
地域ぐるみで進めたトマト黄化葉巻病の総合防除対策 
活動期間：平成23年度～継続中 

○茨城県筑西地域のこだまスイカの後作である抑制トマトで、平成23年に難
防除ウイルス病害であるトマト黄化葉巻病が大発生、産地維持の危機。 

○既存組織を活用し、情報共有化と総合防除対策の迅速な普及を図る。 
○耕種・物理・化学的防除対策の現地試験を重ね、総合防除を推進。 
○生産者自らによる発生予察及びその情報提供の仕組みを構築。 
○地域全世帯にチラシを配布し、家庭菜園での発病株抜き取りを依頼。 
○総合的な取り組みにより、生産量および販売金額は年々回復。 

茨城県 

具体的な成果 

１ 正しい知識と防除対策ついて周知徹底 
■ＪＡ部会の他、任意組合 
 や個人出荷者に対し、関 
 係機関と連携して学習会 
 を開催し、200名（うち個 
 人出荷者70名）を参集。 

２ 具体的な総合防除の取り組みの実践 
■耐病性品種の導入面積は約8割（H26）と  
 なった（図1）。 
■黄色粘着資材やUVカットフィルムの普及 
 が進んだ。 
■育苗期の薬剤防除体系が見直された。 
■生産者自らによる発生予察の取り組み   
 （40名）が始まり、FAX、SNSを活用した情報  
 伝達・ 共有化が図られた（図2）。 
■地域住民へのチラシ配布により、問い合 
 わせが寄せられるなど理解が進んだ。 

３ 総合的な取り組みの成果 
■発生農家割合 
 H23：100% → H26：20% 

■H26/23比（JA選果場） 
 反  収：145% 
 出荷量：147% 
 販売額：130% 

普及指導員の活動 

平成23年 
■こだまスイカ既存組織を活用し、情報交 
 換会議を開催して情報を共有化。 
■関係機関と連携して学習会を開催し、生 
 産者へ正しい知識と防除対策を周知徹底。 

平成24年 
■地域に合った耐病性品種比較試験を開 
 始（以降毎年5～7品種実施）。 
■地域全世帯にチラシを配布し、家庭菜園 
 での発病株抜き取りの協力を呼びかけ。 
■総合防除について試験圃、実証圃を多数 
 設置し、効果的な防除法を普及推進。 

平成25年 
■生産者自らによる媒介虫タバココナジラミ 
 の予察、情報提供の仕組みを構築。 

平成26年 
■新病害トマト黄化病の発生を確認、生産 
 者・関係機関へ情報発信、共有化を図る。 

普及指導員だからできたこと 

・専門知識を有し、高いコーディネート力を 
 持つ普及指導員だからこそ、関係者を結 
 び付け、産地全体で総合的防除対策に取  
 り組むことができた。 

・現場（生産者）との結びつきが強い普及指 
 導員だからこそ、生産者の意識を変え、自 
 ら予察に取り組む等の行動へと誘導でき  
 た。 

事例元：県西農林事務所経営・普及部門 
（筑西地域農業改良普及センター） 

図２ 予察情報発信 図１ 耐病性品種の導入面積割合 
     （JA選果場部会） 
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茨城県 

地域ぐるみで進めたトマト黄化葉巻病の総合防除対策 
 

活動期間：平成２３年度～継続中 

 

１．取組の背景 

茨城県筑西地域（筑西市・桜川市）はパイプハウスを利用した日本有数のこだ

まスイカの産地であるが、その後作として抑制トマトの栽培も盛んな地域であ

る。「こだまスイカ＋抑制トマト」体系の農家では所得の約 6 割をトマトが占め

ており、基幹品目となっている。系統出荷率は約 5 割で、個人出荷者も多い産地

である。 

このような抑制トマトの大産地で、平成 19 年に難防除病害である「トマト黄

化葉巻病」の発生が確認された。当初の数年間は一部地域での発生に留まってい

たが、平成 23 年に全国的に黄化葉巻病が大発生し、当地域でも大打撃を受けた。

本病はタバココナジラミが媒介するウイルス病で、本虫は薬剤抵抗性が発達して

いるため薬剤のみの防除で発生を抑えることは困難である。また、地域で家庭菜

園として栽培されている露地トマトにも黄化葉巻病の発生が見受けられ、伝染源

となりうることから地域ぐるみで総合的な防除に取り組む必要があった。 

そこで、ＪＡ北つくば東部とまと選果場部会（91 名）を活動の中心として、

個人出荷者や関係機関、一般市民までも巻き込んだ地域ぐるみの総合防除対策の

推進を図った。 

 

２．活動内容（詳細） 

（１）トマト黄化葉巻病に関する正しい知識と防除対策の周知徹底 

ア．こだまスイカの既存組織を活用した関係機関との連携 

ＪＡ部会の他、任意組合

や個人出荷者に至る様々

な生産者に対して、本病の

正しい知識と総合的な防

除について広く周知する

ため、既存のプラットホー

ム型組織である「こだまス

イカ産地活性化連絡協議

会」（以下協議会）を活用

し、平成 23 年度に「黄化

葉巻病情報交換会議」を開

催して情報の共有を図った。参集者は協議会構成員であるＪＡ北つくば、ＫＥＫ

（協和施設園芸協同組合）、管内各市、県西共済組合、地元種苗店４社である。

地元種苗店は個人出荷者など系統外出荷者と結びつきが強く、情報の伝達や指導

上の重要な役割を担っている。 

会議では各部会員および個人出荷者に対する学習会の開催を提案して内容に

ついて協議すると共に、指導方針について合意形成を図った。 

 

イ．各関係機関と連携した「トマト黄化葉巻病学習会」の開催 

情報交換会議では学習会の講義内容について案を示し、各関係機関に生産者への



- 2 - 
 

周知を依頼した。 

学習会の内容については事前に農業総合センター専門技術指導員室（革新支援

センター）に支援を要請し、講義内容を連携して分担すると共に、対応策の推進

について助言を受けた。 

平成 23年 12月の学習会当日も受付や会場準備などを協議会構成員で分担して

行うとともに、ＪＡや種苗店職員の方にも受講していただき、各自が今後の指導

の参考になるよう配慮した。 

 

（２）具体的な総合防除の取り組み実践 

発生当初から、既存の知見を活用しながら防除対策を推進してきた。しかしな

がら平成 23 年の大発生を踏まえ、新たに取り組んでいくべき防除体系を実践し

ていくため、有効と考えられる対策について積極的に試験・実証ほを設置・調査

し、得られたデータや写真を活用することを特に意識して普及活動を行った。 

ア．耕種的防除 

①耐病性品種の選定と導入 

ＪＡ北つくば東部とまと選果場部

会生産技術委員会（技術課題を解決

するために設置）において試験の提

案等の支援指導を行い、特に、産地

に合った黄化葉巻病耐病性品種の選

定・導入を進めた。平成 24 年は 7 品

種、25 年は 6 品種、26 年は 5 品種に

ついて試作を行った。 

また、本部会以外にもＫＥＫ（協

和施設園芸協同組合）や各種苗店（協

議会メンバー）においても試作検討

を進めていたが、１年でも早く産地

全体に適した品種の導入を普及させるため、平成 25 年度に開催した情報交換会

議において各自が把握している各品種の特性（収量品質、裂果程度など）につい

て知見を出し合って情報交換を行い、導入の加速化を図った。 

 

②ハウス周辺の除草等環境整備 

学習会において、タバココナジラミの増殖源となりうるハウス周辺の雑草や自

家菜園について整備するよう呼びかけを行った。 

 

③地域住民への家庭菜園トマト発病株抜き取り呼びかけ 

平成 23 年の大発生の際、家庭菜園での発生も非常に多

く、収穫を中止しているにもかかわらずそのまま放置さ

れている事例が目立ち、伝染源となる可能性があった。

そこで、地域でのウイルス保毒虫を少しでも減らすため

には地域住民の協力が必要と考え、家庭菜園での発病株

抜き取り協力呼びかけチラシを 65,000 枚作成した。配布

は管内の各市の協力を得て、回覧板による全戸を対象に

行った（平成 24 年 4～5 月）。また、管内のホームセン

ター、種苗店等 22 店舗には苗購入者へのチラシ配布を依

頼した（普及センター職員で分担）。 

品種の選定と導入の流れ 
（ＪＡ北つくば東部とまと選果場部会生産技術委員会） 
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イ．物理的防除 

①モデル育苗ハウスの設置 

黄化葉巻病は感染時期が早いほど被害が

著しく、育苗期に発生した場合には収穫皆

無となる可能性が極めて高い。そこで一部

生産者の協力の下、0.4mm 目合いネット等の

物理的防除手段を組み合わせたモデル育苗

ハウス（右図）を実践してもらい、このハ

ウスで得られた知見を基に資料を作成し、

現地検討会での活用を図った。 

 

②栽培ほ場への黄色粘着ロールの利用 

当地域ではこだまスイカの後作として抑制トマトが栽培されるため、間口 4.5m

のパイプハウスが主体であり、換気部分は側面のみである。このため、防除で有

効とされる 0.4mm 目合い防虫ネットを側面に展張するとハウス内が高温となり、

着果不良につながることから利用できない。そこでネットの代わりにタバココナ

ジラミが好む黄色粘着ロールを側面換気部に張り、発病軽減効果を検討した。 

 

③ＵＶ（紫外線）カットフィルムの育苗ハウスへの展張 

ＵＶカットフィルムは以前から県内外の研究機関等で虫の飛び込みを軽減で

きることが実証されている。しかし、目に見える効果が感じられないことから生

産者の関心は低かった。そこで、実際にＵＶカットフィルムを導入していた生産

者の協力を得て、黄色粘着板を利用してタバココナジラミのハウス内への飛び込

み数を調査、ＵＶカットフィルムの有効性を確認し、そのデータを講習会等で示

した。 

 

ウ．化学的防除 

育苗期後半の薬剤灌注による感染拡大抑制 

平成 23 年までの発病調査により、本病の感染始期は定植時前後と推定された。

また、タバココナジラミは薬剤抵抗性が発達していることから、新規薬剤の効果

についても検討する必要があった。そこで育苗期後半に灌注処理できる新規登録

薬剤について試験を行い、発病拡大抑制効果が得られることを実証した。 

 

エ．各地区での生産者自らによるコナジラミ類の発生予察 

野外におけるコナジラミ類の発生

消長を把握し、防除時期や間隔の参考

とするため、普及センターでは平成

24 年から黄色粘着板を利用した発生

予察の取り組みを開始した。このデー

タを生産者に示し、広い範囲（地域

差）・継続した調査（年較差）の必要

性をＪＡ選果場部会生産技術委員会

で投げかけたところ、生産者 40 名自

らによる広範囲な調査が平成 25 年か

ら開始された。 
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３．具体的な成果（詳細） 

（１）トマト黄化葉巻病に関する正しい知識と防除対策の周知徹底 

各関係機関と連携して平成 23 年 12 月に開催

した「トマト黄化葉巻病学習会」では、生産者

200 名（うち個人出荷者 70 名）を参集し、2 時

間を越えたにもかかわらず熱心な検討が行わ

れ、理解が得られた。 

 

 

（２）具体的な総合防除の取り組み実践 

ア．耕種的防除 

・耐病性品種の試作結果から最も優れた品種が栽培されるようになり、平成 26

年には全体の 83%まで導入された。 

・以前よりハウス周辺の除草を行い、菜園の作付けを見合わせる動きが見られ

るようになった。 

・地域住民への家庭菜園トマト発病株抜き取り呼びかけのチラシ配布後には普 

及センターへの問い合わせや診断依頼のほか、知り合い農家へ問い合わせる

などの地域住民の動きが見られた。 

イ．物理的防除 

・栽培ほ場への黄色粘着ロールの利用試験では、発病は見られるものの、病程

度や感染拡大を軽減することを示すことができ、現在普及している。 

・ＵＶカットフィルムの有効性を確認し、そのデータを講習会等で示したこと 

で、育苗ハウス用のビニルをＵＶカットに変更する生産者が相次ぎ、現在は定

着している。なお、本ぽではこだまスイカでミツバチを使うため利用できない。 

ウ．化学的防除 

・育苗期後半の「粒剤＋液剤灌注処理」が防除体系に組み入れられるようにな

った。 

エ．各地区での生産者自らによるコナジラミ類の発生予察 

  ・平成 27 年には 3 年目の取り組みとなり，情報収集と共有化が定着した。 

 

（３）総合的な取り組みの成果 

以上の総合的な取り組みにより、黄化葉巻病の発生農家割合は平成 23 年:100%

→26 年:20%と減少し、激発農家は 23 年:30 戸→26 年:1 戸と、ほぼ見られなくな

った。 

ＪＡ北つくば東部とまと選果場

部会では耐病性品種の導入も順調

に進み、平成 24 年以降、生産量お

よび販売金額が徐々に回復してき

ている。大発生した平成 23 年と比

較して、26 年の出荷量は 147%、反

収は 145%、販売額は 130%、また、

１戸あたりの販売額も 116%（約 74

万円増）となっている。 
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４．農家等からの評価・コメント（ＪＡとまと選果場部会 部会長Ｙ氏） 
生産者、ＪＡ、各種メーカー、普及センターそれぞれでしか出来ないことがあ

る。特に普及センターには専門技術の視点から、技術の実証とデータ化をすすめ

ていただき、産地に新たな技術を拡げてくれた。今後も産地と各機関が連携を取

り合い、一体となって産地の発展を図っていきたい。 

 

５．普及指導員のコメント（所属・役職・氏名を記入） 

茨城県農業総合センター 専門技術指導員［革新支援専門員］木村宏明 

（前 茨城県県西農林事務所経営・普及部門 専門員）  

  トマト黄化葉巻病対策は，地域住民を含めた産地の一人一人の意識を高め，足

並みを揃えることが必要である。普及単独ではできないことでも，民間会社を含

めた関係機関，地域住民と協力すれば解決に向けて動き出せる。「人を動かす」

ためには，「自分がまず出来る事からとにかく動いてみる」ことが第一歩だと感

じた。 

 

６．現状・今後の展開等 

黄化葉巻病による被害は以上のような総合的な取り組みにより軽減されてき

てはいるものの、農薬のみに頼らない総合的な防除対策については、今後も継

続・発展させて取り組んでいくことが非常に重要である。今後の課題と対応は以

下のとおりである。 

・耐病性新品種の特性把握とより産地に合った品種選定、肥培管理による反収

の向上 

・関係機関（研究所等）と連携した、媒介虫タバココナジラミに対する薬剤抵

抗性把握 

・新規薬剤や各種資材の効果検討 

・発生拡大が懸念される新病害「トマト黄化病」対策 
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