
 11月１５日に阪神管内北部地区を巡回しました。特に目立った害虫は確認されませんでしたが、年末にかけて、野菜の出荷が
増えるため、ほ場観察をしっかり行い、こまめな防除を引き続き宜しくお願い致します。 

第1６号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

アブラムシ類にご注意ください！ 調査日 2021.11.１５ 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

 
 
 
 
 
 
 
ハクサイのアブラムシ ブロッコリーの       こまつなの 
           ハスモンヨトウの幼虫    アブラムシ 
上記写真 
品質低下を招きます。これから年末にかけて 
発生が予想されます。引き続き十分ご注意下さい！！ 

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 ３Ａ 1000～2000倍 収穫7日前まで 3回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000～3000倍 収穫3日前まで ２回以内
ウララDF 29 2000～3000倍 収穫前日まで 2回以内

ハクサイ　アブラムシ類　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トランスフォームフロアブル ４C 2000倍 収穫前日まで 3回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 3000倍 収穫3日前まで ２回以内
ウララDF 29 4000倍 収穫前日まで 2回以内

非結球あぶらな科葉菜類　アブラムシ類　適用農薬情報

匹 

注意してほ場を観
察し、早期に防除
してください。 

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 ３Ａ 1000～2000倍 収穫21日前まで 3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
ウララDF 29 2000倍 収穫前日まで 2回以内

ダイコン　アブラムシ類　適用農薬情報
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 11月2日に阪神管内北部地区を巡回しました。太ネギでヨトウムシ類の食害、ハクサイではカタツムリ類の食害、ハウスいちご 

でうどんこ病が確認されたので拡大しないようしっかり防除しましょう。また、ハスモンヨトウ等の発生があり、ハクサイでアブラ 

ムシ類の発生が予想されるので、ほ場観察をしっかり行い、こまめな防除を引き続き宜しくお願い致します。 

第15号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

アブラムシ類にご注意ください！ 調査日 2021.11.2 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

 
 
 
 
 
 
上記写真 
ハクサイのアブラムシに注意！！ 
品質低下を招きます。これから年末にかけて 
発生が予想されます。十分ご注意下さい！！ 

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 ３Ａ 1000～2000倍 収穫7日前まで 3回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000～3000倍 収穫3日前まで ２回以内
ウララDF 29 2000～3000倍 収穫前日まで 2回以内

ハクサイ　アブラムシ類　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トランスフォームフロアブル ４C 2000倍 収穫前日まで 3回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 3000倍 収穫3日前まで ２回以内
ウララDF 29 4000倍 収穫前日まで 2回以内

非結球あぶらな科葉菜類　アブラムシ類　適用農薬情報
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匹 

トラップの飛込が多く
見られます。注意して
ほ場を観察し、早期に
防除してください。 

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 ３Ａ 1000～2000倍 収穫21日前まで 3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
ウララDF 29 2000倍 収穫前日まで 2回以内

ダイコン　アブラムシ類　適用農薬情報



 10月18日に阪神管内北部地区を巡回しました。太ネギでアザミウマ類及び黒斑病が、ハクサイではハスモンヨトウの食害が確認
されました。今回確認できませんでしたが、これから年末にかけてアブラムシ類の発生が予想されます。朝晩の冷え込みがきつく
なってきましたが、害虫の発生が続いているのでほ場観察をしっかり行い、こまめな防除を引き続き宜しくお願い致します。 

第14号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

害虫の発生に引き続き注意ください。 調査日 2021.10.18 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

写真① 
ハクサイのアブラムシに 
注意！！ 
品質低下を招きます。 
これから年末にかけて 
発生が予想されます。 
十分注意下さい！！ 

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アニキ乳剤 6 1000～2000倍 収穫３日前まで ３回以内

ヨーバルフロアブル 28 2500～5000倍 収穫前日まで ３回以内
ブロフレアＳＣ 30 2000～4000倍 収穫前日まで ３回以内

ハクサイ　ハスモンヨトウ　適用農薬情報

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アディオン乳剤 ３Ａ 3000倍 収穫７日前まで ３回以内

ミネクトデュオ粒剤 28・4Ａ 6Ｋｇ/10ａ 収穫３日前まで
３回以内
株元散布

ディアナSC 5 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

ネギ　アザミウマ類　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 ３Ａ 1000～2000倍 収穫7日前まで 3回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000～3000倍 収穫3日前まで ２回以内
ウララDF 29 2000～3000倍 収穫前日まで 2回以内

ハクサイ　アブラムシ類　適用農薬情報

① 

【左グラフ】 
  10月中旬は気温が低下
しましたが平年に比べ高
く、降水量は引き続き少
なく、害虫の発生にとっ
て生育しやすい気候です。
早期発見・早期防除をお
願いします。 

℃ 



 10月5日に阪神管内北部地区を巡回しました。太ネギでシロイチモジヨトウの食害と黒斑病が、ハクサイではキズジノミハムシの食害が確認
されました。虫にとっても生育しやすい気候です。圃場をよく観察し、早期発見・早期防除をお願い致します。 

第13号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

害虫の発生に注意ください。 調査日 2021.10.5 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

写真①・② 
太ネギの黒斑病。 
病斑上にスス状のカビを同心円状に形成し、その 
上下は長く帯状に淡褐色に枯れ、折れやすくな
る。 
肥切れで発生が多くなるため、肥培管理に注意！ 
写真③ 
ハクサイのキズジノミハムシによる食害。小さい
葉を食害すると葉の成長とともに食害穴が大きく
なる。初期の防除が重要！！ 
 
 
 

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
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
パレード20フロアブル 7 2000～4000倍 収穫前日まで ３回以内

ネギ　黒斑病　適用農薬情報
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【左グラフ】 
  平年に比べ、気温は高く、降水量は少なく、害虫の発生にとって生育 
  しやすい気候です。早期発見・早期防除をお願いします。 

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アニキ乳剤 6 1000～2000倍 収穫3日前まで 3回以内
ディアナSC 5 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

ネギ　シロイチモジヨトウ　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アニキ乳剤 6 1000倍 収穫3日前まで ３回以内

ハクサイ　キスジノミハムシ　適用農薬情報



 9月２1日に阪神管内北部地区を巡回しました。太ネギで鱗翅目害虫の食入痕、えだまめで茎疫病とハスモンヨトウ幼虫の被害が見られました。
秋冬野菜の被害が増える時期です。引き続き、圃場をよく観察し、早期発見・早期防除をお願い致します。 

第12号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

秋冬野菜の害虫に注意ください。 調査日 2021.9.21 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

ヨトウガのトラップ捕殺頭数 

匹 

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

アニキ乳剤 6 1000～2000倍 収穫3日前まで 3回以内
ディアナSC 5 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

ネギ　シロイチモジヨトウ　適用農薬情報
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農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 3Ａ 1000～2000倍 収穫14日前まで 2回以内

プレバソンフロアブル5 28 4000倍 収穫3日前まで 3回以内
アニキ乳剤 6 2000～3000倍 収穫前日まで 3回以内

えだまめ　ハスモンヨトウ　適用農薬情報

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アニキ乳剤 6 1000～2000倍 収穫３日前まで ３回以内

プレバソンフロアブル５ 28 2000倍 収穫前日まで ３回以内
ヨーバルフロアブル 28 2500～5000倍 収穫前日まで ３回以内
ブロフレアＳＣ 30 2000～4000倍 収穫前日まで ３回以内

キャベツ・ハクサイ　ハイマダラノメイガ　適用農薬情報

【注目害虫：ハスモンヨトウ】 
  《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。 
       多発時には葉脈だけ残しレース状になります。 
 

《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６齢を経過し成長すると体長が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お願いします。 
                              （右上・右下写真：えだまめの葉をハスモンヨトウの幼虫が食害） 



 8月31日に阪神管内北部地区を巡回しました。圃場にて太ネギで鱗翅目害虫の食入痕、なすの灰色かび病、鱗翅目害虫の被害が見られました。
ヨトウガのトラップでは飛込頭数は前回に引き続き少ない状況でありました。水稲においても、葉いもち病・紋枯病が確認されました。 

引き続き、野菜・水稲の圃場をよく観察し、早期発見・早期防除をお願い致します。 

第11号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

引き続き気象推移に注意！！ 調査日 2021.8.31 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

ヨトウガのトラップ捕殺頭数 

匹 

【水稲情報】 
  8月３１日に水稲巡回を行った結果、いもち病・紋枯病の発生を確認しました。 
【いもち病】 
  いもち病の病斑が上位葉に斑が多く見られる場合は、穂揃期にいもち病の追加防除を 
  行ってください。晩生の品種はとくにご注意下さい。 
  防除は、葉が乾いた状態で散布し、薬剤が乾くまで降雨がないタイミングで実施してください。   
【紋枯病】 
  いもち病に次ぐ重要病害で、紋枯病にかかると下葉から次第に枯れ上がり、 
  稲の茎が弱くなって倒伏しやすくなります。 
                                              葉いもち病   紋枯病    
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農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ダコニール1000 M05 1000倍 収穫前日まで ４回以内

パレード20フロアブル 7 2000～4000倍 収穫前日まで ３回以内

なす　灰色かび病　適用農薬情報

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 ４回以内

ディアナＳＣ 5 2500～5000倍 ２回以内
プレバソンフロアブル5 28 2000倍 2回以内

なす　オオタバコガ　適用農薬情報

収穫前日まで

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

アニキ乳剤 6 1000～2000倍 収穫3日前まで 3回以内
ディアナSC 5 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

ネギ　シロイチモジヨトウ　適用農薬情報

なすの灰色かび病 ネギの食入痕 



 8月16日に阪神管内北部地区を巡回しました。8月上旬からの天候不順により露地野菜が減少し、秋冬野菜へ移りつつあります。ヨトウガのトラップ調査
では飛込は少ないですが、太ネギで鱗翅目の食入跡が見られました。野菜・水稲とも圃場観察をお願い致します。 

 ８月１9日発表の気象庁１か月予報では、平均気温・降水量とも平年並みとなっています。秋冬野菜の定植に向け、ほ場の排水対策を実施してください。 

第10号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

例年と異なる気象推移に注意！！ 調査日 2021.8.16 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
スミチオン乳剤 1Ｂ 1000倍 収穫21日前まで 4回以内
トレボン乳剤 ３Ａ 1000倍 収穫14日前まで 2回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４Ａ 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

えだまめ　カメムシ類　適用農薬情報

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アディオン乳剤 ３Ａ 3000倍 収穫７日前まで ３回以内

ミネクトデュオ粒剤 28・4Ａ 6Ｋｇ/10ａ 収穫３日前まで
３回以内
株元散布

ディアナSC 5 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

ネギ　アザミウマ類　適用農薬情報
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【水稲情報】 
8月16日に水稲巡回を行った結果、 
葉いもちの発生を確認しました。 

上位葉（右写真）に病斑が多く見られる場合は、 
穂揃期に穂いもちの追加防除を行ってください。 
雨が続く場合、降雨の合間を見て 
薬剤防除を実施してください。 
その際は、葉が乾いた状態で散布し、 
薬剤が乾くまで降雨がないよう、 
防除のタイミングに注意をしてください。 

【秋冬作用のセル苗定植にあたって】 
定植をしても、ほ場が乾きしおれる。または大雨が続き、排水がうまくいかない…など活着不良や根傷みにより 
初期生育に影響が出やすくなります。高温乾燥が続く場合はこまめな潅水をお願いします。 
雨が多く根傷みの恐れがある場合は排水対策をしっかり行い、有効な資材の活用をお願い致します。 



 8月3日に阪神管内北部地区を巡回しました。ヨトウガのトラップ調査では飛込がなく、ヨトウガ類の発生も見られませんでした。 

今回、野菜で害虫の発生は確認できませんでした。高温乾燥の気象推移により、なすや豆類（未成熟）でハダニ類が、えだまめでカメムシ類の
発生が懸念されます。水稲では、前回に続き、セジロウンカの成虫・幼虫、ヒメトビウンカの幼虫を確認しました。 

 気温が高い日が続くので、熱中症等に気を付けて圃場の観察をお願いします。 

 

第9号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

高温乾燥の気候に注意！！ 調査日 2021.8.3 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 収穫前日まで 2回以内

コロマイト乳剤 6 1500倍 収穫前日まで 2回以内

豆類（未成熟）ハダニ類　適用農薬情報

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
サフオイル乳剤 - 300～500倍 -

コテツフロアブル（劇） 13 ４回以内
グレーシア乳剤 30 ２回以内

モベントフロアブル 23 ３回以内

なす　ハダニ類　適用農薬情報

2000倍
収穫前日まで

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
スミチオン乳剤 1Ｂ 1000倍 収穫21日前まで 4回以内
トレボン乳剤 ３Ａ 1000倍 収穫14日前まで 2回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４Ａ 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

えだまめ　カメムシ類　適用農薬情報

水稲病害虫情報 

いもち病 
一部の地域で 
確認されています。 
今後広がる可能性は 
低いですが、 
引き続き圃場の 
観察をお願いします。 

紋枯病 
一部の地域で確認され 
ています。 
今後気温が高くなり、 
株元が蒸し込んで発生が見ら 
れようになります。 
発生が広がると収量が減る 
恐れもあります。発生が見ら 
れる場合は薬剤防除をお願いします。 

カメムシ類 
斑点米の原因になる 
カメムシ類の 
発生も見られます。 
薬剤散布で防除を 
お願いします。 
 
 



 7月20日に阪神管内北部地区を巡回しました。野菜巡回では、えだまめでハダニ類、アザミウマ類が、水稲巡回では、セジロ 

ウンカ・ヒメトビウンカの成虫・幼虫発生を確認しました。圃場をよく観察し、早期防除をお願いいたします。 

第8号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

梅雨明け後の病害虫発生に注意！！ 調査日 2021.7.20 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

（写真：ハイマダラノメイガ） （写真：ハスモンヨトウ） （写真：テントウムシダマシ類） （写真：ハダニ類の吸汁被害） 

こ 
★これから注意する害虫★ 
 発見次第、被害が拡大する 
 前に薬剤で防除してください。 

豆類（未成熟）                 ハダニ類 適用農薬情報 

農薬名 ＦＲＡＣ・ＩＲＡＣ 希釈倍率 使用時期 使用回数 

コテツフロアブル(劇) 13 ２０００倍 収穫前日まで ２回以内 

コロマイト乳剤 6 １５００倍 収穫前日まで ２回以内 

豆類（未成熟）                 アザミウマ類 適用農薬情報 

農薬名 ＦＲＡＣ・ＩＲＡＣ 希釈倍率 使用時期 使用回数 

マラソン乳剤 １Ｂ ２０００～３０００倍 収穫７日前まで ３回以内 

豆類は未成熟と種実では農薬の登録が異なります。 
豆類（未成熟）には、えだまめ・さやいんげん（ヒラサヤインゲン、モロッコインゲン）・さやえんどう（きぬさやえんどう、スナックえんどう、砂糖えん
どう、スナップえんどう）・実えんどう等があります。 同じ豆類（未成熟）でも使用時期などが異なる場合があるので注意してください。 

【農薬豆知識： 豆類（未成熟）とは】  

豆類（未成熟）                 アザミウマ類 適用農薬情報 

作物名 農薬名 
ＦＲＡＣ 
・ＩＲＡＣ 

希釈倍率 使用時期 使用回数 

えだまめ 
モスピラン顆粒水溶剤 ４Ａ ４０００倍 

収穫７日前まで ３回以内 

さやいんげん 収穫前日まで ３回以内 



これからの注目害虫！！ 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） 
 

発生時期 ：テントウムシダマシ類は、５月から１０月にかけて発生します。 
被害内容 ：テントウムシダマシ類の成虫や幼虫は、ナスやジャガイモ、トマト、ピーマンなどの葉を加害します。 
      葉脈を残し表面がさざなみ状に透けて見える食べ跡を残すのが特徴です。 
防除のコツ：圃場観察により食べ跡や成虫･幼虫を見つけ、早期防除をお願い致します。 
 

 
 
 
 
                     
 
 
 

 7月6日に阪神管内北部地区を巡回しました。圃場にて、枝豆ではハダニ類、なすではテントウムシダマシ類、カボチャのうどんこ病、 

きゅうりのべと病の発生を確認しました。引き続き圃場の観察による早期発見、早期防除をお願いいたします。 

第７号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

降雨後の病害虫発生に注意！！ 調査日 2021.7.6 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アミスター20フロアブル 11 1500～2000倍 収穫前日まで 4回以内

ダコニール1000 Ｍ５ 1000倍 収穫前日まで 8回以内
ランマンフロアブル 21 1000～2000倍 収穫前日まで 4回以内

きゅうり　べと病　適用農薬情報

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アディオン乳剤 3Ａ 2000倍 収穫前日まで 3回以内

コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 収穫前日まで 4回以内
モスピラン顆粒水溶剤（劇） ４Ａ 4000倍 収穫前日まで 3回以内

なす　テントウムシダマシ類　適用農薬情報

農薬名 FRAC 希釈倍率 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 3回以内
ダコニール1000 M5 1000倍 収穫７日前まで ３回以内
カリグリーン NC 800～1000倍 収穫前日まで -

かぼちゃ　うどんこ病　適用農薬情報

（写真：加害されるナスの葉） 

豆類（未成熟）ハダニ類 適用農薬情報 

農薬名 ＩＲＡＣ 希釈倍率 使用時期 使用回数 

コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 収穫前日まで ２回以内 

コロマイト乳剤 6 1500倍 収穫前日まで ２回以内 



 6月29日に阪神管内北部地区を巡回しました。圃場にて、きゅうりのべと病、なすのテントウムシダマシ類、えだまめのマメヒ
メサヤムシガの被害を確認しました。引き続き圃場の観察による病害虫の早期発見、早期防除をお願いします。 

第6号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

病害虫の発生に注意！！ 調査日 2021.6.29 

           ※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。 
            本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アミスター20フロアブル 11 1500～2000倍 収穫前日まで 4回以内

ダコニール1000 Ｍ５ 1000倍 収穫前日まで 8回以内
ランマンフロアブル 21 1000～2000倍 収穫前日まで 4回以内

きゅうり　べと病　適用農薬情報

農薬名 ＩRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アディオン乳剤 3Ａ 2000倍 収穫前日まで 3回以内

コテツフロアブル（劇） 13 2000倍 収穫前日まで 4回以内
モスピラン顆粒水溶剤（劇） ４Ａ 4000倍 収穫前日まで 3回以内

なす　テントウムシダマシ類　適用農薬情報

写真  ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞが新葉をつづ  
   り虫糞を出している様子 

7月に入り、えだまめの莢に被害を及ぼす、カメムシ類・マメシンクイガなどの発生が増加します。 
下の表を参考に、開花７日前に１回目の防除、開花７日後に２回目の防除をお願いします。 

【えだまめ防除のポイント】 

えだまめ 開花前・開花後の防除薬剤例 

農薬名 ＩＲＡＣ 適用害虫 希釈倍率 使用時期 使用回数 参考(防除の目安) 

スミチオン 
乳剤 

１Ｂ 
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ･ｶﾒﾑｼ類 
･ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ･ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000倍 
収穫21日前 

まで 
4回以内 開花７日前 

トレボン乳剤 ３Ａ 
ｶﾒﾑｼ類･ﾏﾒｼﾝｸｲｶ 

･ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳﾞ 
1000倍 

収穫14日前 
まで 

2回以内 

開花７日後 
(いずれか1剤で

防除) 

プレバソン 
フロアブル５ 

28 ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ･ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 4000倍 
収穫3日前 

まで 
3回以内 

アグロスリン 
乳剤 

３Ａ ｶﾒﾑｼ類･ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 2000倍 
収穫7日前 

まで 
3回以内 



追
肥 

 6月15日に阪神管内北部地区を巡回しました。圃場にて、カボチャのうどんこ病、とうがらし類ではカメムシの卵及び成虫、ス
ナップえんどうではアブラムシ類の発生を確認しました。引き続き圃場の観察と早期発見、早期防除をお願いいたします。 

【果菜類の追肥ポイント】 
●追肥の適期を見逃さない 

 【トマト・ナス・ピーマン】１番果実が肥大する頃から、２週間おきに畝肩へ追肥し、 

              『なり疲れ』を回避する。 

 【カボチャ・スイカ】果実の肥大を確認してから追肥する。 
           根の先端付近に施用する。ツル先端のマルチをめくり、 
           有機質肥料を薄く施用する。 

           早く追肥すると草勢が強くなり実がつきにくくなるので注意。 

 

第5号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

梅雨時期の病害虫に引き続き注意！！ 調査日 2021.6.15 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

農薬名 FRAC 希釈倍率 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 3回以内
ダコニール1000 M5 1000倍 収穫７日前まで ３回以内

カリグリーン NC
800～
1000倍

収穫前日まで -

かぼちゃ　うどんこ病　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数

アディオン乳剤 ３A
2000～
4000倍

収穫７日前まで 2回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 3000倍 収穫前日まで ２回以内
モベントフロアブル 23 2000倍 収穫前日まで ３回以内

とうがらし類　アブラムシ類　適用農薬情報

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アミスター20フロアブル 11 2000倍 収穫前日まで ４回以内

パレード20フロアブル 7
2000～
4000倍

収穫前日まで ３回以内

プロパティフロアブル 50 3000倍 収穫前日まで ３回以内

なす　うどんこ病　適用農薬情報

かぼちゃのうどんこ病 
丸線の中にみえるのがうどんこ病 

2000～
3000倍 

追
肥 

追
肥 



5月25日に阪神管内北部地区を巡回しました。圃場にて、さやえんどうのアザミウマ類（スリップス）・コナガの幼虫による食
害・灰色かび病、たまねぎではアザミウマ類（スリップス）の発生が確認されました。本格的な梅雨に入り、曇天の日が多いと予
想されます。遮光資材を使用する時期に注意するとともに、今後の病気には十分注意し、早期予防をお願いします。

【果菜類の栽培ポイントと注意点！！】
今年は例年よりも早く梅雨に入りました。前回に引き続き以下の対策をお願いします。
①株の内部まで、風と日射がしっかり入るよう早めに古葉や不要な枝を整理する。
②果実の取り遅れや見逃しがないよう確実に収穫するとともに、根痛みによる草勢低下
を防ぐため、着果量に応じて摘果や若どり等を行い、株への負担を軽減する。

●根傷みの場合、葉から吸収させる葉面散布がおすすめです！！
●果菜類で過繁茂になると、光不足で落花や着果不良が起こりやすくなります。
●湿度が高くなると、病気の発生を助長します。風通しを良くし、薬剤による予防防除をお願いします。
●長時間水がたまると、根傷み、生育不良や病気が発生します。事前に畝間や排水溝をさらえ、
排水対策をお願いします。

第4号 北部分科会情報誌

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚

梅雨時期の病気に注意！！ 調査日 2021.5.25

※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。
本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ダコニール1000 M05 1000倍 収穫前日まで ４回以内

アミスター20フロアブル 11 2000倍 収穫前日まで ４回以内

パレード20フロアブル 7
2000～
4000倍

収穫前日まで ３回以内

トマト　灰色かび病　適用農薬情報

写真上↑
さやえんどうの
花びらが付着した
ところから菌が侵
入し、灰色かび病
が発生。湿度が高
く、雨が続くと発
生。

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数

ユニフォーム粒剤 11・4
3ｇ/株
株元散布

収穫前日まで 3回以内

ランマンフロアブル 21 2000倍 収穫前日まで 4回以内

ピーマン　疫病　適用農薬情報



 5月11日に阪神管内北部地区を巡回しました。露地圃場では、キャベツのコナガ・アオムシによる、 

 スナップエンドウではアザミウマ類の加害が確認されました。またビニールハウスでは、きゅうりでハダニ類の発生が確認されました。 

 病害虫の発生が多くなる時期に入りますので、作物をしっかり観察し、発生初期の防除に努めてください。 

【果菜類の栽培ポイント】 
 ●今年は梅雨入りが例年より早いので、以下の梅雨対策を実施してください。 
   ① 株の内部まで日射がしっかり入るよう不要な枝を整理する  ② 果実の取り遅れや見逃しがないよう確実に収穫する 
 ●根傷みで肥料の吸収が十分出来ていない場合、葉から吸収させる葉面散布がおすすめです！！ 
 ●なすやトマトは実を肥大させながら葉を展開するので、１番果実が肥大する頃から、 
  ２週間おきに畝肩へ追肥し、『なり疲れ』を回避しましょう。 
 

第3号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

アザミウマ類・コナガに注意！ 調査日 2021.5.11 

※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。 
 本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。 

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数

ディアナSC 5
2500～
5000倍

収穫前日まで ２回以内

モスピラン顆粒水溶剤（劇） ４A 2000倍 収穫前日まで ３回以内

トマト　アザミウマ類　適用農薬情報

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数

ヨーバルフロアブル 28
2500～
5000倍

収穫前日まで ３回以内

ディアナSC 5
2500～
5000倍

収穫前日まで ２回以内

キャベツ　コナガ　適用農薬情報

アザミウマ類（スリップス） 
 
 
 
 
 
 
 
ミナミキイロアザミウマの発生は４月～１０月頃で、被害症状は葉と果実が加害され、 
果実は表面に無数の黄色い小さな斑点が広がり、葉では表面の加害部位が白く抜けます。 
ほ場周辺の雑草や花などから移動するので、ほ場周辺及びほ場内の除草を行ったり、花卉類の栽培を避けることをおすすめします。 

アザミウマ 体長1～1.3ミリ 

コナガ成虫↓ 

コナガ幼虫↑ 

 
 
 
 
 
 

コナガ コナガの発生時期は５月～10月頃で、被害症状は葉裏から表皮１枚残して食害します。 
     防除してから寒冷紗で覆って成虫の産卵を防ぐことをおすすめします。 

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
モスピラン顆粒水溶剤 ４A 4000倍 収穫前日まで ３回以内

さやえんどう　　アザミウマ類　適用農薬情報



４月２０日に阪神管内北部地区を巡回しました。圃場にて、たまねぎのアザミウマ類（スリップス）、

スナップえんどうでは、アブラムシ類、ハモグリバエ、アザミウマ類が確認されました。

キャベツの圃場ではモンシロチョウが飛んでおり、卵やアオムシの発生も見られました。

今後気温が高くなり、害虫の発生も多くなると予想されますので、十分にご注意ください。

玉ねぎの貯蔵方法：晩生の品種（貯蔵用）を収穫し保管する場合、圃場で表面を十分に乾燥させてからできれば吊るして保管ください。

黒かびは、高温で風通しが悪いと発生しやすく梅雨明けの高温時は要注意です。風通しがよく、日光が直接当たらない場所で

吊しておくと貯蔵性が高まります。（イメージ図右）

たまねぎではアザミウマ類の食害痕から病原菌が侵入し、

つる首から肩にかけ飴色に変色しへこむ肩おち症状が発生することがあります。（イメージ図左）

１つでも良い商品が出荷出来るように、適期防除・適期収穫に努めてください。

第２号 北部分科会情報誌

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚

アザミウマ類・アブラムシ類に注意！調査日 2021.４.２０

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
アディオン乳剤 ３A 3000倍 収穫７日前まで ５回以内

ディアナSC 5
2500～
5000倍

収穫前日まで ２回以内

たまねぎ　アザミウマ類　適用農薬情報

※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。
本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター 又は 阪神営農総合センター、阪神農業改良普及センターまで。

たまねぎ
肩おち症状イメージ👉

（タキイ栽培マニュアルより）

アザミウマ 体長1～1.3ミリ

たまねぎの吊るし方👉

（タキイ栽培マニュアルより）

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数

ヨーバルフロアブル 28
2500～
5000倍

収穫前日まで ３回以内

ディアナSC 5
2500～
5000倍

収穫前日まで ２回以内

キャベツ　アオムシ　適用農薬情報



農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数

マラソン乳剤 1B
2000～
3000倍

収穫７日前まで ３回以内

モスピラン顆粒水溶剤 ４A 4000倍 収穫前日まで ３回以内
※さやいんげん（ヒラザヤインゲン・モロッコインゲン）、
　さやえんどう（きぬさやえんどう、スナックえんどう、砂糖えんどう、スナップえんどう）を言います。
　豆類は未成熟と種実で異なりますのでご注意下さい。
　豆類で未成熟には、えだまめ・さやいんげん・さやえんどう・実えんどう等が含まれます。
※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。

さやいんげん・さやえんどう　　アザミウマ類　適用農薬情報

ホウレンソウ　アブラムシ類　適用農薬情報

 ４月６日に令和３年度、第１回目の北部地区巡回を実施致しました。圃場にて、たまねぎのべと病、 

スナップえんどうでは、アザミウマ類とうどんこ病が確認されましたので、早期防除をお願いします。 

※たまねぎ、葉たまねぎは登録内容が異なりますのでご注意下さい。 

 

 

セル苗情報：２月下旬から３月にかけて定植している、春～初夏どり野菜ですが、 

気温が高く推移しているので、病害虫の発生が早く見られます。 

生育初期の防除が重要になりますので、薬剤防除の徹底をお願いします。 

特に害虫ではコナガやアザミウマ類、アブラムシ類にご注意下さい。 

病気ではべと病や菌核病、うどんこ病にご注意下さい。 

★定植時に液肥を使用することで根の活着を促し、植物体に抵抗力をつける方法もおすすめです。 

 

直売所情報：ブロッコリーの花咲や、ホウレンソウ等適期収穫遅れが目立ちます。 

      出荷の際は十分に検品し、適期収穫をお願い致します。 

本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター又は阪神営農総合センター 

                        阪神農業改良普及センターまで。 

第１号 北部分科会情報誌 

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 地区：猪名川・宝塚 

べと病・アザミウマ類に注意！ 

写真1 たまねぎべと病 
   感染株↓ 

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
プロポーズ顆粒水和剤 40・M05 1000倍 収穫７日前まで ３回以内

アミスター20フロアブル 11 2000倍 収穫前日まで ４回以内

たまねぎ　べと病　適用農薬情報

調査日 2021.４.６ 

写真２  スナップエンドウ 
アザミウマ類↓ 


