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奈 病 防 第 1 号 の 7 平 成 ２ ８ 年 １ １ 月１ 日  奈 良 県 病 害 虫 防 除所 長  平成平成平成平成２８２８２８２８年度病害虫発生予報年度病害虫発生予報年度病害虫発生予報年度病害虫発生予報    第７第７第７第７号（号（号（号（１１１１１１１１月予報）月予報）月予報）月予報）       
今月の発生に注意を要する病害虫今月の発生に注意を要する病害虫今月の発生に注意を要する病害虫今月の発生に注意を要する病害虫 作物作物作物作物名名名名 病害虫病害虫病害虫病害虫名名名名  発生時期発生時期発生時期発生時期 発発発発 生生生生 量量量量 イチゴイチゴイチゴイチゴ    ハダニハダニハダニハダニ類類類類    平年平年平年平年並並並並    やややややややや多い多い多い多い    アブラナ科アブラナ科アブラナ科アブラナ科野菜野菜野菜野菜    アブラムシアブラムシアブラムシアブラムシ類類類類    平年平年平年平年並並並並    やややややややや多い多い多い多い    ネギネギネギネギ    べとべとべとべと病病病病    平年平年平年平年並並並並    やや多いやや多いやや多いやや多い    キクキクキクキク    白白白白さびさびさびさび病病病病    平年平年平年平年並並並並    やややややややや多い多い多い多い    野菜類・花き類共通野菜類・花き類共通野菜類・花き類共通野菜類・花き類共通 ヨトウガヨトウガヨトウガヨトウガ類類類類    平年平年平年平年並並並並    やや多いやや多いやや多いやや多い      近畿地方の向こう近畿地方の向こう近畿地方の向こう近畿地方の向こう 1111 ヶ月（ヶ月（ヶ月（ヶ月（10/210/210/210/29999－－－－11/11/11/11/28282828）の気象予報では、平年）の気象予報では、平年）の気象予報では、平年）の気象予報では、平年に比べに比べに比べに比べ晴れの晴れの晴れの晴れの日日日日がががが多多多多いいいい見込みです見込みです見込みです見込みです。。。。    気温は気温は気温は気温は低い確率が低い確率が低い確率が低い確率が 44440000％、降水量は％、降水量は％、降水量は％、降水量は少ない少ない少ない少ない確率が確率が確率が確率が 55550000％、日照時間は％、日照時間は％、日照時間は％、日照時間は多い多い多い多い確率が確率が確率が確率が 50505050％と％と％と％と予予予予想されています。想されています。想されています。想されています。         農薬のラベルの記載事項の遵守と使用履歴の記帳、農薬の飛散防止、適正な保管管理農薬のラベルの記載事項の遵守と使用履歴の記帳、農薬の飛散防止、適正な保管管理農薬のラベルの記載事項の遵守と使用履歴の記帳、農薬の飛散防止、適正な保管管理農薬のラベルの記載事項の遵守と使用履歴の記帳、農薬の飛散防止、適正な保管管理等を徹底しましょう。等を徹底しましょう。等を徹底しましょう。等を徹底しましょう。          農薬のラベルに記載された適用作物名について、思い込みや読み違いによる誤使用が農薬のラベルに記載された適用作物名について、思い込みや読み違いによる誤使用が農薬のラベルに記載された適用作物名について、思い込みや読み違いによる誤使用が農薬のラベルに記載された適用作物名について、思い込みや読み違いによる誤使用が    起こる可能性があります。以下のような作物間ではいずれも農薬登録内容が異なります起こる可能性があります。以下のような作物間ではいずれも農薬登録内容が異なります起こる可能性があります。以下のような作物間ではいずれも農薬登録内容が異なります起こる可能性があります。以下のような作物間ではいずれも農薬登録内容が異なりますので、特に注意して下さい。ので、特に注意して下さい。ので、特に注意して下さい。ので、特に注意して下さい。        ○トマトとミニトマト○トマトとミニトマト○トマトとミニトマト○トマトとミニトマト        ○ピーマンとシシトウ○ピーマンとシシトウ○ピーマンとシシトウ○ピーマンとシシトウ        ○実えんどう（未成熟な種子を収穫するもの）とさやえんどう（未成熟なさや付き豆○実えんどう（未成熟な種子を収穫するもの）とさやえんどう（未成熟なさや付き豆○実えんどう（未成熟な種子を収穫するもの）とさやえんどう（未成熟なさや付き豆○実えんどう（未成熟な種子を収穫するもの）とさやえんどう（未成熟なさや付き豆を収穫するもの）とえんどうまめ（成熟した種子を収穫するもの）を収穫するもの）とえんどうまめ（成熟した種子を収穫するもの）を収穫するもの）とえんどうまめ（成熟した種子を収穫するもの）を収穫するもの）とえんどうまめ（成熟した種子を収穫するもの）        ○さやいんげん（未成熟なさや付き豆を収穫するもの）といんげんまめ（成熟した種○さやいんげん（未成熟なさや付き豆を収穫するもの）といんげんまめ（成熟した種○さやいんげん（未成熟なさや付き豆を収穫するもの）といんげんまめ（成熟した種○さやいんげん（未成熟なさや付き豆を収穫するもの）といんげんまめ（成熟した種子を収穫するもの）子を収穫するもの）子を収穫するもの）子を収穫するもの）        ○ネギとワケギ○ネギとワケギ○ネギとワケギ○ネギとワケギ            その他、判断に迷った場合には、気軽にその他、判断に迷った場合には、気軽にその他、判断に迷った場合には、気軽にその他、判断に迷った場合には、気軽に各農林振興事務所または各農林振興事務所または各農林振興事務所または各農林振興事務所または病害虫防除所病害虫防除所病害虫防除所病害虫防除所へへへへ        お尋ねください。お尋ねください。お尋ねください。お尋ねください。     ※農薬に関する情報は、平成※農薬に関する情報は、平成※農薬に関する情報は、平成※農薬に関する情報は、平成 22228888 年年年年 10101010 月月月月 19191919 日現在の登録内容に基づいて記載していま日現在の登録内容に基づいて記載していま日現在の登録内容に基づいて記載していま日現在の登録内容に基づいて記載しています。す。す。す。     Ⅰ．普通作物Ⅰ．普通作物Ⅰ．普通作物Ⅰ．普通作物 １．１．１．１．水稲水稲水稲水稲 （１）（１）（１）（１）縞葉枯病縞葉枯病縞葉枯病縞葉枯病 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期：発生時期：発生時期：発生時期：平年並平年並平年並平年並  発生量発生量発生量発生量：：：：平年並平年並平年並平年並    予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では、収穫後に発生しているひこばえで、縞葉枯ウイルスによると思われる葉の黄化症状は認められていません。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 年内に耕起を行い、ウイルスに感染した稲株を腐熟させるとともに、媒介虫であるヒメトビウンカの越冬場所を無くして、越冬密度を低下させます。 2) 水田周辺のイネ科雑草は越冬場所となるため、枯れ草も含めて除草を行います。 3) 発生地域では、次年度、ムギ畑やイネ科雑草地周辺での育苗は避け、移植時にはウンカに適用のある箱施用剤を必ず施用します。 



 - 2 -

Ⅱ．果樹・チャⅡ．果樹・チャⅡ．果樹・チャⅡ．果樹・チャ １．１．１．１．チャチャチャチャ （１）（１）（１）（１）チャトゲコナジラミチャトゲコナジラミチャトゲコナジラミチャトゲコナジラミ 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並        発生量発生量発生量発生量：：：：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) 平年並みの越冬世代幼虫の発生が認められています。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 発生の多い園では、２月末までにトモノールＳ又はラビサンスプレーで防除します。この時期の防除は次年度の密度抑制に効果的です。年内と１～２月の２回散布でより防除効果が高まりますが、赤焼け病の常発地では年明け後に行います。 2) すそ部を中心に葉裏に薬液がかかるよう、ていねいに散布します。     ⅢⅢⅢⅢ．野菜．野菜．野菜．野菜類類類類・花き類・花き類・花き類・花き類 １．１．１．１．イチゴイチゴイチゴイチゴ （１）（１）（１）（１）うどんこ病うどんこ病うどんこ病うどんこ病 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期：発生時期：発生時期：発生時期：平年並平年並平年並平年並  発生量発生量発生量発生量：：：：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では、発生は認められていません。 2) ビニル被覆後には、新葉や花梗を中心に病勢が急速に進展します。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 発生ほ場では、直ちに防除を開始し、開花期までに防除を徹底します。防除が遅れると、出蕾後の花梗や果実に発生し、防除が困難になるので、特に注意します。 2) 薬剤散布前には必ず下葉かきを行い、動力噴霧機の圧力を下げて、薬液が株全体の葉裏にむらなくかかるようていねいに散布します。 3) 薬剤は同一系統の連用を避け、必ず薬剤散布の２～３日後に葉裏を観察し、防除効果を確認します。白い菌そうが薄くでも残っている場合は、薬剤の防除効果が低下している可能性があるので、その薬剤の使用を控えます。 4) 薬剤散布時には、薬液の付着をよくするために展着剤を加用します。但し、アミスター２０フロアブル及びストロビーフロアブルは、薬害の恐れがあるため、乳剤との混用や機能性展着剤の加用はしません。  （（（（２２２２））））ハダニ類ハダニ類ハダニ類ハダニ類 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並        発生量発生量発生量発生量：：：：やや多いやや多いやや多いやや多い 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では、発生ほ場率 36％、寄生葉率 1.1％でした。ビニルを被覆したハウスは温度が上昇するので、ハダニが増加しやすくなります。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) ハダニ類は体長 0.5mm 程度と非常に小さく、葉裏に寄生するため発見が難しいです。そのため、葉かきの際に注意して観察します。 2) 発生がみられた場合は早期に防除を行います。薬剤散布は、動力噴霧機の圧力を下げて葉裏にも十分薬液がかかるように噴口を上向きにして、株の周りを回すように散布します。葉かき後の葉数の少ない時期の薬剤散布が効果的です。 3) ハダニが寄生した葉はハウス外に持ち出して、肥料袋に入れるか、焼却する等して処分します。 4) 天敵製剤による防除も有効です。開花始め～開花盛期が初回の処理適期ですが、あらかじめ天敵に影響の小さい殺ダニ剤を散布しておく必要があります。また、その他の使用薬剤等にも制限がありますので、使用を検討する際は、各農林振興事務所または病害虫防除所にご相談ください。                                             
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（３）（３）（３）（３）アブラムシ類アブラムシ類アブラムシ類アブラムシ類 予報予報予報予報内容内容内容内容        発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並        発生量発生量発生量発生量：：：：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では、発生ほ場率 64％、寄生株率 2.8％でした。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) ミツバチ放飼後には、殺虫剤を使用しにくくなりますので、開花するまでに防除を徹底します。ミツバチに対する薬剤の影響については、各農林振興事務所または病害虫防除所にお尋ねください。 2) ミツバチ導入後にはウララＤＦ、チェス顆粒水和剤、モスピラン水溶剤のいずれかで防除します。その際、ウララＤＦ、チェス顆粒水和剤では散布薬液が乾くまで、モスピラン水溶剤では１日、ミツバチをハウス外へ持ち出します。 3) 九州地方、愛媛県及び和歌山県において、ネオニコチノイド系殺虫剤に対する感受性が低下したワタアブラムシが報告されています。今後、分布の拡大が予想されますので同系薬剤の効果が低い時は各農林振興事務所または病害虫防除所にご相談下さい。  ２．２．２．２．アブラナ科野菜アブラナ科野菜アブラナ科野菜アブラナ科野菜 （（（（１１１１））））べと病べと病べと病べと病 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並        発生量：発生量：発生量：発生量：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では、発生は認められていません。 2) 気温 15～20℃で連続した降雨があると、発病が助長されます。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 発病株や残さは伝染源となりますので、発生初期に除去・処分します。 2) 晩秋期の発生が予想されるほ場では、使用時期（収穫前使用日数）に注意して、降雨後に薬剤による防除を行います。  （（（（２２２２））））コナガコナガコナガコナガ 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期発生時期発生時期発生時期：：：：平年並平年並平年並平年並  発生量発生量発生量発生量：：：：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では発生は認められていません。 2) 農業研究開発センター跡地（橿原市四条町）および大和高田市に設置しているフェロモントラップへの誘殺数は平年並となっています。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 薬剤感受性が低下しやすいため、同一系統薬剤の連用を控えます。 2) 他府県では、ジアミド系殺虫剤に対する感受性が低下した個体群が報告されています。今後、分布の拡大が予想されますので同系薬剤の効果が低い時は各農林振興事務所または病害虫防除所にご相談下さい。  （３）（３）（３）（３）アブラムシ類アブラムシ類アブラムシ類アブラムシ類 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期発生時期発生時期発生時期：：：：平年並平年並平年並平年並  発生量発生量発生量発生量：：：：やややややややや多い多い多い多い 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では、発生ほ場率はハクサイ 50%、ダイコン 25%、キャベツ 40%でした。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 発生が見られた場合には、ネオニコチノイド系薬剤等で防除します。  ３．３．３．３．ホウレンソウホウレンソウホウレンソウホウレンソウ （（（（１１１１））））べと病べと病べと病べと病     予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期発生時期発生時期発生時期：：：：平年並平年並平年並平年並  発生量発生量発生量発生量：：：：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では発生は認められていません。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) １１月以降天候不順が続くと、特に発生しやすい条件となりますので、施設内の高湿度を避けるため、換気と排水対策を徹底します。 2) 発病株は伝染源となるので、見つけ次第、除去処分するとともに、収穫残さはハウス周辺には放置せず、袋に入れて密封し、腐熟させてから処分します。 3) 今後、天候不順時には、ランマンフロアブルやレーバスフロアブル等で予防します。   



 - 4 -

（（（（２２２２））））ホウレンソウケナガコナダニホウレンソウケナガコナダニホウレンソウケナガコナダニホウレンソウケナガコナダニ 予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期発生時期発生時期発生時期：：：：平年並平年並平年並平年並        発生量：発生量：発生量：発生量：平年並平年並平年並平年並 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠 1) １０月下旬の巡回調査では発生は認められていませんが、１１～１２月は被害が多い時期ですので、注意が必要です。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 播種前のネマモール粒剤３０の全面土壌混和処理と２葉期のカスケード乳剤の散布、４～６葉期のアファーム乳剤散布の体系防除を行います。 2) 寒熟ホウレンンソウ栽培は作期が長いため、必要に応じて追加防除を行います。 3) 被害株や収穫後の残さはハウス内にすき込まず、ほ場外に持ち出して処分します。 4) 稲ワラ、モミガラ、未熟堆肥などの有機物を土壌に投入すると発生を助長します。特にモミガラの使用は、モミガラ堆肥も含め控えます。有機物を投入する場合は、最低限の量の完熟堆肥を使用し、投入後の１～２作目には必ず前述の粒剤と散布剤の体系防除を行います。 5) 冬に休作するハウスでは、栽培終了後早めに被覆ビニルを除去し、できるだけ長期間、降雨にさらすことにより、春作の被害が少なくなる傾向があります。  ４．ネギ４．ネギ４．ネギ４．ネギ （１）べと病（１）べと病（１）べと病（１）べと病                                                     予報内容予報内容予報内容予報内容        発発発発生時期：平年並生時期：平年並生時期：平年並生時期：平年並        発生量発生量発生量発生量：やや多いやや多いやや多いやや多い 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠                                  1) １０月下旬の巡回調査では発生は認められていませんが、春作で多発したほ場では菌密度が高いと考えられ、気温低下と降雨で発病が進展する恐れがあります。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 春作で発生したほ場では、殺菌剤の予防散布を行います。 2) 詳細は、平成 28年４月 13 日付け病害虫情報第１号もご覧ください。  ５．キク５．キク５．キク５．キク （１）白（１）白（１）白（１）白さびさびさびさび病病病病                                                     予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期発生時期発生時期発生時期：平年並：平年並：平年並：平年並        発生量発生量発生量発生量：やや多いやや多いやや多いやや多い 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠                                  1) １０月下旬の巡回調査では本ぽでの発生は認められていません。 2) 春から初夏に多発したため、親株での越冬菌密度は高いと考えられます。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 次年度作に発生を持ち越さないために、親株の防除を実施します。  ６６６６．．．．野菜野菜野菜野菜類類類類・花き・花き・花き・花き類類類類共通共通共通共通 （１）（１）（１）（１）ヨトウガヨトウガヨトウガヨトウガ類類類類                                                     予報内容予報内容予報内容予報内容        発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並発生時期：平年並        発生量発生量発生量発生量：やややややややや多い多い多い多い 予報の根拠予報の根拠予報の根拠予報の根拠                                  1) １０月下旬の巡回調査では、ヨトウガの発生ほ場率はハクサイ 50%、キャベツ 60%、ホウレンソウ 40%、イチゴ 18%でした。ダイコン、キクでは発生は認められていません。 2) １０月下旬の巡回調査では、ハスモンヨトウの発生ほ場率は、イチゴでは 18%、ホウレンソウでは 20%、キクでは 25%でした。ハクサイ、ダイコン、キャベツ、ネギでは発生は認められていません。 3) フェロモントラップ誘殺数は、ヨトウガは平年並、ハスモンヨトウはやや多く（農業研究開発センター跡地：橿原市四条町）、シロイチモジヨトウは平年並です（農業研究開発センター跡地および大和高田市）。 防除上の注意防除上の注意防除上の注意防除上の注意事項事項事項事項 1) 発育が進むと薬剤の効果が劣るので、若齢幼虫期での防除が重要です。 2) イチゴのハスモンヨトウには、トルネードエースＤＦ、プレオフロアブル、プレバソンフロアブル５等が有効です。その際、トルネードエースＤＦ、プレバソンフロアブル５では１日間、プレオフロアブルでは散布薬液が乾くまでミツバチをハウス外へ持ち出します。 3) キャベツやハクサイのヨトウムシには、コテツフロアブルやアファーム乳剤、トルネードエースＤＦ、プレオフロアブルなどが有効です。   
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4) ホウレンソウでは、ヨトウムシにはノーモルト乳剤、ハスモンヨトウにはアファーム乳剤とカスケード乳剤を使用します。また、ハウスサイドや換気部に４ミリネットを被覆すると、ヨトウガ類のような大型の蛾成虫の侵入を防止できます。    お問い合わせは             奈良県病害虫防除所奈良県病害虫防除所奈良県病害虫防除所奈良県病害虫防除所 TELTELTELTEL：０７４４－４７－４４８１（直通）：０７４４－４７－４４８１（直通）：０７４４－４７－４４８１（直通）：０７４４－４７－４４８１（直通）    FAXFAXFAXFAX：：：：０７４４－４７－４８５１０７４４－４７－４８５１０７４４－４７－４８５１０７４４－４７－４８５１         病害虫防除所ホームページ病害虫防除所ホームページ病害虫防除所ホームページ病害虫防除所ホームページ            http://www.jppn.ne.jp/nara/http://www.jppn.ne.jp/nara/http://www.jppn.ne.jp/nara/http://www.jppn.ne.jp/nara/     ※奈良県病害虫防除所ならびに農業研究開発センターは※奈良県病害虫防除所ならびに農業研究開発センターは※奈良県病害虫防除所ならびに農業研究開発センターは※奈良県病害虫防除所ならびに農業研究開発センターは    橿原市四条町から桜井市池之内に移転しました。橿原市四条町から桜井市池之内に移転しました。橿原市四条町から桜井市池之内に移転しました。橿原市四条町から桜井市池之内に移転しました。    連絡先が変わりましたのでご注意ください。連絡先が変わりましたのでご注意ください。連絡先が変わりましたのでご注意ください。連絡先が変わりましたのでご注意ください。      


