ￥1,700～1,600。  

【大阪本場】  入荷 ２５０ トン   弱い  

北  海 20kgＤＢ２Ｌ￥1,400～1,300、 Ｌ大￥1,700～1,550、 Ｌ￥1,400～1,300、 

              Ｍ￥1,200～1,100。           

兵  庫 10kgＤＢ２Ｌ￥800 ～ 700、 Ｌ￥1,000～ 800、  Ｍ￥900 ～ 700、 

兵  庫 20kgＤＢ２Ｌ￥1,400～1,300、 Ｌ￥2,000～1,800、 Ｍ￥1,800～1,700。 

【福岡市場】  入荷１１１ トン   強保合  

北  海 20kgＤＢ２Ｌ￥1,500～1,400、 Ｌ大￥1,800～1,600、 Ｌ￥1,700～1,500、 

              Ｍ￥1,400～1,300。           

佐  賀 10kgＤＢ２Ｌ￥800 ～ 700、  Ｌ￥900 ～ 750、  Ｍ￥900 ～ 750。 

長  崎 10kgＤＢ２Ｌ￥1,000～ 900、  Ｌ￥1,000～ 900、 Ｍ￥1,000～900。 

 

供給（産地）の動き 

府県産地の多くは、此の先出荷の終盤期を迎える。今年はいずれの産地も

大豊作亦は豊作で、生産量は大幅増となったが、いずれの産地も球肥大が過

大で、軟質のため病害に弱く、正品化率は著しく低下した。高温下で腐敗が多
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発したのを始め品質劣化が早く、市場からのクレームが続出した。栽培経験の

長い兵庫（淡路）や佐賀を始め、岡山、滋賀、富山、福井等の新興産地も、中晩

生は病害による腐敗と黒黴が多発生、此の時期の品質劣化は過去に例がな

い。と言う。気候の影響に違いはないが、早急な改善策が求められている。他

方、北海道産地も、中晩生の肥大期である７月末から８月初めに、稀有の高温

少雨の天候に見舞われ、色落ち、枯上がり早まり、地域格差、圃場格差が大き

くなり予想された大豊作亦は豊作が危ぶまれている。 

府県産地 

中晩生の主力産地淡路島では、囲い（短期貯蔵）の在庫が多く、出荷は後ズ

レ傾向である。今年は、早生の大豊作に続き、中晩生も豊作で反収は７トン以

上となり、囲い物にも過大球が多く、首（葉鞘）が太く、肩落ち（肩腐り）や黒黴の

発生率が高かまった。８月に入り、連日高温多湿に見舞われ病害の進行度が

速く、正品化率は著しく低下した。佐賀物に比べ品質が良好とされて来たが、自

信が持てなくなって来た。例年、盆明け後の出荷でも、腐敗皆無と言う篤農家で

も、今年は１３％前後のロスが発生している。玉葱栽培に造詣の深い生産者で、

掘り取り後圃場で、数日間天日干し（風乾）をした後、収穫する常習者でも腐敗

のロス率が１０％前後で異常であると言う。生産者を始め産地関係者は、近年

にないロス率の増加に悩まされている。現在の産地関係者の在庫は前年を上

回る。淡路島内の冷蔵物の入庫量（他県産を含む）は盆前の８月８日現在２６，

６４４トン前年比１１１％となっている。最終的にはいずれの冷蔵庫も満庫状態

になると見ている。 

佐賀では、大豊作となった早生の出荷は７月半ばで終了したが、乾腐病の発

生で品質低下に苦しんだ。８月出荷の短期貯蔵の中晩生には、乾腐病のほか

黒黴が多発生し、市場で評価を落とした。除湿乾燥処理の玉葱は、病害の発生
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少なく品質劣化はなかったものの、市況低迷で経済効果は得られなかった。現

在の産地在庫は、前年をやや上回るが、既に終盤期を迎えており、９月半ばま

でには終了する。 

北海道産地 

今年の北海道産の栽培面積は１２，８７７ｈａ（道庁の市町村別の集計では１４，０

００ｈａを上回っている）と報告されている。品種別では極早生５０２ｈａ（栽培比率

４％）、早生５，２９５ｈａ（同４１％）、中生６，５８３ｈａ（同５１％）、晩生４７３ｈａ（同４％）

で現在出荷の極早生は球肥大良く、豊作型で正品化率は高い。全体的には、７月

半ばまでは、天候に恵まれ生育は順調で５～７日前進化していた。７月下旬の天候

は高温旱魃傾向で、生育にかなりの地域差が生じた。気象庁の７月の旬別気候表

では、下旬の道全域の平均気温は平年比２.6℃高く、降水量は平年比６９％、日照

時間は平年比９２％となっている。作柄が心配されるのは中生と晩生である。８月５

日から８日にかけて産地を一巡した時点では、７月末からの高温続きで生育が停

滞、葉鞘の色落ちが早く、既に盆明けの状態であった。散水設備の少ない石狩、空

知地区は、葉鞘が枯上がり、平年作が精々の状態。上川地区は、草丈がやや短く

細めであったが、高台は豊作型、平地は平年作。オホーツク地区は散水設備が完

備していることもあり、葉鞘が青く豊作型であった。早生は盆までに根切りが終了し

た圃場は、総じて豊作型であったが、中晩生は此の先収穫前の天候で多少の変動

はあるものの、全道的には当初予想の作柄を下回ると見ている。 

輸入産地 

 ７月の輸入は、速報値で２２，７９０トン前年比１０４％で、前月に続き予想を上回

った。中国が主力で、中国物が全体の９５％を占めている。国別では中国が２１，７

１１トン前年比１０４％。ニュージランドが６９６トン前年比２６８％。オーストラリヤが３

７０トン前年比６０％。となっている。  
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中國、甘粛省の出荷が始まり、需給環境は緩和傾向となり、相場は軟調に転じ

ているが、産地価格は既に底値圏内にあると言われている。この先出荷はピークを

迎えるがいずれの産地も、前年の安値を反映して、作付け減となっており、作柄は

良好だが、総体的な出回り量は昨年を下回ると予想されている。現在の日本向け

価格は、２０ｋｇ・Ｃ＆Ｆ・ムキ玉＄７.40、皮付き＄６．50～６.00 である。 

 アメリカ、地域別の作付け面積は入手していないが、貯蔵性玉葱の作付けは前年

に比べ大きな変動はないと聴いている。９月積の価格は日本向け５０￡・Ｃ＆Ｆ・Ｊ・

＄１２.95、ＳＪ・＄１１.95、Ｍ・＄１１.45 の水準でかなり割高である。 

 

９月の市況見通し 

 今年の玉葱の作柄は、当初府県産も北海産も豊作と予想されていたが、天候

の影響でかなり変動した。府県産はいずれの産地も豊作で収量増となったが、

品質不良で収入減となった。府県産の球流れは過肥大で大粒化し、３Ｌ・２Ｌが

多発、球締りが軟弱で高温多雨の天候に見舞われ、病害が多発生して正品率

が著しく低下。市況の低迷と商品化率の低下で、豊作貧乏となった。９月以降

の出荷は一部地域の貯蔵物を残して終了する。その後は兵庫（淡路）主力の冷

蔵物に切り替わる。病害が進行しなければ、冷蔵物の市況は現在の高値水準

を１０～２０％上回ると予想している。 

 北海物は出荷の最盛期を迎えるが、全道的な豊作が下方修正される可能性

が強く、供給過剰が緩和される可能性が高い。然し、早生の出荷が後ズレ傾向

にあり、現在着荷の品物に乾腐病が散見されるなど、品質的に懸念があり、当

面市況は現状維持かやゝ弱含みの推移と見ている。その後は、中晩生の作柄

が下方修正となれば、市況の好転が期待されるが１１月以降になると思う。 

 北海物に次ぐ供給量を占める輸入物の動向も秋冬期の市況に影響する。輸
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入物が前年比２０％前後減少すれば、需給は均衡する。今年は府県・北海産の

豊作で輸入の減少が期待されたが、７月までの輸入は予想を上回り、前年並

みか前年を上回る水準にある。特に、安定供給を求める加工筋で長期契約が

出来る輸入物に指定席が出来ている。原料供給産地は、加工筋が求める安定

供給を重視し、契約量の完全供給に努めることが輸入の減少につながる。（了） 


