
【特殊報】

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H22.1.7 熊本県 トマト・ミニトマト 葉かび病レース2.9、4.9.11 

H22.1.15 愛知県 食用ミニバラ バラハオレタマバエ

H22.1.19 群馬県 レタス 根腐病 

H22.1.19 山口県 きく わい化病

H22.1.20 熊本県 すいか 退緑えそ病（仮称）

H22.1.26 和歌山県 えんどう 萎凋病

H22.1.26 宮崎県 きく 茎えそ病

H22.1.27 宮城県 なし ヒメボクトウ 

H22.2.1 鹿児島県 マンゴー、ハウスミカン チャノキイロアザミウマ

H22.2.2 高知県 きゅうり 退緑黄化病

H22.2.3 鹿児島県 ショウガ，クルクマ 青枯病

H22.2.5 高知県 すいか 退緑えそ病（仮称）

H22.2.9 埼玉県 ほうれんそう ハコベハナバエ

H22.2.12 山梨県 ダリア
ポテトスピンドルチューバーウイ
ロイドによる病害

H22.2.16 宮崎県 マンゴー チャノキイロアザミウマ

H22.2.17 岐阜県 トマト 萎凋病（レース３）

H22.2.19 群馬県 ホウレンソウ ハコベハナバエ 

H22.3.4 宮崎県 にら えそ条斑病

H22.3.4 宮崎県 ショウガ 青枯病

H22.3.18 大分県 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）

H22.3.31 埼玉県 ブロッコリー 菌核病 

H22.4.28 愛知県 いちご アオグロヒラタゴミムシ

H22.6.2 三重県 きく 茎えそ病

H22.6.14 広島県 ねぎ 根腐病

H22.6.15 香川県 レタス レタスヒゲナガアブラムシ

H22.6.16 滋賀県 うめ プラムポックスウイルスによる病害

H22.6.16 福岡県 レタス レタスヒゲナガアブラムシ

H22.6.21 宮城県 きく 茎えそ病

H22.7.8 山口県 きく えそ病

H22.7.9 福井県 すいか えそ斑点病

H22.7.9 福岡県 きく 茎えそ病

H22.7.16 岡山県 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）

平成22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

H22.7.20 熊本県 トルコキキョウ チャノキイロアザミウマ（新規系統）

H22.7.23 埼玉県 うめ ウメ輪紋ウイルスによる病害

H22.7.23 大阪府 うめ ウメ輪紋ウイルスによる病害

H22.7.23 奈良県 うめ ウメ輪紋ウイルスによる病害

H22.7.29 秋田県 小麦 条斑病

H22.7.29 長野県 りんご リンゴ葉巻萎縮病

H22.7.29 長野県 ひめゆり ジャガイモクロバネキノコバエ

H22.8.3 鳥取県 ねぎ 黒腐菌核病

H22.8.4 新潟県 大豆 縮葉モザイク病

H22.8.5 群馬県 トマト 黄化病

H22.8.27 宮崎県 マンゴー アカマルカイガラムシの一種

H22.9.1 茨城県 なし、りんご ヒメボクトウ 

H22.9.1 栃木県 ひまわり（鉢物） アワダチソウグンバイ

H22.9.10 千葉県 なし ヒメボクトウ 

H22.9.13 兵庫県 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）

H22.9.15 長野県 りんどう 炭そ病

H22.9.15 京都府 とうがらし えそモザイク病（仮称）

H22.9.16 熊本県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.9.17 沖縄県 イネ科牧草、さとうきび アフリカシロナヨトウ

H22.9.28 福井県 トマト すすかび病

H22.9.28 鹿児島県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.10.1 広島県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.10.1 沖縄県 おくら 半身萎凋病

H22.10.4 茨城県 たばこ クロメンガタスズメ

H22.10.5 長崎県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.10.14 愛知県 サザンカ、ツバキ類 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）

H22.10.14 宮崎県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.10.15 鹿児島県 イネ科牧草、さとうきび アフリカシロナヨトウ

H22.10.18 山口県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.10.18 高知県 なす ミツユビナミハダニ

H22.10.18 佐賀県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.10.19 愛知県 いちじく イチジクヒトリモドキ

H22.10.19 愛知県 きゅうり 根腐病

H22.10.25 岐阜県 甘長とうがらし ナスコナカイガラムシ

H22.10.27 静岡県 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）

H22.11.8 東京都 キャベツ、ブロッコリーほかアブラナ科作物 ケブカノメイガ
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H22.11.9 佐賀県 ブロッコリー トビイロシワアリ

H22.11.11 福岡県 水稲 南方黒すじ萎縮病（仮称）

H22.11.12 千葉県 水稲 ミナミアオカメムシ

H22.11.16 京都府 水稲 ミナミアオカメムシ

H22.11.16 長崎県 ばれいしょ トビイロシワアリ

H22.11.19 徳島県 ほうれんそう べと病（レース８）

H22.11.24 茨城県 さつまいも アワダチソウグンバイ

H22.11.25 宮城県 ブルーベリー 赤色輪点病

H22.11.29 長崎県 いちご チビクロバネキノコバエ

H22.11.30 福島県 ユキヤナギ ユキヤナギハマキフシダニ

H22.12.1 長野県 レタス 根腐病レース３

H22.12.1 長野県 レタス レタスヒゲナガアブラムシ

H22.12.3 岐阜県 ほうれんそう べと病（レース8）

H22.12.6 長野県 ブルーベリー 白紋羽病（仮称）

H22.12.9 宮城県 トマト すすかび病

H22.12.13 愛媛県 マンゴー チャノキイロアザミウマ

H22.12.14 山口県 きく 茎えそ病

H22.12.16 島根県 プルーン リンゴサビダニ

H22.12.21 埼玉県 トルコギキョウ 葉巻病

H22.12.22 埼玉県 トマト すすかび病

H22.12.28 沖縄県 なす ミツユビナミハダニ
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