
農薬散布は初期防除が重要です。特に葉菜類は食害によって著しく商品価値を落します。
収穫間近の作物もありますので使用時期を確認の上、最後の防除をしっかり行い販売まで繋げましょう。

← ネギ（黒斑病）は発生初期の防除に重点を置いてください。

← ブロッコリー(べと病）は発病初期に徹底防除しましょう！

← ハクサイ(ダイコンハムシ）食害により葉を穴だらけにして、商品価値を落とします。

<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。

　特に、ハクサイ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ので、

　出荷前、特にハクサイ・キャベツ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↑

気温の低下により捕殺数が減っており
ますが、気温が高い日には害虫の活動
も活発になる為、今後も油断せずに観
察等を行ってください。

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

ハスモンヨトウのトラップ動向

Ｒ４年度第15号　北部分科会情報誌　『収穫が近づいております、こまめな観察を』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：11月21日

収穫が近づいております、使用時期を確認し、仕上げ防除をお願いします。

注目害虫　アブラムシ類（引き続き注意して下さい）

 11/21に阪神管内北部地区を巡回しました。ブロッコリーにべと病、ハクサイにダイ

コンハムシ、ネギに黒斑病、ネギアザミウマの発生を確認しました。また、前回に引き続

きアブラムシに注意いただき、農薬散布の収穫前日数に気を付け防除してください。 
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　 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 ３回以内

ランマンフロアブル 21 2000倍 収穫3日前まで ３回以内

ブロッコリー　べと病　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 2,000倍 収穫3日前まで ４回以内

パレード20フロアブル 7 2,000～4,000倍 収穫前日まで ３回以内

ネギ　黒斑病　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ウララDF 29 1,000～2,000倍 収穫前日まで 3回以内
アニキ乳剤 6 1,000倍 収穫3日前まで ３回以内

ネギ　ネギアザミウマ　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ブロフレアSC 30 2,000～4,000倍 収穫前日まで ３回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2,000倍 収穫3日前まで 2回以内
アニキ乳剤 6 1,000倍 収穫3日前まで ３回以内

ハクサイ　ダイコンハムシ　適用農薬情報



農薬の散布は初期防除が重要です。特に葉菜類は食害によって著しく商品価値を落します。
収穫間近の作物もありますので最後の防除をしっかり行い、販売まで繋げましょう。

← ハクサイ(ｷｽｼﾞﾉﾐﾉﾊﾑｼ)食害により葉を穴だらけにし、商品価値を著しく落とす。

←　カブ（べと病）症状が悪化するとカビが株元にまで広がり、商品価値がなくなる。

← ネギ（黒斑病）肥切れすると発生が多くなり、飛散により感染拡大する。

<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。

　特に、ハクサイ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・キャベツ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↑

前回よりも、捕殺数は減っていますが、
圃場では食害が見られます。
特に、アブラナ科野菜では被害が
拡大しますので、
今後も油断せずにご注意下さい。

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

ハスモンヨトウのトラップ動向

Ｒ４年度第14号　北部分科会情報誌　『ハスモンヨトウ継続注意！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：11月8日

まだまだ日中は暖かく、病害虫の発生に注意！！

注目害虫　アブラムシ類（今後の発生に注意‼‼）
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 11/8に阪神管内北部地区を巡回しました。ハクサイにキスジノミハムシ・カタツムリ、かぶ・キャベ

ツにべと病、ねぎに黒斑病の発生を確認しました。また、今後はアブラムシの発生が予想されますので

注意しましょう。ハスモンヨトウトラップでは宝塚120匹、猪名川160匹が確認されました。前回調査

調査日 

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

ねぎ　黒斑病　適用農薬情報

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ブロフレアｓｃ 30 2000～4000倍 収穫前日まで 3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
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

ハクサイ　ハスモンヨトウ　適用農薬情報

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ランマンフロアブル 21 2000倍 収穫3日前まで 3回以内

かぶ　べと病　適用農薬情報

農薬名 FRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ランマンフロアブル 21 2000倍 収穫3日前まで ４回以内
リドミルゴールドMZ 4・M0３ 1000倍 収穫30日前まで 3回以内

キャベツ　べと病　適用農薬情報

かぶ　べと病　適用農薬情報



前回よりも、捕殺数は減っていますが、

成虫は5～10月に見られ、 圃場では食害が見られます。

成虫は新葉や未熟莢の 特に、アブラナ科野菜では被害が拡大しますので、

表面を点々と食害します。 今後も油断せずにご注意下さい。

未熟莢の食害は、子実に穴が開き

エダマメとしては商品性を減少させ、

時には、収穫した子実に

黒い斑点が残り商品性が低下するので、

薬剤散布をおすすめします。

右写真：フタスジヒメハムシの

　　　　成虫。エダマメ圃場にて。

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

注目害虫　フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウのトラップ動向

卵塊：100個以上の卵👆　　　　若齢幼虫👆　　　　　　　老齢幼虫👆　　　　　　　　成虫（蛾）👆　　

Ｒ４年度第13号　北部分科会情報誌　『ハスモンヨトウ継続注意！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：10月18日

前回に引き続き　ハスモンヨトウの発生に注意！！

 10/18に阪神管内北部地区を巡回しました。ハクサイ・キャベツ・ブロッコリーにてハスモンヨトウ、

エダマメではフタスジヒメハムシの発生を確認しました。ハスモンヨトウトラップでは宝塚170匹、猪

名川219匹が確認されました。前回調査よりも、捕殺数は減っていますが、今後も圃場を確認し、早期

防除に努めて下さい。 

≪散布のタイミング≫できるだけ初期防除が重要ですが、キャベツやハクサイなどの結球野菜では、 

ハスモンヨトウが葉の内側に残らないよう、特に結球初期にしっかりと防除を実施してください。  

 

《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。 

《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４０ｍｍ 

にもなります。被害は8月下旬頃から見られ、１０月まで被害が増加します。 

《防除のポイント》 卵からふ化した若齢幼虫（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、卵塊を見つけた場合は、直ちに処分してください。 

 

調査日 



トラップ調査とは・・・
ハスモンヨトウトラップでは、雌のにおいのするフェロモン剤を

写真の捕虫器に設置し、ハスモンヨトウの雄を捕獲し、捕殺頭数を数えています。

右記グラフですが、

捕殺頭数は増加傾向ですので、

圃場を観察し、適期防除を

実施しましょう。

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

ハスモンヨトウトラップ捕殺頭数（単位：匹）

卵塊：100個以上の卵👆　　　　若齢幼虫👆　　　　　　　老齢幼虫👆　　　　　　　　成虫（蛾）👆　　

Ｒ４年度第12号　北部分科会情報誌　『ハスモンヨトウ増加中！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：10月4日

　注目害虫　ハスモンヨトウの発生に注意！！

 10/4に阪神管内北部地区を巡回しました。えだまめでは前回に引き続き、茎疫病、ねぎではシロイ

チモジヨトウ・黒斑病の発生を確認しました。また、ハクサイ・キャベツ・ブロッコリーにてハスモン

ヨトウの発生を確認しました。ハスモンヨトウトラップでは宝塚205匹、猪名川612匹が確認されまし

た。圃場を確認し、早期防除に努めて下さい。 

≪散布のタイミング≫できるだけ初期防除が重要ですが、キャベツやハクサイなどの結球野菜では、 

ハスモンヨトウが葉の内側に残らないよう、特に結球初期にしっかりと防除を実施してください。  

 

《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。 

《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４０ｍｍ 

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》 卵からふ化した若齢幼虫（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、卵塊を見つけた場合は、直ちに処分してください。 

 

調査日 



両地区とも大幅に増加しているため、十分ご注意下さい。

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

ねぎ　黒斑病とは？ ハスモンヨトウトラップ　捕殺数（単位：匹）

Ｒ４年度第11号　北部分科会情報誌　『高温多湿条件下の病害虫発生に注意！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：9月8日

えだまめ『茎疫病』に注意！！

ねぎ　注目害虫　シロイチモジヨトウの発生に注意！

シロイチモジヨトウの被害：若齢幼虫に
よる食害は､う化後､集団で葉の先端に近
い部分や葉の折れた部分に､小さな穴をあ
けて葉身内に食入する。老齢以降は分散
し､葉に穴を開けるか，途中で葉身を食い
切り､外に出て摂食する。成虫は前翅の長
さ12mm程度（開張25mm）の小型の
蛾である。前翅の色彩は灰褐～黄褐色で
斑紋に特徴が少なく､幅は比較的狭い。後

翅は白色で半透明である。

9/8に阪神管内北部地区を巡回しました。えだまめでは茎疫病、ねぎではシロイチモジヨトウ・黒斑病の発生

を確認しました。また、キスジノミハムシも増加してきておりますのでご注意ください。ハスモンヨトウトラッ

プでは宝塚175匹、猪名川124匹が確認されました。今後も病害虫の早期発見早期防除をお願いします。

≪病徴と診断≫

主に茎の地際部、ときには上位の主茎や分枝に水浸状の条斑あるい

は楕円形の病斑を生じ、のちに茶褐色ないし、暗褐色の大型病斑と

なり、茎を取り巻くようになる。病斑の表面は白粉条のカビで覆わ

れる。

≪伝染経路と発病条件≫

被害株とともに卵胞子のかたちで越年し、これが翌年の伝染源とな

る。春に気温の上昇に伴って卵胞子上に遊走子のうが形成され、降

雨とともに遊走子が放出され、植物体に感染していく。排水の悪い

重粘土壌の畑や転換畑で発生しやすい。えだまめ 茎疫病の被

≪病徴と診断≫

はじめ白色の小斑点を生ずる。やがて

淡紫色となり，中型の楕円形～紡錘形

の病斑となる。発生後期には黒褐色～

黒色の同心輪紋状となり，病斑部は折

れやすくなる。中～高温期，多湿条件

で発生しやすく発生のピークは梅雨

期，秋雨期の2回ある。

≪対策≫

肥料不足や過多で発生が多くなるの

で、適正な施肥量を心掛ける。

曇雨天が続くと発生が増えるので、曇

雨天の合間に天候を見て防除する。農

薬散布の際は必ず展着剤を加用する。
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シロイチモジヨトウ幼虫太ネギ 被害の様子

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

ねぎ　黒斑病　適用農薬情報



両地区とも増加傾向にあるため、十分ご注意下さい。

上写真　ピーマン
株元に菌糸が付着

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

ピーマン　白絹病とは？ ハスモンヨトウトラップ　捕殺数（単位：匹）

Ｒ４年度第10号　北部分科会情報誌　『高温多湿条件下の病害虫発生に注意！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：8月19日

えだまめ『茎疫病』に注意！！

ハイマダラノメイガ（通称ダイコンシンクイムシ）の発生が多発してます！！

 8/19に阪神管内北部地区を巡回しました。えだまめでは茎疫病、ピーマンでは白絹病の発生を確認しました。 

また、今回圃場では確認されませんでしたが、アブラナ科野菜に多く発生する、ハイマダラノメイガが、兵庫県

病害虫防除所より注意報が発表されています。今後も病害虫の早期発見早期防除をお願いします。 

≪病徴と診断≫ 

主に茎の地際部、ときには上位の主茎や分枝に水浸状の条斑あるい

は楕円形の病斑を生じ、のちに茶褐色ないし、暗褐色の大型病斑と

なり、茎を取り巻くようになる。病斑の表面は白粉条のカビで覆わ

れる。 

≪伝染経路と発病条件≫ 

被害株とともに卵胞子のかたちで越年し、これが翌年の伝染源とな

る。春に気温の上昇に伴って卵胞子上に遊走子のうが形成され、降

雨とともに遊走子が放出され、植物体に感染していく。排水の悪い

重粘土壌の畑や転換畑で発生しやすい。 
上記写真 えだまめ 茎疫病 

ハイマダラノメイガは、一般に高温少雨の条件で多く発生

し、キャベツ、ハクサイ、ダイコンなど、 

アブラナ科野菜の生長点を食害します。 

発芽直後の被害は欠株となり、本葉３～４枚頃の被害では

成長が止まり奇形株となります。 

≪病徴と診断≫ 
地際部の茎・根を侵す。初め、地際部の 

茎に褐色の病変部を生じ、その表面が白色

菌糸で覆われ、やがて罹病株は萎凋枯死す

る。罹病組織に形成された病原菌の菌核が

感染源となって発生する。発病適温は２

５°付近で多湿条件下で被害発生が多い。 

≪対策≫ 

土壌中の菌核から始まるので、罹病株を圃

場から持ち出し、隣接する株元に薬剤を潅

注し、 

感染拡大を防ぐ。 

農薬名 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
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

農薬名 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

こまつな・チンゲンサイ　ハイマダラノメイガ　適用農薬情報



　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。

　　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農業改良普及センターまで。

　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

育苗期後半から定植当日には灌注できる農薬を使用し、

定植２～３週間後には定期的に農薬を散布してください。

Ｒ４年度第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　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：8月2日

太ネギ　シロイチモジヨトウの発生に注意！
シロイチモジヨトウの被害：若齢幼虫による食害は、う化後、集団で葉の先端に近い部分や葉の折れた部
分に，小さな穴をあけて葉身内に食入する。老齢以降は分散し，葉に穴を開けるか，途中で葉身を食い切
り，外に出て摂食する。成虫は前翅の長さ12mm程度（開張25mm）の小型の蛾である。前翅の色彩は灰
褐～黄褐色で斑紋に特徴が少なく，幅は比較的狭い。後翅は白色で半透明である。

要注意害虫　ハイマダラノメイガ（通称ダイコンシンクイムシ）

高温少雨で多発し、キャベツやハクサイなどの生長点を食害する。

8/2に阪神管内北部地区を巡回しました。猪名川地区の水稲でカメムシの発生が確認されています。

台風はきていませんが、局所的な風雨がここ最近みられます。圃場をよく観察し早期の病害虫防除に

努めましょう❣宝塚地区・猪名川地区２か所にハスモンヨトウのフェロモントラップを設置しました。

シロイチモジヨトウ幼虫
太ネギ 被害の様子

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数 使用方法
ジュリボフロアブル 28.４A ２００倍 育苗後半期～定植当日 １回 灌注

100倍 育苗後半期～定植当日 １回 灌注
2500～5000倍 収穫前日まで 3回以内 散布

ブロフレアSC 30 2000～4000倍 収穫前日まで 3回以内 散布

育苗後半期～定植当日までにキャベツ・ハクサイ　ハイマダラノメイガ　適用農薬情報

ヨーバルフロアブル 28

薬剤を散布する

際には、ねぎの

葉に薬剤がつき

にくいので必ず

展着剤を加用し

ましょう。

ネギ



8時間以上、葉が濡れている状態はいもち病の発生を助長するので、曇天・降雨が続いている現在は要注意です。

四方を林で囲まれるなど風通しの悪いほ場は、早急に観察してください。

現在は葉いもちですが、これから出穂を迎え、穂いもち等の発生が懸念されます。

穂いもち等が発生すると、収量低下や籾の稔実が阻害され、品質低下も生じます。

防除器具・いもち病防除薬剤の有無を確かめ、いもち病防除に備えてください。

ハイマダラノメイガ（通称ダイコンシンクイムシ）の発生に注意！

ハイマダラノメイガの被害症状：生長点を食害することにより、欠株もしくは奇形株の原因となります。

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第8号　北部分科会情報誌　『天候不順・病害虫発生（前倒し）注意！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：7月15日

水稲情報　『いもち病』に注意！！

防除法：防虫ネット等で飛来を防止する。幼苗期や生育初期に発生前に予防的に防除する。

　7/15に阪神管内北部地区を巡回しました。西谷地区の水稲でいもち病の発生を確認しました。今後も雨・

曇りが続く予報のため、ほ場をしっかり観察してください。また、害虫の発生が例年に比べ早いとの情報もあ

りますので圃場をよく観察し、早期防除に努めて下さい。

ハイマダラノメイガは、一般に高温少雨の条件で多

く発生し、キャベツ、ハクサイ、ダイコンなどの生

長点を食害します。

発芽直後の被害は欠株となり、本葉３～４枚頃の被

害では生長が止まり奇形株となります。は種又は定

植時に登録のある粒剤を使用することをおすすめし

上記写真  管内のいもち病発生圃場

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

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
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

ダイコン　ハイマダラノメイガ　適用農薬情報



本田で発生するいもち病の呼称で、病斑の大きさ・形・色等から大きく２つの型に分けられます。

●湿潤型病斑：窒素過多、降雨が続くようなときに現われる。灰緑色水浸状で周縁不鮮明の病斑をつくり、

　病斑上に多量の胞子が形成される。多発すると株全体が委縮する。

●慢性型病斑：褐色紡錘形で中央に灰白色部のある病斑をつくる。

　葉いもち・穂いもちの伝染源になる。

上記写真（管内のいもち病発生圃場）

　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第7号　北部分科会情報誌　『気温上昇・病害虫発生注意！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：7月5日

水稲情報　『葉いもち』に注意！！

【果菜類の栽培注意点！！】 

●急いで草勢を回復させたい場合は、葉面散布を併用する。 

 好天が続いている場合は、窒素多めの肥料を施用。 

 日照が少ない場合は成分バランスのよい肥料を施用。 

●草勢維持は弱くなる前に対応することが基本 

●湿度が高くなると、病気の発生を助長します。葉かきなどを行い風通しを良くし、 

 薬剤による予防散布を願いします。 

●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、 

 排水口に繋ぐ等排水対策をお願いします。 

 7/5に阪神管内北部地区を巡回しました。なすではテントウムシダマシ類の被害、水稲ではいもち病の発生

を確認しました。圃場をよく観察し、早期防除に努めて下さい。 

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。 
 

   右記写真 （なすの葉を加害するテントウムシダマシ類） 

 

 

 

                     

 

 

 

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



　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第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　調査地区：猪名川　調査日：6月21日

【排水対策を忘れずに！！】 

  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、圃場に水がたまる可能性が増えます。 

 長時間水がたまると、根痛み、生育不良や病気が発生します。 

 ●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、排水口に繋ぐ等排水対策をお願いします。 

 6月21日に阪神管内北部地区を巡回しました。なすに「カタツムリ類」が、えだまめに「マルカメムシ」と

「ドウガネブイブイ」が確認されました。梅雨入り後、農作物は収穫に向けて生育が進んでいます。農薬の使用

時期をしっかり確認し、下記の情報を参考に防除をしてください。 

カタツムリ類による食害に注意！！ 
被害：展開葉での被害は、直径1㎝前後の不規則な形をした孔がぼつぼつあく。 

   果実では直径5㎜前後の孔があき、孔の深さは0.5～1㎝前後であるがきわ 

   めて明瞭な縦孔を生じ、ヘタなどに粘着物が付着しており、粘着物は乾く 

   と光る。この果実の被害はナスでは致命的で、商品価値がなくなる。 

対策：ビニール手袋などを装着し、植物体に寄生しているカタツムリを除去した  

   後、「スラゴ」等の農薬を株元に配置して下さい。畑作を続けると「カタ 

   ツムリ類」の発生が増加するので、作付計画に注意しましょう。 

えだまめ害虫に注意！！ 
 4月定植、5月定植のえだまめでさやの肥大が進んでいます。播種後40日以降

で、さやが3㎝前後のときはカメムシ類対策としてトレボン乳剤等で防除をして

ください。 

 また収穫が近くなり、さやが膨らみかけた頃に『フタスジヒメハムシ』の被害

があると収量に大きな影響を及ぼすため必ず防除してください。 

品目 薬剤名 IRC 希釈倍数 使用時期 使用回数

なす スラゴ ― 1～5g/㎡ 発生時 ―

トレボン乳剤 ３A
1,000倍・
100～

300L/10a
収穫14日前まで 2回以内

ヨーバルフロアブル 28
5,000倍・
100～

300L/10a
収穫前日まで 3回以内

アグロスリン乳剤 ３A
2,000倍・
100～

300L/10a
収穫７日前まで 3回以内フタスジヒメハムシ

えだまめ

カメムシ類

コガネムシ類

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
発生病害虫

カタツムリ類

マルカメムシ 

ドウガネ 

ブイブイ 



　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第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　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：6月7日

【果菜類の栽培ポイントと注意点！！】

　　今後梅雨入りが予想されます。以下の対策を行い、より良い農産物を作りましょう。

　　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、

　　　排水口に繋ぐ等排水対策をお願いします。

　6/7に阪神管内北部地区を巡回しました。えだまめに「カメムシ類・アブラムシ類」の発生が確認されま

した。下記の情報を参考に圃場観察のうえ防除をして下さい。

前回に引き続き注意
『カメムシ類』について
被害：さや内の子実が吸汁され、変色・変形し、子実の肥大が弱まります。

圃場周辺に雑草地が多いと被害が増えます。

写真は「マルカメムシ」

　　　体長約5ｍｍ。緑かかった褐色。マメ科の植物に寄生。

　　　えだまめの圃場に発生しており、寄生数が茎に多いことから防除が必要。

　　　このような圃場を見かけましたら、薬剤散布をお願いします。

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 収穫前日まで 3回以内
スミチオン乳剤 1B 2000倍 収穫21日前まで 4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　アブラムシ類　適用農薬情報

生長点や若い葉に注意
『アブラムシ類』について
被害：枝先の芽やそれに近い若い葉が委縮し生育が衰える。

特に隣接圃場にジャガイモなどがある場合はジャガイモの収穫後に要注意。

写真は葉が縮れ、他の株に比べ草丈が低くなっている様子

種類が多く、繁殖周期が短いため見逃すと一気に増加し被害が拡大します。

このような圃場を見かけましたら、薬剤散布をお願いします。

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

えだまめ　カメムシ類　適用農薬情報



　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第4号　北部分科会情報誌　『うり類の食害に注意！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：5月24日

 5/24に阪神管内北部地区を巡回しました。きゅうりに「ウリハムシ」、えだまめに「カメムシ類」のが

確認されました。たまねぎ晩生品種で「べと病」も確認されました。 

今後曇天が続くと、病気の発生を助長しますので、ほ場をよく観察し早期に防除してください。 

『ウリハムシ』について                （写真下：ウリハムシ） 

生態：主にきゅうり・スイカなどうり類の作物の葉を加害し、 

ときには果実も加害します。成虫で体長７～８ｍｍです。 

気温が10℃以上になれば活動する害虫です。幼虫が根を食害して 

果実肥大期に急に枯死する場合もありますので、 

９月頃までは要注意です。 

『カメムシ類』について 
被害：さや内の子実が吸汁され、変色・変形し、 

子実の肥大が止まります。 

畑周辺に雑草地が多いと被害が増えます。 

 

写真は「マルカメムシ」 

   体長約5ｍｍ 

   緑かかった褐色。マメ科の植物に発生。 

   枝豆の畑に発生しており、発生数が茎に 

   多いことから防除が必要。 

   このような圃場を見かけましたら、 

   薬剤散布をお願いします。 

『今後注意する病気 トマト・葉かび病』 

＜症状＞発病初期は葉に黄色の円形の病斑が形成される。病斑は初め下葉に発生し、
次第に上葉に拡がる。病斑の拡大にともない黄化し、葉裏には灰色や黄褐色のかび
を生じる。     
＜発生条件＞ハウス栽培で多発し、通気の悪いところに出やすい。露地栽培では梅
雨明け時期から９月頃まで発生する。気温20～25℃で多湿条件が発病に適してい
る。 
＜対策＞ほ場の排水対策や、株間の通風しをよくする管理を心がける。薬剤は同一
薬剤の連用を避け、ローテーション散布を心がける。 

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

※ミニトマトは登録内容が異なりますのでご注意ください。

トマト　葉かび病　適用農薬情報



　※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　　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農業改良普及センターまで。
　※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第3号　北部分科会情報誌　『エダマメの食害に注意してください』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：5月１0日

 5/10に阪神管内北部地区を巡回しました。定植後のナスに害虫の「タバコノミハムシ」、えだまめに

「ウコンノメイガ」の幼虫が確認されました。 また、防除をしていない畑ではたまねぎの「べと病」も見

られました。4/29の強風により、２９日以前に定植した苗の活着がやや遅れているようです。生育が思わ

しくない場合、必要に応じて、液肥（トミー液肥など）で葉面散布を実施してください。 

 今後、気温上昇に伴いアブラムシ類が増加しますので、ほ場をよく観察し早期に防除してください。 

定植後のナスで発見さ

れたタバコノミハムシ

(上)と被害葉(右) 

『タバコノミハムシ』について 
生態：主にナス・トマト・ジャガイモなどナス科植物の葉を

加害します。成虫が葉を食害し丸い穴を開けます。成虫で体

長1.5～2.5ミリメートル、体色はやや光沢のある赤褐色です。

近年発見されています。現時点ではなすで適用のある登録農

薬はありません。 

『ウコンノメイガ』について 

 幼虫で越冬したウコンノメイガの葉巻症状を早生のえだまめで確認しました。被害が増加するのは7月上旬

頃です。ほ場をよく観察し、葉巻症状が増加してきたら、早期に防除してください。 

○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。 

『たまねぎのべと病』について 

 ３月頃の防除をおすすめしています。今年は４月下旬ころの風雨により感染が広がり5月上旬以降に多くの

ほ場で発病が確認されています。収穫前日数を確認して防除に努めて下さい。 

〈発生しやすい条件〉 

▽2～5月に多雨に遭遇すると，たまねぎのベと病は発生が多くなります。 

▽湿度95～100％，気温10～20℃でベと病の胞子が飛散しやすいです。15℃くらいで，葉上に露滴が 

 形成されると、付着したべと病胞子が発芽し、たまねぎに感染します。 

▽発病が見られた苗床や圃場で連作すると，発病が増加するので、ほ場を替えることが防除の基本です。 

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
トレボン乳剤 ３Ａ 1000～2000倍 収穫前日まで 3回以内

なす　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
スミチオン乳剤 １Ｂ １０００倍 収穫21日前まで 4回以内
グレーシア乳剤 30 2000～3000倍 収穫前日まで 2回以内

エダマメ　マメシンクイガ、ウコンノメイガ、　適用農薬情報

農薬名 FRAC・IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
シグナム　ＷＤＧ 11・7 1500倍 収穫７日前まで ３回以内
ランマンフロアブル 21 2000倍 収穫７日前まで ４回以内
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
リドミルゴールドMZ 4・M0３ 500～1000倍 収穫7日前まで 3回以内

たまねぎ　べと病　適用農薬情報



※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　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農業改良普及センターまで。
※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

Ｒ４年度第2号　北部分科会情報誌　『アザミウマ類・アブラムシ類に注意！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：４月１９日

スナップえんどうで確認された   

2種類のアブラムシ 

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

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） 

『アブラムシ類』について 

生態：繁殖力が高く、春や秋の繁殖期に成虫は毎日卵を産み、卵 

   は10日ほどで成虫になります。 

被害：植物の汁を吸いウィルスを感染させ、草丈の伸長抑制や葉 

   の奇形・葉巻症状などにより生育を阻害します。 

   また排泄物で植物がベダつき、クレームの原因になります。 

対策：頭数増加が早いため早期発見・早期防除を実施してください。 

『アザミウマ類』について 

生態：露地では4月上旬～10月下旬に施設では周年発生します。 

   卵～幼虫～蛹～成虫に必要な日数が気温により異なるが、１０日～ 

   35日と短い。 

被害：気温上昇時は要注意。成虫・幼虫ともに花粉・花弁・新芽・新葉を 

   吸汁し、品質低下を生じさたり、病気を感染させたりします。 

対策：ほ場（施設）周囲の除草対策を実施してください。多発すると防除 

   が困難なため、早期発見・早期防除を実施してください。 

上の写真 

アザミウマの成虫 

体長１mm～３mm 

『たまねぎの肩おち症状』について 

 たまねぎでは、アザミウマ類の食害跡から病原菌が侵入し、 

 つる首から肩にかけ鱗片葉が飴色にへこむ『肩おち症状』 

 が発生する事があります。(イメージ図右) 

 ほ場をしっかり観察し早期発見・早期防除を実施してください。 

農薬名 IRAC 希釈倍率 使用時期 使用回数
ウララDF 29 2000～4000倍 収穫前日まで 2回以内

スタークル顆粒水溶剤 ４A 2000倍 収穫前日まで ２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、スナップエンドウ)　アブラムシ類　適用農薬情報

 ４月１９日に阪神管内北部地区を巡回しました。スナップエンドウとブロッコリーでアブラムシ類

が、たまねぎでアザミウマ類（スリップス）が確認されました。ブロッコリーではアブラムシ類の他、

コナガの発生も見られました。 

 今後、気温上昇に伴い、アブラムシ類・アザミウマ類の増加が予想されるので、 

ほ場をしっかり観察し、早期に発見し防除してください。 

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3日前まで 5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

ブロッコリー　アブラムシ類・コナガ　適用農薬情報



　　生長点に菌糸が侵入し、葉の伸長とともに菌糸も

　　春先に降雨が多いと多発する。

対策：耕種的防除として、罹病葉は集めて焼却する。

　　圃場から必ず持ち出し、早期薬剤散布をお願いします。

　　　　　早期薬剤散布をお願いします。

←写真左 写真右→

アザミウマの成虫 スナップえんどうの葉裏。

体長1ｍｍ～３ｍｍ 吸汁された葉。

※必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を遵守ください。
　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農業改良普及センターまで。
※兵庫六甲のＨＰにも掲載　生産者の皆様へ　≪　その他　発生予察情報誌　≪　2022年度発行を参考下さい。

『たまねぎのべと病について』

Ｒ４年度第１号　北部分科会情報誌　『気温の上昇にともなう病害虫の発生に注意！！』

発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　調査地区：猪名川・宝塚　調査日：４月５日

新しいメンバーでの分科会活動を開始します。本年度も宜しくお願いします。

気温の上昇にともない、病害虫の発生が多く目につくようになってきました。

葉や実に問題がないか圃場をよく観察し、早期発見・早期防除をお願いします。

対　　策：施設周辺、畝まわりの雑草をなくす。発生が多発すると防除も困難であるため、

病症：早春に暗紫色及び白色カビを生じる。

　　伸長して株全体が保菌し罹病株として越年するものもある。

『アザミウマ類について』

発生形態：４・５月の春先から秋口にかけて発生が多い。施設栽培では周年発生。

　　　　　卵から幼虫・蛹・成虫までの発育日数が気温により異なり、１０日から３５日と

　　　  　成幼虫は主に花粉・花弁・新芽・新葉を吸汁し、品質の低下や病気を助長する。

　　　  　短いため、気温が高くなる時期は要注意。

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

上記写真：べと病に感染した株 


