
【警　報】

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H19.8.16 山口県 水稲 トビイロウンカ

H19.8.31 宮崎県 水稲（普通期） トビイロウンカ

【注意報】

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H19.1.10 鹿児島県 いちご ハダニ類

H19.1.15 福岡県 いちご ハダニ類

H19.1.19 三重県 いちご ハダニ類

H19.1.24 神奈川県 いちご ハダニ類

H19.1.31 岐阜県 いちご ハダニ類

H19.2.1 沖縄県 トマト・ミニトマト 黄化葉巻病（ＴＹＬＣＶ）

H19.2.1 香川県 レタス 灰色かび病

H19.2.2 熊本県 いちご ハダニ類

H19.2.7 愛知県 なす すすかび病

H19.2.8 愛媛県 たまねぎ 白色疫病

H19.2.8 奈良県 ほうれんそう べと病

H19.2.14 長崎県 いちご ハダニ類

H19.2.14 和歌山県 たまねぎ 白色疫病

H19.2.14 鹿児島県 茶 カンザワハダニ

H19.2.27 福岡県 茶 カンザワハダニ

H19.3.1 京都府 茶 カンザワハダニ

H19.3.15 長崎県 茶 カンザワハダニ

H19.3.23 宮崎県 トマト タバココナジラミ類

H19.3.23 宮崎県 茶 カンザワハダニ

H19.3.27 埼玉県 茶 カンザワハダニ

H19.3.29 大阪府 なす すすかび病

H19.4.1 大分県 ねぎ類 さび病

H19.4.1 大分県 温州みかん、カボス、茶、いちご
ハダニ類（ミカンハダニ、カンザ
ワハダニ、ナミハダニ）

H19.4.10 鹿児島県 いちご（親株） 炭そ病

H19.4.19 神奈川県 かんきつ、キウイフルーツ クワゴマダラヒトリ

H19.4.24 和歌山県 水稲 縞葉枯病

H19.4.25 大阪府 なす ミナミキイロアザミウマ

H19.4.26 和歌山県 たまねぎ べと病

平成19年病害虫発生予察情報発表状況一覧
＊この一覧表は、農林水産省が発表する病害虫発生予報に掲載しているものを取りまとめた
もので、都道府県が発表している発生予察情報と作物名・病害虫名の標記が一部異なる場
合があります。
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H19.4.26 香川県
野菜類（特にアスパラガス、ね
ぎ、たまねぎ、にんにく）、花き
類、ハウスミカン

ネギアザミウマ

H19.4.27 宮崎県 茶 クワシロカイガラムシ

H19.4.27 福岡県 なし 黒星病

H19.5.18 愛媛県 キウイフルーツ、うめ、もも、なし、かき等
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

H19.5.25 長崎県 茶
チャノキイロアザミウマ、チャノミ
ドリヒメヨコバイ

H19.5.29 秋田県 キャベツ コナガ

H19.5.31 福島県 もも せん孔細菌病

H19.6.6 青森県 にんにく 春腐病

H19.6.8 岩手県 キャベツ コナガ

H19.6.11 岩手県 りんご 腐らん病

H19.6.11 福島県 りんご 腐らん病

H19.6.13 青森県 キャベツ コナガ

H19.6.14 岐阜県 水稲 縞葉枯病

H19.6.15 北海道 アブラナ科野菜 コナガ

H19.6.25 宮崎県 水稲（早期） 斑点米カメムシ類

H19.6.26 茨城県 なし 黒星病

H19.6.29 徳島県 水稲（早期） 斑点米カメムシ類

H19.7.4 岩手県 水稲 いもち病（葉いもち）

H19.7.5 静岡県 茶 クワシロカイガラムシ

H19.7.6 長崎県 水稲 コブノメイガ

H19.7.9 宮城県 水稲 斑点米カメムシ類

H19.7.11 石川県 水稲 斑点米カメムシ類

H19.7.11 長野県 果菜類・花き類 ウイルス病害

H19.7.12 山口県 水稲 斑点米カメムシ類

H19.7.12 福岡県 かんきつ類 かいよう病

H19.7.12 福岡県 ぶどう べと病

H19.7.12 新潟県 ねぎ べと病

H19.7.12 新潟県 すいか 炭そ病

H19.7.13 鳥取県 なし シンクイムシ類

H19.7.13 徳島県 水稲（普通期） 斑点米カメムシ類

H19.7.13 岩手県 水稲 いもち病（葉いもち）

H19.7.18 鳥取県 水稲 いもち病（穂いもち）

H19.7.19 岐阜県 水稲 いもち病（葉いもち）

H19.7.19 長野県 水稲 いもち病（葉いもち）

H19.7.24 鳥取県 なし 黒斑病

H19.7.24 宮崎県 かんきつ類 かいよう病
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H19.7.25 大分県 ぶどう べと病

H19.7.25 京都府 水稲 斑点米カメムシ類

H19.7.26 福島県 なし ナシシンクイタマバエ

H19.7.26 秋田県 大豆 ウコンノメイガ

H19.7.26 埼玉県 水稲 いもち病全般

H19.7.27 岩手県 りんご ハダニ類

H19.7.27 熊本県 水稲 コブノメイガ

H19.7.30 山口県 水稲 コブノメイガ

H19.7.30 山口県 水稲 トビイロウンカ

H19.7.30 大分県 水稲（普通期） コブノメイガ

H19.7.30 大分県 野菜類 うどんこ病

H19.8.1 鹿児島県 水稲（普通期） コブノメイガ

H19.8.1 福岡県 いちご 炭そ病

H19.8.1 福岡県 水稲 コブノメイガ

H19.8.1 広島県 水稲 コブノメイガ

H19.8.2 愛媛県 水稲（短期・普通期） コブノメイガ

H19.8.2 長野県 水稲 いもち病（穂いもち）

H19.8.2 兵庫県 水稲（早期） 斑点米カメムシ類

H19.8.3 広島県 水稲 コブノメイガ

H19.8.3 千葉県 トマト、ミニトマト トマト黄化葉巻病（ＴＹＬＣＶ）

H19.8.3 宮崎県 水稲（普通期） トビイロウンカ、コブノメイガ

H19.8.6 宮城県 水稲 斑点米カメムシ類

H19.8.9 鹿児島県 水稲（普通期） トビイロウンカ

H19.8.13 埼玉県 水稲 フタオビコヤガ

H19.8.16 長崎県 水稲 トビイロウンカ

H19.8.21 愛媛県 水稲（普通期） トビイロウンカ

H19.8.23 熊本県 水稲 トビイロウンカ

H19.8.23 岐阜県 トマト（施設栽培） タバココナジラミ類、黄化葉巻病

H19.8.27 宮崎県 茶 クワシロカイガラムシ

H19.8.30 佐賀県 水稲（普通期） トビイロウンカ

H19.8.31 香川県 いちご 炭そ病

H19.8.31 茨城県 大豆、野菜類、花き類、そば ハスモンヨトウ

H19.8.31 鹿児島県 いちご ハダニ類

H19.8.31 徳島県 ねぎ シロイチモジヨトウ

H19.9.3 長崎県 水稲（普通期） トビイロウンカ

H19.9.3 長崎県 茶
カンザワハダニ、チャノミドリヒメ
ヨコバイ

H19.9.5 熊本県 大豆、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H19.9.6 佐賀県 いちご うどんこ病

H19.9.6 佐賀県 いちご ハダニ類

H19.9.6 福岡県 水稲 トビイロウンカ

H19.9.10 大分県 水稲（普通期） トビイロウンカ

H19.9.10 広島県 水稲 トビイロウンカ

H19.9.10 熊本県 いちご ハダニ類

H19.9.11 岡山県 水稲 トビイロウンカ

H19.9.12 鹿児島県 水稲（普通期） トビイロウンカ

H19.9.13 福島県 もも せん孔細菌病

H19.9.20 岐阜県 トマト 灰色かび病

H19.9.20 埼玉県 大豆、野菜類 ハスモンヨトウ

H19.9.25 福岡県 大豆、野菜類 ハスモンヨトウ

H19.9.25 群馬県 大豆、野菜類 ハスモンヨトウ

H19.9.26 佐賀県 大豆、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

H19.10.2 高知県 野菜類、大豆、花き類、飼料作物等 ハスモンヨトウ

H19.10.2 兵庫県 水稲 トビイロウンカ

H19.10.2 鹿児島県 大豆、野菜類 ハスモンヨトウ

H19.10.3 高知県 ナス、ピーマン・シシトウ、トマト（ 施設栽培） タバココナジラミ

H19.10.4 愛知県 いちご ハダニ類

H19.10.4 愛知県 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

H19.10.5 徳島県 野菜類 ハスモンヨトウ

H19.10.11 神奈川県 野菜類・花き類 ハスモンヨトウ

H19.10.12 福岡県 大豆 ミナミアオカメムシ

H19.10.15 長崎県 野菜類・花き類 オオタバコガ

H19.10.25 宮崎県 トマト
タバココナジラミ類 （タバココナ
ジラミバイオタイプＱ、シルバー
リーフコナジラミ）

H19.10.25 宮崎県 いちご ハダニ類

H19.10.29 鹿児島県 ピーマン アザミウマ

H19.10.29 鹿児島県
トマト、ミニトマト、ナス、ピーマ
ン、キュウリ、メロン、サヤインゲ

タバココナジラミ

H19.10.30 神奈川県 いちご ハダニ類

H19.11.6 静岡県 ねぎ、たまねぎ、らっきょう ネギアザミウマ

H19.11.19 高知県 施設野菜類全般 ミナミキイロアザミウマ

H19.11.27 宮崎県 ピーマン 黒枯病

H19.11.27 宮崎県 ピーマン ミナミキイロアザミウマ

H19.11.27 宮崎県 キュウリ（メロン、スイカ） メロン黄化えそ病

H19.12.12 三重県 いちご ハダニ類

H19.12.26 宮崎県 ピーマン うどんこ病
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