
【特殊報】

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H21.1.5 鹿児島県 マンゴー マンゴーハフクレタマバエ

H21.1.14 福島県 いちじく 株枯病

H21.1.19 三重県 きく わい化病

H21.1.22 奈良県 トマト、ミニトマト 黄化葉巻病 

H21.1.27 三重県 デンファレ ランツボミタマバエ 

H21.1.30 茨城県 きゅうり 黄化えそ病

H21.2.2 佐賀県 いちご ハラアカモリヒラタゴミムシ

H21.2.2 佐賀県 カナリーヤシ（フェニックス） ヤシオオオサゾウムシ

H21.2.9 静岡県 きゅうり 黄化えそ病

H21.3.2 愛知県 かき ヤサイゾウムシ 

H21.3.2 沖縄県 きゅうり 黄化えそ病

H21.3.2 沖縄県 ピーマン チャノキイロアザミウマ

H21.3.10 東京都 ホウレンソウ ハコベハナバエ

H21.3.10 和歌山県 トルコギキョウ えそ輪紋病

H21.3.11 千葉県 ブルーベリー 赤色輪点病（仮称）

H21.3.16 広島県 水稲 ミナミアオカメムシ 

H21.3.16 広島県 キャベツ トビイロシワアリ 

H21.3.26 神奈川県 オリーブ オリーブアナアキゾウムシ 

H21.3.26 神奈川県 トウモロコシ カタベニデオキスイ 

H21.4.8 東京都 うめ
プラムポックスウイルス(PPV)	に
よる病害

H21.4.13 愛知県 なす すす斑病 

H21.4.21 茨城県 にら、ねぎ えそ条斑病，えそ条斑病 

H21.4.28 沖縄県 ピーマン タバココナジラミ バイオタイプQ

H21.5.14 静岡県 ねぎ、たまねぎ、ラッキョウ
ネギえそ条斑病、タマネギえそ
条斑病、ラッキョウのIYSVによ

H21.5.19 鹿児島県 トウモロコシ フタテンチビヨコバイ

H21.5.20 愛知県 きく クロロティックモットル病 

H21.5.20 愛知県 きく 苗腐敗病（仮称） 

H21.6.1 大分県 大豆 ダイズシストセンチュウ

H21.6.12 鹿児島県 ソリダゴ 根頭がんしゅ病（仮称）

H21.6.18 愛知県 きく 茎えそ病

H21.7.2 高知県 トマト 萎凋病（レース３）

H21.7.15 千葉県 トマト 茎えそ病（仮称）

平成21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。

1



発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H21.7.22 山口県 トルコギキョウ えそ輪紋病

H21.7.23 奈良県 ホウレンソウ ハコベハナバエ 

H21.7.29 長崎県 トルコギキョウ えそ輪紋病

H21.8.5 香川県 きく 茎えそ病

H21.8.6 大分県 にがうり 青枯病

H21.8.7 福島県 トマト
ポテトスピンドルチューバーウイ
ロイドによる病害

H21.8.7 長野県 ホウレンソウ モザイク病 

H21.8.7 鹿児島県 きく科作物 アワダチソウグンバイ

H21.8.13 神奈川県 うめ
プラムポックスウイルス(PPV)	に
よる病害

H21.8.18 島根県 茶 ミカントゲコナジラミ

H21.8.20 兵庫県 トマト すすかび病

H21.8.21 福岡県 ばれいしょ イエシロアリ、ヤマトシロアリ

H21.8.27 宮崎県 きく科作物等 アワダチソウグンバイ

H21.8.28 神奈川県 ルッコラ ミドリサルゾウムシ

H21.8.28 神奈川県 トルコギキョウ 黄化えそ病

H21.8.28 徳島県 ズッキーニ カボチャモザイク病

H21.8.31 福島県 りんご、日本なし ヒメボクトウ 

H21.8.31 福岡県 ニラ えそ条斑病

H21.9.15 滋賀県 いちじく イチジクヒトリモドキ

H21.9.15 福岡県 茶 ミカントゲコナジラミ

H21.9.17 鳥取県 ニンジン キクノネハネオレバエ

H21.9.25 千葉県 ソテツ クロマダラソテツシジミ

H21.9.25 富山県 きく、トマト、アスター、トルコギキョウ 茎えそ病

H21.9.29 奈良県 いちじく イチジクヒトリモドキ

H21.9.30 栃木県 トマト ToCVによるトマトの病害

H21.10.5 石川県 きく、さつまいも アワダチソウグンバイ

H21.10.5 京都府 いちじく イチジクヒトリモドキ

H21.10.6 長野県 小麦 萎縮病

H21.10.14 新潟県 なし サクセスキクイムシ

H21.10.16 千葉県 プラタナス プラタナスグンバイ

H21.10.22 山口県 いちじく イチジクヒトリモドキ

H21.10.23 鹿児島県 きく 茎えそ病

H21.10.26 兵庫県 果菜類、果樹、水稲、大豆等 ミナミアオカメムシ 

H21.10.27 島根県 トマト 黄化葉巻病

H21.10.28 秋田県 すいか 果実汚斑細菌病

H21.10.28 秋田県 きゅうり 根腐病

H21.10.28 三重県 ミニトマト 葉かび病
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H21.10.29 栃木県 しょうが 青枯病

H21.10.30 滋賀県 トマト 黄化葉巻病

H21.11.2 栃木県 ぶどう オウトウショウジョウバエ

H21.11.2 長崎県 しょうが 青枯病

H21.11.4 高知県 メロン 退緑黄化病

H21.11.10 徳島県 きく 茎えそ病

H21.11.11 千葉県 さつまいも ジャガイモクロバネキノコバエ

H21.11.12 山形県 宿根かすみそう、べにばな アシグロハモグリバエ

H21.11.12 埼玉県 茶 ミカントゲコナジラミ

H21.11.13 長野県 きゅうり 根腐病

H21.11.25 長野県 なし、西洋なし 赤衣病（仮称）

H21.11.30 兵庫県 きく 茎えそ病

H21.12.2 神奈川県 なし キクイムシ類

H21.12.2 静岡県 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ

H21.12.4 広島県 きゅうり、メロン
キュウリ 退緑黄化病、メロン退
緑黄化病

H21.12.7 茨城県 きゅうり、メロン
キュウリ 退緑黄化病、メロン退
緑黄化病

H21.12.10 岐阜県 茶 ミカントゲコナジラミ

H21.12.21 群馬県 りんご スモモヒメシンクイ
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