
第13号 発行：阪神地区営農振興協議会　農業技術協議会　南部分科会

調査日：令和２年３月２６日 調査地区：伊丹・尼崎・西宮・川西

ＩＲＡＣ
ＦＲＡＣ
コード

希釈倍率 使用回数

M5 1000倍 6回以内

11 2000倍 4回以内

7 2000倍 4回以内

4A 2000倍 3回以内

15 4000倍 3回以内

21A 2000倍 1回

2000倍

2000～3000倍

3A 3000倍 3回以内

※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。

収穫3日前まで

収穫21日前まで

カスケード乳剤

ダニトロンフロアブル

今後の注目病害虫
①たまねぎ　べと病

今後の発生量予想：やや多
②アザミウマ類

今後の発生量予想：やや多

収穫7日前まで

収穫前日まで

収穫前日まで

収穫7日前まで

ダコニール1000

アミスター20フロアブル

※治療効果あり

アフェットフロアブル

モスピラン顆粒水溶剤（劇）

ホウレンソウ

コマツナ（非結球あぶ
らな科葉菜類）

未成熟そらまめ

灰色腐敗病（今後注意）

アザミウマ類

たまねぎ

ホウレンソウケナガコナダニ

ハダニ類（今後注意）

キスジノミハムシ

べと病

アブラムシ類（今後注意）

　★気温上昇に伴う病害虫の発生にご注意を！★
今回の調査ではホウレンソウにコナダニ・アザミウマの被害・コマツナにキスジノミハムシの食害・
そらまめ、ミニハクサイにアブラムシの発生が確認されました。向こう一か月の平均気温が約80％の
確率で平年より高い予報が出ており、病害虫の発生を助長する恐れがあります。圃場内をよく観察
し、早期発見・早期防除に努めましょう。

品目 病害虫名 薬剤名 使用時期

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。

③アブラムシ
今後の発生量予想：平年並

④ハダニ類
今後の発生量予想：やや多

※今後の注目病害虫の発生量予報は、兵庫県病害虫防除所の病害虫発生予報や現地調査等に基づいています。

スタークル顆粒水溶剤 4A 収穫3日前まで 2回以内
ミニハクサイ アブラムシ類（今後注意）

収穫7日前までアディオン乳剤

●成虫や幼虫が、吸汁加
害する。作物の新芽や展
開中の葉裏に多く寄生す
る。 
●ウイルスに感染した作
物を吸汁すると、体内で
ウイルスを増殖させる。
その後、健全な作物にウ
イルス病を媒介する。 

二次感染株。葉身が黄化している。 

●葉に黄色がかった大型斑

点を形成し、多湿時には斑

点上に白または暗紫色のか

びを生じる。葉の多くは病

斑部で折れ、ひどい場合に

は枯死する。 

●発病は、気温15℃前後

で曇雨天が続く場合に助長

され、好適条件において病

勢の進展はきわめて速い。 

●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、果菜類では、吸汁によ
る萎縮や奇形果が見られる。 
●周辺雑草にも広く生育す
るため、ほ場環境を清潔に
する。 

●葉裏に成虫・幼虫が発生して

汁を吸うため、始めに葉に白色

または黄色い斑点が現れ、被害

が進むと葉が黄化し、落葉する。

病害と間違いやすいが、葉裏に

は虫がいるので区別できる。  

●畑の雑草で春から秋まで１０

回以上発生する。 

●不要な下葉、古葉を整理して

薬剤散布を行う。 

体長0.5～１ミリ 

なすの葉の

被害状況 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

トランスフォーム
フロアブル

2000倍 収穫前日まで ３回以内

ほうれんそう ディアナＳＣ 2５00～５000倍 収穫前日まで ２回以内

トランスフォーム
フロアブル

2000倍
キャベツ・ブロッコリー
は収穫前日まで、ハク
サイは収穫３日前まで

３回以内

　

　台風

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。
HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

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

ネギアザミウマ 多

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

今後の注目病害虫①　アブラムシ
《症状》
　葉について吸汁し、生育を阻害します。寄生が多くなると生育が抑制され
るだけでなく、排せつ物にすす病が発生し、同化作用が阻害されます。ま
た、ウイルス病を媒介させることがあります。
《虫の特徴》
　アブラムシ科の昆虫で体長は２㎜前後です。翅のない個体が繁殖を続け
ながら葉の表面に群生し、吸汁加害します。生息密度が高まると翅のある
個体が発生し、ほかに移動します。
《防除のポイント》
　播種時や定植時に、株間を広めにとって、風通しをよくします。キラキラ
光るものを嫌がる傾向があるので光反射テープをうね上に張ります。被覆
資材などで害虫の侵入を防ぎます。窒素肥料を一度に多く施肥するとアブ
ラムシが発生しやすくなるので注意してください。

ネギハモグリバエ

ネギ

多

今後の注目病害虫②　ハスモンヨトウ
《症状》
　葉に穴をあけて食害します。
《虫の特徴》
　成虫は体長１５～２０ｍｍ、開張３５～４２ｍｍで灰褐
色をしています。卵は２～３段に重ねた卵塊として産
み、黄土色の鱗毛で覆われています。幼虫は全体に淡
い灰褐色で縦に白い線があります。
《防除のポイント》
　幼虫の齢期が進むと薬剤に対する抵抗力が強くなる
ので、幼虫が小さいうちに農薬による防除をして下さ
い。

ダントツ水溶剤 ４回以内収穫３日前まで2０00～４000倍

第11号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年10月31日（木）

引き続き病害虫の被害に注意しましょう！
　巡回調査の結果、葉物野菜で鱗翅目害虫の被害、ネギでアザミウマ類やネギハモグリバエの被害が多く見られま
した。今年は平年より気温が高く、今後も害虫の発生が続くと予測されますので、早めの防除を心がけてください。
　今後はキャベツ、ハクサイ等においてもアブラムシ類、ヨトウムシ類、コナガ等の被害に注意が必要です。結球野
菜は、結球内に害虫が潜り込むと防除が困難となりますので、結球前の防除を徹底しましょう。
　農薬による防除の際は、散布水量を登録の範囲内で多めに散布することと、同一薬剤の連用を避けてローテー
ション防除を心がけてください。

アブラムシ類

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
病害虫名 調査地点での

発生状況（※注）

こまつな
（非結球あぶ
らな科葉菜

類）

アブラムシ類 少

ハスモンヨトウ 中

コナガ 少

コナガ

ハスモンヨトウ

キャベツ
ブロッコリー
ハクサイ

ヨトウムシ

少

少

少

中

ディアナＳＣ 2５00～５000倍 収穫前日まで ２回以内

ディアナＳＣ 2５00～５000倍 収穫前日まで ２回以内
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ハスモンヨトウ調査結果 
（フェロモントラップ） 9/20

調査 

10/15

調査 

10/31

調査 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

トランスフォーム
フロアブル

2000倍 収穫前日まで ３回以内

はくさい
キャベツ

ブロッコリー

２回以内

２回以内

ほうれんそ
う

２回以内

しゅんぎく
アミスター２０
フロアブル

2000倍 収穫前日まで ２回以内

　

　台風
21号

小

小

ディアナSC 2500～5000倍 収穫前日まで

　巡回調査の結果、ネギでアザミウマ類やネギハモグリバエの被害が多くみられました。今後さらに発生の増えるこ
とが予測されますので、防除の徹底をお願いします。
　また、ハスモンヨトウについては、今回のフェロモントラップ調査での捕獲虫数が非常に増加し、被害が拡大する
可能性がありますので注意をお願いします。
　今後はキャベツ、はくさい等のアブラムシ類、ハスモンヨトウ、コナガの被害にご注意ください。結球野菜は、結球
内に害虫が潜り込むと防除が困難となりますので、結球前の防除徹底をよろしくお願いします。

コナガ・ハスモンヨトウ

中 ベネビアOD 2000～4000倍 収穫前日まで ３回以内

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
病害虫名 調査地点での

発生状況（※注）

こまつな
（非結球

あぶらな科
葉菜類）

アブラムシ類 少

ヨトウムシ類 中
スピノエース
顆粒水和剤

第10号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年10月11日（金）

引き続き病害虫の被害に注意しましょう！

2500～5000倍 収穫14日前まで ２回以内
ハイマダラノメイガ 中

コナガ・ハスモンヨトウ・ハ
イマダラノメイガ

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。
HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

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

アザミウマ類 多

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

今後の注目病害虫　アブラムシ
《症状》
　葉について吸汁し、生育を阻害します。寄生が多くなると生育が抑制され
るだけでなく、排せつ物にすす病が発生し、同化作用が阻害されます。ま
た、ウイルス病を媒介させることがあります。
《虫の特徴》
　アブラムシ科の昆虫で体長は２㎜前後です。翅のない個体が繁殖を続け
ながら葉の表面に群生し、吸汁加害します。生息密度が高まると翅のある
個体が発生し、ほかに移動します。
《防除のポイント》
　播種時や定植時に、株間を広めにとって、風通しをよくします。キラキラ光
るものを嫌がる傾向があるので光反射テープをうね上に張ります。被覆資
材などで害虫の侵入を防ぎます。窒素肥料を一度に多く施肥するとアブラ
ムシが発生しやすくなるので注意してください。また見つけ次第補殺してくだ
さい。

炭疽病

ネギハモグリバエ

ネギ

多

ハスモンヨトウ
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ハスモンヨトウ調査結果（フェロモントラップ） 

8/20調査 

9/20調査 

10/15調査 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

アニキ乳剤 1000～2000倍 収穫前日まで ３回以内

はくさい
キャベツ

ブロッコリー

ねぎ
アリエッティ
水和剤

800倍 収穫3日前まで ３回以内

　

　台風
21号

　巡回調査の結果、こまつな等でハイマダラノメイガやシロイチモジヨトウなど鱗翅目害虫の被害が見られました。
今後さらに発生の増えることが予測されますので、防除の徹底をお願いします。
　また、ハスモンヨトウに関して、今回の調査時点では発生が多くありませんでしたが、今後発生が増える可能性が
ありますので注意をお願いします。
　今後も最新の台風情報等に注意し、台風の接近が想定される場合は、農作物等の被害防止につとめて下さい。

コナガ・ハスモンヨトウ

少
（今後注意）

ベネビアOD 2000～4000倍 収穫前日まで ３回以内

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
病害虫名 調査地点での

発生状況（※注）

こまつな
（非結球

あぶらな科
葉菜類）

コナガ 少

ヨトウムシ類 中
スピノエース
顆粒水和剤

第9号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年９月２０日（金）

害虫および台風にご用心！

2500～5000倍 収穫14日前まで ２回以内
ハイマダラノメイガ 中

コナガ・ハスモンヨトウ・ハ
イマダラノメイガ

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。
HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

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

疫病 多

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

今後の注目病害虫　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、えだまめ、さといも、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、卵塊を見つけた場合は、直ちに処分してくだ
さい。
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ハスモンヨトウ調査結果（フェロモントラップ） 

8/20調査 

9/20調査 

若齢幼虫は集団で葉を食害 

卵塊（これで数百個の塊） 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

アニキ乳剤 1000～2000倍 収穫前日まで 3回以内

ハクサイ
キャベツ

ブロッコリー

　

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。
HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

　

台風や大雨の対策について

育苗期後半
～定植当日

1回

第８号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年８月２０日（火）

害虫および台風にご用心！

　巡回調査の結果、こまつなでハイマダラノメイガ（ダイコンシンクイムシ）の発生が多く見られました。軟弱野菜のみなら
ず、秋冬作での被害も懸念されます。ほ場での薬剤防除や定植時のセル成型苗に薬剤の潅注処理等を行いましょう。
　今回のハスモンヨトウトラップの捕殺調査結果をご報告いたします。尼崎：25匹 西宮：68匹 伊丹：48匹 川西：32匹でし
た。これから発生の増加が予想されますので、幼虫による葉の食害等に十分注意して下さい。
　また、昨年9月の大型台風により、野菜やパイプハウスに被害が多く出ました。今後も台風発生・接近の可能性がありますの
で、事前・事後対策はしっかり行いましょう。

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
調査地点での

発生状況（※注）

コナガ 少
こまつな

（非結球あ
ぶらな科葉

菜類）

ハイマダラノメイガ 今後注意

今後の注目害虫　ハイマダラノメイガ（ダイコンシンクイムシ）

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

少
スピノエース
顆粒水和剤

2500～5000倍 収穫14日前まで 2回以内
ハイマダラノメイガ 中

ヨトウムシ類

ハスモンヨトウ 今後注意

プレバソン
フロアブル５

100倍
（セル成型型育苗ト
レイ1箱当り0.5L灌

注）

〈生態と被害〉 

 ハイマダラノメイガ（ダイコンシンクイムシ）は、一般に

高温少雨の条件で多く発生し、キャベツやハクサイ、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枚頃の加害では生長が止まり奇

形株となります。 
 

〈防除ポイント〉 

 キャベツやハクサイなどの苗を定植する前に、セルト

レーにプレバソンフロアブル５やベリマークＳＣなどの農

薬を灌注処理すると効果的です。 

 その後、効果が切れる２～３週間後にアニキ乳剤など、

灌注処理した農薬と系統の異なる農薬を散布しましょう。 

①事前の対策 

 ・排水溝、施設の再点検をしましょう。特に排水溝周辺の草刈りを実施し、刈草等を除去し 

  スムーズに排水が出来るようにしましょう。 

 ・台風直撃が予測され、作物が小さい場合、寒冷紗等のベタがけをして風害を軽減しましょう 

  （台風通過後はすぐに除去します）。 

②事後の対策 

 ・ほ場に雨水が停滞している場合は、早急にほ場の排水に努めましょう。 

 ・作物の早期回復を図るため、液肥の葉面散布等を行うと効果的です。 

《施設栽培における事前の点検》 

 ・マイカー線の緩みがないか、押さえのラセン杭や鉄筋が固定されているか、 

  天窓部分が強風で開いてしまわないか等を再点検しましょう。 

 ・側部の被覆資材が巻き上げ装置により開閉できるものについては、 

  開いてしまわないように装置を固定しましょう。 

 ・換気扇の点検をし、施設をできる限り密閉した後、強風の間、換気扇を回すようにしましょう。 
 

台風による葉物野菜の被害 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

カネマイトフロアブル 1000～1500倍 収穫前日まで １回

アファーム乳剤 2000倍 収穫前日まで 2回以内

オクラ プレバソンフロアブル5 2000倍 収穫前日まで 3回以内

モンカット粒剤
3～4㎏/10a

湛水散布

出穂30～10日
前、但し収穫14日
前まで

3回以内

スタークル粒剤
（出穂5～10日後が散布適期）

3㎏/10a

ｽﾀｰｸﾙ豆つぶ
（出穂7～10日後が散布適期）

250ｇ/10a

　

収穫7日前まで 3回以内

連作障害軽減対策について

紋枯病

今後注意

カメムシ類

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

水稲

少
スピノエース
顆粒水和剤

2500～5000倍 収穫14日前まで 2回以内

ナス
コナジラミ類 中

ハスモンヨトウ 今後注意

ハダニ類 多

第７号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年８月１日（木）

引き続き害虫の発生に注意しましょう
　7月下旬に梅雨明けし、酷暑がつづいております。遮光資材等を使った高温対策を行い、適切な生育環境づくりを心がけましょう。ま
た、作業時における熱中症に注意し、こまめな休憩と水分補給を行い、体調管理に気をつけましょう。
　今回の調査では、コマツナにコナガ・ヨトウムシ類・ハイマダラノメイガ・キスジノミハムシによる食害が見られました。水稲につ
いては目立った病害虫は確認されておりませんが、今後出穂期を迎えるにあたり、等級落ちの原因となるカメムシ類の適切な防除を心
がけましょう。
　また、今回コナガトラップを回収し、ハスモンヨトウトラップを設置しました。次回より捕殺調査結果を報告します。

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
調査地点での

発生状況（※注）

コナガ 少
1000～2000倍 収穫前日まで 3回以内

こまつな
（非結球あ
ぶらな科葉

菜類）

アニキ乳剤
キスジノミハムシ

ハイマダラノメイガ

少

中

ヨトウムシ類

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。
HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

今後の注目害虫　ハイマダラノメイガ（ダイコンシンクイムシ）

★特別価格★　エコレット266・858　キャンペーン資材情報
エコレットは従来の肥料になはいタイプの肥料で、化成肥料+堆肥の混合堆肥複合肥料です！！形状も粒でまきやすく安価な肥料です！！ 

特別価格 エコレット266（12-6-6-） 20Kg 1,460円 （通常1,570円） 

       エコレット858（8-5-8）  20Kg 1,620円 （通常 1,750円）      

〈生態と被害〉 
 ハイマダラノメイガ（ダイコンシンクイムシ）は、一般に高温少雨

の条件で多く発生し、キャベツやハクサイ、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
の加害では生長が止まり奇形株となります。 

 
〈防除ポイント〉 
 キャベツやハクサイなどの苗を定植する前に、セルトレーにプ

レバソンフロアブル５やベリマークSCなどの農薬を灌注処理する
と効果的です。 
 その後、効果が切れる２～３週間後にアニキ乳剤など、灌注処

理した農薬と系統の異なる農薬を散布しましょう。 

 ナス科の果菜類を中心に、連作障害が原因と思われる土壌病害が発生しました（トマトの青枯病、根腐萎凋病、褐色根腐病など）。収穫終了

後、夏場の高温時に太陽熱消毒や土壌改良資材（石灰窒素等）・薬剤（ガスタード微粒剤等）による土壌消毒を実施しましょう。 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

アミスター２０
フロアブル

2000倍 収穫７日前まで ２回以内

カネマイトフロアブル 1000～1500倍 収穫前日まで １回

アファーム乳剤 2000倍 収穫前日まで 2回以内

アミスター２０
フロアブル

1500～2000倍 収穫前日まで ４回以内

ディアナSC 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

アファーム乳剤 2000倍 収穫前日まで 5回以内

アミスター２０
フロアブル

2000倍 収穫前日まで ４回以内

　

ナス

コナジラミ類 中

きゅうり

うどんこ病 中

ハダニ類 多

多アザミウマ類

第６号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年７月１１日（木）

降雨後の病害虫発生に注意！！
今回の調査では、ナスにハモグリバエ・コナジラミ類、トマトに葉かび病、きゅうりにうどんこ病とアブラムシが見られました。コナ
ガのトラップは前回よりも少ない結果でした。今後の天候を確認し、降雨後には、気温が上がり根傷み等が生じる場合がありますの
で、液肥を散布したり、殺菌殺虫効果のある薬剤を散布し、早期防除に努めてください。

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤
調査地点での発生状況（※注）

コナガ 少
1000～2000倍 収穫前日まで 3回以内こまつな

（非結球あ
ぶらな科葉

菜類）

アニキ乳剤

キスジノミハムシ

白さび病

少

中

少

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。
HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

今後の注目病害　うどんこ病

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

葉かび病

トマト

トマトサビダニ 多

★特別価格★　エコレット266・858　キャンペーン資材情報

梅雨明け後の管理について

0

20

40

60

80

100

120

140

160

尼崎 西宮 伊丹 川西 

コナガ調査結果（フェロモントラップ） 

6月13日 

6月27日 

7月11日 

調査データは１４日あたりの捕獲虫

数 

《発生・症状》 
 葉の表面にうどん粉のような白いカビが発生する。 
 特に施設栽培に発生が多い。  
《対策》 
 病勢が進行すると防除が困難となるので、 
 多発する前に早期防除に努めましょう。 
 日照不足、乾燥条件下で多発します。こまめに摘葉、摘芯を行い、 
   過繁茂にならないように心がけましょう。 
 樹勢が弱まると多発します。肥料切れにならないように管理しましょう。 

きゅうり トマト 

エコレットは従来の肥料になはいタイプの肥料で、化成肥料+堆肥の混合堆肥複合肥料です！！形状も粒でまきやすく安価な肥料です！！ 

特別価格 エコレット266（12-6-6-） 20Kg 1,460円 （通常1,570円） 

       エコレット858（8-5-8）  20Kg 1,620円 （通常 1,750円）      

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。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。  

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 

 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。                            
 ※ 降雨後にしっかり殺菌剤(アフェットフロアブル・ ランマンフロアブル・ダコニール１

０００等)を 散布することで被害軽減に努めてください。 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

アミスター２０フロアブル 2000倍 収穫７日前まで ２回以内

ねぎ ベネビアOD 2000倍 収穫前日まで 3回以内

ナス カネマイトフロアブル 1000～1500倍 収穫前日まで １回

きゅうり ディアナSC 2500～5000倍 収穫前日まで ２回以内

トマト アミスター２０フロアブル 2000倍 収穫前日まで ４回以内

　

多

少

連作障害を軽減するために

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。

HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

今後の注目病害　白さび病

降雨後の対策

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう
※ベネビアODとアミスター２０フロアブルの混用は避けて下さい（特にトマト）

アザミウマ類

葉かび病

今回の調査では、葉物類でキスジノミハムシ、コナガや白さび病、果菜類でアザミウマ類（スリップス類）やハダニ類の被害がみられ
ました。晴れの日は高温・乾燥となるため、適宜潅水と薬剤防除をしましょう。また、降雨後には、根傷み等が生じる場合があります
ので、排水対策をしっかりと行ってください。

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

調査地点での発生状況（※注）

コナガ 少
1000～2000倍 収穫前日まで 3回以内こまつな

非結球
あぶらな科

葉菜類

ハダニ類 多

シロイチモジヨトウ 今後注意

アニキ乳剤

キスジノミハムシ

白さび病

少

中

第５号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年６月２７日（木）

気温の上昇に伴う病害虫の発生と排水に注意！

 近年、局地的な豪雨により圃場内に水が溜まり、根腐れなどの多大な

被害が発生しています。降雨後にしっかり殺菌剤(アフェットフロアブル・

ランマンフロアブル・ダコニール１０００等)・殺虫剤・液肥（ホストップ等）を

散布し、被害の軽減に努めてください。 

 降雨後は、畦畔が崩れやすくなっている場合等もありますので、散布

の際には、足下やほ場周辺の安全に十分注意してください。 

【症状】 

 初め葉の裏面に白色でいびつな小斑点を生じる。後に表皮が破れて白色の

粉状物（病原菌の胞子のう）が露出し飛散する。病斑部の葉の表面は退緑し、

周縁が不明瞭な黄色の輪紋となる。春に抽苔した時に、茎や花柄・花弁などが

異常に肥大して奇形化する。  

【対策】 

 発病を認めたら早めに薬剤を散布する。被害残さを放置すると発病が増加す

るので、被害株を抜き取り、圃場外にもち出す。 
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コナガ調査結果（フェロモントラップ） 

5月27日 

6月13日 

6月27日 

調査データは１４日あたりの捕獲虫数 

 ナス科の果菜類を中心に連作障害が原因と思われる土壌病害が

発生しています。収穫終了後、夏場の高温時に太陽熱消毒や薬剤

（ガスタード微粒剤等）による土壌消毒を実施しましょう。 

白さび病の症状 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

アニキ乳剤 1000～2000倍 収穫前日まで 3回以内

ランマンフロアブル 2000倍 収穫3日前まで 3回以内

きゅうり 2000倍

2000～4000倍

2000倍

　

中

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

ベネビアOD 収穫前日まで

こまつな
非結球

あぶらな科
葉菜類 白さび病

少

中

中

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。

HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

今後の注目病害　トマト葉かび病

今後の注目害虫　コナジラミ類

3回以内

今回の調査では、葉物類・果菜類ともにアザミウマ類（スリップス類）の被害が多くみられました。高温・乾燥が続いているため、ア
ブラムシも増加しています。適宜灌水と防除を実施してください。また、チョウ目の虫卵も見受けられました。注意してください。な
お、高温時に農薬を使用すると薬害を起こす場合があるので、早朝や夕方の涼しい時間帯に散布しましょう。

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

第４号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年６月１３日（木）

気温の上昇に伴う病害虫の発生に注意！

調査地点での発生状況（※注）

キスジノミハムシ

トマト

コナジラミ類 小

アザミウマ類

オオタバコガ
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コナガ調査結果（フェロモントラップ） 

5月27日 

6月13日 

調査データは１４日あたりの捕獲虫数 

○施設内では周年発生し、発生回数は施設内

では年10回以上となる。 

○幼虫が葉を吸汁するが、ウィルス病の媒介や

高密度時のすす病も問題が多い。 

○特にタバココナジラミはトマトの黄化葉巻病を

媒介し、問題が多い。 

○トマト果実に放射状に 

未着色の部分を生じさせ 

ることもある。 
 

葉かび病の症状 

タバココナジラミ成虫 

○発病初期は葉に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。     

○露地栽培では梅雨明け時期から高温期を過ぎた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。

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。 
 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

ねぎ スタークル顆粒水溶剤 2000倍 収穫3日前まで 2回以内

オクラ アディオン乳剤 2000倍 収穫前日まで 3回以内

なす スピノエース顆粒水和剤 2500～5000倍 収穫前日まで 2回以内

　

病害虫の発生や作物の生育を左右する
水管理の注意点

多

きゅうり

アブラムシ類

アザミウマ類
中

収穫前日まで

ベネビアOD 2000倍 収穫前日まで 3回以内

コナガこまつな
非結球

あぶらな科
葉菜類 キスジノミハムシ

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。

HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様→病害虫発生予察情報をご覧下さい】

今後の注目病害虫　アザミウマ類

少

中

多

中

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

アニキ乳剤 1000～2000倍 3回以内

今回の調査では、葉物類・果菜類ともにアザミウマ類（スリップス類）の被害が多くみられました。高温・乾燥が続いているため、ア
ブラムシも増加しています。適宜防除を実施してください。また、チョウ目の虫卵も見受けられました。注意してください。なお、高
温時に農薬を使用すると薬害を起こす場合があるので、早朝や夕方の涼しい時間帯に散布しましょう。

アザミウマ類

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

第３号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年５月２７日（月）

気温の上昇に伴う病害虫の発生に注意！

調査地点での発生状況（※注）

多

〈症状〉 
○成幼虫がねぎやトマト・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。 
〈虫の特徴・発生要因〉 
○非常に小さく細いため、よく観察しないと見えにくい。確認が難しい場合は、紙の
上で葉や花をたたくと虫が落下する。 
○気温が高く、乾燥が続くと発生が多くみられる。 
〈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。 
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尼崎 西宮 伊丹 川西 

コナガ調査結果（フェロモントラップ） 
捕獲虫数が増えていますので、 

虫の発生に注意して下さい 

5月10日 

5月27日 

調査データは１４日あたりの捕獲虫数 

 干ばつやゲリラ豪雨など降水量が極端に変化する中、水管理が適
切に行うことが重要です。 
○気温が高い日や雨の降らない日が続くと、表面の乾き方は同じでも
土中の水分は少なくなっています。いつもより多く灌水することを意識
して下さい。また、地温抑制マルチや敷きわら等を活用することで、土
壌面からの蒸発防止に努めましょう。 
○灌水を増やすときは、1回の量を増やすのではなく、回数を増やしま
しょう。高温時には畝間に水をためないように気をつけてください。 
○乾燥状態になると、ハダニ類やアザミウマ類などの害虫が発生しや
すくなります。こまめに散水することで、小さな害虫の発生を抑えること
ができます。 
○ゲリラ豪雨などで長時間水がたまっていると根が傷んで生育不良や
病害が発生します。速やかに排水できるように事前に畝間や排水溝を
さらえておきましょう。 

アザミウマによる食害 

アザミウマ 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

ほうれんそう

収穫前日まで

収穫3日前まで

スタークル顆粒水溶剤 1000倍 収穫7日前まで 2回以内

えだまめ 4000倍 収穫7日前まで

トマト 2000倍 収穫前日まで

こまつな
非結球

あぶらな科
葉菜類 キスジノミハムシ

アザミウマ類

3回以内

無（今後注意）

カブラハバチ 少

少

中

2回以内

アブラムシ類 少
モスピラン顆粒水溶剤（劇） 3回以内

アニキ乳剤

キスジノミハムシ

大根葉
（だいこん）

アブラムシ類

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。

HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様へ→病害虫発生予察情報 をご覧ください】

今後の注目病害虫　①コナガ

今後の注目病害虫　②キスジノミハムシ

無（今後注意）

中

1000～2000倍

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の１段階で判定。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しましょう。

スタークル顆粒水溶剤 3000倍 収穫3日前まで

　今回の現地調査では、各地区でキスジノミハムシ・アブラムシ類等の害虫が確認されました。また、トマトにおける褐色根腐病など
の土壌病害も発生しております。こまめに圃場を確認し、何か異変を感じましたらお近くの支援センターまでご相談ください。ウイル
ス・菌は虫の媒介だけでなく、はさみ等での作業時に広がる可能性もあります。農機具をしっかりと消毒してご使用ください。今回の
調査より、コナガのフェロモントラップを設置しておりますので、次号より捕殺数をご報告いたします。

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

第2号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 令和元年5月10日（金）

病害虫に注意！早めの対策を。

調査地点での発生状況
（※注）

《症状》 
 ○幼虫が食害する。葉裏から円形または不規則な形に小さく葉肉だけを食害し、 
       葉おもての表皮を残すため、透けてみえる。 
 ○隣接した株の葉同士が密着した場合には、葉と葉のすきまに多数入って加害する。 
 
《虫の特徴》 
 ○老齢幼虫の体色は淡緑色で、体長１０ｍｍ程度。 
   虫に触ると敏捷に後ずさりする性質がある。 
 ○5～6月に発生が著しく多く、盛夏にはほとんど見られなくなり、 
      また秋9～11月に発生が多くなる。 
 
《対策》 
 ○施設では開口部に寒冷紗を張る。  
 ○露地でも害虫の侵入を防ぐために寒冷紗などで野菜を被覆する。  
 ○被害ほ場は収穫後、直ちに耕起するか、被害残渣を堆積してビニールで覆い処分する。 

《症状》 
 ○成虫は葉を針で突いたように食害し、幼虫は土中で活動し、根を食害する。 
 
《虫の特徴》 
 ○成虫は1mmほどで、背中に２本の黄色いスジがある。 
 ○成虫はあぶらな科野菜の地上部を加害し、幼虫は根部を加害。 
 ○多発時期は露地で５～６月、８月～９月。 
 
《防除のポイント》 
 ○若葉の食害痕は、葉の成長に従って穴が広がるため早期に防除する。 
 ○野菜を防虫ネットで覆う。成虫の飛来を防ぐために、目の細かい防虫ネットや 
       寒冷紗などを利用するのが有効。 
 ○播種時に粒剤を播き溝に混和して播種、その後防虫ネットで覆って外部からの 
       侵入を防ぐ。 

コナガ幼虫 

コナガ成虫 



調査地区 尼崎・西宮・伊丹・川西

品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

ほうれんそう スタークル顆粒水溶剤 3000倍 収穫3日前まで 2回以内

プレバソンフロアブル5 2000倍 収穫前日まで 2回以内

ランマンフロアブル 2000倍 収穫3日前まで 3回以内

ベルクート水和剤 3000～6000倍 収穫前日まで 3回以内

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 2000倍 収穫前日まで 3回以内

　

無（今後注意）

無（今後注意）

無（今後注意）

無（今後注意）

※注　発生状況は甚、多、中、少、無の５段階で判定
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しましょう

コナガこまつな
（非結球あ
ぶらな科葉

菜類） 白さぴ病

トマト

葉かび病・灰色かび病

コナジラミ類

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　　　

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載しています。

HPアドレス【 https://www.jarokko.or.jp/　生産者の皆様へ→病害虫発生予察情報 をご覧ください】

今後の注目病害虫　①アブラムシ

今後の注目病害虫　②コナジラミ類

　今回の現地調査では、ホウレンソウへのアブラムシ付着が確認されました。今後、気温の上昇に伴い、病害虫の発生が増加する可能
性がありますので、圃場内をよく観察し、早期防除に努めましょう。また、急な大雨・突風に備え、果菜類への支柱の設置・排水対策
も実施しましょう。

アブラムシ類

病害虫名

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

第1号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　南部分科会

調査日 平成31年4月25日(木)

気温の上昇に伴う病害虫の発生に注意！

調査地点での発生状況（※注）

中

〈症状〉 
○成虫や幼虫が、吸汁加害する。作物の新芽や展開中の葉裏に多く寄生する。 
○特に群生して発生した場合は、生育が著しく遅れたり、排泄物で葉が黒く汚
れ、すす病にかかることもある。また、ウイルスに感染した作物を吸汁すると、
体内でウイルスを増殖させる。その後、健全な作物にウイルス病を媒介する。 
〈虫の特徴・発生生態〉 
○体長1～2mm程度と小さいため、よく観察しないと見えにくい。  
○体色は種類や環境によって異なり、薄緑や濃緑、暗褐色、赤、黄色など
様々である。 
○晴天・乾燥が続く環境で多く発生し、春や秋に多く見られる。 
○自然界では卵や幼虫で越冬し、春先から発生するが、施設内では年間を通
して見られる。 
〈対策〉 
○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
肥を心がける。 
○葉裏にかかるよう薬剤散布を丁寧に行う。但し、世代交代が早いため、ロー
テーション散布を心掛ける。 

〈症状〉 
○幼虫が葉を吸汁するが、ウィルス病の媒介や高密度時のすす病も問題が多い。
特にタバココナジラミはトマトの黄化葉巻病を媒介し、問題が多い。トマト果実に放
射状に未着色の部分を生じる着色異常を発生させる場合もある。 
〈虫の特徴・発生生態〉 
○施設内では周年発生し、発生回数は年間10回以上となる。 
○成虫は体長約1.5㎜程度、オンシツコナジラミは野外で越冬できるが、タバココナ
ジラミは野外で越冬できず、施設が主たる越冬場所と考えられる。発生は、主に苗
による持ち込みと野外からの成虫飛び込みから始まる。通常、気温が高くなる3月
以降多くなるが、加温施設では冬季でも増殖が激しく、多発することがある。 
〈対策〉 
○発生が多い時は薬剤による防除が必要。                               
○換気窓への防虫ネット被覆、UVカットフィルムの展張は成虫の侵入防止に有効。 タバココナジラミ成虫（体長約1mm） 


