
品目 薬剤名 使用時期

スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで

アクセルフロアブル 収穫前日まで

プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

アディオン乳剤 収穫7日前まで

アフェットフロアブル 収穫前日まで

キャベツ プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

アミスター20フロアブル 収穫前日まで

アフェットフロアブル 収穫前日まで

圃場をよく観察して、防寒対策、早期防除を心がけましょう

使用回数

3回以内(本圃)

３回以内

2000倍

2000倍

ハクサイ

2回以内

ダイコンサルハムシ １000倍

【パスライトによるべたがけ栽培】

うどんこ病

　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 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

第13号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

最近は気温の変化が激しく、病害虫の発生も散見されます。圃場をよく観察し早期防除を心がけ、防寒対策もしっかり行いましょう!
今回の調査では、太ネギに黒斑病や葉先枯れの症状、ハクサイ・ダイコンに、アブラムシ・ダイコンサルハムシ・ヨトウムシ等の食
害、キャベツにヨトウムシ等の食害を確認しました。ハスモンヨトウのトラップ調査結果はほぼ横ばいでした。今回でトラップ調査は
終了します。ご協力ありがとうございました。

平成30年12月4日(火)

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

アブラムシ類 2000～3000倍

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

2回以内

防寒対策に被覆資材を活用しましょう！！

パオパオ９０はパスライトと同様の特長がある資材です。透光率はパスライトよりやや優れ
ています。青パオパオは、太陽光の光質をコントロールし赤色光に比べ遠赤色光を多く通す
ことで、長日性の葉物野菜（ホウレンソウ、コマツナ、ミズナなど）で生育促進が期待でき
ます。

【パスライト】

【パオパオ】

ネギ
３000倍

防霜性に優れ生育を促進します。通気性・通水性・吸湿性にも優れ、さらに適度な保温性が
ある資材です。透光率９０％と光をよく通し､生育障害の心配もほとんどありません。発芽促
進にも役立ちます。ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、レタス、ハクサイ、ダイコン、
カブなど多くの作物で使用できます。被覆方法にはべたがけや浮きがけがありますが、浮き
がけの方が、保温性が高く、作物の傷や葉折れも少ないです。

いちご

希釈倍数発生病害虫

３回以内

３回以内

2000倍

3回以内アザミウマ類

3回以内

ハスモンヨトウ

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

黒斑病 2000倍

ハスモンヨトウ 2000倍

今後の注目病害虫　アブラムシ

  これからの低温期に向けて作物の凍結防止や生育促進のため、被覆資材を利用しましょう。
  ただし、日照量が少ない時期となるため光線透過率の高い被覆資材を使用しましょう。

うどんこ病、炭疽病
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ハスモンヨトウ調査結果（フェロモントラップ） 

調査データは１４日あたりの捕獲虫数 

 
〈生態と被害〉 
 
成虫や幼虫が、吸汁加害します。作物の新芽や展開中の葉裏に多く寄生します。特に群生して  
 
発生した場合は、生育が遅れたり、排泄物で葉が汚れ、黒いすす病にかかることもあります。  
 
        
〈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。  
 
葉裏にかかるよう薬剤散布を丁寧に行います。ただし世代交代が早いため、ローテーション散布を心がけましょう。  
 
●出荷時、ハクサイ等にアブラムシがついているケースが見受けられます。出荷前にしっかり確認をしましょう! 
 葉裏に群生しているアブラムシ 



品目 薬剤名 使用時期

スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで

アクセルフロアブル 収穫前日まで

プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

アディオン乳剤 収穫7日前まで

アフェットフロアブル 収穫前日まで

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 収穫14日前まで

スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで

キャベツ プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

ハクサイ

アブラムシ類 2000～3000倍 2回以内

ネギ
３000倍

ダイコンサルハムシ １000倍 3回以内

ハスモンヨトウ

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

黒斑病 2000倍

ダイコンサルハムシ 2000倍

ハスモンヨトウ 2000倍

今後の注目病害虫　ダイコンサルハムシ

  これからの低温期に向けて作物の凍結防止や生育促進のため、被覆資材を利用しましょう。
  ただし日照量が少ない時期となるため光線透過率の高い被覆資材を使用しましょう。

１回

希釈倍数

キスジノミハムシ

発生病害虫

３回以内

３回以内

1000倍

2000倍

3回以内アザミウマ類

コナガ

防霜性に優れ生育を促進します。通気性・通水性・吸湿性にも優れ、さらに適度な保温性があ
る資材です。透光率９０％と光をよく通し､生育障害の心配もほとんどありません。発芽促進
にも役立ちます。ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、レタス、ハクサイ、ダイコン、カブ
など多くの作物で使用できます。被覆方法にはべたがけや浮きがけがありますが、浮きがけの
方が、保温性が高く、作物の傷や葉折れも少ないです。

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または阪神農業改良普及センターまで　　　

ダイコン

プレバソンフロアブル5 2000倍 収穫前日まで ３回以内

2回以内

２回以内

防寒対策に被覆資材を活用しましょう！！

パオパオ９０はパスライトと同様の特長がある資材です。透光率はパスライトよりやや優れて
います。青パオパオは、太陽光の光質をコントロールし赤色光に比べ遠赤色光を多く通すこと
で、長日性の葉物野菜（ホウレンソウ、コマツナ、ミズナなど）で生育促進が期待できます。

【パスライト】

【パオパオ】

【パスライトによるべたがけ栽培】

ハスモンヨトウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 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

第12号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

今回の調査では、ハクサイ・ダイコンにキスジノミハムシとダイコンサルハムシ、ハクサイ・ブロッコリーにコナガやヨトウムシ等の食
害を確認しました。また、太ネギでは、ハモグリバエやスリップスの被害も確認されました。病害ではネギの黒斑病が確認されました。
ハスモンヨトウのトラップ調査結果は横ばいからやや減少傾向ですが、引き続き圃場をしっかり観察し、病害虫の早期発見早期防除をお
願い致します。

平成30年11月6日(火)

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

今後の気温変化に注意し早期防除を心掛けましょう!!

使用回数
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〈生態と被害〉 
 
成虫は全体が藍色で光沢があります。４月から１１月ごろ見られ、平地では９～１０月に 
発生が多くなります。 
成虫は、枯れ草の下などで越冬し、成虫、幼虫ともにアブラナ科野菜の葉を食害します。 
１～２齢幼虫は葉裏から表皮を残して食害するので、コナガの食害痕に似ています。 
        
〈防除ポイント〉  
卵からかえった１齢幼虫は直ちに葉裏から食害するので、発見次第早急に防除しましょう。 

成虫 
被害にあったハクサイ 

ハスモンヨトウ調査結果（フェロモントラップ） 

調査データは１４日あたりの捕獲虫数 



品目 薬剤名 使用時期

スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで

アクセルフロアブル 収穫前日まで

アディオン乳剤 収穫7日前まで

アフェットフロアブル 収穫前日まで

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 収穫14日前まで

スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで

キャベツ プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

アザミウマ類 ３000倍

第11号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

今回の調査では、ハクサイ・ダイコンにキスジノミハムシとダイコンサルハムシの食害があり、アブラムシの発生も確認しました。ま
た、太ネギでは、ハモグリバエやスリップスの被害も確認されました。病害ではネギの黒斑病が確認されました。ハスモンヨトウのト
ラップ調査結果はやや減少傾向ですが、引き続き圃場をしっかり観察し、早期発見早期防除をお願い致します。

平成30年10月16日(火)

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

アブラムシ増加傾向！早期防除を心掛けましょう

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

ダイコン

希釈倍数

キスジノミハムシ

発生病害虫

3回以内

使用回数

2回以内

２回以内

ネギ

３回以内

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

黒斑病 2000倍

ダイコンサルハムシ 2000倍

ハスモンヨトウ 2000倍

今後の病害虫　②ダイコンサルハムシ

ダイコンサルハムシ １000倍

3回以内

今後の病害虫　①アブラムシ

１回

1000倍

ハクサイ
アブラムシ類 2000倍 2回以内

 
〈生態と被害〉 
 
成虫や幼虫が、吸汁加害します。作物の新芽や展開中の葉裏に多く寄生します。特に群生して 
 
発生した場合は、生育が遅れたり、排泄物で葉が黒く汚れ、すす病にかかることもあります。 
 
また、各種のウイルス病を媒介します。晴天・乾燥が続く環境で多く発生し、春や秋に多く見られます。 
 
        
〈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。 
 
葉裏にかかるよう薬剤散布を丁寧に行います。ただし世代交代が早いため、ローテーション散布を 
 
心がけましょう。 

調査日 調査地区 

〈生態と被害〉 
 
成虫は全体が藍色で光沢があります。４月から１１月ごろ見られ、平地では９～１０月に 
発生が多くなります。 
成虫は、枯れ草の下などで越冬し、成虫、幼虫ともにアブラナ科野菜の葉を食害します。 
１～２齢幼虫は葉裏から表皮を残して食害するので、コナガの食害痕に似ています。 
        
〈防除ポイント〉  
卵からかえった１齢幼虫は直ちに葉裏から食害するので、発見次第早急に防除しましょう。 

成虫 
被害にあったハクサイ 

葉裏に群生しているアブラムシ 
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調査データは１４日あたりの捕獲虫数 



品目 薬剤名 使用時期

スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで

アクセルフロアブル 収穫前日まで

アファーム乳剤 収穫7日前まで

アフェットフロアブル 収穫前日まで

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 収穫14日前まで

スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで

キャベツ プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

ハクサイ
キスジノミハムシ 2000倍 2回以内

ネギ

３回以内

ダイコンサルハムシ １000倍

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

ダイコン

2回以内

２回以内

ハモグリバエ類 1000倍 3回以内

今後の病害虫　①ハスモンヨトウ

１回

1000倍

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

さび病 2000倍

ダイコンサルハムシ 2000倍

今後の病害虫　③さび病

ハスモンヨトウ 2000倍

今後の病害虫　②ダイコンサルハムシ

希釈倍数

キスジノミハムシ

発生病害虫

3回以内

使用回数

第10号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

今回の調査では、キャベツにハスモンヨトウ、ハクサイ・ダイコンにキスジノミハムシとダイコンサルハムシの食害が確認されまし
た。病害は特に確認されませんでしたが、今後はネギのさび病・キャベツの菌核病等の発生が予想されますので、予防的な防除をお願
いします。ハスモンヨトウのトラップ調査結果は、前回に引き続き増加の傾向です。圃場をしっかり観察し、早期発見早期防除をお願
い致します。

平成30年9月25日(火)

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

ハスモンヨトウ増加傾向！早期防除を心掛けましょう

〈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、葉裏に薬剤がよく 
かかるように防除を行いましょう。また、卵塊を見つけた場合は、即処分 
しましょう。 

調査日 調査地区 

〈生態と被害〉 
成虫は全体が藍色で光沢があります。４月から１１月ごろ見られ、平地では９～１０月に発生が多くな
ります。成虫は、枯れ草の下などで越冬し、成虫、幼虫ともにアブラナ科野菜の葉を食害します。  
１～２齢幼虫は葉裏から表皮を残して食害するので、コナガの食害痕に似ています。  
        
〈防除ポイント〉                                                     
卵からかえった１齢幼虫は直ちに葉裏から食害するので、発見次第早急に防除しましょう。  

↑５齢幼虫 
（薬剤効きにくい） 

成虫 

成虫 
被害にあったハクサイ 

〈生態と被害〉 
円形か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。比較的低温で雨が多いと多発し
ます。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。 
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。 
        
〈防除ポイント〉  
適切な肥培管理を行います。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。病勢が急な時は治療効果の期待できる剤を用いますが、連用は避け
ましょう。発病株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。                                                
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調査データは１４日あたりの捕獲虫数 

ハスモンヨトウ調査結果（フェロモントラップ） 

若齢幼虫の集団



品目 薬剤名 使用時期

エダマメ スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで

スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで

アフェットフロアブル 収穫前日まで

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 収穫14日前まで

スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで

キャベツ プレバソンフロアブル5 収穫前日まで

病害の蔓延を防ぐ

樹勢回復・品質保持に
　商品名：ホストップ（液肥、N：P：K＝0：25：20）500ml：2,420円（税込）
　リン酸とカリウムに特化した液体肥料。株張り、分けつ、着花（着果）品質の向上、抵抗力増進等の効果あり。
１０００倍に薄めて葉面散布。農薬との混用は可能。ただし、酸性のためアルカリ系資材（石灰硫黄剤、銅剤）との混用は避ける。
　


お問合わせは　各営農支援センターまで

　商品名：アフェットフロアブル（殺菌剤、普通物）500㏄：9,820円（税込）、100㏄：2,010円（税込）
　発病前から発病初期の予防的散布が効果的。また、胞子形成阻害作用が強く、二次感染の防止も期待できる。

今後の病害虫　②ダイコンサルハムシ

今後の病害虫　①ハスモンヨトウ

JAおすすめ資材について

使用回数

第９号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

今回の調査では、エダマメにカメムシ、ダイコンにキスジノミハムシとダイコンサルハムシ、キャベツに鱗翅目の食害が確認されまし
た。また、ハスモンヨトウのトラップ調査結果は、宝塚管内では180匹、猪名川管内では54匹で、前回に引き続き増加の傾向です。
日中の気温が下がり、過ごしやすい時期を迎えましたが、害虫にとっても活動しやすい環境ですので、圃場をしっかり観察し、早期発
見早期防除をお願い致します。

平成30年9月11日(火)

カメムシ類

調査地点での発生病害虫と防除薬剤

宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

ハスモンヨトウの発生に注意を！！

2000倍

１回

1000倍

希釈倍数

キスジノミハムシ

発生病害虫

２回以内

2回以内

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

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。

さび病 2000倍

ダイコンサルハムシ 2000倍

台風や大雨の対策について

ハスモンヨトウ 2000倍

ネギ

３回以内

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

ダイコン

2回以内

２回以内

アザミウマ類 2000倍

調査日 調査地区 

〈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。 
 

若齢幼虫の集団

〈生態と被害〉 
 
成虫は全体が藍色で光沢があります。４月から１１月ごろ見られ、平地では９～１０月に発生が多くな
ります。成虫は、枯れ草の下などで越冬し、成虫、幼虫ともにアブラナ科野菜の葉を食害します。  
１～２齢幼虫は葉裏から表皮を残して食害するので、コナガの食害痕に似ています。  
        
〈防除ポイント〉                                                     

↑ ５齢幼虫 
（薬剤効きにくい） 成虫 

成虫 
被害にあったハクサイ 



品目 薬剤名 使用時期 使用回数

えだまめ スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで ２回以内

ネギ スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで 2回以内

ピーマン アディオン乳剤 収穫前日まで 5回以内

プレバソンフロアブル5 収穫前日まで 2回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 4回以内

きゅうり コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 3回以内

水稲

第7号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

今回の調査では、きゅうりやナスにハダニ、太ネギにアザミウマの被害が確認されました。また、ハスモンヨトウのトラップ
調査結果は、宝塚管内では83匹、猪名川管内では60匹で、要防除密度を下回っていますが、前回調査よりやや多くなってい
ます。今後も気温は高温傾向との予報が出ていますので、引き続き害虫の発生に注意をお願いします。これから秋冬野菜の作
付が本格化します。健全生育を目指し、苗の活着促進、病害虫の早期防除に努めましょう。

平成30年8月14日(火) 宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

害虫の発生に注意しましょう!！

希釈倍数

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載させていただいております。

ハダニ類・ミカンキイロアザ
ミウマ・ミナミキイロアザミ

ウマ

オオタバコガ、ハスモ
ンヨトウ

発生病害虫

カメムシ類、
アブラムシ類

2000倍

2000倍

2000倍

アザミウマ類

タバコガ、カメムシ類 2000倍

2000倍

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

ナス

ハダニ類・ミカンキイロアザ
ミウマ・ミナミキイロアザミ

ウマ
2000倍

調査手法：はたき落とし・すくい取り
確認できた病害虫：ヒメトビウンカ（幼虫・成虫）、セジロウンカ（幼虫・成虫）、カメムシ類
考察：要防除レベルではありませんが、晩生品種についてウンカ類の発生に注意しましょう。

調査日 調査地区 

 
調査地点での発生病害虫と防除薬剤 

今後の注目病害虫① ハイマダラノメイガ 

〈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。 
なお、セルトレーに使用する農薬は、効果の面から灌注する薬液量を守るようにしてください。 
 

今後の注目病害虫② カブラハバチ 
〈生態と被害〉 
平地では盛夏に少なく、春と秋に多く発生します。高冷地では夏～初秋の発生が多くなり
ます。幼虫がアブラナ科の植物の葉を食害します。食害痕は、モンシロチョウやヨトウムシ
に似ていますが、太い葉脈だけを残して縁から食害します。カブやダイコンでは地際部の
根部も食害被害が見られます。              
         
〈防除ポイント〉 
胸腹部がオレンジ色の成虫が、葉上でフワフワと飛んでいるのが見られるときは幼虫の
発生に注意しましょう。防虫網(2㎜目程度以下)や寒冷紗などで成虫の侵入を防ぎ、産卵
を抑えましょう。雑草が発生源となりますので、圃場周辺の雑草管理を徹底しましょう。薬
剤としては、プレバソンフロアブル５（キャベツ、ハクサイ、ダイコン等）やモスピラン顆粒水



品目 薬剤名 使用時期 使用回数

えだまめ スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで ２回以内

トレボン乳剤 収穫前日まで 3回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 4回以内

スタークル顆粒水溶剤 収穫前日まで ２回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 3回以内

　　～JAのおすすめ肥料～
　　8月20日（月）までの期間、下記おすすめ肥料の取りまとめを実施しております！！

　　★エコレット266（12-6-6）★エコレット858（8-5-8）　

　　★ＪＡ兵庫六甲園芸化成（15-13-13）★ストロングバランス（土壌改良剤）

　　詳しくは、最寄の営農支援センター・グリーンセンター・担当営農相談員までお問い合わせをお願い致します。

希釈倍数

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載させていただいております。

ハダニ類・ミカンキイロアザ
ミウマ・ミナミキイロアザミ

ウマ

アブラムシ類

ハダニ類・ミカンキイロアザ
ミウマ・ミナミキイロアザミ

ウマ

発生病害虫

2000倍

きゅうり

カメムシ類、
アブラムシ類

第6号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

　7月中旬より猛暑がつづいています。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、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。
　今回のハスモンヨトウのトラップ調査結果は、宝塚管内では30匹、猪名川管内では40匹で、前回よりやや少なくなってい
ました。今後も気温は平年と比較して高温傾向で、降水量は平年より少ない見込みであり、引き続きアブラムシ類、ハダニ類
などの害虫の発生が予想されます。えだまめについても、前回に引き続きカメムシの飛来が多く見られました。早期発見し、
適切な防除を心がけましょう。

平成30年7月24日(火) 宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

天候は高温・少雨。引き続き病害虫に注意しましょう!！

2000倍

1000倍～
2000倍

2000倍

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

高温・少雨の気象条件における今後の対策について

ナス

ウリハムシ 2000倍

①土壌の保水力を高め、また、根を深く張らせるために、深耕、有機物の投入などに努めましょう。
②畑地かんがい施設の整備と用水の確保を実施しましょう。
③マルチなどにより土壌面からの蒸発防止に努めましょう。
④ハダニ類、アブラムシ類、うどんこ病など干ばつ時に発生が多くなる傾向の病害虫について、その発生動向に十分注意し、
適期防除を実施しましょう。
⑤台風やゲリラ豪雨があった場合は、早めの排水対策や圃場整備を心がけましょう。

調査日 調査地区 

 
調査地点での発生病害虫と防除薬剤 

今後の注目病害虫 ハダニ類 

〈生態と被害〉 
 ハダニ類はほとんどの野菜・果樹に寄生します。高温と乾燥を好み、
葉裏に発生して吸汁します。初めに白色または褐色の斑点ができ、被
害が進むと葉が黄化し落葉します。病気との区別は、葉裏にハダニ類
が発生しているかを確認します。 
                                                                                     
〈防除ポイント〉 
 ハダニ類は雑草にも発生するため圃場周りに雑草を生やさないよう
にしてください。また、古葉や下葉を処理し薬剤散布を行ってください。  

夏野菜の追肥に、秋冬野菜の元肥にいかがですか  ＪＡのおすすめ肥料！ 



品目 薬剤名 使用時期 使用回数

えだまめ スタークル顆粒水溶剤 収穫7日前まで ２回以内

アフェットフロアブル 収穫前日まで 3回以内

モスピラン顆粒水溶剤 収穫前日まで 3回以内

トレボン乳剤 収穫前日まで 3回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 4回以内

ランマンフロアブル 収穫前日まで ４回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 3回以内

　　～JAのおすすめ肥料～
　　7月31日（火）までの期間、下記おすすめ肥料の取りまとめを実施しております！！

　　★エコレット266（12-6-6）★エコレット858（8-5-8）　

　　★ＪＡ兵庫六甲園芸化成（15-13-13）★ストロングバランス（土壌改良剤）

　　詳しくは、最寄の営農支援センター・グリーンセンター・担当営農相談員までお問い合わせをお願い致します。

カメムシ類、
アブラムシ類

2000倍

べと病
1000倍～
2000倍

1000倍～
2000倍

2000倍

2000倍

トマト

2000倍

きゅうり

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまたは阪神農業改良普及センターまで　　　

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

ナス

第5号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

　７月上旬の記録的な豪雨により、今回の現地調査では、施設・露地ともに被害があり、夏野菜の生育に影響がでています。
前回の臨時情報に引き続き、圃場内をよく観察し、追肥や早期防除(殺菌・殺虫)に努めましょう。
　 ハスモンヨトウのトラップ調査結果は、宝塚管内では120匹、猪名川管内では53匹で、やや多くなってきています。
   梅雨も明け、気温が高くなり、アブラムシ類、ハダニ類などの害虫の発生が予想されます。また、えだまめにカメムシの飛
来が多く見られますので、適切な防除を心がけましょう。

平成30年7月10日(火) 宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

圃場の様子をよく観察し、早期防除に努めましょう

希釈倍数

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載させていただいております。

テントウムシダマシ類
・   ミカンキイロアザミウ

マ・ミナミキイロアザミウマ

アブラムシ類

ミカンキイロアザミウマ・ミ
ナミキイロアザミウマ

葉かび病・
灰色かび病

コナジラミ類

2000倍

発生病害虫

調査日 調査地区 

 
調査地点での発生病害虫と防除薬剤 

 

今後の注目病害虫 カメムシ類 

夏野菜の追肥に、秋冬野菜の元肥にいかがですか  ＪＡのおすすめ肥料！ 

●えだまめの被害の特徴● 
体長1cmぐらいの成虫と、その幼虫が吸汁しま
す。 
生育が萎え、茎葉がしおれることもあります。 
 
 
 
えだまめに成虫が飛来して莢内の子実を吸汁
し、痕が斑点となって周囲がくぼみ、幼果は落
ちます。 

●えだまめのカメムシ類の対策●                                                                

・初発の判断 

カメムシ類の飛来は開花期直前ごろから始まります。

生息数は畑の周辺部に多い傾向があるので，畑の周

辺部を見て回り、飛来の有無を確かめましょう。 
 
・農薬の防除 
初期防除でカメムシ類被害の軽減に努めましょう。 
 
・農薬以外の対策 

アオクサカメムシ 

ブチヒゲカメムシ 



品目 薬剤名 使用時期 使用回数

トレボン乳剤 収穫前日まで 3回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 4回以内

アフェットフロアブル 収穫前日まで 3回以内

ランマンフロアブル 収穫前日まで ４回以内

コテツフロアブル（劇） 収穫前日まで 3回以内

とうがらし
類

スタークル顆粒水溶剤 収穫前日まで ２回以内

　　～秋冬作のセルトレイ苗の取りまとめについて～
　２００穴で秋冬作の作付をしてみませんか？今年度は、人気の高い品種おはよう（ブロッコリー）や、

　消費者からも注目が高いオレンジクイン（ハクサイ）を特別価格にてご案内しております。是非ご注文の程お願い致します。

　　注文期日　平成30年7月20日（金）＊キャベツは10日（火）まで

　　～おすすめ肥料について～
　　7月31日（火）までの期間、下記おすすめ肥料の取りまとめを実施しております！！

　　★エコレット266（12-6-6）★エコレット858（8-5-8）　

　　★ＪＡ兵庫六甲園芸化成（15-13-13）★ストロングバランス（土壌改良剤）

　　詳しくは、最寄の営農支援センター・グリーンセンター・担当営農相談員までお問い合わせをお願い致します。

発生病害虫

うどんこ病

葉かび病・
灰色かび病

希釈倍数

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載させていただいております。

ミカンキイロアザミウ
マ・ミナミキイロアザミ

ウマ

アブラムシ類

うどんこ病

ミカンキイロアザミウ
マ・ミナミキイロアザミ

ウマ

第4号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

　今回のハスモンヨトウのトラップ調査では、宝塚管内では６匹、猪名川管内では５匹と前回に引き続き少ない調査結果でし
た。しかし気温も湿度も高くなり、葉かび病やアブラムシなどの病害虫が目立ってきました。早期発見早期防除のために圃場
内をよく観察しましょう。また今後、晴れ間が出ると急激に温度が上がりますので、ハウスの換気などにご注意ください。

平成30年6月26日(火) 宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

高温・多湿に伴う病害虫の発生に注意！！

キュウリ

2000倍～
4000倍

トマト アフェットフロアブル

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまで　　　

HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

ナス

収穫前日まで 3回以内

アブラムシ類 3000倍

べと病
1000倍～
2000倍

2000倍

1000倍～
2000倍

2000倍

2000倍

2000倍

調査日 調査地区 

 
主な野菜の薬剤防除情報 

今後の注目害虫 アブラムシ 

秋冬作のセルトレイ苗・ＪＡおすすめ肥料取りまとめ実施中！！ 

                                          
【アブラムシ類防除について】                        
 
＜アブラムシ類の特徴と被害の様子＞ 
  
 ●幅広い種類の農作物を加害します。 
  
 ●吸汁により、作物の生育を阻害します。 
 
 ●ウィルス病を媒介します。 

＜アブラムシ類の対策＞                                                                
 
 ●輪作、周辺雑草の草刈りを行います。 
  
 ●過剰施肥に気を付けましょう。 
 
 ●薬剤防除の際は葉裏にかかるよう丁寧に
行い、ローテーション散布に心がけましょう。 



 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

キャベツ ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5 2000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

アフェットフロアブル 2000倍 収穫前日まで 3回以内

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 2000～4000倍 収穫前日まで 3回以内

モスピラン顆粒水溶剤（劇） 4000倍 収穫前日まで 3回以内

リドミルゴールドMZ

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ顆粒水和剤

きゅうり スタークル顆粒水溶剤 2000倍 収穫前日まで ２回以内

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載させていただいております。

アザミウマ類 中

アブラムシ類 中

アザミウマ類 中

べと病 中 1000倍 収穫7日前まで 3回以内

ウリハムシ 中

病害虫発生に注意！！

トマト

たまねぎ

ナス

発生病害虫 調査地点での
発生状況

葉かび病・灰色かび病 小

中ヨトウムシ・ハスモンヨトウ

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまで　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

第2号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

　今回の現地調査では、発生予察用ハスモンヨトウのトラップを設置しました。秋口まで調査をさせてい
ただきますので、情報誌の活用を宜しくお願い致します。今後、気温や湿度の上昇に伴い、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。

平成30年5月22日(火) 宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部調査日 調査地区 

アザミウマについて 

調査地点での発生結果と防除対策 

〈症状〉 

 ・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、吸汁による萎縮や奇形果が見られる。 

〈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。 

 ・周辺雑草にも広く生育するため、ほ場環境を清潔にする。 

 

 ～遮光ネットについて～ 

 ハウス内の温度は日中４０度を超えてくる日が多くなりました。高温障害等による品質の低下が予想されるので、早めの遮光をお勧めいたします。 

 相談は近くの営農支援センターまで。 

 ～肥料価格改定が行われます～ 

  通常、肥料メーカーからの価格改定は6月1日からですが、今回の価格改定は原油価格の値上げや円安と、原体価格の値上げのため数パーセント 

  値上がりする品目が多くなっております。そのためJA兵庫六甲では6月の間は価格を据え置き、7月1日より価格改定を行います。 

  1カ月間、価格は据え置きますので、その間に肥料のご購入をおすすめします。農家応援キャンペーンも実施しますので、前倒しでのご購入お願いします。 

今後の注目病害虫 アザミウマ類 

情報：遮光ネットと肥料価格について 



品目 薬剤名 希釈倍数 使用時期 使用回数

キャベツ ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5 2000倍 収穫前日まで 3回以内

トマト ベルクート水和剤 3000～6000倍 収穫前日まで 3回以内

リドミルゴールドMZ

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ顆粒水和剤

ばれいしょ スミチオン乳剤 1000倍 収穫3日前まで 6回以内

べと病 中 1000倍 収穫7日前まで 3回以内

テントウムシダマシ類 少

気温の上昇に伴う病害虫の発生に注意！

宝塚・猪名川・川西北部・西宮北部

発生病害虫 調査地点での
発生状況

葉かび病 今後注意

中ヨトウムシ・ハスモンヨトウ

たまねぎ

　　　　　　お問い合わせはJA兵庫六甲　お近くの営農支援センターまで　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　HPアドレス【 http://www.jarokko.or.jp/　農業情報→極めよう→センターだより→より検索下さい】

ＪＡ兵庫六甲のホームページにカラーで掲載させていただいております。

第1号 発 　行　：阪神地区営農振興協議会　農業技術分科会　北部分科会

　今回の現地調査では、たまねぎべと病・キャベツへの鱗翅目の食害痕が確認されました。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。

平成30年5月8日(火)調査日 調査地区 

今後の注目病害虫 アブラムシ・たまねぎべと病 

〈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

アブラムシについて 

調査地点での発生結果と防除対策 

たまねぎべと病について 
〈病害の特徴・発生生態〉  
 本病は卵菌類に属するべと病菌による病害であり、前年秋の苗床や圃場に残った卵胞子から感染し、大
部分が症状の出ないまま越冬して春に越年罹病株として発病する。栽培圃場においては、越年罹病株が感
染源となって二次感染株が発生し、ひどい場合には葉が枯死する。発病は、気温15℃前後で曇雨天が続
く場合に助長される。好適条件において病勢の進展はきわめて速い。 
 病原菌は土壌中で10年以上も休眠状態で生存するため、発病圃場で連作すると被害が増加する。 
〈対策〉                                                                      
○圃場の発生状況、周辺の状況をよく観察し、薬剤による防除を行う。薬剤散布に当たっては、散布ムラ
の無いよう丁寧に行う。散布は降雨前に薬剤が乾くように余裕をもって行う。 
○排水の悪い圃場では高畝栽培とするなど、圃場が過湿にならないようにする。 
○健全な苗を植え付ける。越年罹病株から被害が拡大するため、２～3月に観察を徹底し発病株は見つけ
しだい除去する。 

二次感染株。葉身が黄化している。 


