
【警報】

【注意報】 110件

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H27.1.28 岐阜県 いちご ハダニ類

H27.2.2 長崎県 いちご
ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダ
ニ）

H27.2.24 香川県 にんにく ニンニク春腐病

H27.2.26 佐賀県 たまねぎ タマネギべと病

H27.2.26 佐賀県 いちご イチゴうどんこ病

H27.3.9 佐賀県 いちご ハダニ類

H27.3.13 神奈川県 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

H27.3.19 大分県 白ネギ ネギべと病

H27.3.23 徳島県 冬春ホウレンソウ ホウレンソウべと病

H27.3.25 香川県 レタス、非結球レタス レタスべと病

H27.3.25 茨城県 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

H27.3.30 埼玉県 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

H27.3.30 長崎県 たまねぎ タマネギべと病

H27.4.2 島根県 たまねぎ タマネギべと病

H27.4.2 佐賀県 たまねぎ（中生、晩生品種） タマネギべと病

H27.4.13 群馬県 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

H27.4.13 兵庫県 たまねぎ タマネギ細菌性病害（腐敗病）

H27.4.13 愛媛県 麦類 麦類赤かび病

H27.4.14 山口県 たまねぎ タマネギべと病

H27.4.15 兵庫県 キャベツ キャベツ菌核病

H27.4.16 岐阜県
冬春施設野菜（トマト、きゅうり、
いちご等）

灰色かび病

H27.4.23 三重県 小麦 コムギ赤かび病

H27.4.24 福島県 もも モモせん孔細菌病
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H27.4.24 愛媛県
うめ、もも、びわ、キウイフルー
ツ、なし、すもも、かんきつ、か
き等

果樹カメムシ類（チャバネアオカメム
シ、ツヤアオカメムシ、クサギカメム
シ）

H27.4.30 静岡県 ばれいしょ ジャガイモ疫病

H27.4.30 静岡県 麦類全般（特に小麦） コムギ赤かび病

H27.4.30 沖縄県 さとうきび
メイチュウ類（イネヨトウ及びカンシャ
シンクイハマキ）

H27.5.1 長野県 果樹等作物 マイマイガ

H27.5.8 福島県 なし ナシ黒星病

H27.5.13 徳島県
果樹全般（特に、なし、もも、う
め、かき、かんきつ類等）

果樹カメムシ類（主に、チャバネアオカ
メムシ、ツヤアオカメムシ）

H27.5.21 秋田県 水稲 イネヒメハモグリバエ（イネミギワバエ）

H27.5.25 三重県 なし、かき等
果樹カメムシ類（チャバネアオカメム
シ、ツヤアオカメムシ、クサギカメム
シ）

H27.5.25 京都府 ねぎ ネギアザミウマ、ネギえそ条斑病

H27.5.26 福島県 もも モモせん孔細菌病

H27.5.28 茨城県 なし ナシ黒星病

H27.5.28 宮崎県 茶 チャ炭そ病

H27.6.3 栃木県 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

H27.6.5 高知県
果樹全般（うめ、もも、すもも、
なし、かき、かんきつ類）

果樹カメムシ類（チャバネアオカメム
シ、ツヤアオカメムシ）

H27.6.8 岩手県 りんご ハダニ類（ナミハダニ、リンゴハダニ）

H27.6.11 熊本県 いちご ハダニ類

H27.6.18 宮崎県 早期水稲 イネいもち病（穂いもち）

H27.6.23 宮城県 なし ナシ黒星病

H27.6.23 京都府 水稲（早生） 斑点米カメムシ類

H27.6.23 大分県 早期水稲 イネいもち病（葉いもち）

H27.6.24 富山県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.6.29 奈良県 かんきつ類 ミカンハダニ

H27.6.30 岩手県 ねぎ ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ

H27.6.30 福島県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.6.30 福井県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.6.30 香川県 いちご イチゴうどんこ病
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H27.7.1 新潟県 水稲
斑点米カメムシ類（アカヒゲホソミドリ
カスミカメ、アカスジカスミカメ、オオト
ゲシラホシカメムシ）

H27.7.1 高知県 水稲 イネいもち病（葉いもち、穂いもち）

H27.7.3 宮城県 水稲
斑点米カメムシ類（アカスジカスミカ
メ）

H27.7.3 愛知県 なし ナシ黒星病

H27.7.8 石川県 水稲

斑点米カメムシ類（アカスジカスミカ
メ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、トゲシ
ラホシカメムシ、オオトゲシラホシカメ
ムシ）

H27.7.8 大分県 普通期水稲 イネいもち病（葉いもち）

H27.7.9 山形県 水稲
斑点米カメムシ類（アカスジカスミカ
メ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、オオト
ゲシラホシカメムシ）

H27.7.9 埼玉県 水稲 イネいもち病（葉いもち、穂いもち）

H27.7.9 佐賀県 なし ナシ黒星病

H27.7.9 佐賀県 ぶどう ブドウべと病

H27.7.9 佐賀県 ぶどう ブドウ黒とう病

H27.7.13 北海道 ばれいしょ ジャガイモ疫病

H27.7.15 大阪府 ぶどう ブドウべと病

H27.7.17 島根県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.7.22 岐阜県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.7.23 山形県 水稲
斑点米カメムシ類（アカヒゲホソミドリ
カスミカメ、アカスジカスミカメ、オオト
ゲシラホシカメムシ）

H27.7.23 岐阜県 かき カキノヘタムシガ（第２世代幼虫）

H27.7.23 佐賀県 水稲 イネいもち病（葉いもち、穂いもち）

H27.7.24 福岡県 水稲 イネいもち病（葉いもち）

H27.7.27 山口県 水稲 イネいもち病（葉いもち、穂いもち）

H27.7.29 宮城県 水稲
斑点米カメムシ類（アカスジカスミカ
メ）

H27.7.29 岐阜県 果樹（もも、りんご、なし等） 果樹カメムシ類（主にクサギカメムシ）

H27.7.29 広島県 水稲（早生種、中生種） イネいもち病（穂いもち）

H27.7.30 岩手県 りんどう ハダニ類

H27.7.30 岩手県 水稲 イネいもち病（穂いもち）
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H27.7.30 岩手県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.7.30 熊本県 水稲（早植え） イネいもち病（穂いもち）

H27.8.3 三重県
果樹全般（特になし、かき、か
んきつ類）

果樹カメムシ類（チャバネアオカメム
シ、ツヤアオカメムシ、クサギカメム
シ）

H27.8.3 鳥取県 水稲 斑点米カメムシ類

H27.8.3 宮崎県 水稲（普通期） イネいもち病（葉いもち、穂いもち）

H27.8.5 北海道 水稲
斑点米カメムシ類（アカヒゲホソミドリ
カスミカメ）

H27.8.5 熊本県
果樹（かんきつ類、なし、かき、
もも等）

果樹カメムシ類（チャバネアオカメム
シ、ツヤアオカメムシ）

H27.8.5 熊本県 トマト トマト葉かび病

H27.8.7 秋田県 水稲
斑点米カメムシ類（アカスジカスミカ
メ、アカヒゲホソミドリカスミカメ）

H27.8.10 福岡県 水稲 イネいもち病（葉いもち）

H27.8.11 茨城県 水稲 斑点米カメムシ類（クモヘリカメムシ）

H27.8.18 長崎県 いちご
ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダ
ニ）

H27.8.20 愛媛県 普通期水稲 イネいもち病（穂いもち）

H27.8.27 秋田県 ねぎ（秋冬どり） ネギアザミウマ

H27..8.31 岩手県 きゅうり キュウリべと病

H27.9.2 福岡県 水稲 イネいもち病（穂いもち）

H27.9.3 熊本県 水稲（普通期、晩期） イネいもち病（穂いもち）

H27.9.4 佐賀県 普通期水稲 イネいもち病（穂いもち）

H27.9.4 大分県 普通期水稲 イネいもち病（穂いもち）

H27.9.8 和歌山県 もも モモせん孔細菌病

H27.9.9 岐阜県 トマト（夏秋型栽培） トマト灰色かび病

H27.9.15 愛知県 キャベツ コナガ

H27.9.25 香川県 かき カキ炭そ病

H27.10.2 愛知県 キャベツ キャベツ黒腐病

H27.10.2 愛知県 いちご ハダニ類

H27.10.14 長崎県 いちご
ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダ
ニ）

H27.10.30 沖縄県 小ギク アザミウマ類

H27.11.9 熊本県 いちご イチゴうどんこ病
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H27.11.25 大分県 白ねぎ ネギべと病

H27.12.1 愛知県 きゅうり キュウリべと病

H27.12.1 宮崎県 いちご ハダニ類

H27.12.2 熊本県 いちご ハダニ類

H27.12.17 長崎県 いちご イチゴ灰色かび病

H27.12.22 佐賀県 トマト トマト疫病

H27.12.24 静岡県 レタス レタス斑点細菌病及びレタス腐敗病


