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平成27年病害虫の発生と防除について

Ⅰ 天候経過の状況（気象庁報道発表資料より抜粋）

1 2015年（平成27年）冬（2014年12月～2015年2月）の特徴

(1)東・西日本と沖縄・奄美では、12 月に強い寒気の南下による気温の低下が大きか
ったことから、冬の平均気温も低かった。東日本では 4年連続の寒冬だった。一方、
北日本では、1月以降寒気の南下が弱く気温の高い日が続き、暖冬となった。

(2)日本海側の降雪量は、12 月に強い寒気の南下に伴って平年を上回ったが、１月以
降は寒気の南下が弱かったことから平年を下回った。その結果、冬の降雪量は少な

く、北日本日本海側ではかなり少なかった。一方、北陸以北の本州の山沿いでは、

降雪量や最深積雪は平年を上回った。

(3)低気圧が北日本の東海上で発達し、北日本では北海道を中心に暴風雪となる日が

たびたびあった。

2 2015年（平成27年）春（3～5月）の特徴

(1)南西から暖かい空気が流れ込んだため、春の気温は全国的に高く、北日本では平

年差+1.9℃で、統計を開始した 1946年以降で春としては最も高い記録を更新し、31
地点で春の平均気温が観測史上最も高い値を更新した。

(2)低気圧の影響で、北日本の降水量は多かった。

(3)本州付近は移動性高気圧に覆われることが多かったため、日照時間は、北日本と

東日本日本海側ではかなり多く、東日本太平洋側、西日本日本海側で多かった。

3 2015年（平成27年）夏（6～8月）の特徴

(1)夏の平均気温は、6 月に太平洋高気圧が強まり顕著な高温となった沖縄・奄美で
かなり高く、7 月中旬から 8 月上旬にかけて太平洋高気圧の張り出しが強まった北日
本で高かった。一方、前線や台風、南からの湿った気流の影響を受けやすかった西日

本では低かった。気温の高い時期と低い時期があった東日本では平年並だった。

(2) 前線や台風、南からの湿った気流の影響を受けやすかった西日本太平洋側と沖縄

・奄美では降水量がかなり多かった。一方、東日本日本海側では梅雨前線の影響を
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受けにくく、降水量がかなり少なかった。

(3) 前線や台風、南からの湿った気流の影響を受けやすかった西日本太平洋側では、

日照時間がかなり少なかった。

4 2015年（平成27年）秋（9～11月）の特徴

(1)9月から 10 月にかけては日本付近に寒気が南下しやすく北・東・西日本では低温
傾向だったが、11 月は寒気は南下しにくく全国的に高温となった。秋の平均気温
は北・東・西日本では平年並となった。

(2)９月上旬と 11月は低気圧や前線が本州付近を通過することが多く、北日本から西
日本にかけては曇りや雨の日が多かった。特に「平成 27 年９月関東・東北豪雨」
では記録的な大雨となった。一方、9 月中旬から 10 月にかけては大陸から移動し
てきた高気圧に覆われることが多く、晴れた日が多くなった。

(3)沖縄・奄美では、高気圧の勢力が平年より強かったため、気温がかなり高く、降
水量がかなり少なかった。

（参照）

気象庁ホームページ

http://www.jma.go.jp/jma/press/index.html?t=1&y=27

Ⅱ 作物別の病害虫発生状況の概要

1 水稲病害虫

病害：本年は、台風や前線の影響で何度となく長期間の天候不順に見舞われ、そ

の度にイネいもち病の多発と被害の拡大が懸念された。そのため、6 月から 9 月に
かけて、イネいもち病について、九州を中心に 11県から延べ 18件の注意報が発表
され、防除の徹底が呼びかけられた。特に、6 月から 7 月の梅雨の時期には、九州
南部を中心に西日本で深刻な日照不足及び長雨となり、葉いもちの拡大と穂いもち

への移行が懸念された。さらに、8 月下旬から再び低温、多雨、日照不足の傾向が
続き、穂いもちの多発が懸念された。

昨年 8月も西日本を中心に多雨、日照不足に見舞われ、注意報(17府県から延べ 18
件)だけでなく、警報が５県から発表されたが、本年は警報は発表されなかった。

イネ縞葉枯病については、昨年、茨城、栃木、群馬、埼玉及び神奈川の関東 5県か
ら延べ 6件の注意報が発表されたが、本年もこれら 5県から 5件の注意報が発表さ
れた。

害虫：トビイロウンカは、九州から四国、本州にかけて一部の地域で飛来もしく

は生息が確認されたが、例年飛来が多い九州をはじめ、各地で平年より小発生・小

飛来傾向となった。結果的に、全国的に警報・注意報の発表はなく、大きな被害が

生じたという報告はなかった。

斑点米カメムシ類については、昨年と同様に 6月から北日本、北陸、並びに近畿
及び中国の日本海側の各地域から注意報が 15県(延べ 17件)発表された。昨年は警
報発表が 1 県(1 件)、注意報発表が 24 道府県(延べ 32件)であったのに対し、本年

http://www.jma.go.jp/jma/press/index.html?t=1&y=27
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は警報の発表はなかった。

水稲の作況指数（10 月 15 日現在）は、全国では 100 で「平年並み」あったが、
地域ごとには北海道 104、東北 103、関東・東山 98、北陸 99、東海 98、近畿 100、
中国 98、四国 96、九州 96、沖縄 95 となり、作柄は北海道及び東北で「やや良」、
北陸及び近畿で「平年並み」、関東・東山、東海、中国、四国、九州、沖縄で「や

や不良」という結果となった。

2 その他普通作物病害虫

麦：麦類が出穂し、麦類赤かび病の影響を受けやすい 4月上・中旬に、概ね全国
的に日照時間が少なく、雨が多い天候が続いたため、本病の発生が平年より多くな

ることが懸念されたが、4 月に注意報が愛媛県、三重県及び静岡県の 3 県から発表
されたにとどまった。

ばれいしょ：ジャガイモ疫病について、4 月 30 日に静岡県が平年より発生が多
いとして、注意報を発表し、7 月 13 日には北海道が初発確認が平年より早いとし
て、同じく注意報を発表した。本病の注意報発表は、平成 22 年の長崎県及び鹿児
島県の 2件以来なかった。

3 果樹病害虫（茶を含む）

病害：ナシ黒星病について、4 月以降、各都道府県から発生が「多い」又は「や
や多い」という報告が多かった。本病について、福島県、茨城県、宮城県、愛知県、

佐賀県の 5県が注意報を発表している。
害虫：果樹カメムシ類は、昨年、31 都府県から延べ 41 件の注意報が発表され、

最も警戒された害虫の一つであったが、本年の発表は愛媛県、徳島県、三重県(2
回)、高知県、岐阜県及び熊本県の 6県から延べ 7件であった。

4 野菜および花き病害虫

病害：タマネギべと病の注意報発表件数が多く、佐賀(2 回)、長崎、島根及び山
口の 4県から 5件発表され、防除が呼びかけられた(昨年は 2県から 2件発表)。
害虫：いちごのハダニの注意報発表件数が多く、3 月までに、岐阜県、長崎県及

び佐賀県の 3 県が発表し、6 月以降は、熊本県、長崎県(2 回)及び愛知県の 3 県が
発表し、防除が呼びかけられた。

なお、本年は作物全般において警報の発表はなかった。

特殊報は、11月30日までに都道府県から49件発表されており、そのうち普通作に

関するものは3件、果樹･茶に関するものは17件、野菜･花き等に関するものは29件

であった。

Ⅲ 病害虫防除事業

我が国で未発生の重要病害虫や、国内の一部地域のみに発生している重要病害虫が新
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たな地域に侵入、まん延した場合、我が国の重要な農作物に甚大な被害を及ぼすおそれ

があることから、侵入の早期発見、早期防除のため、都道府県と連携し、海空港や生産

地等で侵入警戒調査を実施している。また、万が一、侵入した場合には、重要病害虫発

生時対応基本指針に基づき、関係都道府県と連携し、調査、防除等を行い、発生状況を

把握するとともに、必要に応じて移動規制や緊急防除等の措置を講じることで、まん延

防止及び根絶に努めている。

新規発生病害虫の確認に係る報告については、平成 26年度は 28件、平成 27年度は 10
月までに 23 件となっており、特に、本年度は、我が国の重要な農作物に甚大な被害を
及ぼすおそれが非常に高いミカンコミバエ種群やジャガイモシロシストセンチュウの侵

入が確認された。

また、過去に侵入が確認された重要病害虫や国内の一部地域のみに発生している重要

病害虫のうち、ウメ輪紋ウイルス、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ及びカンキツグ

リーニング病菌については、引き続き、移動規制や緊急防除等の措置を講じることで、

まん延防止及び根絶に努めている。

1 ミカンコミバエ種群

ミカンコミバエ種群については、毎年、台風等の強風に乗って我が国に飛来するこ

とが確認されている。平成 27 年は、鹿児島県奄美大島の南部を中心に、秋以降、侵
入警戒調査用のトラップに継続的な誘殺が確認された。このため、奄美大島において

は、有人ヘリコプターによるテックス板（誘殺剤）の散布等の防除対策を徹底すると

ともに、平成 27 年 12 月 13 日から、寄主果実の移動規制や廃棄命令を行う緊急防除
を開始し、ミカンコミバエ種群のまん延防止及び根絶に努めている。

なお、寄主果実の移動規制については、昭和 54 年の根絶以来、36 年ぶりの実施と
なる。

2 ジャガイモシロシストセンチュウ

ジャガイモシロシストセンチュウについては、北海道網走市内の 2地区 6筆で発生
が確認されたことから、まん延防止のため、収穫物に付着した土の輸送時の飛散防止

や農機具に付着した土の洗浄等の防除対策の徹底を図るとともに、ばれいしょ等が地

区外に移動される場合は、植物防疫官が確認を行っている。また、発生地域の周辺に

おいては、引き続き、発生状況の調査を実施することとしている。

3 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス（PPV））
平成21年4月に東京都の青梅市で確認されたＰＰＶについては、毎年、全国で発

生状況を調査しており、感染が確認された東京都、愛知県、大阪府及び兵庫県の一

部地域においては、まん延を防止し、国内からの根絶を図るため、宿主植物の移動

規制や廃棄命令を行う緊急防除を実施している。

平成27年の調査の結果、東京都及び兵庫県の一部地域で根絶が確認された一方、

愛知県及び大阪府では新たな地域で感染植物が確認されたことから、引き続き緊急

防除を継続し、ＰＰＶのまん延防止及び根絶に努めている。
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4 アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシ

鹿児島県の喜界島においては、アリモドキゾウムシを対象として、沖縄県の津堅島

においては、アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシを対象として、不妊虫放飼法など

による防除を実施し、根絶防除事業を進めている。

5 カンキツグリーニング病菌

鹿児島県の奄美群島（奄美大島及び喜界島を除く。）及び沖縄県北部地域において

は、両県が感染植物を処分する等の根絶に向けた取組を進めている。鹿児島県におい

ては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所が開発したダイ

レクトＰＣＲ法による迅速かつ簡便なカンキツグリーニング病菌の検出法を導入し、

感染状況調査の高精度化により、早期の根絶を図っている。

Ⅳ 農林水産航空事業

1 H27年の事業実績
有人ヘリコプターによる平成27年度の農林水産航空事業の農業関係の延べ面積は48

千haとなる見込みである（計画値）。作物別では、水稲では38.7千ha、水稲以外（果

樹、畑作物等）防除で8.3千ha、その他（播種・施肥等）1.4千haとなっている。また、

ミバエ類の再侵入防止対策の延べ面積は2,394.1千haとなる見込みである。

無人ヘリコプターについては、機動性が高く、きめ細かな作業が可能ということも

あり、防除実施面積（延べ面積）は平成24年度以降100万haを超え、年々増加してい

る。一方、平成26年度には無人ヘリコプターによる人身事故が発生したことから、安

全対策のより一層の強化を図るため、昨年７月に「無人ヘリコプター利用技術指導指

針」を改正し、機体管理及び点検の徹底等の事故防止のための具体的な対策を追加し

た。

2 無人航空機の新たな規制

平成 27年 4月 22日に首相官邸屋上にドローンが発見された事案等を踏まえ、政府
において「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」を設置し、小型無人機に関する

運用ルール・法規制の在り方等について検討を進めており、同年 9月に航空法の一部
が改正された(同年 12月 10日施行)。
航空法の一部改正により、産業用無人ヘリコプターを含む無人航空機が航空法の規

制対象となり、農薬・肥料の散布や播種等のために無人航空機を飛行させようとする

場合は、国土交通省の事前許可・承認を受けることが必要となった。

このため、農林水産省及び国土交通省では、技術指導指針等に基づき安全性を確保

した上で空中散布等を行う場合は、実施主体が行う許可・承認の手続きが過重になら

ないよう、許可等の基準の弾力化や、申請手続きの簡素化することとして配慮した。

また、今般の航空法の改正による申請手続や事故発生時の報告手続などを円滑に対

応するため、「無人ヘリコプター技術指導指針」を廃止し、「空中散布等における無

人航空機利用技術指導指針（平成 27 年 12 月 3 日消費・安全局長通知）」を新たに制
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定した。

なお、ドローン等小型無人機については、中山間地域や狭小な園地等における農薬

散布等での利活用が期待されているが、技術指導指針等のガイドラインと対になって

いないことから、（一社）農水協と協力し、無人航空機の運行基準等の策定に向けて

検討を行っている。

Ⅴ 農薬の出荷状況

平成 27 農薬年度（平成 26 年 10 月１日～平成 27 年 9 月 30 日）における農薬の出
荷は，前年度に比べ数量では 4.6 ％減の 187 千ｔ又は kl，金額では 2.4 ％減の 3,359
億円である（表－１）。

表-１ 平成 27農薬年度農薬出荷状況(暫定)

（単位：ｔ，kl，百万円，％）
平成26農薬年度 平成27農薬年度

用途

出荷 出荷 対前年比

殺虫剤 数量 68,774 63,059 91.7
金額 102,547 98,509 96.1

殺菌剤 数量 39,214 37,952 96.8
金額 74,934 74,917 100.0

殺虫殺菌剤 数量 20,913 20,332 97.2
金額 37,914 36,844 97.2

除草剤 数量 61,460 60,378 98.2
金額 119,050 115,959 97.4

その他 数量 5,162 4,858 94.1
金額 9,547 9,645 101.0

合計 数量 195,524 186,578 95.4
金額 343,991 335,869 97.6

農薬工業会調査（農薬工業会会員対象）

（注）端数処理（四捨五入）の関係で、合計欄の数字と足し上げた数字とは必ずしも一致

しない。


