
【特殊報】

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H24.1.6 香川県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.1.24 佐賀県 いちご チビクロバネキノコバエ

H24.1.26 宮崎県 メロン 黄化えそ病

H24.2.1 神奈川県 ラン類 オオランヒメゾウムシ

H24.2.2 佐賀県 マンゴー チャノキイロアザミウマ

H24.2.9 石川県 すいか 果実汚斑細菌病

H24.2.15 山口県 ピーマン 炭そ病

H24.2.16 秋田県 りんご ヒメボクトウ

H24.2.16 高知県 ミョウガ 軟腐病 （仮称）

H24.2.22 宮城県 セリ モトグロヒラタマルハキバガ

H24.2.23 鹿児島県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.3.5 岐阜県 くり ナラウススジハマキホソガ

H24.3.5 岐阜県 水稲、大豆、野菜類、果樹類等 ミナミアオカメムシ

H24.3.8 鹿児島県 トマト 黄化病

H24.3.9 宮崎県 さつまいも サツマイモヒサゴトビハムシ

H24.3.14 島根県 トルコギキョウ キキョウトリバ

H24.3.16 高知県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.3.27 長野県 飼料用とうもろこし 根腐病

H24.3.27 鹿児島県 ハウス栽培マンゴー シュレイツメハダニ

H24.3.29 富山県 たまねぎ 萎黄病

H24.4.13 青森県 レタス 根腐病（レース1）

H24.4.13 青森県 メロン
キュウリモザイクウイルス-ラゲ
ナリア系によるモザイク病

H24.4.17 広島県
インパチェンス、ニューギニアイ
ンパチェンス、ゼラニウム、トレ

えそ斑紋病

H24.5.8 茨城県 キョウナ（ミズナ） 萎縮病（仮称）

H24.5.9 山口県 トルコギキョウ えそ萎縮病

H24.5.21 島根県 インパチェンス べと病

H24.5.25 山口県 トルコギキョウ、リンドウ キキョウトリバ

H24.5.31 岐阜県 トマト
葉かび病（レース2.9、4.9、
4.9.11、2.4.9.11）

H24.5.31 福岡県 トマト 黄化病

H24.6.1 長野県 緑肥用エンバク 褐斑細菌病（仮称）

H24.6.5 滋賀県 ブルーベリー フタモンマダラメイガ
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H24.6.8 高知県 なす フザリウム立枯病（仮称）

H24.6.13 千葉県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.6.13 岡山県 トルコギキョウ 葉巻病

H24.6.14 群馬県 茶、サザンカ チャトゲコナジラミ

H24.6.19 山口県 なし チュウゴクナシキジラミ

H24.6.21 福岡県 マンゴー チャノキイロアザミウマ（新規系統）

H24.7.4 香川県 トルコギキョウ 葉巻病

H24.7.11 千葉県 きゅうり 黄化えそ病

H24.7.20 神奈川県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.7.23 栃木県 りんどう TSWVによる病害

H24.7.24 兵庫県 うめ 輪紋病

H24.7.26 山口県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.7.27 徳島県 びわ ビワキジラミ（仮称）

H24.8.2 岡山県 きく 茎えそ病

H24.8.6 大阪府 さつまいも タテスジヒメジンガサハムシ

H24.8.22 神奈川県 日本なし ニホンナシハモグリダニ（仮称）

H24.8.29 長崎県 すもも 斑入果病

H24.8.30 岩手県 トルコギキョウ えそ輪紋病

H24.8.30 岩手県 アリウム類 べと病（仮称）

H24.8.30 奈良県 トマト ミツユビナミハダニ

H24.9.6 茨城県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.9.12 鹿児島県 パッションフルーツ ミナミヒメハダニ

H24.9.27 秋田県 ぶどう つる割細菌病

H24.9.27 秋田県 りんどう キオビトガリメイガ

H24.10.11 栃木県 なす、トマト タバコノミハムシ

H24.10.15 島根県 なし 萎縮病

H24.10.17 長野県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.10.18 栃木県 なす、トマト クロメンガタスズメ

H24.10.19 群馬県 なす ナスコナカイガラムシ

H24.10.19 岡山県 なす ナスコナカイガラムシ

H24.10.19 岡山県 トルコギキョウ キキョウトリバ

H24.10.23 東京都 ヨウサイ（別名：エンサイ、空芯菜） サツマイモヒサゴトビハムシ

H24.10.23 東京都 サツマイモ ヨツモンカメノコハムシ

H24.10.24 長野県 トマト すすかび病

H24.11.15 愛知県 カトレア シイノコキクイムシ

H24.11.16 和歌山県 トルコギキョウ 葉巻病
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発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

H24.11.20 宮城県 カーネーション シロイチモジヨトウ

H24.11.22 東京都 なし チャノキイロアザミウマ

H24.11.28 山梨県 ぶどう 斑点細菌病

H24.11.29 栃木県 茶 チャトゲコナジラミ

H24.11.29 栃木県 なし ヒメボクトウ

H24.12.6 埼玉県 ねぎ 葉枯病（黄色斑紋症状）

H24.12.17 新潟県 すいか 果実汚斑細菌病

H24.12.17 愛知県 すいか 果実汚斑細菌病

H24.12.17 長崎県 キウイフルーツ キクビスカシバ

H24.12.19 千葉県 すいか 果実汚斑細菌病
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