
警　報
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2020年 兵庫県 9月16日 水稲 トビイロウンカ

2020年 京都府 9月10日 水稲 トビイロウンカ

2020年 愛知県 9月3日 水稲 トビイロウンカ

2020年 愛媛県 8月25日 水稲 トビイロウンカ

2020年 大分県 8月21日 水稲 トビイロウンカ

2020年 佐賀県 8月20日 水稲 トビイロウンカ

2020年 岡山県 8月19日 水稲 トビイロウンカ

2020年 熊本県 8月17日 水稲 トビイロウンカ

2020年 広島県 8月13日 水稲 トビイロウンカ

2020年 福岡県 8月7日 水稲 トビイロウンカ

2020年 山口県 8月3日 水稲 トビイロウンカ

2019年 岡山県 9月24日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 長崎県 9月13日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 山口県 9月13日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 大分県 9月11日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 愛媛県 9月10日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 福岡県 9月9日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 熊本県 9月5日 普通期水稲 トビイロウンカ

2019年 宮崎県 8月19日 普通期水稲 トビイロウンカ

2017年 佐賀県 9月14日 普通期水稲 トビイロウンカ

2016年 佐賀県 4月5日 たまねぎ べと病

2016年 熊本県 2月4日 いちご ハダニ類

2014年 兵庫県 9月12日 水稲 トビイロウンカ
2014年 大分県 8月25日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 福岡県 8月22日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 鳥取県 8月20日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 佐賀県 8月20日 水稲 いもち病
2014年 山口県 8月15日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 秋田県 8月7日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 佐賀県 9月20日 水稲 トビイロウンカ
2013年 大分県 9月6日 水稲 トビイロウンカ
2013年 長崎県 9月4日 水稲 トビイロウンカ
2013年 宮城県 8月16日 水稲 トビイロウンカ
2013年 秋田県 8月8日 水稲 斑点米カメムシ類

2012年 宮崎県 8月28日 普通期水稲 トビイロウンカ

2011年 岩手県 8月1日 水稲 アカスジカスミカメ
2010年 宮崎県 8月30日 普通期水稲 トビイロウンカ
2010年 鳥取県 8月5日 果樹全般 果樹カメムシ類

　警報、注意報一覧表（2010～2022年）
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注意報

2022年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2022年 沖縄県 12月26日 こぎく 黒斑病、褐斑病
2022年 沖縄県 12月26日 こぎく カスミカメ類
2022年 長崎県 12月15日 いちご ハダニ類
2022年 沖縄県 11月28日 さとうきび メイチュウ類
2022年 徳島県 11月1日 トマト､ミニトマト コナジラミ類
2022年 愛知県 11月1日 トマト コナジラミ類
2022年 和歌山県 10月28日 さやえんどう、実えんどう ウラナミシジミ
2022年 沖縄県 10月19日 水稲（二期作） コブノメイガ
2022年 鳥取県 9月29日 かき 炭疽病
2022年 埼玉県 9月22日 ねぎ、ブロッコリー シロイチモジヨトウ
2022年 岡山県 9月21日 水稲 トビイロウンカ
2022年 鳥取県 9月15日 ブロッコリー 黒すす病
2022年 鹿児島県 9月12日 かんきつ、なし等 果樹カメムシ類
2022年 岐阜県 9月8日 水稲 トビイロウンカ
2022年 岐阜県 9月8日 トマト（夏秋型栽培） 灰色かび病
2022年 神奈川県 9月8日 いちご ハダニ類
2022年 埼玉県 9月8日 野菜・花き類・だいず オオタバコガ
2022年 福岡県 8月31日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 岐阜県 8月30日 果樹（かき、なし、みかん） 果樹カメムシ類
2022年 長崎県 8月30日 普通期水稲 紋枯病
2022年 和歌山県 8月26日 かき、かんきつ、なし、ぶどう等 果樹カメムシ類
2022年 宮崎県 8月23日 普通期水稲 斑点米カメムシ類
2022年 佐賀県 8月23日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 大分県 8月22日 普通期水稲 斑点米カメムシ類
2022年 山口県 8月19日 だいず 吸実性カメムシ類
2022年 愛知県 8月19日 水稲 トビイロウンカ
2022年 兵庫県 8月19日 野菜・花き類・豆類 シロイチモジヨトウ
2022年 長崎県 8月18日 いちご ハダニ類
2022年 山形県 8月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 兵庫県 8月12日 あぶらな科野菜 ハイマダラノメイガ
2022年 兵庫県 8月12日 果樹類（なし、かき、かんきつ） 果樹カメムシ類
2022年 秋田県 8月9日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 神奈川県 8月8日 なし、かき、かんきつ等 果樹カメムシ類
2022年 富山県 8月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 石川県 8月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 長野県 8月3日 りんご、なし、もも ナミハダニ
2022年 岡山県 8月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 愛知県 8月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 高知県 8月2日 水稲（普通期稲） いもち病（穂いもち病）
2022年 愛知県 8月2日 いちご 炭疽病
2022年 三重県 8月2日 なし、かき、かんきつ等 果樹カメムシ類
2022年 北海道 8月1日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2022年 大分県 8月1日 ピーマン タバコガ類
2022年 大分県 8月1日 なす科作物（ピーマン、トマト） うどんこ病
2022年 宮城県 7月29日 りんご、なし 果樹カメムシ類
2022年 岐阜県 7月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 岩手県 7月28日 りんご ハダニ類
2022年 京都府 7月27日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2022年 京都府 7月27日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 京都府 7月27日 ねぎ等野菜類、豆類、花き類 シロイチモジヨトウ
2022年 埼玉県 7月27日 野菜・花き類 オオタバコガ
2022年 埼玉県 7月27日 ねぎ シロイチモジヨトウ
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2022年 秋田県 7月26日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 神奈川県 7月22日 野菜・花き類 オオタバコガ
2022年 福井県 7月22日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 滋賀県 7月21日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 山形県 7月21日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 長野県 7月20日 水稲 いもち病
2022年 岩手県 7月20日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2022年 長崎県 7月19日 かんきつ かいよう病
2022年 山口県 7月19日 水稲 いもち病（葉いもち病、穂いもち病）
2022年 滋賀県 7月19日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2022年 愛知県 7月15日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 北海道 7月15日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2022年 島根県 7月15日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 島根県 7月15日 かき、なし、すもも 果樹カメムシ類
2022年 和歌山県 7月14日 もも、かき、なし、ぶどう等 果樹カメムシ類
2022年 高知県 7月14日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 岩手県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 群馬県 7月12日 果樹（なし、りんご） 果樹カメムシ類
2022年 広島県 7月12日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 埼玉県 7月11日 ねぎ さび病
2022年 大分県 7月8日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 徳島県 7月8日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 東京都 7月7日 なし、ぶどう等 果樹カメムシ類
2022年 石川県 7月7日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 大阪府 7月6日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 山口県 7月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2022年 山口県 7月4日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 山口県 7月4日 野菜・花き類 オオタバコガ
2022年 滋賀県 7月4日 果樹（なし、ぶどう、かき等） 果樹カメムシ類
2022年 岡山県 7月1日 もも、なし等 果樹カメムシ類
2022年 京都府 7月1日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 北海道 6月29日 てんさい 褐班病
2022年 鳥取県 6月27日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 和歌山県 6月24日 もも、すもも、うめ クビアカツヤカミキリ
2022年 新潟県 6月21日 日本なし 黒星病
2022年 鹿児島県 6月20日 早期水稲 いもち病（穂いもち病）
2022年 北海道 6月20日 たまねぎ ネギアザミウマ
2022年 熊本県 6月17日 早期水稲 いもち病（葉いもち病、穂いもち病）
2022年 宮崎県 6月15日 早期水稲 いもち病（葉いもち病、穂いもち病）
2022年 鹿児島県 6月15日 かんしょ 基腐病
2022年 高知県 6月9日 果樹全般 果樹カメムシ類
2022年 愛知県 6月3日 ぶどう 黒とう病
2022年 熊本県 6月2日 茶 チャノミドリヒメヨコバイ
2022年 鳥取県 6月2日 日本なし 黒星病
2022年 大分県 6月1日 ピーマン アザミウマ類
2022年 愛媛県 5月31日 かんきつ類（伊予柑、甘平等） かいよう病
2022年 愛媛県 5月31日 うめ、もも、キウイフルーツ、なし等果樹カメムシ類
2022年 奈良県 5月30日 うめ、すもも、もも、なし、かき等 果樹カメムシ類
2022年 鳥取県 5月27日 ねぎ べと病
2022年 岐阜県 5月27日 かき 炭疽病
2022年 茨城県 5月27日 果樹類（なし、かき、りんご、ぶどうチャバネアオカメムシ
2022年 茨城県 5月27日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2022年 香川県 5月24日 もも、なし、キウイフルーツ、ぶどう果樹カメムシ類
2022年 長崎県 5月18日 茶 チャノミドリヒメヨコバイ
2022年 北海道 5月9日 あぶらな科野菜 コナガ
2022年 愛知県 4月28日 麦類 赤かび病
2022年 香川県 4月28日 もも せん孔細菌病
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2022年 岩手県 4月28日 りんご ナミハダニ
2022年 岐阜県 4月28日 麦類 赤かび病
2022年 滋賀県 4月26日 麦類 赤かび病
2022年 三重県 4月21日 麦類 赤かび病
2022年 和歌山県 4月20日 たまねぎ べと病
2022年 長野県 4月15日 トマト 黄化葉巻病
2022年 岩手県 4月4日 りんご 黒星病
2022年 岩手県 4月4日 りんご リンゴハダニ
2022年 大分県 3月24日 いちご アザミウマ類
2022年 熊本県 3月23日 茶 カンザワハダニ
2022年 茨城県 3月22日 水稲 縞葉枯病
2022年 和歌山県 3月22日 たまねぎ ベと病
2022年 愛媛県 3月18日 たまねぎ ベと病
2022年 佐賀県 3月15日 たまねぎ ベと病
2022年 山口県 3月15日 たまねぎ ベと病
2022年 福岡県 3月4日 茶 カンザワハダニ
2022年 熊本県 2月1日 いちご アザミウマ類
2022年 沖縄県 1月31日 さとうきび メイチュウ類
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2021年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名
2021年 長崎県 12月15日 いちご ハダニ類
2021年 沖縄県 11月30日 かぼちゃ アブラムシ類
2021年 沖縄県 11月8日 小きく ハダニ類
2021年 沖縄県 11月8日 小きく アザミウマ類
2021年 愛知県 11月1日 トマト コナジラミ類
2021年 徳島県 10月29日 トマト､ミニトマト コナジラミ類
2021年 愛媛県 10月29日 いちご ハダニ類
2021年 熊本県 10月27日 トマト トマト黄化葉巻病
2021年 福岡県 10月26日 野菜類 チョウ目（オオタバコガ、コナガ等）
2021年 福岡県 10月26日 いちご ハダニ類
2021年 鳥取県 10月15日 かき 炭疽病
2021年 山口県 10月14日 野菜類 ガ類（ハスモンヨトウ、コナガ等）
2021年 鳥取県 10月12日 ブロッコリー 黒すす病
2021年 徳島県 10月8日 果樹全般 果樹カメムシ類
2021年 愛媛県 10月6日 かんきつ、かき、キウイフルーツ 果樹カメムシ類
2021年 山口県 10月6日 いちご ハダニ類
2021年 鳥取県 9月24日 野菜（ねぎ、ブロッコリー等） ヨトウ類（シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ）
2021年 香川県 9月22日 かき 炭疽病
2021年 岐阜県 9月16日 果樹（かき、なし、りんご等） 果樹カメムシ類
2021年 岐阜県 9月16日 かき 炭疽病
2021年 長崎県 9月16日 かんきつ かいよう病
2021年 愛媛県 9月7日 いちご 炭疽病
2021年 神奈川県 9月6日 かき、かんきつ等 果樹カメムシ類
2021年 愛知県 9月3日 なし、かき、かんきつ等 果樹カメムシ類
2021年 愛知県 9月3日 かき 炭疽病
2021年 埼玉県 8月31日 ねぎ シロイチモジヨトウ
2021年 岐阜県 8月27日 トマト（夏秋型栽培） 灰色かび病
2021年 京都府 8月25日 水稲 穂いもち病
2021年 熊本県 8月25日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2021年 京都府 8月25日 ネギ、豆類、野菜類 シロイチモジヨトウ
2021年 香川県 8月25日 かき、キウイフルーツ、かんきつ等果樹カメムシ類
2021年 兵庫県 8月20日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2021年 岡山県 8月18日 水稲 いもち病（葉いもち病、穂いもち病）
2021年 愛知県 8月17日 キャベツ、だいず シロイチモジヨトウ
2021年 兵庫県 8月12日 あぶらな科野菜 ハイマダラノメイガ
2021年 大分県 8月10日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2021年 岩手県 8月6日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 秋田県 8月6日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 岩手県 8月6日 りんご ハダニ類
2021年 愛媛県 8月5日 水稲 いもち病（葉いもち病、穂いもち病）
2021年 山口県 8月3日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 高知県 8月3日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2021年 愛知県 8月3日 いちご 炭疽病
2021年 大阪府 8月2日 水稲 トビイロウンカ
2021年 愛媛県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 長野県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 岐阜県 7月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 岐阜県 7月29日 水稲 いもち病
2021年 奈良県 7月28日 水稲 トビイロウンカ
2021年 宮城県 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 青森県 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 北海道 7月28日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2021年 岩手県 7月27日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 山形県 7月21日 水稲 斑点米カメムシ類
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2021年 宮城県 7月21日 水稲 穂いもち病
2021年 愛知県 7月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 長野県 7月16日 水稲 いもち病
2021年 岩手県 7月16日 水稲 いもち病
2021年 徳島県 7月16日 かんしょ シロイチモジヨトウ
2021年 滋賀県 7月13日 水稲 いもち病
2021年 山形県 7月12日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 北海道 7月12日 たまねぎ ネギアザミウマ
2021年 北海道 7月12日 てんさい 褐班病
2021年 茨城県 7月9日 水稲 いもち病
2021年 宮城県 7月9日 水稲 葉いもち病
2021年 北海道 7月9日 ウリ科作物 ウリ類ホモプシス根腐病
2021年 岐阜県 7月8日 水稲 トビイロウンカ
2021年 石川県 7月8日 水稲 斑点米カメムシ類
2021年 埼玉県 7月7日 水稲 いもち病
2021年 北海道 7月6日 ばれいしょ 疫病
2021年 香川県 7月6日 青ねぎ、アスパラガス等 シロイチモジヨトウ
2021年 愛知県 7月2日 ぶどう ベと病
2021年 愛知県 7月2日 なし 黒星病
2021年 長崎県 7月1日 水稲 トビイロウンカ
2021年 三重県 7月1日 水稲 ウンカ類
2021年 新潟県 6月30日 日本なし 黒星病
2021年 奈良県 6月28日 水稲 トビイロウンカ
2021年 愛知県 6月25日 かんきつ チャノキイロアザミウマ
2021年 岩手県 6月25日 ねぎ ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ
2021年 宮崎県 6月22日 かんしょ 基腐病
2021年 神奈川県 6月10日 野菜類、果樹類、花き類 ハスモンヨトウ
2021年 鹿児島県 6月9日 かんしょ 基腐病
2021年 大阪府 6月4日 なす科野菜、あぶらな科野菜等 ハスモンヨトウ
2021年 沖縄県 5月31日 オクラ うどんこ病
2021年 大分県 5月31日 なし 黒星病
2021年 岐阜県 5月28日 もも せん孔細菌病
2021年 長野県 5月28日 小麦 赤かび病
2021年 岩手県 5月27日 ねぎ ネギアザミウマ
2021年 和歌山県 5月26日 すいか 炭疽病
2021年 奈良県 5月26日 水稲 トビイロウンカ
2021年 茨城県 5月25日 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2021年 愛知県 5月21日 菊、野菜類 オオタバコガ
2021年 神奈川県 5月21日 野菜類、花き類 オオタバコガ
2021年 和歌山県 5月20日 もも せん孔細菌病
2021年 香川県 5月19日 もも せん孔細菌病
2021年 長崎県 5月18日 アスパラガス アザミウマ類
2021年 沖縄県 5月17日 さとうきび アワヨトウ
2021年 北海道 5月17日 小麦 赤さび病
2021年 熊本県 5月6日 かんきつ類 ミカンハダニ
2021年 大阪府 5月6日 たまねぎ ベと病
2021年 香川県 4月30日 ねぎ、たまねぎ ベと病
2021年 愛知県 4月30日 麦類 うどんこ病
2021年 兵庫県 4月28日 小麦 うどんこ病
2021年 沖縄県 4月28日 水稲 いもち病
2021年 静岡県 4月21日 小麦 うどんこ病、赤さび病
2021年 福島県 4月15日 もも せん孔細菌病
2021年 京都府 4月15日 ねぎ、たまねぎ ベと病
2021年 神奈川県 4月13日 野菜、花き類 カブラヤガ
2021年 北海道 4月12日 りんご 腐らん病
2021年 香川県 4月7日 ねぎ、たまねぎ、にんにく等 ネギアザミウマ
2021年 岩手県 4月6日 りんご 黒星病
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2021年 愛媛県 3月31日 たまねぎ ベと病
2021年 沖縄県 3月29日 さとうきび メイチュウ類
2021年 茨城県 3月24日 水稲 イネ縞葉枯病
2021年 岡山県 3月24日 たまねぎ ベと病
2021年 熊本県 3月18日 いちご アザミウマ類
2021年 愛知県 3月12日 小麦 赤さび病
2021年 和歌山県 3月8日 たまねぎ ベと病
2021年 佐賀県 3月4日 たまねぎ ベと病
2021年 長崎県 3月2日 たまねぎ ベと病
2021年 山口県 2月26日 たまねぎ ベと病
2021年 沖縄県 1月29日 さとうきび メイチュウ類
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2020年
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2020年 北海道 11月17日 りんご 黒星病（耐性菌）
2020年 静岡県 11月6日 いちご 炭疽病

2020年 山口県 11月2日 いちご ハダニ類

2020年 長崎県 11月2日 いちご ハダニ類
2020年 沖縄県 10月31日 コギク 黒斑病、褐斑病
2020年 沖縄県 10月30日 さとうきび メイチュウ類

2020年 沖縄県 10月30日 コギク アブラムシ類

2020年 愛媛県 9月30日 大豆、いちご等野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

2020年 沖縄県 9月25日 水稲 コブノメイガ

2020年 岐阜県 9月25日 水稲 トビイロウンカ

2020年 奈良県 9月17日 水稲 トビイロウンカ

2020年 愛知県 9月16日 きゃべつ シロイチモジヨトウ

2020年 兵庫県 9月16日 野菜類、花き類、豆類 ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ

2020年 長崎県 9月16日 いちご 炭疽病

2020年 福島県 9月15日 なし 黒星病

2020年 福島県 9月15日 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

2020年 滋賀県 9月15日 だいす、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

2020年 埼玉県 9月11日 ねぎ シロイチモジヨトウ

2020年 和歌山県 9月11日 水稲 トビイロウンカ

2020年 島根県 9月8日 だいず、あぶらな科野菜、そば等 ハスモンヨトウ

2020年 静岡県 9月4日 水稲 トビイロウンカ

2020年 大阪府 9月3日 水稲 トビイロウンカ

2020年 愛媛県 9月3日 いちご 炭疽病

2020年 福島県 9月2日 もも せん孔細菌病

2020年 宮崎県 9月1日 普通期水稲 トビイロウンカ

2020年 宮崎県 9月1日 飼料用米、飼料用稲 トビイロウンカ

2020年 長崎県 8月28日 水稲 トビイロウンカ

2020年 兵庫県 8月27日 水稲 トビイロウンカ

2020年 鹿児島県 8月26日 水稲 トビイロウンカ

2020年 京都府 8月26日 水稲 トビイロウンカ

2020年 高知県 8月21日 水稲 トビイロウンカ

2020年 香川県 8月20日 水稲 トビイロウンカ

2020年 三重県 8月20日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 長崎県 8月18日 水稲 いもち病（穂いもち）

2020年 長崎県 8月18日 いちご（育苗床） 炭疽病

2020年 愛知県 8月17日 水稲 トビイロウンカ

2020年 和歌山県 8月14日 水稲 トビイロウンカ

2020年 徳島県 8月13日 水稲 トビイロウンカ

2020年 大分県 8月11日 水稲 コブノメイガ

2020年 山口県 8月11日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 鳥取県 8月11日 水稲 トビイロウンカ

2020年 滋賀県 8月7日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 兵庫県 8月7日 あぶらな科野菜 ハイマダラノメイガ

2020年 滋賀県 8月7日 果樹（かき、なし、ぶどう等） 果樹カメムシ類

2020年 大分県 8月6日 果樹全般（特になし、ぶどう） 果樹カメムシ類

2020年 愛媛県 8月6日 水稲 コブノメイガ

2020年 愛媛県 8月6日 水稲 いもち病

2020年 愛媛県 8月6日 水稲 トビイロウンカ

2020年 山形県 8月6日 水稲 いもち病

2020年 長崎県 8月5日 果樹共通 果樹カメムシ類

2020年 岐阜県 8月5日 果樹（なし、かき、もも、りんご等） 果樹カメムシ類

2020年 鳥取県 8月4日 水稲 斑点米カメムシ類
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2020年 熊本県 8月3日 果樹全般（かんきつ、なし、かき等果樹カメムシ類

2020年 愛媛県 7月31日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 奈良県 7月31日 水稲 トビイロウンカ

2020年 茨城県 7月31日 水稲 いもち病

2020年 愛知県 7月31日 いちご 炭疽病

2020年 沖縄県 7月31日 オクラ フタテンミドリヒメヨコバイ

2020年 沖縄県 7月31日 さつまいも チョウ目害虫

2020年 岐阜県 7月31日 トマト 灰色かび病

2020年 鹿児島県 7月30日 水稲 コブノメイガ

2020年 広島県 7月30日 水稲 トビイロウンカ

2020年 福島県 7月30日 水稲 いもち病

2020年 岡山県 7月29日 水稲 いもち病

2020年 埼玉県 7月28日 水稲 いもち病

2020年 茨城県 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 岩手県 7月28日 りんご 斑点米落葉病

2020年 岩手県 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 福井県 7月27日 水稲 いもち病

2020年 佐賀県 7月22日 水稲 トビイロウンカ

2020年 佐賀県 7月22日 水稲 コブノメイガ

2020年 岐阜県 7月22日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 岐阜県 7月22日 水稲 いもち病

2020年 長野県 7月22日 水稲 いもち病

2020年 山形県 7月22日 水稲 いもち病

2020年 岩手県 7月22日 きゅうり 褐斑病、炭疽病

2020年 福岡県 7月22日 果樹全般（なし、かき、かんきつ等）

2020年 大分県 7月21日 普通期水稲 トビイロウンカ

2020年 山口県 7月21日 水稲 コブノメイガ

2020年 宮崎県 7月17日 普通期水稲 トビイロウンカ

2020年 島根県 7月17日 水稲 トビイロウンカ

2020年 岩手県 7月17日 水稲 いもち病

2020年 徳島県 7月17日 さつまいも、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

2020年 宮崎県 7月17日 飼料用米、飼料用稲 トビイロウンカ

2020年 山口県 7月16日 水稲 トビイロウンカ

2020年 愛知県 7月16日 水稲（早生種、中生種） 斑点米カメムシ類

2020年 愛知県 7月16日 水稲 いもち病

2020年 福島県 7月16日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 長崎県 7月15日 普通期水稲 トビイロウンカ

2020年 長崎県 7月15日 普通期水稲 コブノメイガ

2020年 長崎県 7月15日 早期水稲 トビイロウンカ

2020年 神奈川県 7月15日 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

2020年 島根県 7月14日 果樹（かき、なし、すもも） 果樹カメムシ類

2020年 福岡県 7月14日 水稲 トビイロウンカ

2020年 高知県 7月13日 水稲（早期稲） 斑点米カメムシ類

2020年 長野県 7月13日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 群馬県 7月13日 果樹（なし、りんご） 果樹カメムシ類

2020年 岩手県 7月13日 りんご 褐斑病

2020年 熊本県 7月10日 水稲 トビイロウンカ

2020年 熊本県 7月10日 水稲 コブノメイガ

2020年 岡山県 7月9日 水稲 トビイロウンカ

2020年 石川県 7月9日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 千葉県 7月9日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 岩手県 7月9日 りんご 果樹カメムシ類

2020年 三重県 7月8日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 新潟県 7月6日 果樹（なし、もも、ぶどう、かき等） 果樹カメムシ類
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2020年 富山県 7月6日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 愛知県 7月2日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 山形県 7月1日 果樹全般 果樹カメムシ類

2020年 山形県 7月1日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 福井県 6月30日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 三重県 6月30日 水稲 いもち病

2020年 新潟県 6月30日 水稲 斑点米カメムシ類

2020年 沖縄県 6月26日 さとうきび タイワンツチイナゴ

2020年 福島県 6月26日 果樹全般 果樹カメムシ類

2020年 鳥取県 6月25日 果樹全般 果樹カメムシ類

2020年 京都府 6月24日 果樹全般（なし、ぶどう、かき等） 果樹カメムシ類

2020年 岩手県 6月24日 ねぎ ハモグリバエ、ネギアザミウマ

2020年 宮崎県 6月19日 早期水稲 斑点米カメムシ類

2020年 石川県 6月18日 果樹 果樹カメムシ類

2020年 愛知県 6月18日 ぶどう、かんきつ チャノコカクモンハマキ

2020年 北海道 6月18日 たまねぎ ネギアザミウマ

2020年 栃木県 6月18日 果樹類（なし、ぶどう、りんご等） 果樹カメムシ類

2020年 広島県 6月12日 果樹全般（なし、かんきつ、なし等 果樹カメムシ類

2020年 長野県 6月12日 果樹 果樹カメムシ類

2020年 岐阜県 6月12日 もも せん孔細菌病

2020年 福岡県 6月9日 果樹全般（なし、かき、かんきつ等果樹カメムシ類

2020年 鹿児島県 6月8日 かんしょ サツマイモ基腐病

2020年 茨城県 6月5日 水稲 いね縞葉枯病

2020年 佐賀県 6月5日 果樹（かんきつ、なし、かき等） 果樹カメムシ類

2020年 滋賀県 6月4日 果樹（もも、なし、ぶどう、かき等） 果樹カメムシ類

2020年 富山県 6月2日 果樹（なし、りんご、もも、かき等） 果樹カメムシ類

2020年 宮崎県 5月29日 さつまいも サツマイモ基腐病

2020年 茨城県 5月28日 なし 黒星病

2020年 兵庫県 5月28日 果樹類（なし、もも、かき、みかん）果樹カメムシ類

2020年 愛知県 5月28日 うめ、もも、なし、かき、ぶどう等 果樹カメムシ類

2020年 福島県 5月28日 なし 黒星病
2020年 岐阜県 5月27日 もも、なし、かき、りんご、みかん等果樹カメムシ類

2020年 熊本県 5月26日 かんきつ、なし、もも、すもも等 果樹カメムシ類

2020年 香川県 5月22日 なし、もも、かき、キウイフルーツ等果樹カメムシ類

2020年 山口県 5月21日 なし、もも、りんご等果樹全般 果樹カメムシ類

2020年 長崎県 5月18日 果樹共通 果樹カメムシ類

2020年 福島県 5月15日 もも せん孔細菌病

2020年 奈良県 5月14日 うめ、もも、なし、かき、ぶどう等 果樹カメムシ類

2020年 愛媛県 5月13日 うめ、もも、キウイフルーツ、すもも果樹カメムシ類

2020年 岡山県 5月13日 もも、なし等 果樹カメムシ類

2020年 沖縄県 5月1日 さとうきび ツマジロクサヨトウ

2020年 沖縄県 5月1日 さとうきび カンシャシコバネナガカメムシ

2020年 長野県 4月28日 もも せん孔細菌病

2020年 宮崎県 4月27日 ピーマン タバココナジラミ

2020年 岡山県 4月22日 もも せん孔細菌病

2020年 北海道 4月17日 りんご 黒星病

2020年 北海道 4月17日 りんご 腐らん病

2020年 福島県 4月17日 もも せん孔細菌病

2020年 長崎県 4月16日 いちご ハダニ類

2020年 香川県 4月15日 ねぎ、たまねぎ、にんにく、花き類等ネギアザミウマ

2020年 岩手県 4月9日 りんご 黒星病

2020年 山形県 4月8日 りんご 黒星病

2020年 島根県 4月3日 たまねぎ ベト病

2020年 京都府 3月27日 ねぎ ベト病
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2020年 茨城県 3月24日 水稲 いね縞葉枯病

2020年 秋田県 3月19日 りんご 腐らん病

2020年 和歌山県 3月19日 たまねぎ ベト病

2020年 佐賀県 3月18日 たまねぎ ベト病

2020年 兵庫県 3月18日 たまねぎ たまねぎ細菌性病害（腐敗病）

2020年 長崎県 3月16日 たまねぎ ベト病

2020年 長崎県 3月16日 いちご アザミウマ類

2020年 長崎県 3月16日 いちご ハダニ類

2020年 静岡県 3月13日 いちご アザミウマ類

2020年 山口県 3月12日 たまねぎ ベト病

2020年 佐賀県 3月4日 たまねぎ ベト病

2020年 熊本県 3月3日 うめ、かき、かんきつ、なし、すもも果樹カメムシ類

2020年 沖縄県 3月2日 さとうきび メイチュウ類

2020年 福岡県 2月28日 茶 カンザワハダニ

2020年 愛媛県 2月28日 たまねぎ ベト病

2020年 福岡県 2月19日 果樹全般 果樹カメムシ類

2020年 熊本県 2月17日 かんきつ類 ミカンハダニ

2020年 岩手県 2月12日 水稲 細菌病

2020年 長崎県 2月7日 たまねぎ ベト病

2020年 大分県 2月1日 いちご 灰色かび病

2020年 沖縄県 1月31日 さとうきび メイチュウ類

2020年 茨城県 1月31日 トマト 灰色かび病

2020年 佐賀県 1月29日 いちご ハダニ類

2020年 長崎県 1月16日 いちご ハダニ類

2020年 長崎県 1月16日 いちご 灰色かび病
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2019年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2019年 宮崎県 12月24日 冬春きゅうり キュウリ黄化葉巻病

2019年 宮崎県 12月24日 冬春きゅうり キュウリ黄化えそ病

2019年 沖縄県 12月2日 さとうきび メイチュウ類

2019年 佐賀県 11月28日 いちご ハダニ類

2019年 宮崎県 11月25日 ピーマン ヒラズハナアザミウマ

2019年 長崎県 11月15日 トマト 黄化葉巻病

2019年 長崎県 11月1日 いちご ハダニ類

2019年 愛知県 10月31日 トマト コナジラミ類

2019年 愛媛県 10月31日 いちご ハダニ類

2019年 山口県 10月3日 いちご ハダニ類

2019年 大分県 10月2日 いちご ハダニ類

2019年 香川県 10月2日 だいず 吸実性カメムシ類

2019年 和歌山県 9月27日 水稲 トビイロウンカ

2019年 岐阜県 9月25日 トマト 灰色かび病

2019年 徳島県 9月13日 水稲 トビイロウンカ

2019年 鹿児島県 9月12日 かんきつ、なし、かき 果樹カメムシ類

2019年 奈良県 9月12日 水稲 トビイロウンカ

2019年 岐阜県 9月11日 果樹（かき、なし、りんご、みかん等果樹カメムシ類

2019年 島根県 9月11日 水稲 トビイロウンカ

2019年 京都府 9月11日 水稲 トビイロウンカ

2019年 岡山県 9月6日 水稲 トビイロウンカ

2019年 佐賀県 9月6日 水稲 トビイロウンカ

2019年 香川県 9月5日 水稲 トビイロウンカ

2019年 島根県 9月5日 水稲 トビイロウンカ

2019年 長崎県 9月4日 もも せん孔細菌病

2019年 長崎県 9月3日 水稲 トビイロウンカ

2019年 愛知県 9月2日 水稲 トビイロウンカ

2019年 山口県 9月2日 水稲 トビイロウンカ

2019年 福島県 8月30日 なし 黑星病

2019年 福島県 8月30日 もも せん孔細菌病

2019年 鹿児島県 8月29日 水稲 トビイロウンカ

2019年 高知県 8月29日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 高知県 8月29日 水稲 トビイロウンカ

2019年 愛媛県 8月28日 水稲 トビイロウンカ

2019年 福岡県 8月27日 水稲 いもち病

2019年 京都府 8月26日 ネギ、豆類、野菜類 シロイチモジヨトウ

2019年 山梨県 8月23日 もも せん孔細菌病

2019年 和歌山県 8月23日 ミニトマト、トマト 黄化葉巻病

2019年 沖縄県 8月23日 いね牧草。さとうきび アフリカシロナヨトウ

2019年 福岡県 8月23日 水稲 トビイロウンカ

2019年 香川県 8月22日 カキ、キウイフルーツ、かんきつ等果樹カメムシ類

2019年 山口県 8月22日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 鳥取県 8月21日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 岡山県 8月21日 水稲 トビイロウンカ

2019年 秋田県 8月19日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 秋田県 8月16日 水稲 いもち病

2019年 山口県 8月16日 水稲 トビイロウンカ

2019年 長崎県 8月16日 水稲 いもち病

2019年 長崎県 8月16日 いちご ハダニ類

2019年 岐阜県 8月15日 果樹 果樹カメムシ類

2019年 長崎県 8月13日 水稲 トビイロウンカ
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2019年 愛媛県 8月9日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 広島県 8月9日 水稲 トビイロウンカ

2019年 山形県 8月8日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 大分県 8月7日 水稲 トビイロウンカ

2019年 香川県 8月6日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 香川県 8月6日 ねぎ、アスパラガス等 シロイチモジヨトウ

2019年 北海道 8月2日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ

2019年 福岡県 8月2日 水稲 トビイロウンカ

2019年 愛知県 8月2日 キャベツ シロイチモジヨトウ

2019年 佐賀県 8月1日 水稲 トビイロウンカ

2019年 宮崎県 8月1日 早期水稲 トビイロウンカ

2019年 茨城県 8月1日 水稲 クモヘリカメムシ、イネカメムシ

2019年 徳島県 7月30日 野菜類、花き類 シロイチモジヨトウ

2019年 熊本県 7月25日 水稲 トビイロウンカ

2019年 岐阜県 7月25日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 長野県 7月25日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 長野県 7月25日 水稲 いもち病

2019年 岩手県 7月25日 りんご 褐斑病

2019年 岩手県 7月25日 ねぎ べと病

2019年 北海道 7月19日 たまねぎ、あぶらな科野菜等 ネギアザミウマ

2019年 北海道 7月19日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ

2019年 宮崎県 7月18日 野菜・花き類 ハスモンヨトウ

2019年 熊本県 7月18日 水稲 トビイロウンカ

2019年 鳥取県 7月11日 果樹全般 果樹カメムシ類

2019年 石川県 7月11日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 山形県 7月11日 水稲 斑点米カメムシ類

2019年 埼玉県 7月8日 茶 チャハマキ

2019年 愛知県 7月2日 ぶどう べと病

2019年 大分県 7月1日 白ねぎ シロイチモジヨトウ

2019年 京都府 6月26日 豆類、野菜類 ハスモンヨトウ

2019年 京都府 6月26日 野菜（ねぎ、なす等）、まめ類 アザミウマ類

2019年 京都府 6月26日 茶 カンザワハダニ

2019年 徳島県 6月25日 さつまいも シロイチモジヨトウ

2019年 宮崎県 6月20日 早期水稲 斑点米カメムシ類

2019年 新潟県 6月13日 日本なし ナシ黒星病

2019年 兵庫県 6月12日 果樹類（特になし、もも、かき） 果樹カメムシ類

2019年 北海道 6月12日 てんさい、あぶらな科野菜 ヨトウガ

2019年 香川県 6月7日 もも、なし、かき、ぶどう等 果樹カメムシ類

2019年 茨城県 6月6日 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

2019年 静岡県 6月4日 茶 カンザワハダニ

2019年 北海道 6月4日 たまねぎ ネギアザミウマ

2019年 埼玉県 6月3日 なし 果樹カメムシ類

2019年 東京都 6月3日 なし、ぶどう等 果樹カメムシ類

2019年 愛知県 5月31日 かんきつ ミカンハダニ

2019年 愛知県 5月31日 かんきつ、ぶどう チャノキイロアザミウマ

2019年 徳島県 5月29日 果樹全般 果樹カメムシ類

2019年 京都府 5月24日 果樹 果樹カメムシ類

2019年 千葉県 5月13日 水稲 スクミリンゴカイ

2019年 福島県 5月13日 もも せん孔細菌病

2019年 埼玉県 5月10日 茶 チャハマキ

2019年 福井県 5月8日 野菜、花き ネキリムシ

2019年 愛知県 4月25日 もも せん孔細菌病

2019年 岩手県 4月24日 りんご 黑星病

2019年 埼玉県 4月23日 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

2019年 岡山県 4月23日 もも せん孔細菌病

13



　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2019年 北海道 4月22日 りんご 黑星病

2019年 北海道 4月22日 りんご 腐らん病

2019年 和歌山県 4月19日 もも せん孔細菌病

2019年 宮崎県 4月19日 早期水稲 スクミリンゴカイ

2019年 山形県 4月12日 りんご 黑星病

2019年 神奈川県 4月10日 うめ、キウイフルーツかんきつ等 果樹ｋメムシ類

2019年 岡山県 3月26日 たまねぎ べと病
2019年 茨城県 3月22日 水稲 イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2019年 京都府 3月15日 たまねぎ べと病

2019年 佐賀県 3月8日 たまねぎ べと病

2019年 静岡県 3月4日 かんきつ（中晩柑類、温州みかん）かいよう病

2019年 愛知県 3月4日 キャベツ コナガ

2019年 愛知県 3月4日 たまねぎ べと病

2019年 愛媛県 2月28日 かんきつ類 かいよう病

2019年 神奈川県 2月28日 いちご アザミウマ類

2019年 宮崎県 2月27日 いちご ヒラズハナアザミウマ

2019年 宮崎県 2月27日 トマト 葉かび病、すすかび病

2019年 大阪府 2月27日 たまねぎ べと病

2019年 長崎県 2月14日 たまねぎ べと病

2019年 岩手県 2月6日 いね（水稲） 細菌病類（もみ枯細菌病、苗立枯細菌病）

2019年 沖縄県 2月4日 さとうきび メイチュウ類（イネヨトウ）

2019年 沖縄県 2月4日 さとうきび メイチュウ類（カンシャシンクイハマキ））
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　警報、注意報一覧表（2010～2022年）

2018年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2018年 12月27日 愛知県 なす ミナミキイロアザミウマ

2018年 12月25日 宮崎県 ピーマン ヒラズハナアザミウマ

2018年 12月25日 宮崎県 きゅうり べと病

2018年 12月17日 長崎県 いちご 灰色かび病

2018年 12月7日 神奈川県 きゅうり 黄化えそ病

2018年 11月30日 沖縄県 かぼちゃ モザイク病

2018年 11月30日 愛媛県 いちご ハダニ類

2018年 10月29日 沖縄県 パパイヤ、グァバ パパイヤコナカイガラムシ（仮称）

2018年 10月16日 長崎 野菜類 ヨトウムシ類、タバコガ類

2018年 10月12日 神奈川県 果樹（かんきつ、かき、なし） 果樹カメムシ類

2018年 10月12日 愛媛県 野菜、花き類 シロイチモジヨトウ

2018年 10月5日 高知県 野菜類、花き類など ハスモンヨトウ

2018年 10月5日 神奈川県 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

2018年 10月2日 愛知県 キャベツ 黒腐病

2018年 10月2日 大阪府 キャベツ他あぶらなか科野菜など シロイチモジヨトウ

2018年 10月1日 大分県 いちご ハダニ類

2018年 9月28日 和歌山県 野菜、花き類 シロイチモジヨトウ

2018年 9月21日 沖縄県 水稲 スクミリンゴカイ

2018年 9月21日 和歌山県 かき 炭疽病

2018年 9月18日 熊本県 メロンすいか、きゅうり メロン退緑黄化病など

2018年 9月14日 神奈川県 野菜類、花き類 シロイチモジヨトウ

2018年 9月14日 愛知県 果樹（なし、ｋんきつ、かき） 果樹カメムシ類

2018年 9月14日 徳島県 野菜、花き類など ハスモンヨトウ

2018年 9月13日 香川県 野菜、花き類全般、だいず ハスモンヨトウ

2018年 9月12日 兵庫県 野菜、花き類 シロイチモジヨトウ

2018年 9月5日 鳥取県 果樹全般 果樹カメムシ類

2018年 9月4日 香川県 かき、キウイフルーツ、かんきつ等果樹カメムシ類

2018年 9月3日 静岡県 かんきつ、かき、なし等 果樹カメムシ類

2018年 9月3日 福井県 だいず、そば、野菜類、果樹類 ハスモンヨトウ

2018年 8月31日 徳島県 野菜類、花き類 シロイチモジヨトウ

2018年 8月31日 和歌山県 かき、かんきつ、ぶどうな等 果樹カメムシ類

2018年 8月31日 愛知県 キャベツ シロイチモジヨトウ

2018年 8月30日 大分県 白ねぎ シロイチモジヨトウ

2018年 8月30日 京都府 ねぎ、豆類、野菜類 シロイチモジヨトウ

2018年 8月29日 香川県 野菜類、花き類、だいず等 シロイチモジヨトウ

2018年 8月27日 奈良県 かき、なし、ぶどう、みかん 果樹カメムシ類

2018年 8月24日 佐賀県 果樹全般 果樹カメムシ類

2018年 8月24日 愛媛県 かんきつ、かき、なし等 果樹カメムシ類

2018年 8月24日 茨城県 さつまいも ナカジロシタバ

2018年 8月22日 福島県 野菜類、花き類 オオタバコガ

2018年 8月17日 徳島県 果樹全般 果樹カメムシ類

2018年 8月13日 山口県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 8月10日 長崎県 いちご ハダニ類

2018年 8月10日 長野県 かじゅ（りんご、なし、もも） ナミハダニ

2018年 8月9日 熊本県 トマト すすかび病

2018年 8月9日 熊本県 果樹類（かんきつ、なし、もも） 果樹カメムシ類

2018年 8月9日 熊本県 いちご ハダニ類

2018年 8月8日 埼玉県 野菜類、花き類 オオタバコガ

2018年 8月8日 埼玉県 ねぎ シロイチモジヨトウ

2018年 8月8日 岩手県 りんご 褐班病

2018年 8月7日 岐阜県 水稲 斑点米カメムシ類
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2018年 8月7日 岐阜県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 8月7日 島根県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 8月6日 徳島県 さつまいも シロイチモジヨトウ

2018年 8月3日 宮城県 りんご、なし ナミハダニ

2018年 8月3日 宮城県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 8月1日 京都府 ねぎ シロイチモジヨトウ

2018年 7月31日 茨城県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 7月31日 茨城県 なし ハダニ類

2018年 7月31日 沖縄県 さとうきび バツタ、イナゴ類

2018年 7月31日 京都府 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 7月26日 山形県 果樹類 ナミハダニ

2018年 7月25日 福岡県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 7月25日 岩手県 きゅうり 炭疽病

2018年 7月19日 沖縄県 さとうきび アオドウガネ

2018年 7月19日 滋賀県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 7月19日 福島県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 7月12日 山形県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 7月12日 石川県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 7月9日 秋田県 りんご 黒星病

2018年 7月6日 富山県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 7月5日 北海道 てんさい 褐斑病

2018年 7月5日 北海道 水稲 いもち病

2018年 7月5日 北海道 ばれいしょ 疫病

2018年 7月3日 徳島県 野菜類 オオタバコガ

2018年 6月29日 高知県 水稲 アザミウマ類

2018年 6月21日 和歌山県 かんきつ かいよう病

2018年 6月19日 長野県 りんご 黒星病（DMI剤耐性菌）

2018年 6月18日 宮崎県 水稲 斑点米カメムシ類

2018年 6月14日 岐阜県 もも せん孔細菌病

2018年 6月11日 北海道 小麦 なまぐさ黒穂病

2018年 6月1日 愛知県 かんきつ チャノキイロアザミウマ

2018年 6月1日 愛知県 ぶどう べと病

2018年 6月1日 徳島県 ねぎ ネギアザミウマ

2018年 5月31日 三重県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月31日 岐阜県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月30日 福島県 もも せん孔細菌病

2018年 5月28日 青森県 りんご 黒星病

2018年 5月25日 茨城県 水稲 イネ縞葉枯病

2018年 5月25日 山口県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月24日 香川県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月22日 滋賀県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月17日 福岡県 キウイフルーツ かいよう病Psa3系統

2018年 5月16日 岡山県 もも せん孔細菌病

2018年 5月14日 奈良県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月11日 新潟県 もも せん孔細菌病

2018年 5月11日 和歌山県 もも せん孔細菌病

2018年 5月7日 長野県 もも せん孔細菌病

2018年 5月7日 熊本県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月2日 高知県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月1日 和歌山県 果樹類 果樹カメムシ類

2018年 5月1日 香川県 もも せん孔細菌病

2018年 4月27日 愛媛県 果樹類 カメムシ類

2018年 4月27日 宮崎県 トマト 葉かび病

2018年 4月27日 長崎県 たまねぎ べと病
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2018年 4月26日 京都府 ねぎ、たまねぎ べと病

2018年 4月20日 福島県 もも せん孔細菌病

2018年 4月19日 岡山県 もも せん孔細菌病

2018年 4月16日 和歌山県 もも せん孔細菌病

2018年 4月16日 長崎県 いちご ハダニ類

2018年 4月11日 北海道 りんご ふらん病

2018年 4月11日 北海道 りんご 黒星病

2018年 4月10日 静岡県 果樹 果樹カメムシ類

2018年 4月4日 佐賀県 たまねぎ べと病

2018年 4月3日 愛知県 果樹 果樹カメムシ類

2018年 3月23日 沖縄県 さとうきび タイワンツチイナゴ

2018年 3月20日 茨城県 いね イネ縞葉枯病

2018年 3月14日 福島県 いちご ハダニ類

2018年 3月1日 佐賀県 たまねぎ べと病

2018年 2月26日 山口県 いちご ハダニ類

2018年 2月5日 長崎県 いちご ハダニ類

2018年 2月5日 大分県 いちご ハダニ類

2018年 2月2日 宮崎県 冬春トマト 灰色かび病

2018年 2月1日 沖縄県 さとうきび カンシャシンクイハマキ

2018年 1月30日 佐賀県 いちご ハダニ類

2018年 1月11日 愛媛県 いちご ハダニ類
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2017年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2017年 沖縄県 12月28日 さとうきび メイチュウ類（カンシャシンクイハマキ）

2017年 宮剤県 12月25日 いちご ハダニ類

2017年 長崎県 12月18日 いちご ハダニ類

2017年 山口県 11月30日 いちご ハダニ類

2017年 香川県 11月2日 レタス 班点細菌病

2017年 愛知県 10月31日 キャベツ 黒腐病

2017年 愛知県 10月31日 キャベツ 菌核病
2017年 神奈川県 10月31日 だいこん 黒斑細菌病
2017年 愛知県 10月17日 果樹（かき、かんきつ） 果樹カメムシ類
2017年 静岡県 10月3日 果樹（かき、かんきつ等） 果樹カメムシ類
2017年 高知県 10月2日 果樹（なし、かき、かんきつ） 果樹カメムシ類
2017年 宮崎県 9月29日 果樹（なし、かき、かんきつ） 果樹カメムシ類
2017年 大阪府 9月29日 キャベツ、はぼたん シロイチモジヨトウ
2017年 宮崎県 9月25日 茶 カンザワハダニ
2017年 和歌山県 9月25日 なし、かんきつ 果樹カメムシ類
2017年 和歌山県 9月22日 えんどう、キャベツ、はくさい等 シロイチモジヨトウ
2017年 京都府 9月21日 ねぎ シロイチモジヨトウ
2017年 長崎県 9月20日 水稲 トビイロウンカ
2017年 鹿児島県 9月19日 かんきつ、なし、かき 果樹カメムシ類
2017年 滋賀県 9月19日 野菜類、花き類 オオタバコガ
2017年 愛知県 9月15日 水稲 トビイロウンカ
2017年 熊本県 9月14日 かんきつ類、なし、かき 果樹カメムシ類
2017年 岐阜県 9月14日 トマト(夏秋型栽培） 灰色かび病
2017年 長崎県 9月13日 果樹共通 カメムシ類
2017年 長崎県 9月13日 アスパラガス 班点性病害（褐斑病、斑点病）
2017年 長崎県 9月13日 いちご ハダニ類
2017年 沖縄県 9月11日 ナス科植物 ナスミバエ
2017年 長崎県 9月11日 普通期水稲 トビイロウンカ
2017年 鹿児島県 9月11日 普通期水稲 トビイロウンカ
2017年 福岡県 9月7日 水稲 トビイロウンカ
2017年 徳島県 9月6日 秋冬作ねぎ ネギアザミウマ
2017年 島根県 9月4日 果樹 果樹カメムシ類
2017年 愛媛県 9月4日 果樹（なし、、かんきつ類等） 果樹カメムシ類
2017年 愛知県 9月1日 キャベツ シロイチモジヨトウ
2017年 京都府 9月1日 果樹（なし、かき、かんきつ類等） 果樹カメムシ類
2017年 大分県 8月31日 白ねぎ シロイチモジヨトウ
2017年 佐賀県 8月30日 水稲 トビイロウンカ
2017年 高知県 8月29日 普通期水稲 斑点米カメムシ類
2017年 香川県 8月28日 果樹（かき、、かんきつ類等） 果樹カメムシ類
2017年 山口県 8月24日 果樹全般 果樹カメムシ類
2017年 岩手県 8月24日 りんご 褐斑病
2017年 宮崎県 8月21日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 佐賀県 8月18日 果樹全般 果樹カメムシ類
2017年 徳島県 8月18日 果樹全般 果樹カメムシ類
2017年 愛知県 8月17日 だいず オオタバコガ
2017年 兵庫県 8月15日 あぶらな科野菜 ハイマダラノメイガ
2017年 高知県 8月10日 水稲 ごま葉枯病
2017年 福岡県 8月9日 水稲 トビイロウンカ
2017年 岐阜県 8月9日 果樹 果樹カメムシ類
2017年 岩手県 8月7日 きゅうり 炭疽病
2017年 山形県 8月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 滋賀県 8月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 徳島県 8月2日 野菜類・花き類 シロイチモジヨトウ
2017年 香川県 8月1日 ねぎ、アスパラガス、きく、カーネーシロイチモジヨトウ
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2017年 広島県 8月1日 水稲 紋枯病
2017年 茨城県 8月1日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 愛知県 8月1日 かんきつ類 チャノキイロアザミウマ
2017年 神奈川県 7月31日 茶、果樹全般 ハマキムシ類
2017年 秋田県 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 佐賀県 7月28日 いちご たんそ病
2017年 京都府 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 岐阜県 7月27日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 北海道 7月27日 あぶらな科野菜 コナガ
2017年 岩手県 7月25日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 山形県 7月20日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 山口県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 愛知県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 岩手県 7月14日 キャベツ コナガ
2017年 石川県 7月13日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 鳥取県 7月13日 果樹 カメムシ類
2017年 岐阜県 7月13日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 新潟県 7月13日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 北海道 7月7日 てんさい 褐斑病
2017年 徳島県 7月6日 野菜類 オオタバコガ
2017年 福井県 7月4日 なし 黒星病
2017年 宮崎県 7月3日 早期水稲 斑点米カメムシ類
2017年 徳島県 6月30日 さつまいも ハダニ類
2017年 神奈川県 6月30日 かんきつ類 そうか病
2017年 福島県 6月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 宮崎県 6月26日 かんきつ ミカンハダニ
2017年 宮城県 6月22日 なし 黒星病
2017年 富山県 6月22日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 長崎県 6月15日 いちご ハダニ類
2017年 石川県 6月15日 水稲 斑点米カメムシ類
2017年 茨城県 6月12日 水稲 イネ縞葉枯病
2017年 北海道 6月12日 りんご 黒星病
2017年 北海道 6月7日 小麦 なまぐさ黒穂病
2017年 香川県 6月6日 いちご うどんこ病
2017年 愛知県 6月2日 なし 黒星病
2017年 栃木県 5月31日 水稲 イネ縞葉枯病
2017年 福岡県 5月29日 いちご ハダニ類
2017年 秋田県 5月26日 なし 黒星病
2017年 長崎県 5月16日 なし 黒星病
2017年 千葉県 5月12日 水稲 スクミリンゴガイ
2017年 香川県 5月2日 野菜・花き類全般 アブラムシ類
2017年 徳島県 5月1日 ねぎ ネギアザミウマ
2017年 宮崎県 4月28日 冬春トマト 葉かび病
2017年 秋田県 4月19日 なし 黒星病
2017年 長崎県 4月18日 いちご ハダニ類
2017年 群馬県 4月17日 水稲 イネ縞葉枯病
2017年 沖縄県 4月14日 さとうきび カンシャワタアブラムシ
2017年 愛媛県 4月13日 麦類 赤かび病
2017年 大分県 4月10日 麦類 赤かび病
2017年 沖縄県 3月24日 さとうきび タイワンツチイナゴ
2017年 沖縄県 3月24日 さとうきび カンシャワタアブラムシ
2017年 沖縄県 3月24日 さとうきび メイチュウ類
2017年 沖縄県 3月24日 さとうきび 黒穂病
2017年 愛知県 3月17日 いね イネ縞葉枯病
2017年 兵庫県 3月15日 たまねぎ べと病
2017年 佐賀県 3月7日 たまねぎ べと病
2017年 愛知県 3月3日 たまねぎ べと病
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2017年 山口県 2月28日 たまねぎ べと病
2017年 神奈川県 2月28日 いちご ハダニ類
2017年 佐賀県 2月24日 いちご ハダニ類
2017年 長崎県 2月14日 たまねぎ べと病
2017年 沖縄県 2月14日 かぼちゃ ハモグリバエ
2017年 兵庫県 1月8日 たまねぎ べと病
2017年 長崎県 2月1日 いちご ハダニ類
2017年 佐賀県 1月31日 たまねぎ べと病
2017年 宮崎県 1月30日 ピーマン 斑点病
2017年 宮崎県 1月30日 トマト 葉かび病、すすかび病
2017年 沖縄県 1月27日 さとうきび メイチュウ類
2017年 香川県 1月27日 たまねぎ べと病
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2016年
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2016年 長崎県 12月26日 いちご 灰色かび病
2016年 愛知県 11月1日 はくさい アブラムシ類
2016年 愛知県 11月1日 キャベツ 黒腐病
2016年 和歌山県 10月24日 さやえんどう、実えんどう ウラナミシジミ
2016年 徳島県 10月12日 果樹全般 果樹カメムシ類
2016年 佐賀県 10月5日 普通期水稲 トビイロウンカ
2016年 熊本県 10月5日 トマト 黄化葉巻病
2016年 岐阜県 10月3日 トマト（夏秋栽培） 灰色かび病
2016年 長崎県 10月3日 果樹共通 カメムシ類
2016年 香川県 9月28日 かき 炭疽病
2016年 佐賀県 9月28日 ダイズ、野菜類および花き類、果樹ハスモンヨトウ
2016年 京都府 9月16日 ねぎ シロイチモジヨトウ
2016年 岐阜県 9月15日 ダイズ、野菜類および花き類 ハスモンヨトウ
2016年 愛媛県 9月15日 ダイズ、さといも、いちごなどの野菜ハスモンヨトウ
2016年 佐賀県 9月 8日 果樹 カメムシ類
2016年 鹿児島県 9月8日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2016年 岡山県 9月7日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 香川県 9月6日 ネギ、アスパラガス等 シロイチモジヨトウ
2016年 香川県 9月6日 大豆、野菜及び花き類 タバコガ類
2016年 香川県 9月6日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 徳島県 9月2日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 長崎県 9月2日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 長崎県 9月1日 いちご ハダニ類
2016年 長崎県 9月1日 いちご（育苗床） 炭疽病
2016年 山口県 9月1日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 和歌山県 8月31日 もも せん孔細菌病
2016年 三重県 8月31日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 滋賀県 8月30日 大豆、野菜及び花き類 ハスモンヨトウ
2016年 広島県 8月25日 野菜類、花き類、大豆など ハスモンヨトウ
2016年 秋田県 8月22日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 秋田県 8月8日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 熊本県 8月8日 いちご ハダニ類
2016年 長野県 8月5日 いね いもち病（穂いもち）
2016年 広島県 8月5日 水稲 セジロウンカ
2016年 山形県 8月3日 いね 斑点米カメムシ類
2016年 宮崎県 8月3日 水稲（普通期） いもち病（葉いもち、穂いもち）
2016年 大分県 8月1日 夏秋トマト オンシツコナジラミ
2016年 大分県 8月1日 夏秋トマト すすかび病
2016年 徳島県 8月1日 水稲（普通期） いもち病（穂いもち）
2016年 滋賀県 7月28日 水稲 いもち病（穂いもち）
2016年 埼玉県 7月27日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2016年 福島県 7月22日 水稲 いもち病（穂いもち）
2016年 三重県 7月21日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 三重県 7月21日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2016年 岐阜県 7月21日 かき カキノヘタムシガ
2016年 長野県 7月19日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 愛知県 7月15日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 山口県 7月15日 水稲 いもち病（葉いもち）
2016年 石川県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 岐阜県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 滋賀県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 北海道 7月14日 小麦 なまぐさ黒穂病
2016年 香川県 7月12日 かき 炭疽病
2016年 大阪府 7月7日 もも さん孔細菌病
2016年 北海道 7月7日 あずき マメアブラムシ
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2016年 千葉県 7月1日 水稲 斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ）
2016年 沖縄県 7月1日 さとうきび 黒穂病
2016年 沖縄県 7月1日 さとうきび タイワンツチイナゴ
2016年 香川県 7月1日 きゅうり 炭疽病、べと病
2016年 愛媛県 7月1日 水稲 いもち病（葉いもち）
2016年 神奈川県 6月30日 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2016年 高知県 6月30日 水稲（早期、普通期） いもち病（葉いもち、穂いもち）
2016年 福島県 6月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 新潟県 6月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 福井県 6月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 宮崎県 6月24日 かんきつ 黒点病
2016年 大分県 6月22日 水稲 葉いもち病
2016年 香川県 6月20日 ぶどう べと病
2016年 富山県 6月21日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 北海道 6月20日 ばれいしょ 疫病
2016年 石川県 6月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2016年 鹿児島県 6月10日 さとうきび イネヨトウ
2016年 茨城県 6月9日 水稲 イネ縞葉枯れ病（ヒメトビウンカ）
2016年 岡山県 6月8日 もも せん孔細菌病
2016年 宮城県 6月3日 なし 黒星病
2016年 栃木県 6月1日 水稲 イネ縞葉枯れ病
2016年 沖縄県 5月31日 かんきつ かいよう病
2016年 愛知県 5月31日 きく 白さび病
2016年 愛知県 5月31日 もも せん孔細菌病
2016年 愛知県 5月31日 果樹 カメムシ類
2016年 香川県 5月31日 いちご うどんこ病
2016年 香川県 5月31日 ねぎ べと病
2016年 福島県 5月27日 なし 黒星病
2016年 長野県 5月27日 小麦 黄さび病
2016年 滋賀県 5月17日 果樹 カメムシ類
2016年 滋賀県 5月12日 麦類 赤さび病
2016年 長野県 5月12日 もも せん孔細菌病
2016年 香川県 4月28日 たまねぎ べと病
2016年 山口県 4月21日 たまねぎ べと病
2016年 京都府 4月20日 ねぎ、キャベツ ネギアザミウマ、ネギえそ条斑病
2016年 福島県 4月20日 もも せん孔細菌病
2016年 長崎県 4月18日 ばれいしょ 疫病
2016年 沖縄県 4月14日 さとうぎび タイワンツチイナゴ
2016年 愛知県 4月14日 なし 黒星病
2016年 群馬県 4月11日 作物全般 アブラムシ類
2016年 群馬県 4月11日 水稲 イネ縞葉枯れ病
2016年 大阪府 4月6日 たまねぎ べと病
2016年 愛知県 4月1日 麦類 赤さび病
2016年 島根県 3月30日 たまねぎ べと病
2016年 愛知県 3月30日 小麦 赤さび病
2016年 香川県 3月29日 ブロッコリー べと病
2016年 香川県 3月29日 レタス、非結球レタス べと病
2016年 埼玉県 3月28日 水稲 イネ縞葉枯れ病
2016年 沖縄県 3月25日 さとうきび メイチュウ類
2016年 沖縄県 3月25日 さとうきび アオドウガネ
2016年 鳥取県 3月23日 ねぎ べと病
2016年 茨城県 3月22日 水稲 イネ縞葉枯れ病
2016年 兵庫県 3月16日 たまねぎ べと病
2016年 神奈川県 3月15日 水稲 イネ縞葉枯れ病
2016年 長崎県 3月15日 いちご ハダニ類
2016年 長崎県 3月10日 たまねぎ べと病
2016年 佐賀県 3月10日 たまねぎ べと病
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2016年 和歌山県 3月9日 たまねぎ 白色疫病
2016年 愛知県 3月1日 たまねぎ べと病
2016年 奈良県 3月1日 いちご ハダニ類
2016年 山口県 2月29日 いちご ハダニ類
2016年 山口県 2月29日 たまねぎ べと病、白色疫病
2016年 香川県 2月29日 たまねぎ 白色疫病
2016年 香川県 2月29日 たまねぎ べと病
2016年 佐賀県 2月4日 たまねぎ べと病
2016年 沖縄県 1月29日 にがうり 斑点病
2016年 沖縄県 1月29日 きゅうり、にがうり等 ミナミキロアザミウマ
2016年 栃木県 1月28日 トマト 灰色かび病
2016年 佐賀県 1月28日 いちご ハダニ類

2016年 岐阜県 1月14日 いちご ハダニ類

2016年 福岡県 1月14日 いちご ハダニ類
2016年 愛知県 1月5日 いちご（施設栽培） 灰色かび病
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2015年
年度 都道府県 月　日 作物名 病害虫名

2015年 静岡県 12月24日 レタス 斑点細菌病、腐敗病
2015年 佐賀県 12月22日 トマト 疫病
2015年 長崎県 12月17日 いちご 灰色かび病
2015年 熊本県 12月2日 いちご ハダニ類
2015年 愛知県 12月1日 きゅうり べと病
2015年 宮崎県 12月1日 いちご ハダニ類
2015年 大分県 11月25日 白ねぎ べと病
2015年 熊本県 11月9日 いちご うどんこ病
2015年 沖縄県 10月30日 小菊 アザミウマ類
2015年 長崎県 10月14日 いちご ハダニ類
2015年 愛知県 10月2日 いちご ハダニ類
2015年 愛知県 10月2日 キャベツ 黒腐病
2015年 香川県 9月25日 かき 炭疽病
2015年 愛知県 9月15日 キャベツ コナガ
2015年 岐阜県 9月9日 トマト 灰色かび病
2015年 神奈川県 9月8日 いちご うどんこ病
2015年 和歌山県 9月8日 もも せん孔細菌病
2015年 大分県 9月4日 水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 佐賀県 9月4日 水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 熊本県 9月3日 水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 福岡県 9月2日 水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 岩手県 8月31日 きゅうり べと病
2015年 秋田県 8月27日 ねぎ ネギアザミウマ
2015年 愛媛県 8月20日 水稲 いもち病（葉いもち）
2015年 長崎県 8月18日 いちご ハダニ類
2015年 茨城県 8月11日 水稲 クモヘリカメムシ
2015年 福岡県 8月10日 水稲 いもち病（葉いもち）
2015年 秋田県 8月7日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 北海道 8月5日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2015年 熊本県 8月5日 トマト 葉かび病
2015年 熊本県 8月5日 果樹類 果樹カメムシ類
2015年 三重県 8月3日 果樹全般 果樹カメムシ類
2015年 宮崎県 8月3日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2015年 鳥取県 8月3日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 岩手県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 岩手県 7月30日 水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 岩手県 7月30日 りんどう ハダニ類
2015年 熊本県 7月30日 早植え水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 岐阜県 7月29日 果樹類 果樹カメムシ類
2015年 宮城県 7月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 広島県 7月29日 水稲 いもち病（穂いもち）
2015年 山口県 7月27日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2015年 福岡県 7月24日 水稲 いもち病（葉いもち）
2015年 山形県 7月23日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 佐賀県 7月23日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2015年 岐阜県 7月23日 かき カキノヘタクシガ
2015年 岐阜県 7月22日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 島根県 7月17日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 大阪府 7月15日 ぶどう べと病
2015年 北海道 7月13日 ばれいしょ 疫病
2015年 埼玉県 7月9日 稲 穂いもち病、斑点米カメムシ類
2015年 山形県 7月9日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 佐賀県 7月9日 なし 黒星病
2015年 佐賀県 7月9日 ぶどう 黒とう病
2015年 石川県 7月8日 ぶどう べと病
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2015年 大分県 7月8日 普通期水稲 いもち病（葉いもち）
2015年 愛知県 7月3日 なし 黒星病
2015年 宮城県 7月3日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 高知県 7月1日 水稲 いもち病
2015年 新潟県 7月1日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 福井県 6月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 香川県 6月30日 いちご うどんこ病
2015年 福島県 6月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 岩手県 6月30日 ねぎ ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ
2015年 奈良県 6月29日 かんきつ類 ミカンハダニ
2015年 富山県 6月24日 水稲 斑点米カメムシ類
2015年 大分県 6月23日 早期水稲 いもち病（葉いもち）
2015年 宮城県 6月23日 なし 黒星病
2015年 京都府 6月23日 水稲（早生） 斑点米カメムシ類
2015年 宮崎県 6月18日 早期水稲 いもち病
2015年 熊本県 6月11日 いちご ハダニ類
2015年 岩手県 6月8日 りんご ハダニ類
2015年 高知県 6月5日 果樹全般 果樹カメムシ類
2015年 栃木県 6月3日 水稲 縞葉枯病
2015年 宮崎県 5月28日 茶 炭疽病
2015年 茨城県 5月28日 なし 黒星病
2015年 福島県 5月26日 もも せん孔細菌病
2015年 京都府 5月25日 ねぎ ネギアザミウマ、えそ条斑病
2015年 三重県 5月25日 なし、かき 果樹カメムシ類
2015年 秋田県 5月21日 水稲 イネヒメハモグリバエ
2015年 徳島県 5月13日 果樹全般 果樹カメムシ類
2015年 福島県 5月8日 なし 黒星病
2015年 長野県 5月1日 果樹、樹木等 マイマイガ
2015年 沖縄県 4月30日 さとうきび メイチュウ類
2015年 静岡県 4月30日 ばれいしょ 疫病
2015年 静岡県 4月30日 麦類 赤かび病
2015年 愛媛県 4月27日 果樹 果樹カメムシ類
2015年 福島県 4月24日 もも せん孔細菌病
2015年 三重県 4月23日 小麦 赤かび病
2015年 岐阜県 4月16日 施設野菜 灰色かび病
2015年 兵庫県 4月15日 キヤベツ 菌核病
2015年 山口県 4月14日 たまねぎ べと病
2015年 愛媛県 4月13日 麦類 赤かび病
2015年 兵庫県 4月13日 たまねぎ 細菌性病害（腐敗病）
2015年 群馬県 4月13日 水稲 縞葉枯病
2015年 島根県 4月2日 たまねぎ べと病
2015年 佐賀県 4月2日 たまねぎ べと病
2015年 埼玉県 3月30日 水稲 縞葉枯病
2015年 長崎県 3月30日 たまねぎ べと病
2015年 茨城県 3月25日 水稲 縞葉枯病
2015年 香川県 3月25日 レタス べと病
2015年 徳島県 3月23日 冬春ほうれんそう べと病
2015年 大分県 3月19日 白ねぎ べと病
2015年 神奈川県 3月13日 水稲 縞葉枯病
2015年 佐賀県 3月9日 いちご ハダニ類
2015年 佐賀県 2月26日 たまねぎ べと病

2015年 佐賀県 2月26日 いちご うどんこ病

2015年 香川県 2月24日 にんにく 春腐病

2015年 長崎県 2月2日 いちご ハダニ類
2015年 岐阜県 1月28日 いちご ハダニ類
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2014年
年度 都道府県 月　日 作物名 病害虫名

2014年 宮崎県 12月24日 いちご ハダニ類
2014年 宮崎県 12月24日 いちご うどんこ病
2014年 長崎県 12月16日 いちご ハダニ類
2014年 長崎県 12月16日 いちご 灰色かび病
2014年 熊本県 12月3日 いちご ハダニ類
2014年 熊本県 12月3日 いちご うどんこ病
2014年 愛知県 12月1日 いちご ハダニ類
2014年 山口県 11月4日 いちご うどんこ病
2014年 佐賀県 10月29日 いちご うどんこ病
2014年 長崎県 10月15日 いちご ハダニ類
2014年 岩手県 10月3日 アブラナ科作物 コナガ
2014年 静岡県 10月3日 かんきつ、かき等 果樹カメムシ類
2014年 佐賀県 9月22日 普通期水稲 トビイロウンカ
2014年 大分県 9月19日 水稲 トビイロウンカ
2014年 佐賀県 9月18日 果樹全般 果樹カメムシ類
2014年 三重県 9月17日 かんきつ、かき等 果樹カメムシ類
2014年 三重県 9月17日 だいず 吸実性カメムシ類
2014年 宮崎県 9月17日 水稲 トビイロウンカ
2014年 長崎県 9月16日 水稲 トビイロウンカ
2014年 愛媛県 9月11日 水稲 トビイロウンカ
2014年 鹿児島県 9月10日 かんきつ、かき、なし 果樹カメムシ類
2014年 和歌山県 9月9日 かんきつ 果樹カメムシ類
2014年 福岡県 9月9日 水稲 トビイロウンカ
2014年 岡山県 9月5日 水稲 紋枯病
2014年 愛媛県 9月5日 かんきつ、かき等 果樹カメムシ類
2014年 熊本県 9月4日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 熊本県 9月4日 トマト 灰色かび病
2014年 佐賀県 9月4日 いちご うどんこ病
2014年 茨城県 9月1日 大豆、野菜類、花き類 オオタバコガ
2014年 京都府 9月1日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 長崎県 9月1日 果樹共通 果樹カメムシ類
2014年 福島県 8月29日 もも せん孔細菌病
2014年 兵庫県 8月29日 水稲 トビイロウンカ
2014年 香川県 8月29日 きゅうり 炭疽病
2014年 岩手県 8月28日 きゅうり 炭疽病、べと病
2014年 岐阜県 8月26日 トマト 灰色かび病
2014年 京都府 8月26日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 奈良県 8月25日 なし、かき、ぶどう、みかん 果樹カメムシ類
2014年 愛媛県 8月22日 水稲 いもち病
2014年 岡山県 8月22日 水稲 トビイロウンカ
2014年 秋田県 8月22日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 神奈川県 8月22日 果樹全般 果樹カメムシ類
2014年 滋賀県 8月20日 水稲 いもち病
2014年 香川県 8月20日 かき 炭疽病
2014年 和歌山県 8月19日 かき、キウイフルーツ、ぶどう 果樹カメムシ類
2014年 長崎県 8月19日 いちご（育苗床） 炭疽病
2014年 愛知県 8月18日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 長崎県 8月18日 水稲 穂いもち病
2014年 香川県 8月15日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 宮崎県 8月15日 水稲 トビイロウンカ
2014年 熊本県 8月11日 水稲 トビイロウンカ
2014年 熊本県 8月11日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 山口県 8月8日 水稲 トビイロウンカ
2014年 山口県 8月8日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 徳島県 8月8日 野菜類、花き類 オオタバコガ
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2014年 福岡県 8月8日 水稲 いもち病
2014年 大分県 8月7日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 大分県 8月7日 果樹全般 果樹カメムシ類
2014年 宮城県 8月6日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 佐賀県 8月6日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2014年 北海道 8月4日 各種作物 ヨトウムシ
2014年 北海道 8月1日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2014年 岩手県 7月31日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 福島県 7月31日 なし 果樹カメムシ類
2014年 大阪府 7月31日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2014年 鳥取県 7月31日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 佐賀県 7月31日 いちご うどんこ病
2014年 長野県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 岡山県 7月30日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2014年 茨城県 7月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 秋田県 7月28日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 秋田県 7月28日 水稲 紋枯病
2014年 青森県 7月25日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 広島県 7月25日 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）
2014年 長野県 7月25日 水稲 いもち病
2014年 京都府 7月25日 果樹全般 果樹カメムシ類
2014年 山形県 7月24日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 滋賀県 7月24日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 島根県 7月24日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 島根県 7月24日 果樹類 果樹カメムシ類
2014年 青森県 7月23日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 岐阜県 7月23日 果樹類 果樹カメムシ類
2014年 北海道 7月18日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2014年 宮城県 7月18日 なし 黒星病
2014年 岐阜県 7月17日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 富山県 7月17日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 新潟県 7月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 愛知県 7月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 愛知県 7月16日 きく、だいず オオタバコガ
2014年 長崎県 7月15日 いちご（育苗床） 炭疽病
2014年 鳥取県 7月15日 水稲 いもち病（穂いもち）
2014年 岩手県 7月14日 水稲 カメムシ類
2014年 秋田県 7月10日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 千葉県 7月9日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 鳥取県 7月9日 果樹 カメムシ類
2014年 石川県 7月9日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 滋賀県 7月8日 果樹 カメムシ類
2014年 三重県 7月7日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 北海道 7月4日 たまねぎ ネギアザミウマ
2014年 京都府 7月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 北海道 7月3日 水稲、小麦、とうもろこし等 アワヨトウ
2014年 静岡県 7月3日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 山形県 7月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 福井県 7月1日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 岩手県 6月30日 りんご ハダニ類（ナミハダニ）
2014年 福島県 6月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 埼玉県 6月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 香川県 6月30日 いちご うどんこ病
2014年 北海道 6月27日 てんさい等各種作物 ヨトウガ
2014年 富山県 6月26日 水稲 斑点米カメムシ類
2014年 広島県 6月13日 果樹全般 カメムシ類
2014年 鳥取県 6月13日 ねぎ べと病
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2014年 群馬県 6月12日 果樹類 チャバネアオカメムシ
2014年 埼玉県 6月10日 なし カメムシ類
2014年 山口県 6月10日 果樹類 果樹カメムシ類
2014年 福島県 6月9日 もも せん孔細菌病
2014年 京都府 6月6日 果樹全般 果樹のカメムシ類
2014年 岩手県 6月6日 ねぎ ネギアザミウマ
2014年 栃木県 6月6日 果樹類 果樹カメムシ類
2014年 滋賀県 6月5日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 香川県 6月3日 果樹全般 果樹カメムシ類
2014年 東京都 6月2日 なし、ぶどう等 果樹カメムシ類
2014年 千葉県 5月30日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 神奈川県 5月30日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 神奈川県 5月30日 なす、トマト、ピーマン オオタバコガ
2014年 大阪府 5月30日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 栃木県 5月29日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2014年 福岡県 5月29日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 茨城県 5月28日 果樹 チャバネアオカメムシ
2014年 高知県 5月26日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 埼玉県 5月23日 稲 縞葉枯病
2014年 岐阜県 5月22日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 秋田県 5月21日 水稲 イネヒメハモグリバエ
2014年 三重県 5月21日 なし、かき等 果樹カメムシ類
2014年 徳島県 5月19日 果樹全般 果樹カメムシ類
2014年 岐阜県 5月16日 果樹全般 マイマイガ
2014年 北海道 5月14日 小麦 赤かび病
2014年 福井県 5月14日 野菜、花き ネキリムシ類
2014年 奈良県 5月14日 果樹作物 果樹カメムシ類
2014年 長野県 5月13日 果樹、野菜、樹木 マイマイガ
2014年 福島県 5月9日 もも せん孔細菌病
2014年 岡山県 4月24日 もも、なし等 果樹カメムシ類
2014年 群馬県 4月23日 作物全般 アブラムシ類
2014年 大分県 4月18日 小麦 赤かび病
2014年 和歌山県 4月14日 すもも、もも、うめ等 果樹カメムシ類
2014年 静岡県 4月9日 落葉果樹 果樹カメムシ類
2014年 愛媛県 4月8日 小麦 赤かび病
2014年 愛知県 4月4日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 佐賀県 4月4日 たまねぎ べと病
2014年 埼玉県 4月1日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2014年 埼玉県 3月26日 つばき、さざんか、さかき チャトゲコナジラミ
2014年 群馬県 3月25日 水稲 縞葉枯病
2014年 長崎県 3月18日 たまねぎ べと病
2014年 愛媛県 3月17日 果樹 果樹カメムシ類
2014年 茨城県 3月14日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2014年 神奈川県 2月27日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2014年 茨城県 2月25日 いちご ハダニ類
2014年 宮城県 2月18日 いちご ナミハダニ
2014年 三重県 2月17日 いちご ハダニ類
2014年 愛知県 2月4日 きゅうり ミナミキイロアザミウマ

2014年 徳島県 2月3日 いちご ハダニ類

2014年 宮崎県 2月3日 いちご ハダニ類
2014年 福岡県 1月28日 果樹全般 チャバネアオカメムシ
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2013年
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2013年 熊本県 11月8日 トマト、うり科野菜 タバココナジラミ
2013年 徳島県 11月5日 冬春なす ミナミキイロアザミウマ
2013年 愛知県 10月31日 なす ミナミキイロアザミウマ
2013年 和歌山県 10月29日 実えんどう、さやえんどう ウラナミシジミ、オオタバコガ
2013年 三重県 10月18日 野菜類 ハスモンヨトウ
2013年 和歌山県 10月18日 かんきつ、かき等 果樹カメムシ類
2013年 岐阜県 10月15日 トマト タバココナジラミ
2013年 徳島県 10月15日 果樹全般 果樹カメムシ類
2013年 愛媛県 10月9日 かんきつ、かき等 果樹カメムシ類
2013年 香川県 10月2日 だいず、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2013年 愛知県 10月1日 いちご ハダニ類
2013年 福岡県 9月30日 果樹全般 チャバネアオカメムシ
2013年 滋賀県 9月26日 野菜類、露地きく ハスモンヨトウ
2013年 和歌山県 9月24日 かんきつ 果樹カメムシ類
2013年 三重県 9月19日 果樹全般 果樹カメムシ類
2013年 岐阜県 9月12日 大豆、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2013年 香川県 9月12日 水稲 トビイロウンカ
2013年 和歌山県 9月10日 水稲 トビイロウンカ
2013年 熊本県 9月10日 水稲 トビイロウンカ
2013年 岐阜県 9月9日 トマト 灰色かび病
2013年 徳島県 9月9日 大豆、野菜類、花き類 ヨトウムシ類、オオタバコガ
2013年 岐阜県 9月5日 果樹全般 果樹カメムシ類
2013年 岩手県 9月3日 きゅうり べと病,たんそ病
2013年 山口県 9月3日 水稲 トビイロウンカ
2013年 山口県 9月3日 大豆、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2013年 埼玉県 9月2日 水稲 ヒメトビウンカ（縞葉枯病）
2013年 奈良県 9月2日 水稲 トビイロウンカ
2013年 徳島県 9月2日 水稲 トビイロウンカ
2013年 三重県 8月29日 いちご（育苗圃） ハダニ類
2013年 鹿児島県 8月29日 水稲 トビイロウンカ
2013年 福島県 8月28日 水稲 トビイロウンカ
2013年 大分県 8月23日 水稲 トビイロウンカ
2013年 北海道 8月23日 てんさい 褐斑病
2013年 群馬県 8月22日 野菜類、花き類 オオタバコガ
2013年 佐賀県 8月21日 水稲 トビイロウンカ
2013年 長崎県 8月19日 水稲 トビイロウンカ
2013年 愛知県 8月16日 大豆、キャベツ、きく オオタバコガ
2013年 山口県 8月12日 水稲 トビイロウンカ
2013年 千葉県 8月9日 水稲 トビイロウンカ
2013年 広島県 8月9日 水稲 トビイロウンカ
2013年 京都府 8月8日 水稲 いもち病
2013年 鹿児島県 8月8日 水稲 トビイロウンカ
2013年 長野県 8月7日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 熊本県 8月6日 水稲 トビイロウンカ
2013年 山梨県 8月6日 樹木類 アメリカシロヒトリ
2013年 北海道 8月2日 水稲 アカヘゲホソミドリカスミカメ
2013年 静岡県 8月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 宮崎県 8月2日 水稲 トビイロウンカ
2013年 秋田県 8月1日 水稲 紋枯病
2013年 福島県 8月1日 水稲 トビイロウンカ
2013年 宮城県 7月31日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 山形県 7月31日 水稲 穂いもち病
2013年 福島県 7月31日 水稲 いもち病（穂いもち）
2013年 青森県 7月30日 水稲 いもち病
2013年 茨城県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
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2013年 長野県 7月30日 水稲 いもち病
2013年 鳥取県 7月30日 水稲 いもち病
2013年 鳥取県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 宮城県 7月29日 水稲 穂いもち病
2013年 兵庫県 7月29日 水稲 いもち病
2013年 岩手県 7月26日 水稲 いもち病
2013年 山形県 7月25日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 宮崎県 7月25日 水稲 いもち病
2013年 栃木県 7月19日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 埼玉県 7月19日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 岡山県 7月19日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 岐阜県 7月18日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 三重県 7月17日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 新潟県 7月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 山口県 7月16日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 石川県 7月12日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 北海道 7月12日 水稲 葉いもち病
2013年 秋田県 7月11日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 千葉県 7月10日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 福井県 7月10日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 京都府 7月5日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 宮城県 7月5日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 富山県 7月5日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 山形県 7月4日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 静岡県 7月3日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 愛知県 7月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 新潟県 7月1日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 徳島県 7月1日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 徳島県 7月1日 さつもいも ハダニ類
2013年 岩手県 6月28日 野菜類、花き類 タバコガ類
2013年 福島県 6月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2013年 兵庫県 6月26日 稲 縞葉枯病
2013年 島根県 6月24日 なし（二十世紀） 黒斑病
2013年 栃木県 6月17日 水稲 縞葉枯病
2013年 香川県 6月5日 いちご うどんこ病
2013年 香川県 6月5日 野菜類、花き類 ネギアザミウマ
2013年 福島県 5月31日 なし 黒星病
2013年 埼玉県 5月31日 稲 ヒメトビウンカ（縞葉枯病）
2013年 北海道 5月31日 野菜 ネギアザミウマ（合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ抵抗性）
2013年 福岡県 5月31日 茶 カンザワハダニ
2013年 和歌山県 5月30日 もも せん孔細菌病
2013年 秋田県 5月24日 水稲 イネミグワバエ（イネヒメハモグリバエ）
2013年 三重県 5月20日 茶 チャノコカクモンハマキ
2013年 京都府 5月15日 豆・野菜全般 アブラムシ類とウイルス病
2013年 福島県 5月10日 もも せん孔細菌病
2013年 群馬県 5月9日 作物全般 アブラムシ類
2013年 島根県 5月2日 たまねぎ べと病
2013年 愛知県 4月16日 なし 黒星病
2013年 宮崎県 4月15日 茶 炭疽病
2013年 長野県 4月12日 なし 黒星病
2013年 佐賀県 4月10日 たまねぎ べと病
2013年 神奈川県 3月29日 水稲 ヒメトビウンカ（縞葉枯病）
2013年 宮城県 3月18日 いちご ハダニ類
2013年 静岡県 3月4日 中晩柑類 かいよう病
2013年 長崎県 3月4日 いちご ハダニ類
2013年 香川県 2月27日 にんにく 春腐病
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2013年 三重県 2月14日 いちご（施設） ハダニ類

2013年 岩手県 2月12日 稲 細菌病類
2013年 愛知県 2月4日 いちご ハダニ類
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2012年
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2012年 徳島県 12月20日 冬春なす ミナミキイロアザミウマ
2012年 茨城県 10月23日 なし 黒星病
2012年 奈良県 9月14日 水稲（中～晩生品種） トビイロウンカ
2012年 長崎県 9月14日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2012年 岐阜県 9月13日 トマト 灰色かび病

2012年 熊本県 9月13日 メロン、すいか、きゅうり
退緑黄化病（メロン、きゅうり）、退緑えそ
病（すいか）

2012年 佐賀県 9月6日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2012年 鹿児島県 9月4日 かんきつ、かき、なし 果樹カメムシ類
2012年 福島県 8月31日 もも せん孔細菌病
2012年 福島県 8月31日 なし 黒星病
2012年 鹿児島県 8月30日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2012年 大阪府 8月24日 水稲 ウンカ類
2012年 石川県 8月22日 果樹類 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2012年 長崎県 8月17日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2012年 宮崎県 8月16日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2012年 北海道 8月10日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2012年 秋田県 8月10日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 福島県 8月10日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 長野県 8月9日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 鹿児島県 8月8日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2012年 熊本県 8月6日 水稲（早植え・普通期水稲） トビイロウンカ
2012年 大分県 8月3日 水稲（普通期） いもち病（穂いもち病）
2012年 鳥取県 8月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 広島県 8月2日 水稲（中生種） セジロウンカ
2012年 岩手県 8月1日 りんご ナミハダニ
2012年 新潟県 8月1日 果樹 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2012年 福岡県 7月31日 いちご 炭疽病
2012年 静岡県 7月31日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 富山県 7月31日 果樹類 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2012年 石川県 7月31日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 島根県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 徳島県 7月30日 果樹（特になし、かき、もも等） 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）
2012年 秋田県 7月27日 水稲 フタオビコヤガ
2012年 秋田県 7月26日 りんご、もも、なし 果樹カメムシ類
2012年 山梨県 7月26日 果樹全般 果樹カメムシ類
2012年 岐阜県 7月26日 かき カキノヘタムシガ
2012年 大阪府 7月26日 水稲 葉いもち病、穂いもち病
2012年 山形県 7月25日 りんご、もも、かき、なし 果樹カメムシ類
2012年 三重県 7月24日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 和歌山県 7月23日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 長野県 7月20日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 山形県 7月19日 水稲（稲） 斑点米カメムシ類
2012年 岐阜県 7月19日 かき、なし、もも、りんご、みかん等果樹カメムシ類
2012年 岩手県 7月18日 りんご 果樹カメムシ類
2012年 広島県 7月18日 果樹全般 果樹カメムシ類
2012年 群馬県 7月17日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 新潟県 7月17日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 富山県 7月13日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 京都府 7月13日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 島根県 7月13日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 石川県 7月12日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 福井県 7月12日 水稲 斑点米カメムシ類
2012年 鳥取県 7月12日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 茨城県 7月11日 果樹類 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）
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2012年 兵庫県 7月11日 果樹類 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）
2012年 滋賀県 7月9日 果樹（かき、なし、ぶどう等） 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2012年 長崎県 7月5日 いちご 炭疽病
2012年 福島県 6月29日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 大分県 6月29日 なし 黒星病
2012年 岩手県 6月27日 りんご 果樹カメムシ類
2012年 宮崎県 6月26日 茶 炭疽病
2012年 宮城県 6月21日 なし 黒星病
2012年 福岡県 6月21日 果樹全般 果樹カメムシ類
2012年 宮崎県 6月20日 いちご 炭疽病
2012年 茨城県 6月18日 なし 黒星病
2012年 兵庫県 6月18日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2012年 新潟県 6月15日 なし（日本なし） 黒星病
2012年 愛知県 6月15日 果樹類 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2012年 千葉県 6月13日 なし 黒星病
2012年 大阪府 6月13日 果樹全般（もも、うめ、かき） 果樹カメムシ類
2012年 香川県 6月13日 かき 炭疽病

2012年 栃木県 6月7日 なし、りんご、もも 果樹カメムシ類

2012年 山口県 6月6日 果樹全般 果樹カメムシ類
2012年 埼玉県 6月5日 なし 果樹カメムシ類
2012年 東京都 6月5日 なし、ぶどう等 果樹カメムシ類
2012年 愛知県 6月4日 なし 黒星病
2012年 静岡県 6月1日 落葉果樹、びわ、かんきつ 果樹カメムシ類
2012年 福島県 5月31日 もも せん孔細菌病
2012年 福島県 5月31日 なし 黒星病
2012年 神奈川県 5月31日 かき、なし、キウイフルーツ、うめ 果樹カメムシ類
2012年 大分県 5月31日 果樹全般 果樹カメムシ類
2012年 三重県 5月30日 なし、かき等 果樹カメムシ類
2012年 千葉県 5月25日 なし 疫病
2012年 千葉県 5月25日 果樹全般 果樹カメムシ類
2012年 栃木県 5月22日 二条大麦、六条大麦、小麦 赤かび病
2012年 奈良県 5月15日 うめ、もも、なし、かき 果樹カメムシ類
2012年 茨城県 5月8日 トマト 黄化葉巻病
2012年 茨城県 5月8日 麦類 赤かび病
2012年 滋賀県 5月8日 麦類 赤かび病
2012年 鹿児島県 4月27日 さとうきび イネヨトウ
2012年 福岡県 4月26日 麦類 赤かび病
2012年 和歌山県 4月25日 うめ、もも、すもも、かき、かんきつ果樹カメムシ類
2012年 香川県 4月23日 麦類 赤かび病
2012年 大分県 4月20日 麦類 赤かび病
2012年 和歌山県 4月19日 水稲 縞葉枯病
2012年 福岡県 4月19日 水稲（普通期） 縞葉枯病
2012年 大分県 3月30日 果菜類 灰色かび病
2012年 三重県 3月14日 トマト、いちご 灰色かび病
2012年 長崎県 3月14日 たまねぎ べと病
2012年 愛媛県 3月12日 果樹類 果樹カメムシ類
2012年 高知県 3月1日 施設きゅうり・メロン 黄化えそ病
2012年 香川県 2月29日 レタス 菌核病、灰色かび病
2012年 香川県 2月29日 たまねぎ、にんにく 腐敗病
2012年 宮崎県 2月27日 とまと 灰色かび病

2012年 栃木県 2月17日 トマト 灰色かび病

2012年 静岡県 2月7日 たまねぎ 腐敗病

2012年 愛知県 2月3日 いちご ハダニ類

2012年 栃木県 1月26日 水稲 縞葉枯病
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2011年
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2011年 沖縄県 12月28日 さとうきび イネヨトウ
2011年 高知県 12月2日 なす（施設栽培） 黒枯病
2011年 鹿児島県 11月30日 いちご うどんこ病
2011年 徳島県 11月28日 冬春なす ミナミキイロアザミウマ
2011年 徳島県 11月14日 いちご ハダニ類
2011年 愛知県 11月7日 なす ミナミキイロアザミウマ
2011年 宮崎県 10月20日 きゅうり、メロン 黄化えそ病
2011年 愛知県 10月5日 大豆 吸実性カメムシ類
2011年 神奈川県 9月30日 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2011年 和歌山県 9月15日 かんきつ 果樹カメムシ類
2011年 滋賀県 9月13日 野菜類、花き類、大豆 オオタバコガ
2011年 北海道 9月5日 りんご モモシンクイガ
2011年 山口県 9月5日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2011年 兵庫県 9月2日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2011年 岐阜県 8月31日 トマト 灰色かび病
2011年 香川県 8月31日 かき 炭疽病
2011年 神奈川県 8月29日 野菜類、花き類 オオタバコガ
2011年 群馬県 8月29日 作物全般 アブラムシ
2011年 宮城県 8月29日 いちご 炭疽病
2011年 佐賀県 8月24日 水稲（普通期） いもち病（穂いもち病）
2011年 栃木県 8月22日 いちご 炭疽病
2011年 福岡県 8月18日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2011年 熊本県 8月12日 水稲（早植） いもち病（穂いもち病）
2011年 秋田県 8月10日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 宮崎県 8月10日 水稲（普通期） いもち病（穂いもち病）
2011年 山形県 8月10日 水稲（稲） 斑点米カメムシ類
2011年 愛知県 8月9日 大豆 ハスモンヨトウ
2011年 広島県 8月8日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 長野県 8月5日 果樹等 アメリカシロヒトリ
2011年 長野県 8月5日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 香川県 8月3日 いちご 炭疽病
2011年 埼玉県 8月3日 水稲 フタオビコヤガ
2011年 香川県 8月3日 いちご 炭疽病
2011年 岐阜県 8月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 鳥取県 8月2日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 静岡県 8月1日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 千葉県 8月1日 水稲（晩生種） 斑点米カメムシ類
2011年 石川県 7月29日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 奈良県 7月29日 いちご（育苗ほ） 炭疽病
2011年 奈良県 7月29日 かき 炭疽病
2011年 岩手県 7月28日 りんどう リンドウホソハマキ
2011年 岡山県 7月28日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 福岡県 7月28日 いちご 炭疽病
2011年 秋田県 7月26日 水稲 フタオビコヤガ
2011年 北海道 7月26日 てんさい 褐斑病
2011年 宮城県 7月22日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 山形県 7月22日 水稲（稲） 斑点米カメムシ類
2011年 茨城県 7月20日 水稲、陸稲 斑点米カメムシ類
2011年 埼玉県 7月20日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 青森県 7月19日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 山口県 7月19日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 愛知県 7月15日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 石川県 7月15日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 長崎県 7月15日 いちご（育苗床） 炭疽病
2011年 長崎県 7月15日 ぶどう べと病
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2011年 福井県 7月15日 水稲（普通期） 斑点米カメムシ類
2011年 岩手県 7月14日 水稲 アカスジカスカメ
2011年 福島県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 三重県 7月14日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 秋田県 7月13日 水稲 斑点米カメムシ類
2011年 秋田県 7月11日 きゅうり 斑点細菌病
2011年 滋賀県 7月11日 水稲 ニカメイガ
2011年 鹿児島県 7月7日 さとうきび イネヨトウ
2011年 佐賀県 7月1日 ぶどう べと病
2011年 長野県 6月30日 あぶらな科野菜 黒斑細菌病
2011年 茨城県 6月29日 ぶどう べと病
2011年 沖縄県 6月29日 さとうきび イネヨトウ
2011年 北海道 6月29日 水稲 いもち病（葉）
2011年 高知県 6月28日 水稲 いもち病
2011年 鳥取県 6月28日 ぶどう べと病
2011年 大阪府 6月27日 もも せん孔細菌病
2011年 茨城県 6月24日 なし ナシヒメシンクイ
2011年 宮崎県 6月24日 いちご（親株） 炭疽病
2011年 和歌山県 6月24日 かんきつ かいよう病
2011年 和歌山県 6月24日 すいか 炭疽病
2011年 北海道 6月23日 水稲 イネドロオイムシ
2011年 香川県 6月21日 かんきつ 黒点病
2011年 長野県 6月17日 もも せん孔細菌病
2011年 宮崎県 6月16日 水稲（早植） いもち病（穂いもち病）
2011年 北海道 6月15日 いね科作物 アワヨトウ
2011年 秋田県 6月14日 キャベツ コナガ
2011年 北海道 6月9日 あぶらな科野菜 コナガ
2011年 高知県 6月7日 かんきつ 黒点病
2011年 愛知県 6月3日 なし 黒星病
2011年 愛知県 6月3日 ぶどう べと病
2011年 福島県 6月3日 もも せん孔細菌病
2011年 和歌山県 6月3日 かき 灰色かび病
2011年 岐阜県 6月2日 ほうれんそう べと病
2011年 山梨県 5月31日 ぶどう べと病
2011年 神奈川県 5月20日 トマト、なす等 オオタバコガ
2011年 茨城県 5月16日 小麦 赤かび病
2011年 北海道 5月12日 おうとう 灰星病
2011年 和歌山県 4月25日 水稲 縞葉枯病
2011年 北海道 4月21日 水稲 いもち病
2011年 福岡県 4月20日 水稲 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）
2011年 長崎県 3月31日 たまねぎ べと病
2011年 大分県 3月30日 果菜類 灰色かび病

2011年 栃木県 3月18日 トマト 灰色かび病

2011年 鳥取県 2月17日 らっきょう 白色疫病

2011年 宮崎県 1月25日 ピーマン 斑点病
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2010年
年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2010年 沖縄県 12月28日 なす科作物 ナスミバエ
2010年 静岡県 10月1日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 長崎県 10月1日 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2010年 奈良県 9月28日 いちご、キャベツ等の野菜類 ハスモンヨトウ
2010年 神奈川県 9月24日 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ
2010年 神奈川県 9月24日 野菜類、花き類 オオタバコガ
2010年 栃木県 9月22日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 新潟県 9月17日 野菜類、果樹類、花き類 ハスモンヨトウ
2010年 三重県 9月17日 野菜類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 三重県 9月17日 ねぎ シロイチモジヨトウ
2010年 島根県 9月17日 あぶらな科野菜、大豆、そば等 ハスモンヨトウ
2010年 広島県 9月17日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 大分県 9月17日 水稲 トビイロウンカ
2010年 茨城県 9月16日 野菜類、花き類、大豆、そば ハスモンヨトウ
2010年 岐阜県 9月15日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 鹿児島県 9月15日 きく キク茎えそ病
2010年 愛知県 9月13日 水稲 トビイロウンカ
2010年 山口県 9月13日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 福岡県 9月13日 大豆、雑穀類 ハスモンヨトウ
2010年 佐賀県 9月9日 大豆、野菜、花き類、果樹 ハスモンヨトウ
2010年 鹿児島県 9月9日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2010年 福島県 9月8日 もも せん孔細菌病
2010年 神奈川県 9月8日 あぶらな科野菜 ハイマダラノメイガ
2010年 鹿児島県 9月6日 かんきつ、かき、なし 果樹カメムシ類
2010年 熊本県 9月3日 かんきつ、なし、かき 果樹カメムシ類
2010年 長崎県 9月1日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2010年 北海道 8月31日 てんさい 褐斑病
2010年 埼玉県 8月27日 野菜類、花き類、大豆 ハスモンヨトウ
2010年 秋田県 8月26日 水稲 斑点米カメムシ類
2010年 茨城県 8月26日 野菜類、花き類、大豆 オオタバコガ
2010年 京都府 8月26日 水稲 斑点米カメムシ類
2010年 大分県 8月25日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2010年 栃木県 8月23日 いちご 炭疽病
2010年 宮崎県 8月19日 きゅうり 黄化えそ病
2010年 香川県 8月18日 水稲、大豆等のマメ科作物 ミナミキイロアザミウマ
2010年 鹿児島県 8月18日 かんきつ、かき、なし 果樹カメムシ類
2010年 福島県 8月12日 水稲 斑点米カメムシ類
2010年 北海道 8月10日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2010年 岩手県 8月6日 りんご 果樹カメムシ類
2010年 山形県 8月6日 水稲（稲） 斑点米カメムシ類
2010年 鹿児島県 8月6日 水稲（普通期） トビイロウンカ
2010年 京都府 8月4日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 香川県 8月4日 いちご 炭疽病
2010年 静岡県 7月30日 水稲 斑点米カメムシ類
2010年 広島県 7月29日 水稲 コブノメイガ
2010年 岐阜県 7月28日 果樹作物 果樹カメムシ類
2010年 兵庫県 7月28日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 福岡県 7月28日 いちご 炭疽病
2010年 群馬県 7月27日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 鹿児島県 7月27日 水稲（普通期） コブノメイガ
2010年 宮崎県 7月26日 水稲（普通期） 海外飛来性害虫
2010年 北海道 7月23日 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ
2010年 長野県 7月22日 ぶどう べと病
2010年 愛知県 7月22日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 愛知県 7月22日 水稲 斑点米カメムシ類
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2010年 広島県 7月22日 水稲 セジロウンカ
2010年 高知県 7月22日 かき 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）
2010年 東京都 7月21日 なし、りんご 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）
2010年 神奈川県 7月21日 トマト、なす オオタバコガ
2010年 鳥取県 7月21日 水稲 斑点米カメムシ類
2010年 和歌山県 7月20日 かき 果樹カメムシ類
2010年 北海道 7月16日 りんご モモシンクイガ
2010年 和歌山県 7月16日 水稲 セジロウンカ
2010年 長野県 7月15日 水稲 いもち病(葉いもち病）
2010年 鳥取県 7月15日 水稲 いもち病(穂いもち病）
2010年 徳島県 7月15日 水稲（早期） 斑点米カメムシ類
2010年 福島県 7月14日 水稲 いもち病（葉いもち病）
2010年 滋賀県 7月14日 水稲 ニカメイガ
2010年 秋田県 7月13日 水稲 いもち病（葉いもち病）
2010年 三重県 7月13日 水稲 いもち病（穂いもち病）
2010年 青森県 7月9日 水稲 葉いもち病
2010年 埼玉県 7月8日 水稲 フタオビコヤガ
2010年 滋賀県 7月7日 果樹類 果樹カメムシ類（新世代成虫）
2010年 島根県 7月7日 かき、なし、すもも 果樹カメムシ類
2010年 香川県 7月7日 水稲 斑点米カメムシ類
2010年 北海道 7月5日 水稲 葉いもち
2010年 千葉県 7月5日 なし(幸水） 黒星病
2010年 北海道 7月2日 たまねぎ ネギアザミウマ
2010年 長野県 7月1日 果樹栽培地帯 果樹カメムシ類
2010年 静岡県 7月1日 落葉果樹、かんきつ 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）
2010年 三重県 7月1日 中晩柑類かんきつ かいよう病
2010年 奈良県 7月1日 果樹 果樹カメムシ類
2010年 福島県 6月30日 もも せん孔細菌病
2010年 奈良県 6月30日 かき 果樹カメムシ類
2010年 長崎県 6月30日 ぶどう べと病
2010年 三重県 6月28日 水稲 葉いもち病
2010年 栃木県 6月25日 なし 黒星病
2010年 秋田県 6月24日 きゅうり 黒星病
2010年 神奈川県 6月24日 なし、かき、かんきつ等 果樹カメムシ類
2010年 鳥取県 6月24日 なし 黒星病
2010年 鳥取県 6月24日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 鹿児島県 6月24日 いちご うどんこ病
2010年 広島県 6月16日 果樹全般 果樹カメムシ類
2010年 長崎県 6月15日 なし 黒星病
2010年 埼玉県 6月11日 なす、スイトコーン オオタバコガ
2010年 山口県 6月11日 果樹全般 果樹カメムシ類
2010年 京都府 6月3日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 茨城県 6月2日 ねぎ べと病
2010年 北海道 5月28日 小麦 赤かび病
2010年 大阪府 5月27日 果樹全般（もも、うめ、かき） 果樹カメムシ類
2010年 奈良県 5月27日 うめ、なし、かき等 果樹カメムシ類
2010年 岐阜県 5月26日 なし、もも、かき、りんご、うめ、みか果樹カメムシ類
2010年 愛知県 5月26日 果樹全般 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2010年 三重県 5月26日 なし、かき 果樹カメムシ類
2010年 滋賀県 5月26日 果樹（もも、なし、かき等） 果樹カメムシ類
2010年 長崎県 5月18日 いちご（育苗床） うどんこ病
2010年 和歌山県 5月13日 うめ、かんきつ 果樹カメムシ類
2010年 岡山県 5月11日 もも、なし等 果樹カメムシ類
2010年 大分県 4月30日 白ねぎ さび病
2010年 香川県 4月28日 にんにく 春腐病
2010年 福岡県 4月28日 水稲 縞葉枯病
2010年 新潟県 4月27日 トマト 灰色かび病
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2010年 岩手県 4月23日 水稲 苗立枯病
2010年 島根県 4月23日 たまねぎ べと病
2010年 福岡県 4月23日 麦類 赤かび病
2010年 北海道 4月21日 稲 いもち病
2010年 愛媛県 4月19日 果樹類 果樹カメムシ類
2010年 大分県 4月19日 麦類 赤かび病
2010年 愛知県 4月16日 うめ、もも 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ等）
2010年 長崎県 4月15日 なし 黒星病
2010年 鳥取県 4月14日 ねぎ べと病
2010年 大阪府 4月14日 たまねぎ 白色疫病
2010年 和歌山県 4月12日 水稲 縞葉枯病
2010年 長崎県 4月9日 ばれいしょ 疫病
2010年 兵庫県 3月18日 たまねぎ べと病
2010年 長崎県 3月12日 施設野菜（果菜類） 灰色かび病
2010年 鳥取県 3月12日 らっきょう 白色疫病
2010年 鹿児島県 3月11日 じゃがいも 疫病
2010年 鳥取県 1月29日 大麦 網斑病
2010年 栃木県 1月27日 トマト 灰色かび病
2010年 宮崎県 1月25日 ピーマン 斑点病
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