
第14号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年11月27日(金) 調査地区：宝塚・猪名川

今年度も７月下旬ごろから、宝塚・猪名川地区でハスモンヨトウのトラップ調査を行ってきました。
トラップのグラフでは９月上旬より増加傾向となりましたので、８月中頃からの防除を次年度も心掛けてください。
今年度の病害虫情報誌は１４号をもって終了しますが、引き続き、病害虫の早期発見・早期防除に宜しくお願いします。

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率
使用量

使用時期 使用回数

アフェットフロアブル 7 2000倍 収穫前日まで ２回以内

アミスター20フロアブル 11 2000倍 収穫３日前まで ４回以内

ウララＤＦ 29 収穫前日まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 4Ａ 収穫３日前まで ２回以内

ウララＤＦ 29 2000倍 収穫前日まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 4Ａ
2000～
3000倍

収穫７日前まで ２回以内

<防除ポイント>　作物の窒素含有量が多く、葉色が濃い植物を好む傾向にあるため適正施肥を心がけます。

　また、葉裏で増殖するので、葉裏にかかるよう薬剤散布を丁寧に行います。

　世代交代が早く、薬剤抵抗性が発達しやすいためローテーション散布を心がけましょう。

<その他>　 今後の気候にもよりますが、アブラムシ類の発生が多い時期です。出荷物の品質を

　維持・向上させるために防除の徹底をお願いします。特に、はくさい等の結球野菜については、

　結球前に徹底的に防除してください。また、葉裏及び株元に群生していることが多いですので、

　出荷前、特にハクサイ・ダイコンは十分に確認してください。 葉に群生しているアブラムシ↑

<病徴と診断〉　葉に発生し、初め淡褐色・楕円形の病斑を形成し、その後ややへこんで暗紫色となる。

病斑上にスス状のカビを同心輪状に形成し、その上下は長く帯状に淡褐色に枯れ、

折れやすくなる。

〈発生条件〉 肥切れするなどして草勢が衰えてきたり、軟弱徒長したりすると発生しやすい。　　　　　　　

〈防除ポイント〉　肥切れすると発生が多くなるので、肥培管理にご注意下さい。 太ネギ黒斑病→

　　　　　　　　　また、雨天後や病斑を発見した時は、薬剤防除をお願いします。

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

○ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の

　連続使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

注目害虫　：アブラムシ類

注目病害：　ネギの黒斑病

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

○必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

アブラムシ・ネギの黒班病にご注意ください。トラップ調査まとめ最終号

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

ねぎ

アザミウマ類
ハモグリバエ類

ミネクトデュオ粒剤 28・４Ａ
６ｋｇ/10ａ

株元散布
収穫３日前まで ３回以内

黒斑病

はくさい アブラムシ類
2000～
3000倍

だいこん アブラムシ類

匹             ハスモンヨトウのトラップ調査結果 まとめ 



第13号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年１０月１３日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率
使用量

使用時期 使用回数

キャベツ

ウララＤＦ 29 収穫前日まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 4Ａ 収穫３日前まで ２回以内

ウララＤＦ 29 2000倍 収穫前日まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 4Ａ
2000～
3000倍

収穫７日前まで ２回以内

〈防除ポイント〉　作物の窒素含有量が多く、葉色が濃い植物を好む傾向にあるため適正施肥を心がけます。

葉裏にかかるよう薬剤散布を丁寧に行います。世代交代が早く、薬剤抵抗性が発達しやすいため

ローテーション散布を心がけましょう。

〈その他〉　今後の気候にもよりますが、アブラムシ類の発生が多い時期です。出荷物の

品質を維持・向上させるために防除の徹底をお願いします。特に、はくさい等の結球

野菜については、結球前に徹底的に防除してください。また、葉裏及び株元に群生して

いることが多いですので、出荷前に再度チェックをお願いします。

散布
３回以内

ヨーバルフロアブル
ハイマダラノメイガ

ハスモンヨトウ
ブロッコリー

はくさい

だいこん

アブラムシ類

アブラムシ類

2500～
5000倍
（散布）

収穫前日まで

2000～
3000倍

28

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

○必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

○ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続使用を避ける

　ことができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

今後の病害虫　アブラムシ類

気温が低くなりますが、引き続き病害虫の発生に注意してください。

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

ねぎ ミネクトデュオ粒剤 ３回以内収穫３日前まで28・４Ａ
アザミウマ類
ハモグリバエ類

６ｋｇ/10ａ
株元散布
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ハスモンヨトウのトラップ調査結果 

匹 

葉裏に群生しているアブラムシ 



第12号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年９月２８日(月) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率
使用量

使用時期 使用回数

マメシンクイガ

カメムシ類

キャベツ

はくさい

28

４回以内
※潅注
１回以内
散布３回
以内

ヨーバルフロアブル
ハイマダラノメイガ
ハスモンヨトウ

ブロッコリー

育苗期後半～定植当日

収穫前日まで

潅注
※▼２００倍

散布　2500～
5000倍

3回以内えだまめ アグロスリン乳剤 2000倍 収穫7日前まで３A

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

○必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

○ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続使用を避ける

　ことができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

今後の病害虫　①ダイコンサルハムシ

今後の病害虫　②さび病

※▼　セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5リットル

病害虫の発生状況に注意しましょう

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

ねぎ ミネクトデュオ粒剤 ３回以内収穫３日前まで28・４Ａ
アザミウマ類
ハモグリバエ類

６ｋｇ/10ａ
株元散布

匹 
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ハスモンヨトウのトラップ調査結果 

〈生態と被害〉 
成虫は体長約４ｍｍ、全体が藍色で光沢があります。幼虫は体長約6mmで黒く、短い毛があります。 

成虫、幼虫ともにアブラナ科野菜の葉を大小の穴をあけて食害し、最終的に葉脈だけになります。 

手で触れたり葉を動かしたりすると， すぐに落下する習性があります。 

成虫は飛翔せず、地面を歩いて移動します。 

４月から活動し、特に９～１０月に発生が多くなります。 

〈防除ポイント〉                                                    

被害が確認されたら（葉に大小の穴が見られ、被害部に成虫や幼虫がいたら） 

早急に防除しましょう。 

〈生態と被害〉 
円形から楕円形でややふくらんだオレンジ色の小さい斑点が出ます。春季から秋季まで発

生しますが、夏季は高温のため発生が少なくなります。 

２５℃以下で雨が多いと多発します。また、肥料切れなどにより草勢が衰えると発病しや

すくなります。      

〈防除ポイント〉  

適切な肥培管理を行います。 

雨や霧が続くと発生しやすいので予防の薬剤散布をしましょう。 

発生がひどくなってからでは薬剤が効きにくいので、初発時に薬剤防除し、まん延をくい

止めましょう。発病葉はすみやかに除去し、土中深く埋める等適切に処分します。           

病勢が急な時はできるだけ発病葉を除去してから、連用を避けて薬剤防除しましょう。                                     

↑成虫 

 被害の様子 

薬剤散布時には 

必ず展着剤を加用しましょう。 



第11号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年９月１4日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率
使用量

使用時期 使用回数

マメシンクイガ

カメムシ類

キャベツ

はくさい

①排水溝の点検をしましょう。特に排水溝周辺の草刈及び刈草等の除去を行い、スムーズに排水ができるようにしましょう。 

②風害のおそれがある場合は、寒冷紗等のべたがけ資材をばたつかないようにしっかり張りましょう。　　　　　　　　　　

（台風通過後はすぐに除去してください）。 

③施設を再点検し、ビニール等被覆資材の穴の補修、マイカー線の増し締め、ラセン杭や鉄筋などの緩みの解消等を行ってください。

④施設は風が吹き込まないようにきっちり閉め、換気扇のある施設では、強風の間、換気扇を回します。

⑤骨材が損傷を受けそうな場合は、風の弱いうちに被覆資材を外しておいてください。

⑥雨風が強くなってからは、あぶないのでほ場や水路に近づかないでください。

28

４回以内
※潅注

１回以内
散布３回

以内

ヨーバルフロアブル
ハイマダラノメイガ

ハスモンヨトウ
ブロッコリー

育苗期後半～定植当日

収穫前日まで

潅注
※▼２００倍

散布　2500～
5000倍

3回以内えだまめ アグロスリン乳剤 2000倍 収穫7日前まで３A

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

○必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

○ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続使用を避ける

　ことができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

注意すべき病害虫　ハスモンヨトウ（えだまめ・アブラナ科全般）

台風対策は事前対策が重要です！！

※▼　セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5リットル

《症状》
　葉裏に生息し、葉を食害します。被害部は、若齢幼虫の頃は表皮を残し
て白色かすり状になりますが、多発時には葉脈だけ残しレース状になりま
す。アブラナ科野菜以外にもレタス、エダマメ、サトイモ、果菜類など多
くの野菜を食害します。
《虫の特徴》
　卵は数百個が一塊となって葉に産みつけられ、幼虫は成長すると４０㎜
にもなります。被害は６月頃から見られ、８月下旬から１０月まで被害が
増加します。
《防除のポイント》
　卵からかえった若齢幼虫（１～２齢）は集団となって葉を食害しますが
その後成長するに従い分散していくので、若齢のうちに葉裏に薬剤がよく
かかるように防除を行います。　また、卵塊や若齢幼虫の集団を見つけた
場合は、直ちにすべてつぶすなどして処分してください。

高温乾燥での虫害や大雨後の病害に注意してください。

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

ねぎ ミネクトデュオ粒剤 ３回以内収穫３日前まで28・４Ａ
アザミウマ類

ハモグリバエ類
６ｋｇ/10ａ

株元散布
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匹 

ハスモンヨトウのトラップ調査結果 

↑ ５齢幼虫 

（薬剤効きにくい） 

若齢幼虫の集団↑ 

成虫 



第10号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年９月１日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率
使用量

使用時期 使用回数

マメシンクイガ

カメムシ類

キャベツ

はくさい

スタークル粒剤 ３ｋｇ/10a 収穫７日前まで ３回以内

スタークル豆つぶ
250～500ｇ

/10ａ
収穫７日前まで ３回以内

【防除上の留意点】
前回の予察情報誌に引き続き、ハイマダラノメイガにご注意下さい。

アブラナ科を特異的に加害し、発生盛期が８月中旬から９月下旬ごろです。

幼虫が生長点を加害するため被害が大きく、被害を確認してからでは

手遅れになるため、育苗期や予防的防除に努めることが大切です。

播種時、育苗期、定植時に粒剤や潅注で薬剤処理をした場合でも

その効果が切れた後の被害発生に注意してください。

①排水溝の点検をしましょう。特に排水溝周辺の草刈及び刈草等の除去を行い、スムーズに排水ができるようにしましょう。 

②風害のおそれがある場合は、寒冷紗等のべたがけ資材をばたつかないようにしっかり張りましょう。　　　　　　　　　　

（台風通過後はすぐに除去してください）。 

③施設を再点検し、ビニール等被覆資材の穴の補修、マイカー線の増し締め、ラセン杭や鉄筋などの緩みの解消等を行ってください。

④施設は風が吹き込まないようにきっちり閉め、換気扇のある施設では、強風の間、換気扇を回します。

⑤骨材が損傷を受けそうな場合は、風の弱いうちに被覆資材を外しておいてください。

⑥雨風が強くなってからは、あぶないのでほ場や水路に近づかないでください。

28

４回以内
※潅注

１回以内
散布３回

以内

ウンカ類稲

ヨーバルフロアブル
ハイマダラノメイガ

ハスモンヨトウ

４A

ブロッコリー

育苗期後半～定植当日

収穫前日まで

潅注
※▼２００倍

散布　2500～
5000倍

２回以内えだまめ トレボン乳剤 1000倍 収穫14日前まで３A

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

○必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

○ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続使用を避ける

　ことができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

今後の注意すべき病害虫　　ハイマダラノメイガ（別名 ダイコンシンクイムシ）

事前対策が重要です！！台風対策をお願いします。

※▼　セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5リットル

台風・強風による圃場管理にご注意下さい。

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

ねぎ ミネクトデュオ粒剤 ３回以内収穫３日前まで28・４Ａ
アザミウマ類

ハモグリバエ類
６ｋｇ/10ａ

株元散布

幼虫とその被害 
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第9号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年８月１８日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率
使用量

使用時期 使用回数

アブラムシ類 2,000～3,000倍

テントウムシダマシ類

ハダニ類、チャノホコリダニ モベントフロアブル 23 ３回以内

マメシンクイガ

カメムシ類

キャベツ

ブロッコリー

白菜

カメムシ類 スタークル粒剤 ４A ３ｋｇ/１０a
収穫７日前まで

（散布適期:
出穂後5～10日後）

３回以内

カメムシ類 ２５０ｇ／１０ａ

ウンカ類
250～500ｇ

/１０ａ

<生態と被害〉
　特にアブラナ科野菜（キャベツ・白菜・大根・ブロッコリーなど）を好んで

加害します。成虫は体長約１０ｍｍで、生長点付近に産卵します。幼虫は育苗期

～栽培初期には生長点付近に入り、葉を綴り合わせて食害します。

高温・少雨のときに発生しやすいです。特に生育初期に食害があると結球野菜は

結球できず減収につながりますのでご注意下さい。

<防除ポイント〉
被害が出てからの防除では手遅れとなりますので、早期防除をお願いします。

８月中旬～９月下旬の播種・定植は特に注意し、粒剤や潅注処理を行って防除

しましょう。防虫ネットの場合、目合いは２ｍｍ以下のものを被覆しましょう。

トビイロウンカ（秋ウンカ）は、増殖力が高く被害も急激に進み、出穂期以降で注意が必要です。

神戸地区の水稲病害虫発生予察調査（８月１２日）にて、トビイロウンカが発見されています。

（形態）成虫は体長4.5mm～5mm、光沢のある暗褐色。

（防除のポイント）稲の株元に生息しているので株元をよく観察し、早期防除を心がけましょう。

　　　　　　　　　刈り取りまで１ヶ月以上あって、出穂期に防除していないところは防除する

　　　　　　　　　ことをおすすめします。

3回以内

28

４回以内
※潅注

１回以内
散布３回

以内

稲

ヨーバルフロアブルハイマダラノメイガ
潅注（育苗期後半～

定植当日）
散布（収穫前日まで）

※▼２００倍
（散布は2500
～5000倍）

スタークル豆つぶ ４A
収穫７日前まで

（散布適期:
出穂後7～10日後）

２回以内えだまめ トレボン乳剤 1,000倍 収穫14日前まで３A

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

○必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

○ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続使用を避ける

　ことができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

今後の注意すべき病害虫　　ハイマダラノメイガ（別名 ダイコンシンクイムシ）

（水稲情報）秋ウンカに注意して下さい

※▼　セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5リットル

秋冬野菜の播種～定植時期の早期防除を行いましょう

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

なす
アディオン乳剤 ３回以内

2,000倍
収穫前日まで

３A
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幼虫とその被害 

ハスモンヨトウのトラップ調査結果 

トビイロウンカの成虫 

 



第8号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年８月７日(金) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用時期 使用回数

アブラムシ類 2,000～3,000倍

テントウムシダマシ類

ハダニ類 コテツフロアブル(劇） 13 4回以内

マメシンクイガ

カメムシ類

稲 紋枯病 ラテラワイド粉剤DL

３A
M07
16.1

7

4㎏ 収穫14日前まで 3回以内

<ナスの更新剪定>

<その他の果菜類管理ポイント>

梅雨明けし、気温上昇に伴い害虫が増加傾向！！

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

なす
アディオン乳剤 ３回以内

2,000倍
収穫前日まで

３A

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続

　梅雨明け後には、暑さと乾燥・過繁茂による成り疲れから品質が低下しがちです。そこで、枝を切り
戻して新しい枝を出させると、よい秋ナスを収穫することができます。更新剪定は7月中旬～8月上旬
までの間に行いますが、まだ行っておられない場合は緩く切り戻しする事をお勧めします。また追肥と
潅水を十分施す事で枝の更新を促進することができ、剪定後、半月ほどで馬力のある花が咲き、1か月
後には品質のよい秋ナスを収穫する事ができます。

　追肥を10～14日間隔で定期的に行っていただくことと、乾燥防止に刈り草等を敷いていただくこと
をお勧めいたします。畦間潅水は谷が白くなったり、ひびが入る前に行って下さい。潅水は1時間ほど
で水がなくなるように量を調整し、日中を避けて気温の下がり始めた夕方に行って下さい。

※排水対策として、速やかに水が流れるように落としまで谷をよくさらえ、長時間谷に水
がたまらないようにして下さい。

２回以内

<生態と被害〉

卵は数百個が一塊となって葉に産みつけられ、幼虫は成長すると
４ｃｍにもなります。
被害は６月頃から見られ、８月下旬頃から１０月まで被害が増加
します。
若齢幼虫は葉裏に生息し、葉を食害します。
　
〈防除ポイント〉
卵からかえった若齢幼虫（１～２齢）は集団となって葉を食害し
ますが、その後成長するに従い分散していくので、若齢のうちに
防除を行いましょう。

　使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

今後増加する！注目病害虫　　ハスモンヨトウの発生に注意して下さい

梅雨明け後の果菜類の管理について

えだまめ トレボン乳剤 1,000倍 収穫14日前まで３A
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（薬剤効きにくい） 

ハスモンヨトウのトラップ調査



第7号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年7月21日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用時期 使用回数

アザミウマ類 スタークル顆粒水溶剤 4Ａ 2000倍 収穫前日まで ２回以内

テントウムシダマシ類 モスピラン顆粒水溶剤 4Ａ 4000倍 収穫前日まで ３回以内

ナメクジ類 スラゴ UN 1～5g/㎡ 発生時 ―

えだまめ カメムシ類 スタークル顆粒水溶剤 4Ａ 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000倍 収穫3日前まで 2回以内

ミネクトデュオ粒剤 28、4Ａ
6ｋｇ/10ａ

株元散布
収穫３日前まで ３回以内

稲 カメムシ類 スタークル粒剤 ４A ３ｋｇ/10ａ 収穫７日前まで 3回以内

《虫と被害の特徴》

込んで食害します。

・生育初期に被害が多く発芽直後の被害は欠株となります。

・本葉３～４枚頃の加害では生長が止まり、奇形株となります。 

・新芽や若い葉に、１粒～数粒ずつ卵を産みます。 

・被害が多いのは８月下旬～１０月頃です。 

<対策のポイント>

　本種による栽培初期の食害は致命的な被害をまねくため、育苗期を含めた予防的対策が重要です。 

　・物理的防除 

　　目合いが2×4mm以下のネット被覆は，成虫の飛来・産卵防止効果が高い。

　・薬剤防除

　　多発生が予測される場合には，薬剤防除を行う。

　　　定植時にスタークル粒剤等を植穴土壌混和する。 　

　　　セルトレイ苗等はプレバソンフロアブル等の灌注処理を行う。

　　　　☆灌注処理のタイミングは本圃で長く効果を発揮させるために、定植3日前～前日の処理をお薦めします。

　　　　☆定植前日処理の場合は、苗の活動が活発な午前中の処理をお薦めします。

　　定植後薬剤の系統に考慮し，約10日間隔で2回防除を行ない，初期被害を極力抑える。

　使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

注目病害虫　　ハイマダラノメイガの発生に注意して下さい

ハイマダラノメイガの防除について

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

・幼虫が、だいこん、はくさいなどアブラナ科野菜の新芽内部に潜り

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続

令和2年度　ハスモントラップ調査を開始致しました。

アザミウマ類ねぎ

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
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第6号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年7月7日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用時期 使用回数

葉かび病
灰色かび病

アフェットフロアブル ７ 2000倍 収穫前日まで ３回以内

コナジラミ類 グレーシア乳剤 30 2000倍 収穫前日まで ２回以内

きゅうり アザミウマ類

アザミウマ類

テントウムシダマシ類 モスピラン顆粒水溶剤 4Ａ 4000倍 収穫前日まで ３回以内

ナメクジ類 スラゴ UN 1～5g/㎡ 発生時 ―

えだまめ カメムシ類 スタークル顆粒水溶剤 4Ａ 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000倍 収穫3日前まで 2回以内

ミネクトデュオ粒剤 28、4Ａ
6ｋｇ/10ａ
株元散布

収穫３日前まで ３回以内

稲 カメムシ類 スタークル粒剤 ４A ３ｋｇ/10ａ 収穫７日前まで 3回以内

全国的にカメムシが多いと注意報が出ており、今後の水稲、野菜にも影響を与えるおそれがあります。
【特　徴】

【対　策】　農薬の散布や畦畔の除草を行い、カメムシの生息地を減らすことで絶対数を減らしましょう。

①梅雨明け後の灌水は遅れずに
　土質にもよりますが、晴天日が続くと急激に土壌水分が失われます。早めに灌水作業を実施しましょう。　
②雑草の吸水力に注意

③大雨に備えて排水対策を行いましょう
　近年は、ゲリラ豪雨による農作物の被害が目立っています。早めの排水対策やほ場準備を心がけてください。

　使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

注目害虫：カメムシ類について

梅雨明け後の栽培管理について

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

 ※　降雨後にしっかり殺菌剤・液肥を散布することで被害の軽減に努めてください。

　除草するかもしくは、雑草を短く刈り込みましょう。ほ場が乾燥している時に除草を兼ねて、通路などの表面を
2～4㎝程度軽く起こすと土壌の毛細管現象が切れ、土壌の乾燥を軽くすることができます。

梅雨が明けると天候も安定し、晴天・高温となり土壌が乾燥した状態が続きます。梅雨時期には簡単に吸水で
きた作物も環境の急変にさらされます。この時期を上手く乗り切るため、下記の栽培管理を実践しましょう。

カメムシは果実部分を好んで吸い、吸汁されると変形や落下したりします。又、新芽が被害に合う
と新葉が奇形になったり茎が曲がる等の被害が出る場合もあり、多くが商品価値を落とします。

カメムシは移動性のため隣接圃場の収穫や草刈りなどで飛来する事があります。

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続

令和2年度　ハスモントラップ調査を開始致しました。

アザミウマ類ねぎ

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

なす

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000倍 ２回以内収穫前日まで
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第５号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年６月２３日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用時期 使用回数

葉かび病
灰色かび病

アフェットフロアブル ７ 2000倍 収穫前日まで ３回以内

コナジラミ類 グレーシア乳剤 30 2000倍 収穫前日まで ２回以内

きゅうり アザミウマ類

アザミウマ類

テントウムシダマシ類 モスピラン顆粒水溶剤 4Ａ 4000倍 収穫前日まで ３回以内

ナメクジ類 スラゴ UN 1～5g/㎡ 発生時 ―

えだまめ カメムシ類 スタークル顆粒水溶剤 4Ａ 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000倍 3日前まで 2回以内

ミネクトデュオ粒剤 28、4Ａ
6ｋｇ/10ａ
株元散布

収穫３日前まで ３回以内

水稲 カメムシ類 スタークル粒剤 ４A ３ｋｇ/10ａ 収穫７日前まで 3回以内

【特　徴】
6月～10月と長い期間発生しますが、特に6月～8月にかけて被害が多発します。
露地ナスに発生する事が多いです。
幼虫・成虫と共に葉裏から表皮を残して網目状に食害をします。
被害が多くなると、葉が褐変して枯れる場合もあります。
また、発生が多いと花や果実も食害され、奇形果や傷果になります。
【対　策】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右記写真ナス被害→　　　
成虫が他の圃場・作物より飛来するので、発生初期の防除で被害の軽減に努めましょう。
特にじゃがいも収穫直後にじゃがいもほ場から
成虫・幼虫が移動してくることが多いので注意しましょう。

果樹カメムシに注意報が出ております。（令和２年度病害虫警報発生予報第１号）
全国的にカメムシが多いことから、今後の水稲、野菜にも影響を与えるおそれがあります。
畦畔の除草をしっかり行い、カメムシの生息地を減らすことで絶対数を減らすことが出来ます。

米の検査等級落ちの原因にもなるため、しっかりと薬剤散布を行ってください。写真左（ホソハリカメムシ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真右（クモヘリカメムシ）

〇大雨や長雨に備えましょう
　梅雨入り後、長雨や突然のゲリラ豪雨等の発生により、ほ場に水がたまる可能性が増えます。

　長時間ほ場に水がたまると、根がいたむことで生育不良の原因となります。

　水がたまりやすい場所は、事前に排水対策をおこない、降雨にそなえましょう！！

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続

　使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

注目害虫：テントウムシダマシ類（オオニジュウヤホシテントウ・ニジュウヤホシテントウ）

★水稲病害虫　カメムシについて★　

引き続き排水対策をしましょう！！

アザミウマ類ねぎ

ハスモントラップを設置しました！！

なす

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000倍 ２回以内収穫前日まで

トマト



第4号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年6月9日(火) 調査地区：宝塚・猪名川

品目 病害虫名 薬剤名
ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用時期 使用回数

トマト
葉かび病
灰色かび病

アフェットフロアブル ７ 2000倍 収穫前日まで ３回以内

きゅうり アザミウマ類

アザミウマ類

ナメクジ類 スラゴ ー 1～5g/㎡ 発生時 ―

えだまめ ウコンノメイガ スミチオン乳剤 １B 1,000倍 収穫21日前まで 4回以内

ねぎ アザミウマ類 スタークル顆粒水溶剤 ４A 2,000倍 3日前まで 2回以内

アオムシ

コナガ

＜被害の様子＞

　【葉】１センチ前後の不規則な形の食痕　【果実】５ミリ前後の孔　

　粘液状のてかてか光る這い痕が見られる。

＜発生しやすい条件＞

　腐敗し始めた有機物を好むため、枯れ草の多い雑草地や堆肥集積地、前作の作物残渣

　が放置されていると多くなる。

＜対策＞

　ナメクジ類の餌となる作物残渣や雑草等を圃場内から除去する。

　夜間によく活動するので、1週間ほど連続して日没後に捕殺を徹底する方法も効果がある。

　薬剤を処理する場合も夕方に処理するのが効果的である。

　薬剤によっては、降雨や潅水によって薬剤が溶解して防除効果が低下するものがあるので、

　降雨前の処理は避け、潅水もかからないように注意する。

〇大雨や長雨に備えましょう
　梅雨入り後、長雨や突然のゲリラ豪雨等の発生により、ほ場に水がたまる可能性が増えます。

　長時間ほ場に水がたまると、根がいたむことで生育不良の原因となります。

　水がたまりやすい場所は、事前に排水対策をおこない、梅雨にそなえましょう！！

　高温・乾燥条件下で多発する傾向があり、降雨が

無い日が続く場合は発生が多くなるため、定期的な

防除をお勧めします。

　また、圃場内または圃場周辺に雑草が

多い場合は、そこが発生源になる為、　　　　　　　　

草刈り等は定期的に行って下さい。　　　

気温上昇に伴う病害虫の発生にご注意下さい！！

なす

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2,000倍 ２回以内収穫前日まで

★引き続きアザミウマ対策を★　

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

キャベツ 収穫前日まで
2500倍

～
5000倍

28 3回以内ヨーバルフロアブル

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ系統の農薬の連続

　使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

注目害虫：ナメクジ類

★重要★　排水対策をしましょう↑ナメクジの食害 

←キュウリ 

  被害 ←ネギ被害 

↑ 

アザミウマ 

↑ナメクジの食害 



第３号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年５月２６日 調査地区：猪名川・宝塚

ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用回数

11 2000倍 ４回以内

４A 2000倍 ２回以内

2000倍～
3000倍

2000倍

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ

系統の農薬の連続使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

〈対策〉

3回以内

収穫前日まで

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

注目害虫：アブラムシ類
〈発生しやすい条件〉

★重要★　排水対策をしましょう

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

なす アディオン乳剤 ３A

アブラムシ類

アオムシ

コナガ

アミスター20
フロアブル

トマト

気温上昇に伴う病害虫の発生にご注意下さい！！

品目 病害虫名 薬剤名 使用時期

葉かび病
灰色かび病

収穫前日まで

スタークル顆粒水溶剤きゅうり ウリハムシ 収穫前日まで

アブラムシ類

テントウムシダマシ類

ヨーバルフロアブル ２８
2500倍～
5000倍

★営農プチ情報★　害虫の被害写真　

3回以内

一般的には降雨が少なく、乾燥した条件で発生が多い。
施設栽培では降雨や天敵の影響を受けないことから、
防除を怠ると短期間のうちに高密度になり、被害が発生しやすい。

小さなコロニーが散見され始めたら、ただちに薬剤散布等防除を行う。
栽培圃場周辺の寄主植物を除去する。

〇大雨や長雨に備えましょう
　梅雨入り後、長雨や突然のゲリラ豪雨等の発生により、ほ場に水がたまる可能性が増えます。
　長時間ほ場に水がたまると、根がいたむことで生育不良の原因となります。
　水がたまりやすい場所は、事前に排水対策をおこない、梅雨にそなえましょう！！

収穫前日までキャベツ

↑ナスに群がるアブラム

↑ナス ナメクジ被害 ナス テントウムシダマシ被害 キュウリ アザミウマ被害 



第２号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年５月１２日 調査地区：猪名川・宝塚

ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用回数

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ

系統の農薬の連続使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

成幼虫がネギやトマト・きゅうりなどに寄生し、葉の表層をなめるように加害する。このため、

食害された箇所は色が抜けて白くなり、光が当たると銀色に見える「シルバリング」症状を呈する。

タマネギでは食害痕から病原菌が侵入し、黒斑病や軟腐病（芯腐れ、内部腐敗）が発生することがある。

果菜類では、吸汁による葉の萎縮や、果実表面を加害し、商品価値を下げる。

〈対策〉
○多発すると防除が難しいため、早めの防除を心がける。

　薬剤はローテーション散布を行う。

○周辺雑草にも生息するため、除草してほ場環境を清潔にする。

○降雨後の気温上昇における対応
　降雨後に晴天で気温が高くなると、蒸れ等により病気が発生しやすくなるので、よく観察して発生初期に

防除しましょう。また、吸水と蒸散のバランスが崩れて作物が萎れる事がありますが、追肥や過剰な潅水は

作物を傷めますのでやめましょう。

　降雨によって土が固くなっているので、乾いたら軽く中耕して通気性を良くし、根の活力回復を促します。

○収穫前の防除で隣接作物への被害軽減
　作物に害虫が多く発生している状態で収穫すると、隣接作物へ害虫が移動してしまい、わずか1日で大きな

被害を受ける場合があります。事前に薬剤散布で絶対数を減らしましょう。

○収穫後の残渣注意‼‼
圃場の管理は作物の収穫で終わりではありません。作物に病気が発生していた場合、収穫後に病気の残渣を

そのまますき込んでしまうと圃場に病原菌が残ってしまい、次の作物が病気になる可能性が高まります。

次作が水稲でない場合、病気の株は圃場外へ持ち出す、深く埋設するなど適切に処分しましょう。

例） 白絹病：じゃがいも→大豆、ピーマン・ナスなどナス科野菜

菌核病：キャベツ・白菜などアブラナ科野菜、レタス→ナス科野菜

軟腐病：じゃがいも、アブラナ科野菜、レタス→ナス科野菜、ねぎなどユリ科野菜

収穫７日前まで

キャベツ

ファインセーブ
フロアブル（劇）

モスピラン顆粒
水溶剤（劇）

気温上昇に伴う病害虫の発生にご注意下さい！！

品目 病害虫名 薬剤名 使用時期

４A
たまねぎ アザミウマ類

1000～
2000倍 ３回以内

３回以内

-

2000倍

1000～
2000倍

収穫３日前まで

1000～
2000倍

収穫21日前まで

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

注目害虫：アザミウマ類
〈症状〉

収穫７日前まで ５回以内

収穫前日まで 3回以内

★重要★　今後の圃場管理について

1000～
2000倍

モスピラン顆粒
水溶剤（劇）

４A
2000～
4000倍 

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

収穫３日前まで

えだまめ アブラムシ類 スミチオン乳剤 1B

アファーム乳剤 6

アザミウマ類

アオムシ

ファインセーブ
フロアブル（劇）

-

コナガ

２回以内

４回以内

ネギの被害

アザミウマ

玉ネギ内部腐敗イメージ



第１号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　北部分科会

調査日：令和２年４月２１日 調査地区：猪名川・宝塚

ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用回数

※必ず農薬のラベルを確認してから使用基準を守って使用するようにお願いいたします。

※ＦＲＡＣは殺菌剤、ＩＲＡＣは殺虫剤の作用機構分類です。異なる数字の農薬を選ぶことで同じ

系統の農薬の連続使用を避けることができ、それによって抵抗性の発達を抑制することができます。

成幼虫がネギやトマト・きゅうりなどに寄生し、葉の表層をなめるように加害する。

このため、食害された箇所は色が抜けて白くなり、光が当たると銀色に見える

「シルバリング」症状を呈する。果菜類では、吸汁による葉の萎縮のほか、

果実表面を加害し、商品価値を下げる。

〈対策〉

○多発すると防除が難しいため、早めの防除を心がける。

　薬剤はローテーション散布を行う。

○周辺雑草にも生息するため、除草してほ場環境を清潔にする。

○防虫ネットやべたがけ資材の利用
防虫ネットや不織布で植物をおおうと、その中に害虫が侵入できず、農薬を使用しない

害虫防除法として有効です。飛んでくるアブラムシ類、コナジラミ類、鱗翅目（ガやチョウ）の

寄生を防止できます。

○マルチフィルムの利用
表面が銀色のシルバーマルチを活用することにより、アザミウマ類、ハモグリバエ類

アブラムシ類がマルチに反射する光を避けるため、作物に近寄りにくくなります。

○有色粘着トラップの利用
黄色にはアブラムシ類・コナジラミ類やハモグリバエ類が、青色にはアザミウマ類が

誘引されるので、これらの粘着トラップを設置することにより害虫を捕殺する

ことができ、発生状況の目安にもなります。

４A

〈症状〉

レタス

トマト

菌核病
アフェット
フロアブル

7 2000倍 収穫前日まで ３回以内

ファインセーブ
フロアブル

-
1000～
2000倍

たまねぎ アザミウマ類

1000～
2000倍

気温上昇に伴う病害虫の発生にご注意下さい！！

品目 病害虫名 薬剤名 使用時期

３回以内

収穫前日まで ３回以内
アザミウマ類

３回以内

３回以内

-

収穫前日まで

モスピラン顆粒
水溶剤（劇）

４A 2000倍

2000倍 収穫７日前まで

収穫３日前まで
ファインセーブ
フロアブル

モスピラン顆粒
水溶剤（劇）

資材を活用した害虫対策

ＪＡ兵庫六甲のホームページにてカラーで掲載しております。

ホームページアドレス【https://www.jarokko.or.jp/　】　生産者の皆様へ→その他　からお入り下さい。

お問い合わせは　ＪＡ兵庫六甲お近くの営農支援センター、阪神農業改良普及センターまでお願いします。

注目害虫：アザミウマ類

ネギの被害→ 

アザミウマ


