
2022年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2022年 三重県 12月23日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 沖縄県 12月21日 トマト LELCV
2022年 宮城県 12月16日 ねぎ ネギリゾクトニア葉鞘軟腐病
2022年 熊本県 12月13日 ごぼう ゴボウ軟腐病（仮称）
2022年 熊本県 12月13日 もも、すもも、うめ モモヒメヨコバイ
2022年 佐賀県 12月9日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 岐阜県 11月29日 キウイフルーツ キクビスカシバ
2022年 和歌山県 11月21日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 宮城県 11月18日 トマト トマト黄化葉巻病
2022年 静岡県 11月2日 かんしょ アリモドキゾウムシ
2022年 大分県 11月1日 トマト クロテンコナカイガラムシ
2022年 大阪府 10月27日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 千葉県 10月26日 あずき アズキさび病
2022年 岩手県 10月26日 きく クロゲハナアザミウマ
2022年 埼玉県 10月21日 なす タバコノミハムシ
2022年 宮崎県 10月19日 きゅうり クロテンコナカイガラムシ
2022年 長崎県 10月19日 かんきつ トビイロシワアリ
2022年 京都府 10月19日 メボウキ（バジル） べと病
2022年 滋賀県 10月11日 トマト、なす、ピーマン クロテンコナカイガラムシ
2022年 石川県 10月5日 なす タバコノミハムシ
2022年 青森県 10月5日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2022年 岐阜県 10月3日 ブロッコリー トビイロシワアリ
2022年 神奈川県 9月30日 うめ、はなもも等 モモヒメヨコバイ
2022年 徳島県 9月27日 オクラ フタテンミドリヒメヨコバイ
2022年 広島県 9月27日 ねぎ ネギハモグリバエB系統
2022年 佐賀県 9月22日 トマト トマト立枯病
2022年 岡山県 9月21日 ねぎ ネギハモグリバエB系統
2022年 島根県 9月21日 メロン メロン炭腐病
2022年 兵庫県 9月21日 トマト、なす、オクラ、きく クロテンコナカイガラムシ
2022年 長崎県 9月16日 ねぎ ネギハモグリバエB系統
2022年 広島県 9月2日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 山口県 8月26日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 福岡県 8月19日 もも モモヒメヨコバイ
2022年 石川県 8月16日 ねぎ ネギハモグリバエB系統
2022年 佐賀県 8月10日 うめ、はなもも モモヒメヨコバイ
2022年 福岡県 8月10日 なす ナスフザリウム立枯病
2022年 徳島県 8月10日 なす タバコノミハムシ
2022年 東京都 8月5日 ギンバイカ ギンバイカ褐斑病（仮称）
2022年 岡山県 7月25日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 香川県 7月22日 きゅうり キュウリ退緑黄化病
2022年 岡山県 7月15日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 香川県 7月12日 トマト、じゃがいも タバコノミハムシ
2022年 島根県 7月1日 ピーマン ピーマンえそ班紋病
2022年 岡山県 6月27日 りんどう トマト黄化葉巻ウイルス
2022年 兵庫県 6月23日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 愛知県 6月17日 せんりょう カシルリオトシブミ
2022年 岡山県 6月14日 なす クロテンコナカイガラムシ
2022年 岡山県 6月14日 ねぎ ネギえそ条班病
2022年 和歌山県 6月13日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 京都府 6月10日 びわ ビワキジラミ
2022年 広島県 5月30日 ミニトマト トマト茎えそ病
2022年 佐賀県 5月20日 きく キク小斑点病
2022年 愛媛県 5月20日 トマト トマトキバガ
2022年 大阪府 5月19日 たまねぎ タマネギえそ条班病
2022年 三重県 4月27日 オリーブ オリーブ立枯病
2022年 兵庫県 4月27日 小麦 コムギ縞萎縮病
2022年 神奈川県 4月7日 かんしょ サツマイモ炭腐病
2022年 長崎県 4月5日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 大分県 3月24日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
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2022年 熊本県 3月23日 ホオズキ タバコノミハムシ
2022年 鹿児島県 3月16日 （トラップでの誘殺） トマトキバガ
2022年 香川県 3月4日 小麦 コムギ萎縮病
2022年 東京都 3月2日 プリムラ、いちご チバクロバネキノコバエ
2022年 沖縄県 2月28日 マンゴー ランクロホシカイガラムシ
2022年 神奈川県 2月17日 ピーマン TZSV
2022年 神奈川県 2月7日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 長野県 2月7日 セルリー 疫病（仮称）
2022年 岐阜県 1月26日 トマト トマト立枯病
2022年 岐阜県 1月26日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2022年 岐阜県 1月14日 もも、なし 胴枯細菌病
2022年 鹿児島県 1月13日 オリーブ ハンエンカタカイガラムシ
2022年 徳島県 1月11日 かんしょ サツマイモ基腐病
2022年 広島県 1月7日 かんしょ サツマイモ基腐病
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2021年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名
2021年 鹿児島県 12月23日 マンゴー サクキクイムシ
2021年 奈良県 12月16日 ねぎ ネギハモグリバエ（B系統）
2021年 宮崎県 12月14日 トマト トマトキバガ
2021年 香川県 12月7日 ねぎ ネギハモグリバエ（B系統）
2021年 大分県 12月6日 もも ヨコバエの一種
2021年 栃木県 12月6日 だいず ミナミアオカメムシ
2021年 群馬県 12月6日 ねぎ ネギハモグリバエ（B系統）
2021年 愛媛県 12月1日 ピーマン、とうがらし類 炭疽病
2021年 愛媛県 12月1日 ねぎ ネギハモグリバエ（B系統）
2021年 山口県 11月26日 なす タバコノミハムシ
2021年 神奈川県 11月25日 オリーブ バーティシルム立枯病（仮称）
2021年 茨城県 11月24日 なし サクセスキクイムシ
2021年 香川県 11月19日 オリーブ キタネグサレセンチュウ、ラセンセンチュウ
2021年 大分県 11月18日 キウイフルーツ キクビスカシバ
2021年 島根県 11月17日 ねぎ ネギハモグリバエ（B系統）
2021年 熊本県 11月12日 トマト トマトキバガ
2021年 愛知県 11月1日 うめ、すもも、あんず ヨコバエの一種
2021年 広島県 11月1日 もも ヨコバエの一種
2021年 埼玉県 10月29日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2021年 埼玉県 10月29日 なし サクセスキクイムシ
2021年 長野県 10月29日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 兵庫県 10月29日 うめ、もも ヨコバエの一種
2021年 山口県 10月27日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2021年 熊本県 10月27日 ばれいしょ Stemphylium　ｓｐによる病害
2021年 東京都 10月18日 うめ、あんず、もも、エドヒガンヨコバエの一種
2021年 山口県 10月15日 もも、すもも、うめ ヨコバエの一種
2021年 静岡県 10月11日 ブルーベリー ブルーベリー類うどんこ病（仮称）
2021年 鳥取県 10月7日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 沖縄県 10月5日 茶 チャトゲコナジラミ
2021年 島根県 10月1日 キャベツ トビイロシワアリ
2021年 青森県 9月22日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2021年 福岡県 9月21日 りんどう トマト黄化葉巻ウイルス
2021年 栃木県 9月15日 うめ、もも ヨコバエの一種
2021年 東京都 9月13日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2021年 富山県 9月10日 なす タバコノミハムシ
2021年 大阪府 9月8日 きゅうり キュウリ退緑黄化病
2021年 北海道 9月2日 しょうが 根茎腐敗病
2021年 北海道 8月31日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 滋賀県 8月31日 ねぎ えそ条班病
2021年 滋賀県 8月31日 トルコギキョウ えそ輪紋病
2021年 新潟県 8月24日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2021年 山形県 8月20日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 千葉県 8月20日 うめ 輪紋病
2021年 石川県 8月20日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 新潟県 8月19日 えだまめ ダイズ黒根病
2021年 広島県 8月17日 オリーブ オリーブカタカイガラムシ
2021年 宮崎県 8月17日 ファレノプシス 株枯病
2021年 北海道 8月11日 すいか 炭腐病
2021年 岐阜県 8月6日 トマト、ミニトマト トマト黄化病
2021年 京都府 8月6日 トマト 黄化病
2021年 長崎県 8月6日 トマト、ミニトマト トマト黄化病
2021年 三重県 8月4日 トマト 立枯病
2021年 埼玉県 8月3日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 福井県 8月2日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 栃木県 7月29日 なす トビイロシワアリ
2021年 愛媛県 7月28日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 岩手県 7月21日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 広島県 7月15日 トマト トマト立枯病
2021年 千葉県 7月15日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 東京都 7月9日 かんしょ サツマイモ基腐病3
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2021年 茨城県 6月29日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 大阪府 6月28日 びわ ビワキジラミ
2021年 長野県 6月17日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2021年 群馬県 6月14日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 高知県 6月8日 なす フタテンミドリヒメヨコバイ
2021年 宮崎県 5月10日 トマト、ミニトマト トマト黄化病
2021年 大阪府 4月19日 たまねぎ タマネギ黒腐菌核病
2021年 神奈川県 3月30日 未成熟とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2021年 東京都 3月26日 ブルーベリー ブルーベリー類うどんこ病（仮称）
2021年 静岡県 3月26日 オリーブ オリーブ立枯病
2021年 愛媛県 3月17日 びわ ビワキジラミ
2021年 秋田県 3月16日 いちご チバクロバネキノコバエ
2021年 広島県 3月4日 きく クマモトネグサレセンチュウ
2021年 岩手県 2月8日 ねぎ リゾクトニア葉鞘腐敗病
2021年 岐阜県 2月8日 かんしょ サツマイモ基腐病
2021年 岐阜県 2月8日 ほうれんそう ハコベハナバエ
2021年 大分県 2月5日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2021年 宮城県 2月1日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2021年 香川県 1月28日 オリーブ クロネハイイロヒメハマキ
2021年 山形県 1月25日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2021年 福岡県 1月18日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2021年 鹿児島県 1月18日 なし さび色胴枯病
2021年 静岡県 1月18日 ローズマリー ヨコバエの一種
2021年 静岡県 1月18日 セルリー 萎縮炭疽病
2021年 神奈川県 1月14日 オリーブ オリーブカタカイガラムシ
2021年 福島県 1月14日 いちご チバクロバネキノコバエ
2021年 山口県 1月12日 トマト ミツユビナミハダニ
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2020年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名
2020年 鹿児島県 11月20日 パパイヤ パパイアコナカイガラムシ（仮称）
2020年 静岡県 11月20日 オリーブ オリーブカタカイガラムシ
2020年 群馬県 11月20日 もも、うめ ヨコバエの一種
2020年 福島県 11月19日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 岐阜県 11月16日 きゅうり きゅうり退緑黄化病
2020年 和歌山県 11月12日 ピーマン ナスコナカイガラムシ
2020年 岡山県 11月12日 もも、うめ ヨコバエの一種
2020年 長崎県 11月9日 さつまいも サツマイモ基腐病一部修正
2020年 長崎県 11月5日 さつまいも サツマイモ基腐病
2020年 兵庫県 11月4日 なす、トマト タバコノミハムシ
2020年 熊本県 10月30日 さつまいも サツマイモ基腐病
2020年 福岡県 10月30日 さつまいも サツマイモ基腐病
2020年 東京都 10月30日 ローズマリー ヨコバエの一種
2020年 宮城県 10月30日 トマト トマト茎えそ病
2020年 大阪府 10月28日 すもも、もも、うめ ヨコバエの一種
2020年 熊本県 10月23日 ダリア クリバネアザミウマ
2020年 愛媛県 10月23日 ブルーベリー ナシシロナガカイガラムシ等
2020年 岡山県 10月23日 びわ ビワキジラミ
2020年 秋田県 10月23日 日本なし ニホンナシハモグリダニ（仮称）
2020年 山口県 10月22日 しそ シソ苗立枯病（仮称）
2020年 京都府 10月21日 トマト クロテンコナカイガラムシ
2020年 京都府 10月21日 うめ ウメシリヒメヨコバイ（仮称)
2020年 大阪府 10月16日 きゅうり キュウリ黄化えそ病
2020年 山梨県 10月15日 スイトコーン ツマジロクサヨトウ
2020年 徳島県 10月14日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2020年 高知県 10月13日 なす（促成） トビイロシワアリ
2020年 埼玉県 10月13日 うめ ヨコバエの一種
2020年 静岡県 10月8日 洋ラン シイノコキクイムシ
2020年 北海道 10月7日 たまねぎ タマネギ灰色腐敗病
2020年 広島県 10月5日 なす タバコノミハムシ
2020年 北海道 10月1日 メロン、きゅうり うり類ホモプシス根腐病
2020年 徳島県 9月30日 うめ、もも ヨコバエの一種
2020年 茨城県 9月28日 水稲 ミナミアオカメムシ
2020年 秋田県 9月23日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 長崎県 9月18日 ブルーベリー ブルーベリー類うどんこ病（仮称）
2020年 栃木県 9月18日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 島根県 9月15日 きゅうり きゅうり退緑黄化病
2020年 福島県 9月15日 夏秋トマト（雨よけ栽培） トビイロシワアリ
2020年 群馬県 9月10日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 大阪府 9月2日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2020年 北海道 8月28日 とうもろこし（生食用） ツマジロクサヨトウ
2020年 沖縄県 8月27日 パパイヤ パパイヤ黒腐病
2020年 青森県 8月27日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 埼玉県 8月24日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 奈良県 8月21日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 岩手県 8月21日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 岩手県 8月18日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 北海道 8月18日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 香川県 8月12日 スイトコーン ツマジロクサヨトウ
2020年 宮城県 8月12日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 岐阜県 8月11日 ほうれんそう ホウレンソウベト病レース13
2020年 長野県 8月3日 食用ほおずき タバコノミハムシ
2020年 岐阜県 7月31日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 埼玉県 7月30日 にんにく ネギオオアラメハムシ
2020年 長野県 7月28日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 埼玉県 7月27日 水稲、大豆、果菜類、果樹類 ミナミアオカメムシ
2020年 静岡県 7月22日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 和歌山県 7月17日 なす タバコノミハムシ
2020年 山形県 7月15日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 秋田県 7月15日 スイトコーン ツマジロクサヨトウ5
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2020年 兵庫県 7月14日 ねぎ、たまねぎ、ﾃｯﾎﾟｳﾕﾘ等 アイリス黄斑ウイルス（IYSV)
2020年 大分県 7月9日 しそ モトジロアザミウマ
2020年 奈良県 7月9日 さつまいも タテスジヒメジンガサハムシ
2020年 福井県 7月9日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 滋賀県 7月8日 茶 ヒサカキワタフキコナジラミ
2020年 香川県 7月3日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 石川県 7月3日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 愛知県 7月2日 ローズマリー ヨコバエの一種
2020年 富山県 7月2日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 神奈川県 6月30日 コチョウラン アザミウマ類
2020年 鳥取県 6月25日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 熊本県 6月25日 トルコギキョウ トルコギキョウ茎腐病
2020年 熊本県 6月25日 ミニトマト トマト黒点根腐病
2020年 山口県 6月23日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2020年 岐阜県 6月19日 （フェモントラップ捕獲） 月1日
2020年 島根県 6月18日 未成熟とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2020年 新潟県 6月15日 スイトコーン ツマジロクサヨトウ
2020年 滋賀県 6月11日 （フェモントラップ捕獲） ツマジロクサヨトウ
2020年 広島県 5月29日 すもも（品種サマーピュート） スモモハバチミ（仮称）
2020年 鹿児島県 5月18日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2020年 沖縄県 5月1日 もちきび ツマジロクサヨトウ
2020年 高知県 4月14日 インパチェンス インパチェンス類ベト病
2020年 神奈川県 4月2日 スイートピー スイートピー黒根病
2020年 京都府 3月27日 茶 ヒサカキワタフキコナジラミ
2020年 沖縄県 3月19日 モンステラ モンステラさび病（仮称）
2020年 兵庫県 3月18日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 長崎県 3月17日 なす（施設栽培） クロテンコナカイガラムシ
2020年 山口県 3月16日 すもも ムモモミハバチ（仮称）
2020年 鳥取県 2月19日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 熊本県 2月17日 ファレノプシス（ラン科） ファレノプシス株枯病
2020年 岐阜県 2月13日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 佐賀県 2月6日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 香川県 1月30日 トマト トマト黄化病
2020年 秋田県 1月28日 アスパラガス 褐斑病
2020年 東京都 1月28日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2020年 秋田県 1月9日 ぶどう 斑点細菌病
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2019年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2019年 愛知県 12月25日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 福岡県 12月24日 シクラメン キク茎えそ病（CSNV)
2019年 山口県 12月20日 なし コスカシバ
2019年 東京都 12月19日 きゅうり トマト黄化えそウイルス（TSWV)
2019年 大阪府 12月17日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 滋賀県 12月11日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 福島県 12月10日 きゅうり トマト黄化えそウイルス（TSWV)
2019年 広島県 12月5日 オリーブ 立枯病
2019年 奈良県 12月3日 ほうれんそう クロテンコナカイガラムシ
2019年 愛媛県 12月2日 ばれいしょ ミツユビナミハダニ
2019年 和歌山県 12月2日 もも クビアカツヤカミキリ
2019年 神奈川県 11月29日 キャベツ トビイロシワアリ
2019年 長野県 11月26日 レタス レタスコルキールート（仮称）
2019年 三重県 11月21日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2019年 島根県 11月15日 ぶどう コウノアケハダニ
2019年 三重県 11月15日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 栃木県 11月14日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 福島県 11月13日 コリアンダー コリアンダー褐斑病（仮称）
2019年 岩手県 11月12日 水稲 クモヘリカメムシ
2019年 京都府 11月11日 スイトコーン、ソルガムなど ツマジロクサヨトウ
2019年 静岡県 11月8日 ブルーベリー オウトウショウジョウバエ
2019年 愛知県 11月7日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 新潟県 11月5日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 香川県 11月1日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 茨城県 10月31日 キウイフルーツ キクビスカシバ
2019年 岩手県 10月25日 レタス レタス根腐病（レース２）
2019年 和歌山県 10月24日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 京都府 10月23日 ローズマリー ヨコバイ科の1種
2019年 島根県 10月21日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 鹿児島県 10月18日 さとうきび ツマジロクサヨトウ
2019年 埼玉県 10月15日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 愛知県 10月11日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 沖縄県 10月10日 スイトコーン ツマジロクサヨトウ
2019年 兵庫県 10月9日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 長野県 10月4日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 大阪府 10月3日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 徳島県 10月2日 （フエロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ
2019年 神奈川県 10月1日 ケイトウ ケイトウピシウム立枯病
2019年 京都府 9月27日 なす、トマト タバコノミハムシ
2019年 栃木県 9月26日 キウイフルーツ キクビスカシバ
2019年 新潟県 9月24日 ゆり アイリス黄斑ウイルス
2019年 大阪府 9月13日 なす クロテンコナガイガラムシ
2019年 千葉県 9月12日 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統）
2019年 広島県 9月11日 スイトコーン ツマジロクサヨトウ
2019年 三重県 9月6日 ソルガム ツマジロクサヨトウ
2019年 鳥取県 9月6日 トルコギキョウ 斑点病
2019年 神奈川県 9月5日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 沖縄県 9月4日 さとうきび、ソルガム ツマジロクサヨトウ
2019年 福島県 9月3日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 愛媛県 9月2日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 茨城県 8月30日 トルコギキョウ 斑点病
2019年 山口県 8月29日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 千葉県 8月28日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 鹿児島県 8月23日 ミニトマト クロテンコナカイガラムシ
2019年 福岡県 8月23日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 岡山県 8月23日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 広島県 8月23日 トルコギキョウ 白さび病（仮称）
2019年 高知県 8月20日 トウモロコシ ツマジロクサヨトウ
2019年 茨城県 8月20日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2019年 佐賀県 8月5日 とうもろこし（スイートコン） ツマジロクサヨトウ
2019年 奈良県 8月1日 もも、うめ、おうとう、さくら等 クビアカツヤカミキリ
2019年 沖縄県 7月30日 へちま へちま疫病（仮称）
2019年 宮崎県 7月26日 ソルガム ツマジロクサヨトウ
2019年 大阪府 7月24日 なす タバコノミカムシ
2019年 沖縄県 7月12日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 宮崎県 7月12日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 熊本県 7月12日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 大分県 7月12日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 長崎県 7月12日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 鹿児島県 7月5日 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ
2019年 和歌山県 7月5日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2019年 群馬県 7月5日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2019年 熊本県 7月1日 トルコギキョウ トルコギキョウ萎凋細菌病
2019年 神奈川県 6月28日 ブルーベリー オウトウショウジョウバエ
2019年 岡山県 6月20日 トマト、なす タバコノミハムシ
2019年 滋賀県 6月12日 なす、じゃがいも タバコノミハムシ
2019年 和歌山県 6月11日 ばら ノイバラハオレタマバエ
2019年 沖縄県 6月3日 アセロラ 炭疽病
2019年 奈良県 6月3日 なす、トマト タバコノミハムシ
2019年 富山県 5月31日 ねぎ ネギハモグリナエの別系統
2019年 島根県 5月23日 ピーマン えそ輪点病
2019年 島根県 5月23日 トマト 茎えそ病　ペーマンの輪点病
2019年 茨城県 5月20日 ねぎ ネギハモグリナエの別系統
2019年 沖縄県 4月25日 マンゴー すす点病
2019年 三重県 4月25日 ねぎ ジャガイモクロバネキノコバエ
2019年 鹿児島県 3月26日 いちご チバクロバネキノコバエ
2019年 山口県 3月18日 洋らん（デンドロビウム） チャノキイロアザミウマ（在来系統）
2019年 山口県 3月18日 ブラックベリー ムナブトヒメスカシバ
2019年 鹿児島県 3月14日 アボカド カイガラムシ３種
2019年 京都府 3月13日 ねぎ ネギハモグリバエ別系統
2019年 秋田県 3月7日 アスパラガス ヒメキボシカスミカメ
2019年 鹿児島県 2月27日 茶 アミメアザミウマ亜科の一種
2019年 和歌山県 2月27日 ばら バラハオレタマバエ
2019年 北海道 2月19日 りんご 黑星病（耐性菌及び感受性低下菌）
2019年 岩手県 2月18日 ピーマン ＰＭＭｏＶ
2019年 高知県 2月13日 なし さび色胴枯病
2019年 茨城県 1月31日 レタス レタス黑根病（仮称）
2019年 群馬県 1月28日 にら ネギネクロバネキノコバエ
2019年 宮崎県 1月22日 かんしょ サツマイモ茎腐病、乾腐病
2019年 鳥取県 1月21日 トマト 黄化葉巻病
2019年 山形県 1月18日 西洋なし セイヨウナシハモグリダニ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2018年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2018年 愛知県 11月27日 ぶどう ブドウリーフロール病
2018年 宮崎県 12月25日 ラナンキュラス ラナンキュラス葉化病
2018年 福島県 12月25日 ポインセチア モトジロアザミウマ
2018年 栃木県 12月20日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2018年 鹿児島県 12月11日 さつまいも サツマイモ基腐病（仮称）、乾腐病
2018年 長野県 12月5日 りんご リンゴツボミタマバエ
2018年 沖縄県 11月30日 かんしょ サツマイモ基腐病（仮称）
2018年 岩手県 11月28日 ピーマン ミナミキイロアザミウマ
2018年 長野県 11月27日 レタス レタス黑根病（仮称）
2018年 宮崎県 11月26日 オリーブ オリーブ立枯病（仮称）
2018年 静岡県 11月20日 レタス レタス黑根病（仮称）
2018年 鹿児島県 11月16日 アボカド アテモヤコナジラミ、ヤマモモコナジラミ
2018年 新潟県 11月9日 なす タバコノミハムシ
2018年 石川県 11月8日 すいせんじな（金時草） ナスコナカイガラムシ
2018年 石川県 11月8日 はぼたん トビイロシワアリ
2018年 香川県 11月6日 オリーブ Peacock ｌeaf spot
2018年 岡山県 11月6日 りんどう キオビトガリメイガ
2018年 岡山県 11月6日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2018年 東京都 11月6日 キャベツ トビイロシワアリ
2018年 高知県 10月11日 なし サクセスキクイムシ
2018年 千葉県 10月5日 トルコギキョウ 斑点病
2018年 栃木県 10月4日 いちご オウトウショウジョウバエ類
2018年 栃木県 10月3日 トマト ミツユビナミハダニ
2018年 新潟県 10月1日 ブロッコリー、なす、キャベツ トビイロシワアリ
2018年 沖縄県 10月1日 マンゴー オオセンダンヒメハマキ
2018年 沖縄県 10月1日 さとうきび サトウキビ芯腐細菌病
2018年 茨城県 9月27日 トマト フザリウム株腐病
2018年 長野県 9月25日 とちゅう（杜仲） トチュウウスクモヨトウ
2018年 神奈川県 8月28日 きゅうり ナスコナカイガラムシ
2018年 宮崎県 8月27日 ライチ カタカイガラムシ類など３種
2018年 香川県 8月27日 にんにく イモグサレセンチュウ
2018年 和歌山県 8月24日 メロン メロン退緑黄化病
2018年 新潟県 8月24日 西洋なし ニセナシサビダニ
2018年 栃木県 8月17日 ぶどう ブドウミタマバエ（仮称）
2018年 島根県 8月10日 トルコギキョウ 斑点病
2018年 宮城県 8月9日 トルコギキョウ 斑点病
2018年 大分県 8月1日 白ねぎ 黒腐菌核病
2018年 大分県 8月1日 ローズマリー ヨコバイ科の1種
2018年 新潟県 7月31日 小麦 ふ枯病
2018年 岡山県 7月19日 しゅんぎく 根部がんしゅ病（仮称）
2018年 長野県 7月18日 トルコギキョウ べと病（仮称）
2018年 福島県 7月18日 トルコギキョウ べと病（仮称）
2018年 北海道 7月18日 トルコギキョウ べと病（仮称）
2018年 奈良県 7月17日 すもも 斑入り果病
2018年 奈良県 7月17日 きく 茎えそ病
2018年 東京都 7月17日 うめ クビアカツヤカミキリ
2018年 福岡県 7月6日 かんきつ類 ミカンバエ
2018年 岩手県 7月4日 トマト 黄化葉巻病
2018年 沖縄県 7月2日 パパイヤ パパイヤコナカイガラムシ（仮称）
2018年 沖縄県 7月2日 マンゴー マンゴー南根腐病（仮称）
2018年 大分県 7月1日 なす、ばれいしょ タバコノミハムシ
2018年 福島県 6月28日 トルコギキョウ 斑点病
2018年 長野県 6月25日 ブロッコリー トビイロシワアリ
2018年 三重県 6月20日 トマト 黄化病
2018年 埼玉県 6月7日 トマト 黄化病
2018年 沖縄県 6月4日 すいぜんじな すす班症
2018年 埼玉県 5月30日 オリーブ オリーブアナアキゾウムシ
2018年 埼玉県 5月30日 あぶらな科 トビイロシワアリ
2018年 群馬県 5月29日 レタス 黑根病（仮称）
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2018年 鹿児島県 5月24日 オリーブ 立枯病(仮称）
2018年 沖縄県 5月22日 うり科、きく科、ごまのはぐさ科ミカンキイロアザミウマ
2018年 兵庫県 5月10日 トマト 黄化病
2018年 広島県 5月9日 トルコギキョウ 斑点病
2018年 群馬県 5月8日 ブルーベリー ブルーベリー根腐疫病（仮称）
2018年 山口県 5月8日 ハナビシソウ 白斑病（仮称）
2018年 新潟県 5月7日 トマト えそ斑紋病（仮称）
2018年 大阪府 5月1日 こまつな オオクビキレガイ
2018年 沖縄県 5月1日 トルコギキョウ 斑点病
2018年 徳島県 4月11日 トマト 黄化病
2018年 和歌山県 4月10日 びわ ビワキジラミ
2018年 和歌山県 4月10日 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病
2018年 福岡県 3月30日 いちじく イチジクラシオディア落葉病（仮称）
2018年 高知県 3月29日 トマト ホモプシス茎枯病
2018年 神奈川県 3月29日 やまのいも ジャガイモクロバネキノコバエ
2018年 静岡県 3月29日 ガーベラ 茎えそ病
2018年 香川県 3月27日 オリーブ 立枯病(仮称）
2018年 長崎県 3月26日 アスパラガス 疫病
2018年 沖縄県 3月23日 にがうり チャノキイロアザミウマ
2018年 山口県 3月22日 トルコギキョウ 白さび病
2018年 高知県 3月7日 なす クロテンコナカイガラムシ
2018年 愛知県 3月2日 トマト 茎えそ病
2018年 沖縄県 2月28日 すいぜんじな 軟腐病
2018年 沖縄県 2月1日 マンゴー マンゴーヒラタサビダニ
2018年 沖縄県 2月1日 クダモノトケイソウ トケイソウ東南アジアウイルスOA系等
2018年 秋田県 1月23日 西洋なし セイヨウナシハモグリダニ
2018年 新潟県 1月16日 トマト 黄化葉巻病
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2017年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2017年 新潟県 12月25日 もも 黒斑病
2017年 岐阜県 11月30日 トマト 茎えそ病
2017年 滋賀県 11月29日 ミニトマト トマト黄化病
2017年 栃木県 11月24日 えごま モンオビヒメヨトウ
2017年 奈良県 11月22日 さつまいも ムツスジアシナガゾウムシ
2017年 岐阜県 11月16日 トルコギキョウ キキョウトリバ
2017年 東京都 11月16日 マンゴー マンゴーハフクレタマバエ
2017年 広島県 11月13日 オリーブ オリーブアナアキゾウムシ
2017年 静岡県 11月7日 トマト 黄化病
2017年 静岡県 11月7日 かんきつ トビイロシロアリ
2017年 東京都 11月7日 キウイフルーツ キクビスカシバ
2017年 北海道 11月6日 てんさい 褐斑病（ＤＭＩ剤耐性菌）
2017年 和歌山県 11月2日 うめ 斑入果病（仮称）
2017年 熊本県 10月31日 キウイフルーツ かいよう病
2017年 愛知県 10月31日 茶 ヒサカキワタフキコナジラミ
2017年 鹿児島県 10月30日 なす科植物 ナスミバエ
2017年 福岡県 10月2日 かき 黒星落葉病
2017年 沖縄県 9月29日 すいか 白色斑紋ウイルス
2017年 岐阜県 9月26日 なす タバコノミハムシ
2017年 長崎県 9月25日 トルコギキョウ 班点病
2017年 福島県 9月15日 ぶどう ブドウミタマバエ（仮称）
2017年 奈良県 9月8日 水稲、大豆、果菜類、果樹類 ミナミアオカメムシ
2017年 長野県 9月1日 アブラナ属野菜 テンサイシストセンチュウ
2017年 岩手県 8月30日 きく きく茎えそ病
2017年 沖縄県 8月28日 すいか えそ斑点病
2017年 和歌山県 8月25日 トマト トマト茎
2017年 京都府 8月4日 ねぎ チビクロバネキノコバエ(7月19日の訂正）
2017年 静岡県 8月1日 オリーブ Peacock leaf spot(和名なし）
2017年 香川県 7月31日 ねぎ、アスパラガス、きく、カーシロイチモジヨトウ
2017年 京都府 7月28日 なし ナシコスカシバ（仮称）
2017年 埼玉県 7月25日 なす 黒点根腐病
2017年 和歌山県 7月19日 ミニトマト ミツユビナミハダニ
2017年 京都府 7月19日 ネギ チバクロバネキノコバエ（チビクロバネキノ
2017年 群馬県 7月6日 さくら、もも、うめ、すもも クビアカツヤカミキリ
2017年 福岡県 7月5日 ニガウリ WSMoV(すいか灰白色斑紋ウイルス）
2017年 神奈川県 6月30日 かんきつ類 カンキツそうか病（ナツダイダイ型）
2017年 鳥取県 6月29日 たまねぎ 黒腐菌核病
2017年 栃木県 6月29日 もも、すもも クビアカツヤカミキリ
2017年 兵庫県 6月28日 びわ ビワキジラミ
2017年 福岡県 6月22日 いちじく フタモンマダラメイガ
2017年 宮城県 6月19日 トルコギキョウ 斑点病
2017年 岡山県 6月19日 とうがらし類 たんそ病
2017年 滋賀県 6月14日 ばら バラオレタマバエ
2017年 栃木県 6月8日 りんどう えそ斑点病
2017年 徳島県 6月5日 らっきょう ホモノハダニ
2017年 熊本県 5月31日 トルコギキョウ 斑点病
2017年 香川県 5月2日 ラナンキュラス 黄化病
2017年 大分県 5月1日 トルコギキヨウ 斑点病
2017年 東京都 4月26日 トマト トマト黄化ウイルス
2017年 鳥取県 4月24日 トマト 葉かび病
2017年 高知県 4月14日 トルコギキョウ 斑点病
2017年 神奈川県 4月12日 ほうれんそう べと病
2017年 静岡県 3月30日 わさび ワサビクダアザミウマ
2017年 群馬県 3月27日 秋冬ねぎ クロバネキノコバエ科の一種
2017年 北海道 2月24日 えんどう 萎縮病
2017年 佐賀県 2月23日 トマト 黄化病
2017年 宮城県 3月9日 トマト 葉かび病レース2.9および4.9
2017年 宮城県 3月9日 トマト 退緑斑紋病
2017年 京都府 2月14日 ほうれんそう ハコベハナバエ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2017年 愛知県 1月31日 なし さび色胴枯病
2017年 宮城県 1月30日 トマト 退緑萎縮病
2017年 神奈川県 1月29日 ローズマリー ヨコバエ科の一種
2017年 神奈川県 1月16日 さつまいも ヨツモンカメノコハム
2017年 福岡県 1月6日 トルコギキヨウ 斑点病
2017年 福岡県 1月6日 ヒクロスギ クロトンアザミウマ
2017年 長野県 1月6日 アスパラガス 疫病
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2016年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2016年 神奈川県 12月22日 野菜、水稲 灰白色斑紋病（仮称）
2016年 秋田県 12月21日 なし さび色胴枯病
2016年 東京都 12月21日 野菜、水稲 ミアミアオカメムシ
2016年 和歌山県 11月25日 めぼうき（バジル） ベと病
2016年 高知県 11月10日 にがうり アシビロヘリカメムシ
2016年 静岡県 11月8日 コリアンダー 斑点細菌病(仮称）
2016年 大分県 11月7日 ほおずき ナスコナガイガラムシ
2016年 山口県 11月7日 トマト クロテンコナカイアガラムシ
2016年 神奈川県 11月4日 ジニア（百日草） ジニアえそ輪点病
2016年 愛知県 11月1日 ほおずき、なす タバコノミハムシ
2016年 愛媛県 10月21日 茶 チャトゲコナジラミ
2016年 和歌山県 10月20日 にがうり アシビロヘリカメムシ
2016年 徳島県 10月20日 にがうり アシビロヘリカメムシ
2016年 大分県 10月19日 コリアンダー コリアンダー褐斑病（仮称）
2016年 和歌山県 10月17日 しょうが ショウガ青枯病
2016年 高知県 10月12日 かんしょ（さつまいも） ヨツモンカメノコハムシ
2016年 福岡県 10月12日 トマト トマトフザリウム株腐病
2016年 岐阜県 10月3日 ほうれんそう ベと病（レース１２）
2016年 栃木県 9月30日 めぼうき（バジル） ベと病
2016年 茨城県 9月30日 なす トビイロシワアリ
2016年 京都府 9月29日 なす ヒメジュウジナガカメムシ
2016年 高知県 9月29日 にら カンザワハダニ
2016年 大分県 9月28日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2016年 神奈川県 9月24日 こまつな 黒斑細菌病
2016年 島根県 9月12日 シクラメン えそ斑紋病
2016年 香川県 9月 7日 びわ ビワキジラミ
2016年 愛知県 9月 2日 ブルーベリー ブルーベリータマバエ
2016年 新潟県 8月26日 すいか 急性萎凋症状の病因菌確認（炭腐病菌等
2016年 新潟県 8月22日 つばき チャトゲコナジラミ
2016年 栃木県 8月10日 日本なし ニホンナシハモグリダニ（仮称）
2016年 山口県 8月3日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2016年 大阪府 8月2日 うめ クビアカツヤカミキリ
2016年 新潟県 7月29日 きゅうり ホモプシス根腐病
2016年 新潟県 7月22日 ぶどう リーフロール病
2016年 富山県 7月21日 ブルーベリー ブルーベリータマバエ
2016年 沖縄県 7月20日 クルクマ クルクマ青枯病
2016年 千葉県 7月7日 ローズマリー ヨコバエ類
2016年 京都府 7月4日 トルコギキョウ えそ輪紋病
2016年 埼玉県 6月28日 秋冬ねぎ、春にんじん クロバネキノコバエ科の一種
2016年 静岡県 6月22日 ブルーベリー ブルーベリータマバエ
2016年 千葉県 6月10日 ほうれんそう ハコベハナバエ
2016年 静岡県 6月7日 にんじん キクノネハネオレバエ
2016年 広島県 6月6日 インパチェンス べと病
2016年 広島県 6月6日 レタス オクビキレイガ
2016年 長野県 5月31日 キウイフルーツ かいよう病（Ｐｓａ３系統）
2016年 長崎県 5月31日 キウイフルーツ かいよう病（Ｐｓａ３系統）
2016年 愛知県 5月31日 トマト 黄化病（ＴＯＣＶ）
2016年 愛知県 5月2日 たまねぎ えそ斑紋病
2016年 徳島県 4月26日 きゅうり 退緑黄化病
2016年 香川県 4月5日 シレラリア えそ斑紋病
2016年 徳島県 3月31日 レタス 白絹病
2016年 神奈川県 3月29日 オリーブ がんしゅ病
2016年 徳島県 3月22日 ほうれんそう べと病
2016年 山梨県 3月17日 トマト 黄化病
2016年 長崎県 3月7日 茶 チャノトゲコナジラミ
2016年 長野県 3月4日 ゆきやなぎ ユキヤナギハマキフシダニ
2016年 山口県 3月3日 トマト 葉かび病菌レース2.9
2016年 愛知県 3月1日 メボウキ（バジル） べと病
2016年 神奈川県 2月10日 トマト 葉かび病菌レース2.9

13



特殊報一覧表（2010年～2022年）
2016年 沖縄県 1月30日 めぼうき べと病
2016年 愛媛県 1月29日 くるみ 褐色腐敗病
2016年 長野県 1月28日 くるみ 黒斑細菌病
2016年 神奈川県 1月20日 トマト 黄化病
2016年 鹿児島県 1月15日 アブラナ科野菜 ケブカノメイガ
2016年 岐阜県 1月14日 きく 茎えそ病
2016年 群馬県 1月8日 ブルーベリー ブルーベリータマバエ（仮称）
2016年 岡山県 1月8日 ほうれんそう オオクビキレガイ
2016年 大分県 1月4日 めぼうき べと病
2016年 大分県 1月4日 しそ シシサビダニ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2015年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名
2015年 秋田県 12月24日 いちじく 株枯病
2015年 群馬県 12月15日 なす ミツユビナミハダニ
2015年 神奈川県 12月4日 トマト 退緑萎縮病
2015年 愛知県 12月1日 しそ、えごま シソサビダニ
2015年 茨城県 11月30日 トマト 退緑萎縮病
2015年 長野県 11月20日 日本なし ニホンナシハモグリダニ
2015年 福岡県 11月20日 もも 果実赤点病
2015年 福岡県 11月20日 なし ヒメボクトウ
2015年 愛媛県 11月20日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2015年 鹿児島県 11月20日 マンゴー キイロワタフキカイガラ
2015年 神奈川県 11月17日 メボウキ（バジル） べと病
2015年 宮城県 11月10日 なし キクイムシ類
2015年 神奈川県 11月2日 ごま、ささげ、オクラ、なす ミナミアオカメムシ
2015年 広島県 10月20日 もも 果実赤点病
2015年 静岡県 10月15日 トマト、なす タバコノミハムシ
2015年 埼玉県 10月8日 茶 ヒサカキワタフキコナジラミ
2015年 鳥取県 10月1日 トルコギキョウ えそ輪紋病
2015年 熊本県 9月15日 トルコギキョウ えそ輪紋病
2015年 高知県 9月14日 トマト 葉かび病菌レース4.9
2015年 神奈川県 8月24日 トマト 茎えそ病
2015年 大分県 8月21日 トマト 茎えそ病
2015年 大分県 8月21日 きく 茎えそ病
2015年 北海道 8月19日 ばれいしょ ジャガイモシロシストセンチュウ
2015年 徳島県 7月31日 うめ、もも、すもも アロミア　ブンギ(カミキリムシの一種）
2015年 大阪府 7月17日 きく 茎えそ病
2015年 和歌山県 7月13日 にんじん 斑点細菌病
2015年 栃木県 7月9日 いちご ミカンコナカイガラムシ
2015年 岐阜県 7月3日 うめ ウメ輪紋病
2015年 京都府 6月26日 とうがらし、ピーマン えそ輪点病
2015年 宮城県 6月23日 れんげ アルファルファタコゾウムシ
2015年 千葉県 6月12日 キウイフルーツ かいよう病
2015年 高知県 6月9日 キウイフルーツ かいよう病
2015年 京都府 6月5日 トマト 茎えそ病
2015年 大分県 6月3日 ピーマン えそ輪点病
2015年 大分県 6月3日 さつまいも ナンヨウネゴブセンチュウ
2015年 高知県 5月28日 ピーマン、トマト えそ輪点病（ピーマン）、茎えそ病（、トマト
2015年 山口県 5月28日 キウイフルーツ かいよう病
2015年 茨城県 5月28日 にら 褐色葉枯病
2015年 佐賀県 5月18日 トマト 茎えそ病
2015年 静岡県 5月11日 オリーブ がんしゅ病
2015年 香川県 4月27日 キウイフルーツ かいよう病
2015年 新潟県 3月26日 かき カキサビダニ
2015年 東京都 3月26日 キウイフルーツ かいよう病
2015年 熊本県 3月23日 トマト 茎えき病
2015年 沖縄県 3月13日 ウコン 青枯病
2015年 愛知県 3月2日 きゅうり 退緑黄化病
2015年 愛知県 3月2日 しそ シソモザイク病
2015年 大分県 3月1日 トルコギキヨウ 茎えそ病
2015年 神奈川県 2月19日 キウイフルーツ かいよう病
2015年 岡山県 2月10日 きゅうり 黒点根腐病
2015年 愛知県 2月2日 食用トレニア・食用金魚草 クロテンコナカイガラムシ
2015年 茨城県 1月27日 しそ シソモザイク病
2015年 北海道 1月16日 てんさい ＱoＩ剤耐性テンサイ褐班病
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2014年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2014年 大分県 12月25日 しそ シソモザイク病
2014年 愛媛県 12月9日 なし サクセスキクイムシ
2014年 岩手県 11月26日 プラタナス プラタナスグンバイ
2014年 岡山県 10月20日 ミニトマト 黄化えそ病
2014年 東京都 10月14日 トマト 茎えそ病
2014年 島根県 10月9日 トルコギキョウ えそ輪紋病
2014年 神奈川県 10月8日 インパチエンス べと病
2014年 福岡県 10月7日 ミニトマト、なす クロテンコナカイガラムシ
2014年 茨城県 9月30日 いちご チバクロバネキノコバエ
2014年 佐賀県 9月30日 なし ヒメボクトウ
2014年 岐阜県 9月24日 トマト モザイク病
2014年 長崎県 9月2日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 栃木県 8月29日 ねぎ 葉枯病
2014年 高知県 8月26日 しそ シソモザイク病
2014年 高知県 8月26日 しそ シソサビダニ
2014年 和歌山県 8月6日 きゅうり 退緑黄化病
2014年 愛媛県 8月5日 いちじく イチジクモザイクウイルス
2014年 佐賀県 8月4日 きゅうり ナスコナカイガラムシ
2014年 群馬県 7月30日 なす トビイロシワアリ
2014年 栃木県 7月24日 ピーマン、トマト ピーマンのえそ輪点病、トマトの茎えそ病
2014年 栃木県 7月24日 トマト 葉かび病
2014年 愛知県 7月11日 うめ ウメ輪紋病
2014年 京都府 6月20日 ねぎ えそ条斑病
2014年 山口県 6月20日 ほうれんそう ハコベハナバエ
2014年 茨城県 6月18日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 山口県 6月12日 ばら コナカイガラムシの1種
2014年 静岡県 6月6日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 和歌山県 5月29日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 岡山県 5月27日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 佐賀県 5月22日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 和歌山県 5月19日 茶、ひさかき チャトゲコナジラミ
2014年 岡山県 5月9日 ぶどう ネギアザミウマ
2014年 福岡県 5月9日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 愛媛県 5月2日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 熊本県 4月28日 ピーマン 炭疽病
2014年 佐賀県 4月9日 茶 チャトゲコナジラミ
2014年 宮崎県 3月31日 ピーマン モトジロアザミウマ
2014年 秋田県 3月20日 アスパラガス 疫病
2014年 東京都 3月10日 きゅうり アシビロヘリカメムシ
2014年 佐賀県 2月12日 キウイフルーツ かいよう病
2014年 滋賀県 2月6日 きく 茎えそ病
2014年 神奈川県 1月27日 なす タバコノミハムシ
2014年 静岡県 1月21日 メロン 退緑黄化病
2014年 新潟県 1月21日 なす、トマト クロメンガタスズメ
2014年 新潟県 1月21日 ねぎ えそ条斑病
2014年 沖縄県 1月20日 トルコギキョウ 葉巻病
2014年 長崎県 1月8日 ばれいしょ ミツユビナミハダニ
2014年 岡山県 1月6日 なす ミナミアオカメムシ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2013年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2013年 佐賀県 12月24日 なす クロテンコナカイガラムシ（仮称）

2013年 広島県 12月4日 りんどう 黒斑病

2013年 山口県 12月2日 きゅうり 退緑黄化病

2013年 長野県 11月29日 ピーマン ナスコナカイガラムシ

2013年 福島県 11月29日 トマト 黄化病

2013年 福島県 11月29日 トマト クロメタガタスズメ

2013年 岩手県 11月26日 オクラ 輪紋病

2013年 秋田県 10月31日 プラタナス プラタナスグンバイ

2013年 熊本県 10月16日 しょうが 青枯病

2013年 長野県 9月13日 トマト 黄化葉巻病

2013年 長野県 9月13日 トマト タバココナジラミ　バイオタイプＱ

2013年 広島県 9月6日 トマト トマトモザイク病

2013年 宮城県 8月29日 きく、なす、ひまわり アワダチソウグンバイ

2013年 福岡県 8月28日 トマト トマトモザイク病

2013年 岩手県 8月26日 わらび コメツキモドキ

2013年 山梨県 8月23日 茶 チャトゲコナジラミ

2013年 香川県 8月22日 オリーブ カイガラムシ

2013年 和歌山県 7月31日 きく キク茎えそ病

2013年 高知県 7月29日 きく キク茎えそ病

2013年 千葉県 7月10日 トマト 黄化病

2013年 栃木県 7月1日 ハイビスカス モトジロアザミウマ

2013年 広島県 7月1日 トルコギキョウ えそ輪紋病

2013年 山口県 7月1日 トマト 萎凋病レース３

2013年 三重県 6月27日 うめ ウメ輪紋病

2013年 福岡県 6月27日 温州みかん ワタミヒゲナガゾウムシ

2013年 愛知県 6月18日 さくら、うめ カミキリムシの1種

2013年 神奈川県 6月3日 トマト 萎凋病レース３

2013年 徳島県 5月31日 茶 チャトゲコナジラミ

2013年 大分県 5月31日 ピーマン ワタアブラムシ

2013年 大分県 5月31日 トマト 黄化病

2013年 東京都 4月30日 トマト 葉かび病菌レース2.9

2013年 栃木県 4月22日 トルコギキョウ チャノキイロアザミウマ（新規系統）

2013年 愛知県 4月16日 いちじく モザイク病

2013年 群馬県 3月28日 レタス 根腐病（レース１による）

2013年 長野県 3月27日 すいか 果実軟腐病

2013年 茨城県 3月15日 トマト 黄化病

2013年 長野県 3月15日 大麦 縞萎縮病

2013年 鹿児島県 3月13日 ヒサカキ チャトゲコナジラミ

2013年 大分県 3月11日 稲 ストロビルリン系殺菌剤いもち病菌

2013年 宮崎県 3月7日 ヒサカキ チャトゲコナジラミ

2013年 愛媛県 3月4日 ゆず ヤノネカイガラムシ

2013年 香川県 3月1日 レタス 疫病

2013年 香川県 3月1日 ディーフェンバキアなど モトジロアザミウマ

2013年 宮城県 2月26日 カーネーション フサクビヨトウ

2013年 富山県 2月20日 トマト 黄化葉巻病

2013年 長崎県 2月13日 にら えそ条斑病

2013年 愛知県 2月4日 トルコギキョウ えそ輪紋病

2013年 埼玉県 1月30日 すもも 斑入果病

2013年 岡山県 1月11日 いちじく イチジクモザイク病
2013年 岡山県 1月11日 もも 果実赤点病
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2012年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名
2012年 千葉県 12月19日 すいか 果実汚染細菌病
2012年 新潟県 12月17日 すいか 果実汚染細菌病
2012年 愛知県 12月17日 すいか 果実汚染細菌病
2012年 長崎県 12月17日 キウイフルーツ キクビスカジバ
2012年 埼玉県 12月6日 ねぎ ネギ葉枯病菌による黄化斑紋症状
2012年 栃木県 11月29日 なし ヒメボクトウ
2012年 栃木県 11月29日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 山梨県 11月28日 ぶどう 斑点細菌病
2012年 東京都 11月22日 なし チャノキイロアザミウマ
2012年 宮城県 11月20日 カーネーション シロイチモジヨトウ
2012年 和歌山県 11月16日 トルコギキョウ 葉巻病
2012年 愛知県 11月15日 カトレア シイノコキクイムシ
2012年 長野県 10月24日 トマト すすがび病
2012年 東京都 10月23日 エンサイ、空心菜 サツマイモヒサゴトビハムシ
2012年 東京都 10月23日 さつまいも ヨツモンカメノコハムシ
2012年 群馬県 10月19日 なす ナスコナカイガラムシ
2012年 岡山県 10月19日 トルコギキョウ キキョウトリバ
2012年 岡山県 10月19日 なす ナスコナガイガラムシ
2012年 栃木県 10月18日 なす、トマト クロメンガタスズメ
2012年 長野県 10月17日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 島根県 10月15日 なし 萎縮病
2012年 栃木県 10月11日 なす、トマト タバコノミハムシ
2012年 秋田県 9月27日 りんどう キオビトガリメイガ
2012年 秋田県 9月27日 ぶどう つる割細菌病
2012年 鹿児島県 9月12日 パッションフルーツ ミナミヒメハダニ
2012年 茨城県 9月6日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 岩手県 8月30日 アリウム類 べと病
2012年 岩手県 8月30日 トルコギキョウ えそ輪紋病
2012年 奈良県 8月30日 トマト ミツユビナニハダニ
2012年 長崎県 8月29日 すもも 斑入果病
2012年 神奈川県 8月22日 日本なし ニホンナシハモグリダニ
2012年 大阪府 8月6日 さつまいも フタスジヒメジンガサハムシ
2012年 岡山県 8月2日 きく 茎えそ病
2012年 徳島県 7月27日 びわ ビワキジラミ（仮称）
2012年 山口県 7月26日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 兵庫県 7月24日 うめ ウメ輪紋病
2012年 栃木県 7月23日 りんどう トマト黄化えそウイルス
2012年 神奈川県 7月20日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 千葉県 7月11日 きゅうり 黄化えそ病
2012年 香川県 7月4日 トルコギキヨウ 葉巻病
2012年 福岡県 6月21日 マンゴー チャノキイイロアザミウマ（新規系統）
2012年 山口県 6月19日 日本なし チュウゴクナシキジラミ
2012年 群馬県 6月14日 茶、さざんか チャトゲコナジラミ
2012年 千葉県 6月13日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 岡山県 6月13日 トルコギキョウ 葉巻病
2012年 高知県 6月8日 なす フザリウム立枯病
2012年 滋賀県 6月5日 ブルーベリー フタモンマダラノメイガ
2012年 長野県 6月1日 緑肥用えんばく エンバク褐斑細菌病
2012年 岐阜県 5月31日 トマト 葉かび病レース
2012年 福岡県 5月31日 トマト 黄化病
2012年 山口県 5月25日 トルコギキョウ、りんどう キキョウトリバ
2012年 島根県 5月21日 インパチェンス ベと病
2012年 山口県 5月9日 トルコギキョウ えそ萎縮病
2012年 茨城県 5月8日 きょうな 萎凋病
2012年 広島県 4月17日 インパチェンス えそ斑紋病
2012年 青森県 4月13日 露地メロン モザイク病
2012年 青森県 4月13日 レタス 根腐病
2012年 富山県 3月29日 たまねぎ 萎黄病
2012年 長野県 3月27日 飼料用とうもろこし トウモロコシ根腐病
2012年 鹿児島県 3月27日 マンゴー シュレイツメハダニ18



特殊報一覧表（2010年～2022年）
2012年 高知県 3月16日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 島根県 3月14日 トルコギキョウ キキョウトリバ
2012年 宮崎県 3月9日 さつまいも サツマイモヒサゴトビハムシ
2012年 鹿児島県 3月8日 トマト 黄化病
2012年 岐阜県 3月5日 水稲、大豆、野菜類、果樹類 ミナミアオカメムシ
2012年 岐阜県 3月5日 くり ナスウラスジハマキホソガ
2012年 鹿児島県 2月23日 茶 チャトゲコナジラミ
2012年 宮城県 2月22日 せり モトグロヒラタマルハキバガ
2012年 秋田県 2月16日 りんご ヒメボクトウ
2012年 高知県 2月16日 みようが 軟腐病
2012年 山口県 2月15日 ピーマン 炭疽病
2012年 石川県 2月9日 すいか 果実汚染細菌病
2012年 佐賀県 2月2日 マンゴー チャノキイイロアザミウマ（新規系統）
2012年 神奈川県 2月1日 らん類 オオランヒメゾウムシ
2012年 宮崎県 1月26日 メロン 黄化えそ病
2012年 佐賀県 1月24日 いちご チビクロバネキノコバエ
2012年 香川県 1月6日 茶 チャトゲコナジラミ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
2011年

年度 都道府県 月日 作物名 病害虫名

2011年 京都府 12月22日 なし フタモンマダラメイガ
2011年 東京都 12月21日 しかくまめ クロメンガタスズメ
2011年 埼玉県 12月20日 大麦、小麦 黒節病
2011年 宮城県 12月5日 いちじく 株枯病
2011年 熊本県 11月30日 茶 チャトゲコナジラミ
2011年 北海道 11月29日 小麦 クレソキシムメチル耐性コムギ赤かび病
2011年 群馬県 11月28日 あじさい アジサイ黄化病
2011年 北海道 11月21日 ぶどう つる割細菌病
2011年 山口県 11月21日 アブラナ科野菜 トビイロシワアリ
2011年 富山県 11月18日 トマト タバココナジラミ　バイオタイプＱ
2011年 神奈川県 11月17日 きゅうり キユウリ退緑黄化病
2011年 岡山県 11月10日 にんにく イモグサレセンチュウ
2011年 高知県 11月8日 ブルースター（ルリトウワタ） 青枯病（仮称）
2011年 佐賀県 11月8日 キウイフルーツ キクビスカシバ
2011年 東京都 11月4日 茶 チャトゲコナジｒミ
2011年 秋田県 10月27日 すいか 炭腐病
2011年 埼玉県 10月26日 なし チャノキイロアザミウマ
2011年 滋賀県 10月26日 水稲 ミナミアオカメムシ
2011年 千葉県 10月14日 なし 萎縮病
2011年 千葉県 10月14日 さつまいも、ごぼう アワダチソウグンバイ
2011年 長野県 10月14日 クロスグリ スグリコスカシバ
2011年 滋賀県 10月14日 キャベツ、ブロッコリー トビイロシロアリ
2011年 熊本県 10月6日 トマト 黄化病
2011年 静岡県 10月5日 なし フタモンマダラメイガ
2011年 鹿児島県 9月28日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2011年 島根県 9月20日 すもも 斑入果病
2011年 岐阜県 9月15日 りんご リンゴハナゾウムシ
2011年 千葉県 9月14日 なし ナシシンクイタマバエ
2011年 三重県 9月13日 キツタ属観葉植物 アカアシカタゾウムシ属の一種
2011年 佐賀県 9月13日 なし チュウゴクナシキジラミ
2011年 岩手県 9月6日 りんご、日本なし ヒメボクトウ
2011年 岩手県 9月6日 りんどう キオビトガリメイガ
2011年 秋田県 8月25日 トマト すすかび病
2011年 佐賀県 8月19日 きく 茎えそ病
2011年 熊本県 8月18日 ばれいしょ ジヤガイモシストセンチュウ
2011年 埼玉県 7月26日 トマト、なす クロメンガタスズメ
2011年 千葉県 7月13日 きゅうり キユウリ退緑黄化病
2011年 栃木県 7月8日 トマト トマトモザイクウイルス
2011年 山口県 7月8日 なし フタモンマダラメイガ
2011年 千葉県 6月17日 ピーマン 炭疽病
2011年 長崎県 6月17日 きく 茎えそ病
2011年 兵庫県 6月13日 トルコギキヨウ 葉巻病
2011年 高知県 6月7日 ししとう、ピーマン コミドリチビトビカスミカメ
2011年 長野県 6月3日 きく 茎えそ病
2011年 茨城県 6月1日 にんじん ホモノハダニ
2011年 福島県 5月31日 ダリア ポテトスピンドルチュバーウイロウド
2011年 福島県 5月31日 トマト 黄化萎縮病
2011年 岩手県 5月26日 クロスグリ スグリコスカシバ
2011年 福岡県 5月20日 いちじく モザイク病
2011年 兵庫県 5月16日 ピーマン 炭疽病
2011年 千葉県 5月13日 ダリア ポテトスピンドルチュバーウイロウド
2011年 香川県 5月11日 にんじん キクノネハネオレバエ
2011年 東京都 5月2日 こまつな アヤトビフシ科の一種
2011年 鹿児島県 5月2日 きく トマト茎えそ病（仮称）
2011年 大分県 4月28日 トマト 葉かび病レース２９
2011年 千葉県 4月13日 マンゴー チャノキイロアザミウマ
2011年 三重県 4月13日 トルコギキヨウ 葉巻病
2011年 島根県 4月5日 いちじく モザイク病
2011年 山口県 3月31日 ほうれんそう べと病レース８

20



特殊報一覧表（2010年～2022年）
2011年 福岡県 3月31日 ダリア ポテトスピンドルチュバーウイロウド
2011年 秋田県 3月29日 ダリア ポテトスピンドルチュバーウイロウド
2011年 秋田県 3月29日 りんご 葉巻萎縮病
2011年 愛知県 3月28日 ダリア ポテトスピンドルチュバーウイロウド
2011年 愛知県 3月28日 えごま エゴマ青枯病
2011年 愛知県 3月28日 メボウキ（ルリトウワタ） 菌核病
2011年 徳島県 3月28日 にんじん ホモノハダニ
2011年 北海道 3月24日 小麦 萎縮病
2011年 茨城県 3月23日 ピーマン 黒枯病
2011年 徳島県 3月18日 ねぎ えそ条斑病
2011年 北海道 3月16日 水稲 ＭＲＩ－Ｄ剤耐性いもち病菌
2011年 岐阜県 3月11日 なし ヨシブエナガキクイムシ
2011年 愛媛県 3月3日 ねぎ、たまねぎ えそ条斑病
2011年 鹿児島県 2月25日 マンゴー マンゴーキジラミ
2011年 岩手県 2月17日 ポインセチア タバココバジラミ　バイオタイプＢ
2011年 島根県 2月16日 プルーン リンゴサビダニ
2011年 山梨県 1月31日 ブルーベリー 赤色輪点病
2011年 宮城県 1月25日 ブルーベリー バルデシアン葉枯病
2011年 長野県 1月19日 レタス、セルリー等洋菜類 ニセタマナヤガ
2011年 長野県 1月19日 セルリー 萎縮炭疽病
2011年 岐阜県 1月14日 いちじく イチジクヒトリモドキ
2011年 栃木県 1月11日 トルコギキョウ 黄化葉巻病
2011年 栃木県 1月7日 日本なし ナシシンクイタマバエ
2011年 愛媛県 1月7日 キウイフルーツ キクビスカシバ
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特殊報一覧表（2010年～2022年）
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 ミツユビナミハダニ
2010年 埼玉県 12月22日 トマト すすかび病
2010年 埼玉県 12月21日 トルコギキヨウ 葉巻病
2010年 島根県 12月16日 プルーン リンゴサビダニ
2010年 山口県 12月14日 きく 茎えそ病
2010年 愛媛県 12月13日 マンゴー チャノキイロアザミウマ
2010年 宮城県 12月9日 トマト すすかび病
2010年 長野県 12月6日 ブルーベリー 白紋羽病
2010年 岐阜県 12月3日 ほうれんそう べと病レース８
2010年 長野県 12月1日 レタス 根腐病
2010年 長野県 12月1日 レタス レタスヒゲナガアブラムシ
2010年 福島県 11月30日 ゆきやなぎ ユキヤナギハマキフシダニ
2010年 長崎県 11月29日 いちご チビクロバネキノコバエ
2010年 宮城県 11月25日 ブルーベリー 赤色輪点病
2010年 茨城県 11月24日 さつまいも アワダチソウグンバイ
2010年 徳島県 11月19日 ほうれんそう べと病レース８
2010年 京都府 11月16日 水稲 ミナミアオカメムシ
2010年 長崎県 11月16日 ばれいしょ トビイロシワアリ
2010年 千葉県 11月12日 オクラ ミナミアオカメムシ
2010年 福岡県 11月11日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 佐賀県 11月9日 ブロッコリー トビイロシワアリ
2010年 東京都 11月8日 キャベッ、ブロッコリー ケブカノメイガ
2010年 長野県 10月27日 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 静岡県 10月27日 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 岐阜県 10月25日 甘長とうがらし ナスコナカイガラムシ
2010年 愛知県 10月19日 いちじく イチジクヒトリモドキ
2010年 愛知県 10月19日 きゅうり ホモプシス根腐病
2010年 山口県 10月18日 稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 高知県 10月18日 なす ミツユビナミハダニ
2010年 佐賀県 10月18日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 福岡県 10月16日 レタス レタスヒゲナガアブラムシ
2010年 鹿児島県 10月15日 イネ科牧草 アフリカシロナヨトウ
2010年 愛知県 10月14日 さざんか、つばき類 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 宮崎県 10月14日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 長崎県 10月5日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 茨城県 10月4日 たばこ クロメンガタスズメ
2010年 広島県 10月1日 稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 沖縄県 10月1日 オクラ 半身萎凋病
2010年 鹿児島県 9月28日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 福井県 9月28日 トマト すすかび病
2010年 秋田県 9月27日 りんどう キオビトガリメイガ
2010年 秋田県 9月27日 ぶどう つる割細菌病
2010年 沖縄県 9月17日 イネ科牧草、さとうきび アフリカシロナヨトウ
2010年 熊本県 9月16日 水稲 南方黒ずし萎縮病
2010年 長野県 9月15日 りんどう 炭疽病
2010年 京都府 9月15日 とうがらし えそモザイク病
2010年 兵庫県 9月13日 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 千葉県 9月10日 日本なし ヒメボクトウ
2010年 茨城県 9月1日 なし ヒメボクトウ
2010年 栃木県 9月1日 ひまわり（鉢物） アワダチソウグンバイ
2010年 宮崎県 8月27日 マンゴー アカマルカイガラムシ属の1種
2010年 群馬県 8月5日 トマト、ミニトマト 黄化病
2010年 新潟県 8月4日 大豆 縮葉ウイルス病
2010年 鳥取県 8月3日 ねぎ 黒腐菌核病
2010年 秋田県 7月29日 小麦 コムギ条斑病
2010年 長野県 7月29日 りんご 葉巻萎縮病
2010年 長野県 7月29日 ひめゆり ジヤガイモクロバネキノコバエ
2010年 埼玉県 7月23日 うめ 輪紋ウイルス
2010年 大阪府 7月23日 うめ 輪紋ウイルス
2010年 奈良県 7月23日 うめ 輪紋ウイルス22



特殊報一覧表（2010年～2022年）
2010年 熊本県 7月20日 トルコギキヨウ ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 岡山県 7月16日 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 福岡県 7月9日 きく 茎えそ病
2010年 福井県 7月9日 きく 茎えそ病
2010年 山口県 7月8日 きく 茎えそ病
2010年 宮城県 6月21日 きく 茎えそ病
2010年 滋賀県 6月16日 うめ 輪紋ウイルス
2010年 福岡県 6月16日 レタス、サラダ菜、リーフレタスレタスヒゲナガアブラムシ
2010年 香川県 6月15日 レタス レタスヒゲナガアブラムシ
2010年 広島県 6月14日 ねぎ（水耕栽培） 根腐病
2010年 三重県 6月2日 きく 茎えそ病
2010年 愛知県 4月28日 いちご アオグロヒラタゴミムシ
2010年 埼玉県 3月31日 ブロッコリー 菌核病
2010年 北海道 3月24日 小麦 萎縮病
2010年 大分県 3月18日 茶 ミカントゲコナジラミ（チャ系統）
2010年 北海道 3月16日 稲 ＭＢＩ－Ｄ耐性いもち病菌
2010年 宮崎県 3月4日 しょうが 青枯病
2010年 宮崎県 3月4日 にら えそ条斑病
2010年 大分県 3月1日 きく わい化病
2010年 群馬県 2月19日 ほうれんそう ハコベハナバエ
2010年 岐阜県 2月17日 トマト 萎凋病レース３
2010年 宮崎県 2月16日 マンゴー チャノキイロアザミウマ
2010年 山梨県 2月12日 ダリア ポテトスピンドルチュバーウイロウド
2010年 埼玉県 2月9日 ほうれんそう ハコベハナバエ
2010年 長野県 2月6日 ブルーベリー 白紋羽病
2010年 高知県 2月5日 すいか スイカ退緑えそ病（仮称）
2010年 鹿児島県 2月3日 しょうが、クルクマ 青枯病
2010年 高知県 2月1日 きゅうり キュウリ退緑黄化病（仮称）
2010年 鹿児島県 2月1日 マンゴー、ハウスミカン チャノキイロアザミウマ
2010年 宮城県 1月26日 日本なし ヒメボクトウ
2010年 宮崎県 1月26日 きく 茎えそ病
2010年 和歌山県 1月21日 えんどう 萎凋病
2010年 熊本県 1月20日 すいか スイカ退緑えそ病（仮称）
2010年 群馬県 1月19日 レタス 根腐病
2010年 長野県 1月19日 レタス、セロリー ニセタマナヤガ
2010年 長野県 1月19日 セロリー 萎縮炭疽病
2010年 山口県 1月19日 きく わい化病
2010年 愛知県 1月15日 食用ミニバラ バラハオレタマバエ
2010年 熊本県 1月7日 トマト、ミニトマト、 葉かび病レール
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