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２０２０年７月　病害虫発生予察情報の
発表状況（警報・注意報・特殊報）　　

【注意報】-水稲-

発表日 都道府県 作物名 病害虫名

7月1日 山形県 水稲 斑点米カメムシ類

7月2日 愛知県 水稲 斑点米カメムシ類（カスミカメ類、ミナミアオカメムシ)

7月6日 富山県 水稲 斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ等）

7月8日 三重県 水稲 斑点米カメムシ類（ミナミアオカメムシ､クモヘリカメム
シ､イネカメムシ､ホソハリカメムシ､シラホシカメムシ類）

7月9日 千葉県 水稲 斑点米カメムシ類（特にアカスジカスミカメ）

7月9日 石川県 水稲 斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ､アカヒゲホソミド
リカスミカメ､クモヘリカメムシ､シラホシカメムシ類など)

7月9日 岡山県 水稲 トビイロウンカ

7月10日 熊本県 水稲 コブノメイガ

7月10日 熊本県 水稲 トビイロウンカ

7月13日 長野県 水稲 斑点米カメムシ類

7月13日 高知県 水稲（早期稲） 斑点米カメムシ類

7月14日 福岡県 水稲 トビイロウンカ

7月15日 長崎県 早期水稲 トビイロウンカ

7月15日 長崎県 普通期水稲 コブノメイガ

7月15日 長崎県 普通期水稲 トビイロウンカ

7月16日 福島県 水稲 斑点米カメムシ類

7月16日 愛知県 水稲 いもち病

7月16日 愛知県 水稲（早生種、中生種） 斑点米カメムシ類（カスミカメ類､イネカメムシ、ミナミア
オカメムシ）

7月16日 山口県 水稲 トビイロウンカ

7月17日 岩手県 水稲 いもち病

7月17日 島根県 水稲 トビイロウンカ

7月17日 宮崎県 普通期水稲 トビイロウンカ

7月21日 山口県 水稲 コブノメイガ

7月21日 大分県 普通期水稲 トビイロウンカ

7月22日 山形県 水稲 いもち病

7月22日 長野県 水稲 いもち病

7月22日 岐阜県 水稲 いもち病

7月22日 岐阜県 水稲 斑点米カメムシ類

7月22日 佐賀県 水稲 コブノメイガ

7月22日 佐賀県 水稲 トビイロウンカ

7月27日 福井県 水稲 いもち病

7月28日 岩手県 水稲 斑点米カメムシ類

7月28日 茨城県 水稲 斑点米カメムシ類(クモヘリカメムシ､イネカメムシ)

7月28日 埼玉県 水稲 いもち病
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　7月１日から31日の間に都道府県から発表された病害虫発生情報のうち、注意報及び特殊報の発表
状況を一覧表にしました。
　情報の詳しい内容は、都道府県病害虫防除所のホームページでご確認いただけます。また、当協会
の有料情報サービス「JPP-NET」では、全ての発生予察情報の全文を提供しています。



発表日 都道府県 作物名 病害虫名

7月29日 岡山県 水稲 いもち病

7月30日 福島県 水稲 いもち病

7月30日 広島県 水稲 トビイロウンカ

7月30日 鹿児島県 水稲 コブノメイガ

7月31日 茨城県 水稲 いもち病

7月31日 奈良県 水稲 トビイロウンカ

7月31日 愛媛県 水稲 斑点米カメムシ類（ミナミアオカメムシ､クモヘリカメム
シ､アカスジカスミカメ等）

【注意報】-果樹・野菜等-

発表日 都道府県 作物名 病害虫名

7月1日 山形県 果樹共通 果樹カメムシ類（クサギカメムシ､チャバネアオカメムシ)

7月6日 新潟県 果樹（なし､もも､ぶどう､かき､その他）
果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ､クサギカメムシ､
ツヤアオカメムシ)

7月9日 岩手県 りんご 果樹カメムシ類

7月13日 岩手県 りんご 褐斑病

7月13日 群馬県 果樹（なし､りんご） 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）

7月14日 島根県 果樹類(かき､なし､すもも栽培地帯） 果樹カメムシ類

7月15日 神奈川県 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

7月17日 徳島県 さつまいも、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ

7月17日 宮崎県 飼料用米、飼料用稲（早期作型）  トビイロウンカ

7月22日 岩手県 きゅうり 褐斑病、炭疽病

7月22日 福岡県 果樹全般（なし､かき､かんきつ等） 果樹カメムシ類（主にチャバネアオカメムシ）

7月28日 岩手県 りんご 斑点落葉病

7月31日 愛知県 いちご 炭疽病

7月31日 沖縄県 おくら フタテンミドリヒメヨコバイ

7月31日 沖縄県 さつまいも チョウ目害虫（イモキバガ、ナカジロシタバ、エビガラス
ズメ)

7月31日 岐阜県 トマト 灰色かび病

【特殊報】

発表日 都道府県 作物名 病害虫名

7月2日 富山県 (フェロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ

7月2日 愛知県 ローズマリー ヨコバイの一種(Eupteryx decemnotata Rey)

7月3日 石川県 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ

7月3日 香川県 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ

7月8日 滋賀県 茶 ヒサカキワタフキコナジラミ

7月9日 福井県 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ

7月9日 奈良県 さつまいも タテスジヒメジンガサハムシ

7月9日 大分県 しそ モトジロアザミウマ

7月14日 兵庫県
ねぎ､たまねぎ､トルコギキョウ､テッポウ
ユリ

アイリス黄斑ウイルス(IYSV)による病害

7月15日 秋田県 スィートコーン ツマジロクサヨトウ

7月15日 山形県 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ

7月17日 和歌山県 なす タバコノミハムシ

7月22日 静岡県 (フェロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ

7月27日 埼玉県 水稲、大豆、果菜類、果樹類 ミナミアオカメムシ

7月28日 長野県 (フェロモントラップ誘殺） ツマジロクサヨトウ

7月30日 神奈川県 にんにく ネギオオアラメハムシ

7月31日 岐阜県 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ
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