
【特殊報】

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H20.1.9 福島県 りんご、すもも スモモヒメシンクイ

H20.1.9 岐阜県 なし（生果実） サクセスキクイムシ

H20.1.16 埼玉県 パンジー ツマグロヒョウモン

H20.1.16 長野県 トルコギキョウ えそ萎縮病（仮称）

H20.1.24 大阪府 いちじく イチジクヒトリモドキ

H20.1.28 熊本県 きく 茎えそ病

H20.1.29 愛知県 トマト 萎凋病（レース３）

H20.1.30 鹿児島県 マンゴー マンゴーシロカイガラムシ

H20.2.4 奈良県 きゅうり 黄化えそ病

H20.2.4 佐賀県 メロン、きゅうり 退緑黄化病（仮称）

H20.2.4 熊本県 メロン、きゅうり 退緑黄化病（仮称）

H20.2.4 大分県 メロン、きゅうり 退緑黄化病（仮称）

H20.2.4 宮崎県 メロン、きゅうり 退緑黄化病（仮称）

H20.2.8 高知県 にがうり
Melon yellow spot virus (MYSV)
による病害

H20.2.15 長野県 メロン、きゅうり 退緑黄化病（仮称）

H20.2.15 鹿児島県 おくら アカホシカメムシ

H20.2.15 鹿児島県 ピーマン ナスコナカイガラムシ

H20.2.27 京都府 大豆 子実汚斑病

H20.2.28 神奈川県 すいか（とうがん台木） 黒点根腐病

H20.2.28 三重県 ばれいしょ ジャガイモシストセンチュウ

H20.2.28 福岡県 きゅうり 退緑黄化病(仮称) 

H20.3.3 青森県 トマト 萎凋病（レース３）

H20.3.7 秋田県 きく 茎えそ病

H20.3.7 秋田県 トルコギキョウ えそ輪紋病

H20.3.10 宮城県 ベゴニア 株腐病（新称）

H20.3.10 神奈川県 ほうれんそう ハコベハナバエ

H20.3.13 鹿児島県 メロン、きゅうり 退緑黄化病（仮称）

H20.3.18 福島県 トマト 葉かび病（レース4.9.11）

H20.3.25 埼玉県 モントレイイトスギ クロトンアザミウマ

H20.4.28 神奈川県 トマト すすかび病

H20.4.30 徳島県 ほうれんそう べと病（レース６あるいは７）

H20.5.1 香川県 レタス バーティシリウム萎凋病、白絹病

平成20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

H20.5.1 長崎県 トマト すすかび病

H20.5.12 群馬県 トマト、ミニトマト 葉かび病（レース4.9、レース4.9.11）

H20.5.22 長崎県 きゅうり 黄化えそ病

H20.5.26 長野県 小麦 コムギ縞萎縮病

H20.5.30 徳島県 シンビジウム えそ斑病（ＯＦＶ）

H20.6.5 香川県 トマト、ミニトマト、ピーマン、なす タバココナジラミ バイオタイプQ

H20.6.11 群馬県 トマト 茎えそ病（仮称）

H20.6.17 島根県 バラ バラハオレタマバエ

H20.6.20 長崎県 レタス 根腐病

H20.6.27 福島県 もも 果実赤点病（仮称）

H20.7.10 福井県 トマト 黄化葉巻病

H20.7.22 長野県 ブルーベリー バルデンシア葉枯病（仮称）

H20.7.29 長野県 スターチス
病名未定（Grapevine Algerian
latent virus（GALV））による病

H20.7.29 和歌山県 トルコギキョウ えそ斑紋病

H20.7.30 新潟県 すいか（ゆうがお台木） えそ斑点病

H20.7.30 新潟県 西洋なし 褐色斑点病（仮称）

H20.7.30 佐賀県 水稲、大豆、野菜類、果樹等 ミナミアオカメムシ

H20.8.8 千葉県 マンゴー マンゴーツメハダニ

H20.8.27 岐阜県 とうがらし モザイク病

H20.8.28 福岡県 メロン 退緑黄化病（仮称）

H20.9.1 福島県 ひまわり アワダチソウグンバイ

H20.9.1 福島県 マメ科植物 アルファルファタコゾウムシ

H20.9.8 秋田県 メロン ホモプシス根腐病

H20.9.12 福島県 りんどう 黒斑病

H20.9.12 福井県 トマト タバココナジラミ バイオタイプQ

H20.9.12 鹿児島県 ミニトマト、なす ミツユビナミハダニ

H20.9.24 宮崎県 かんしょ ヨツモンカメノコハムシ

H20.9.25 滋賀県 きく わい化病

H20.10.1 岩手県 野菜類、花き類 アシグロハモグリバエ

H20.10.1 和歌山県 もも 果実赤点病（仮称）

H20.10.6 長野県 アルストロメリア 黒斑病（仮称）

H20.10.6 長野県
宿根アスター、ヒマワリ、アゲラ
タム（カッコウアザミ）

アワダチソウグンバイ

H20.10.7 群馬県 プラタナス、イタリアポプラ プラタナスグンバイ

H20.10.10 愛知県 水稲・大豆 ミナミアオカメムシ

H20.10.10 鳥取県 メロン 微斑病（仮称） 

H20.10.10 長崎県 ひまわり アワダチソウグンバイ

H20.10.14 栃木県 大麦 縞萎縮病ウイルス（BaYMV）Ⅳ系統
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H20.10.14 高知県 ピーマン、ししとう チャノキイロアザミウマ 

H20.10.21 長野県 プラタナス プラタナスグンバイ 

H20.10.22 北海道
大豆、小豆、てんさい、にんじ
ん、アスパラガス、かぼちゃ、
ピーマン、コスモス、他

ヘリキスジノメイガ 

H20.10.30 埼玉県 きゅうり 退緑黄化病(仮称) 

H20.10.31 島根県 きく 茎えそ病

H20.11.5 香川県 水稲、大豆 ミナミアオカメムシ 

H20.11.12 千葉県 しそ サビヒョウタンゾウムシ

H20.11.14 秋田県 なし ヒメボクトウ 

H20.11.21 群馬県 ほうれんそう アシグロハモグリバエ

H20.11.28 千葉県 イヌマキ ケブカトラカミキリ

H20.11.28 徳島県 ポインセチア ルイスアケハダニ（旧和名：ルイスハダニ）

H20.12.2 岡山県 りんどう 黒斑病

H20.12.3 鹿児島県 きゅうり 黄化えそ病

H20.12.4 鳥取県 らっきょう ＩＹＳＶによるラッキョウの病害

H20.12.4 愛媛県 きゅうり 退緑黄化病(仮称) 

H20.12.5 茨城県 メロン えそ斑点病

H20.12.8 群馬県 きゅうり 退緑黄化病(仮称) 

H20.12.10 栃木県 きゅうり 退緑黄化病(仮称) 

H20.12.10 栃木県 きゅうり 黄化えそ病

H20.12.11 長野県 すもも（プルーン） フタモンマダラメイガ 

H20.12.15 岐阜県 きゅうり 黄化えそ病

H20.12.19 岩手県 トマト トマトハモグリバエ 

H20.12.19 岩手県 トマト すすかび病 

H20.12.24 新潟県 トマト、きゅうり、メロン タバココナジラミ バイオタイプQ

H20.12.24 和歌山県 いちじく イチジクヒトリモドキ

H20.12.25 茨城県 きく 茎えそ病

H20.12.25 高知県 グアバ アカオビアザミウマ 

H20.12.26 徳島県 デンドロビウムファレノプシス クリバネアザミウマ
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