
普及員の活動内容

○協力体制の構築

平成２８年に普及所の
主導で｢湯梨浜町縞葉
枯病対策会議｣を設置
し、関係機関と連携し
ながら課題解決を
図った。

図 湯梨浜町縞葉枯病対策会議の様子（令和元年）

○縞葉枯病の発生実態の把握

対策会議のメンバーで湯梨浜町全域の発生
状況を調査した。さらにその結果を地図上に
表示して、関係者間の情報共有を図った。

○防除方法の効果検証と確立

新規農薬による化学的防除および秋耕耘
等の耕種的防除の効果検証を試験場と分
担して行い、有効な対策を選定した。

○ 防除の啓発・周知と定着

・湯梨浜町に対して防除対策事業を提案し、
さらに事業の創設支援を行った。

・研修会、ＪＡ指導会及び座談会等を活用
して生産者の理解を深め、防除の実施を
促した。

イネ縞葉枯病被害状況把握と軽減技術の普及
活動期間：平成２９年度～Ｒ２年度

〇湯梨浜町では、イネの重要病害であるイネ縞葉枯病が２０１８年から多発
し、収量低下が問題となっていた。

〇発生の防止と収量の回復を急がれたため、役場、ＪＡおよび
県関係機関と連携して防除方法を確立し、防除の啓発・周知および定着を
図った。

〇その結果、生産者の意識が高まって防除が広範囲で実施され、現在では
収量が回復している。

鳥取県

具体的な成果

〇イネ縞葉枯病の総合的防除対策を確立
した。

図 ヒメトビウンカによる縞葉枯病発生の仕組みと防除対
策

○イネ縞葉枯病に対する生産者の防除
意識が高まり、防除対策の実施面積が
拡大した。

〇湯梨浜町の平均収量が令和２年には
完全回復した。

今後の普及活動に向けて

〇被害が完全に終息するまで、総合的な防
除の継続が必要であることから、今後も必
要に応じて技術的支援を行っていく。

○本手法は管外でも応用できると考えられ、
県内全域に向けて情報提供を図っていく。

実施面積 平成30年 令和元年 令和2年

新規育苗箱施用剤

・自家育苗

・ＪＡ苗 　 0ha   89ha 203ha

新本田剤 試験実施 175ha 164ha

秋耕耘 145ha 156ha 205ha

　58ha 　72ha 　80ha



 

課題名 イネ縞葉枯病被害状況把握と軽減技術の普及 

所属名 倉吉農業改良普及所 

 

＜活動事例の要旨＞   

湯梨浜町では、イネの重要病害であるイネ縞葉枯病が 2018 年から多発し、収量低下が問題

となっていた。発生の防止と収量の回復を急がれたため、湯梨浜町役場、ＪＡ、県関係機

関（農業試験場、とっとり農業戦略課研究普及室）と連携して防除方法を確立し、防除

の啓発・周知及び定着を図った。その結果、生産者の意識が高まって防除が広範囲で実

施され、現在では収量が回復した。 

 

１ 普及活動の課題・目標 

（１）背景 

ア イネ縞葉枯病（以下「本病」という）は、ヒメトビウンカ（以下「ウンカ」という）が

ウイルスを媒介して発生するイネの重要病害である。発病したイネは、穂が正常に出なく

なったり、枯死したりするため、本病が多発すると著しく減収する（図 1）。鳥取県内で

は、1980 年代～1990 年代初めに多発したがあるものの、近年の発生は非常に少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ しかし、2016 年（平成 28 年）に湯梨浜町の羽合地区を中心に本病が多発した。それ以

降、暖冬によってウンカの越冬量が多かったこと等が影響し、発生面積および減収程度が

年々増加した。 

ウ 本病の発生リスクは栽培期間が長い中生品種で高い。湯梨浜町では「きぬむすめ」が主

力品種として栽培されているが、収量・品質がともに高く農家の所得向上に有利であるこ

と、安定した需要が見込めることから、品種変更が困難であった。 

エ さらに、現行の防除体系で使用中の農薬の効果が以前より低下していることも判明し、

有効な防除が講じられていないことが分かった。 

 

（２）課題 

本病の発生防止と収量の回復を急がれたが、少発生年が長期間続いたため湯梨浜町

での発生実態が不明であったこと、さらに有効な防除方法がなかったことから、下記

の 5 点を課題とした。 

ア 関係機関との分担・協力体制の構築 

イ 湯梨浜町における発生実態の把握 

ウ 防除方法の効果検証と確立 

エ 防除の啓発・周知と定着 

オ 防除の広域展開  

病葉     穂の出すくみ   枯死株    再生稲での病徴 

図１ 縞葉枯病の病徴 



（３）普及対象 

  湯梨浜町水稲生産者 782 名（栽培面積 395ha） 

 

（４）到達目標 

ア 総合的防除対策の確立および普及により、湯梨浜町の本病の面的発生を 3～4 年後に終

息させる。 

イ 湯梨浜町での取り組みをモデルケースとして他地域においても対策の普及を図り、減収

被害を未然に防ぐ。 

 

２ 普及活動の内容 

ア 関係機関との協力体制の構築 

 （本病の対策会議の設置と開催） 

普及所は、2016 年に対策会議（湯梨浜町縞葉枯病対策

会議）の設置を主導し、湯梨浜町役場、ＪＡ、県関係機

関とともに構成メンバーとなった。 

対策会議では対策や方針決定について、参考となるよ

う常に具体的方策を提案しつつ、関係機関と連携しなが

ら進めた。 

 

イ 湯梨浜町における縞葉枯病の発生実態の把握 

発生状況の実態を把握するため、2016 年から毎年、

対策会議のメンバーで湯梨浜町全域の発生状況を調査

し、その結果を地図上に表示した（図 2）。これにより

関係者間の情報共有が図られ、事態の深刻さが認識され

た。 

また、育苗箱に処理された各種薬剤の使用状況も地

図上に表示し、防除効果の検証など、様々な調査に活用

できるよう工夫した。 

 

 

 

ウ 防除方法の効果検証と確立 

新規登録された農薬を使用した防

除及び農薬を使用しない耕種的な防

除について、効果の高い方法を検証す

るため、普及所及び農業試験場がそれ

ぞれ分担して現地試験を行った。普及

所が実施した現地試験は下記のとお

りである。（ア）～（ウ）の結果およ

び農業試験場の試験結果を組み合わ

せ、総合的防除として実施に移すこと

とした（図 3）。 

 

 

 

図 1 湯梨浜町縞葉枯病対策会議 

の様子（2019 年） 

図 2 湯梨浜町における縞葉枯病発生
実態(2019 年) 
ピンク：発生、黄色：未発生 

図 3 ヒメトビウンカによる縞葉枯病発生の仕組みと 
防除対策 



（ア）田植前の除草剤による畦畔除草（1 年間、3 か所） 

除草剤区は草刈区と比較し、縞葉枯病の発生が遅く、被害程度が低いことが確認された（7

月下旬の発病程度：除草剤区；中、草刈区；多）。 

（イ）防除効果の高い育苗箱施用剤（以下、「新箱剤」という）（3 年間、計 8 か所、計 5 剤） 

新箱剤は現行箱剤と比較し、ウンカに対する防除効果が高く、収量が安定することが確認

された（2019 年の収量比較：新箱剤；530 ㎏/10a、現行箱剤；191 ㎏/10a）。 

（ウ）防除効果の高い本田剤（以下、「新本田剤」という）（2 年間、計 2 か所、計 2 剤） 

現行本田剤と新本田剤（フロアブル、粉剤）を比較した。出穂前に散布した新本田剤は現

行本田剤と比較し、ウンカに対して高い防除効果を示すことが確認された（処理 1 週間後の

ウンカ頭数：現行本田剤；処理前と同じ、新本田剤；0 頭）。 

 

エ 防除の啓発・周知と定着 

（ア）防除の啓発・周知 

説明資料を作成し、現地研修会、ＪＡ指導会及び座談会等を活用して生産者の理解を深

め、防除の実施を促した。また、現地に展示ほを設置し、作業適期や防除の効果がいつでも

生産者に見えるように配慮した。 

（イ）防除実施状況の確認 

普及所は、現地巡回、現地研修会及びＪＡ指導会等への出席、ＪＡ協力のもと資材購入や

ヘリコプター防除の履歴データを入手する等、防除実施状況の把握を行った。 

（ウ）対策の定着促進 

湯梨浜町の防除対策事業創設に向けた支援を行った。特に、本病と東郷湖周辺で問題とな

っているジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）との同時防除が期待できる収穫後の秋耕耘に

着目し、本技術の実施を拡大するため、町単独での助成事業の創設を提案した。その結果、

2018 年（平成 30 年）から 3 年連続して予算措置されている。 

 

オ 縞葉枯病防除対策の広域展開（ＪＡ育苗センターでの「新箱剤」の一斉使用） 

普及所は明らかとなった有効な防除対策を加速的に拡大させるため、育苗の多くを担うＪＡ

育苗センターでの新箱剤導入を働きかけ、2019 年（令和元年）に湯梨浜町分の「きぬむすめ」

に対して新箱剤の処理が実施された。さらに 2020 年（令和 2 年）にはＪＡ管内全域、全品種

に対して新箱剤が一斉使用された。 

 

３ 普及活動の成果 

ア 本病に対する生産者の防除意識が高まり、防除対策の動きが広まった。 

 

防 除 方 法 2018 年 2019 年 2020 年 

（１）「新箱剤」の使用面積 
・自家育苗  58ha  72ha  80ha 

・自家育苗＋ＪＡ苗  58ha 161ha 283ha 

（２）「新本田剤」の使用面積 試験実施 175ha 164ha 

（３）秋耕耘の実施面積 145ha 156ha 205ha 

 

イ 湯梨浜町産の 10ａ当たりの平均収量は、防除対策を導入した 2018 年から徐々に回復し始

めた。発病が多発した 2016 年は、ＪＡ管内の平均収量（湯梨浜町を除く）と比較して、 

▲67．8kg（▲12％）であったが、防除対策の効果により、本病の発生が抑制され、2020 年

には＋9 ㎏（＋0.2％）に回復した（図４）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の普及活動に向けて 

被害が完全に終息するまで、総合的な防除の継続が必要である。今後も必要に応じて、湯梨浜

町で確立した防除をもとに、管内での発生を未然に防ぐための支援を行っていく。さらに、本手

法は管外でも応用できると考えられ、県内に向けて情報提供も図っていく。 

   

（発表者 倉吉農業改良普及所 副主幹 奥谷 恭代） 
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図４ ＪＡ鳥取中央共同乾燥施設における 

荷受け反収比較 

（湯梨浜町と湯梨浜町を除くＪＡ鳥取 

中央平均の比較） 
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