
令和４年度　全国特殊報一覧 都道府県
2023/03/15 特殊報 かんしょ（さつまいも） タバココナジラミ バイオタイプQ 第1号 北海道

2023/03/14 特殊報 くるみ 褐斑病（仮称） 令和4年度第1号 長野県

2023/03/10 特殊報 ブルーベリー ブルーベリー類うどんこ病令和4年度第1号 群馬県

2023/02/27 特殊報 ねぎ 黒腐菌核病 令和4年度第1号 秋田県

2023/02/10 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和4年度第2号 愛知県

2023/02/09 特殊報 キク 小斑点病 令和4年度第3号 福岡県

2023/02/03 特殊報 フィロデンドロン モトジロアザミウマ 令和4年度第5号 岐阜県

2023/02/03 特殊報 トマト クロテンコナカイガラムシ 令和4年度第4号 岐阜県

2023/02/03 特殊報 かんしょ サツマイモ炭腐病 令和4年度第3号 岐阜県

2023/01/23 特殊報 ネギ ネギハモグリバエＢ系統 令和4年度第3号 熊本県

2023/01/19 特殊報 いちご チバクロバネキノコバエ 令和4年度第3号 大阪府

2022/12/23 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和4年第2号 三重県

2022/12/21 特殊報 トマト Lisianthus enation leaf curl virus 令和4年度第1号 沖縄県

2022/12/16 特殊報 ねぎ リゾクトニア葉鞘腐敗病 令和4年度第2号 宮城県

2022/12/13 特殊報 ゴボウ 軟腐病（仮称） 令和4年度第2号 熊本県

2022/12/13 特殊報 モモ、スモモ、ウメ モモヒメヨコバイ 令和4年度第1号 熊本県

2022/12/09 特殊報 トマトキバガ 令和4年度第4号 佐賀県

2022/11/29 特殊報 キウイフルーツ キクビスカシバ 令和4年度第2号 岐阜県

2022/11/21 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和4年度第2号 和歌山県

2022/11/18 特殊報 トマト 黄化葉巻病 令和4年度第1号 宮城県

2022/11/02 特殊報 かんしょ アリモドキゾウムシ 令和4年度第1号 静岡県

2022/11/01 特殊報 トマト クロテンコナカイガラムシ 令和4年度第1号 大分県

2022/10/21 特殊報 ナス タバコノミハムシ 令和4年度第1号 埼玉県

2022/10/27 特殊報 かんしょ（さつまいも） サツマイモ基腐病 令和4年度第2号 大阪府

2022/10/26 特殊報 アズキ アズキさび病 令和4年度第1号 千葉県

2022/10/26 特殊報 きく クロゲハナアザミウマ 令和4年度第1号 岩手県

2022/10/19 特殊報 カンキツ トビイロシワアリ 令和4年度第3号 長崎県

2022/10/19 特殊報 メボウキ（バジル）  メボウキ（バジル）べと病 令和4年度第2号 京都府

2022/10/19 特殊報 キュウリ クロテンコナカイガラムシ 令和4年度第1号 宮崎県

2022/10/05 特殊報 ナス タバコノミハムシ 令和4年度第2号 石川県

2022/10/11 特殊報 トマト、ナス、ピーマン クロテンコナカイガラムシ 令和4年度第1号 滋賀県

2022/10/05 特殊報 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病 令和4年度第1号 青森県

2022/10/03 特殊報 ブロッコリー トビイロシワアリ 令和4年度第1号 岐阜県

2022/09/30 特殊報 ウメ、ハナモモ等 モモヒメヨコバイ 令和4年度第2号 神奈川県

2022/09/27 特殊報 オクラ フタテンミドリヒメヨコバイ 令和4年度第2号 徳島県

2022/09/27 特殊報 ねぎ ネギハモグリバエＢ系統 令和4年度第3号 広島県

2022/09/21 特殊報 メロン メロン炭腐病 令和4年度第2号 島根県

2022/09/22 特殊報 トマト トマト立枯病 令和4年度第3号	 佐賀県

2022/09/21 特殊報 トマト、ナス,他 クロテンコナカイガラムシ 令和4年度第3号 兵庫県

2022/09/21 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ  バイオタイプＢ令和4年度第6号 岡山県

2022/09/16 特殊報 ねぎ ネギハモグリバエＢ系統 令和4年度第2号 長崎県

2022/09/02 特殊報 　 トマトキバガ（チョウ目キバガ科） 令和4年度第2号 広島県

2022/08/26 特殊報 　 トマトキバガ 令和4年度第1号 山口県

2022/08/19 特殊報 モモ モモヒメヨコバイ 令和4年度第2号 福岡県

2022/08/10 特殊報 ナス  タバコノミハムシ 令和4年度第1号 徳島県



2022/08/16 特殊報 ネギ ネギハモグリバエＢ系統 令和4年度第1号 石川県

2022/08/10 特殊報 ウメ 、ハナモモ モモヒメヨコバイ 令和4年度第2号 佐賀県

2022/08/10 特殊報 ナス ナスフザリウム立枯病 令和4年度第1号 福岡県

2022/08/05 特殊報 ギンバイカ ギンバイカ褐斑病（仮称）令和4年度第1号 東京都

2022/07/25 特殊報 　 トマトキバガ 令和4年度第5号 岡山県

2022/07/22 特殊報 キュウリ キュウリ退緑黄化病 令和4年度第2号 香川県

2022/07/15 特殊報 サツマイモ サツマイモ基腐病 令和4年度第4号 岡山県

2022/07/12 特殊報 ナス、ジャガイモ タバコノミハムシ 令和4年度第1号 香川県

2022/07/01 特殊報 ピーマン えそ斑紋病 令和4年度第1号 島根県

2022/06/27 特殊報 リンドウ トマト黄化葉巻ウイルス 令和4年度第3号 岡山県

2022/06/23 特殊報 サツマイモ 基腐病 令和4年度第2号 兵庫県

2022/06/17 特殊報 センリョウ カシルリオトシブミ 令和4年度第1号 愛知県

2022/06/14 特殊報 ネギ ネギえそ条斑病 令和4年度第2号 岡山県

2022/06/14 特殊報 ナス クロテンコナカイガラムシ 令和4年度第1号 岡山県

2022/06/13 特殊報 トマトキバガ 令和4年度第1号 和歌山県

2022/06/10 特殊報 ビワ ビワキジラミ 令和4年第1号 京都府

2022/05/30 特殊報 ミニトマト トマト茎えそ病 令和4年度第1号 広島県

2022/05/20 特殊報 トマト トマトキバガ 令和4年度第1号 愛媛県

2022/05/20 特殊報 キク キク小斑点病 令和4年度第1号 佐賀県

2022/05/19 特殊報 タマネギ タマネギえそ条斑病 令和4年度第1号 大阪府

2022/04/27 特殊報 オリーブ 立枯病 令和4年第1号 三重県

2022/04/27 特殊報 コムギ 縞萎縮病 令和4年度第1号 兵庫県

2022/04/07 特殊報 かんしょ サツマイモ炭腐病 令和4年度第1号 神奈川県

2022/04/05 特殊報 トマトキバガ 令和4年度第1号 長崎県



令和３年度　全国特殊報一覧 都道府県
2022/03/29 特殊報 トマトキバガ 令和3年度第2号 福岡県

2022/03/24 特殊報 トマトキバガ 令和3年度第3号 大分県

2022/03/23 特殊報 ホオズキ タバコノミハムシ 令和3年度第3号 熊本県

2022/03/16 特殊報 トマトキバガ 令和3年度第3号 鹿児島県

2022/03/04 特殊報 コムギ 萎縮病 令和3年度第3号 香川県

2022/03/02 特殊報 プリムラ、イチゴ チバクロバネキノコバエ 令和3年度第4号 東京都

2022/02/28 特殊報 マンゴー ランクロホシカイガラムシ 令和3年度第2号 沖縄県

2022/02/17 特殊報 ピーマン tomato zonate spot orthotospovirus (TZSV) 第3号 神奈川県

2022/02/07 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第2号 神奈川県

2022/02/07 特殊報 セルリー 疫病（仮称） 令和3年第3号 長野県

2022/01/26 特殊報 トマト 立枯病 令和3年度第4号 岐阜県

2022/01/26 特殊報 トルコギキョウ 斑点病 令和3年度第3号 岐阜県

2022/01/14 特殊報 ナシ、モモ 胴枯細菌病 令和3年度第2号 岐阜県

2022/01/13 特殊報 オリーブ ハンエンカタカイガラムシ 令和3年度第2号 鹿児島県

2022/01/11 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 徳島県

2022/01/07 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第4号 広島県

2021/12/23 特殊報 マンゴー サクキクイムシ 令和3年度第1号 鹿児島県

2021/12/16 特殊報 ネギ ネギハモグリバエバイオタイプB 令和３年度特殊報第１号 奈良県

2021/12/14 特殊報 トマト トマトキバガ 令和3年度第3号 宮崎県

2021/12/07 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和3年度第2号 香川県

2021/12/06 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和3年度第2号 群馬県

2021/12/06 特殊報 大豆 ミナミアオカメムシ 令和3年度第3号 栃木県

2021/12/06 特殊報 モモ ヨコバイ科の一種 令和3年度第2号 大分県

2021/12/01 特殊報 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統） 令和3年度第3号 愛媛県

2021/12/01 特殊報 ピーマン及びとうがらし類 炭疽病 令和3年度第2号 愛媛県

2021/11/26 特殊報 ナス タバコノミハムシ 令和3年度第3号 山口県

2021/11/25 特殊報 オリーブ バーティシリウム立枯病（仮称） 令和3年度第1号 神奈川県

2021/11/24 特殊報 ナシ サクセスキクイムシ 令和3年度第2号 茨城県

2021/11/18 特殊報 キウイフルーツ キクビスカシバ 令和3年度第1号 大分県

2021/11/19 特殊報 オリーブ キタネグサレセンチュウ、ラセンセンチュウ  香川県

2021/11/17 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和3年度第2号 島根県

2021/11/12 特殊報 トマト トマトキバガ 令和3年度第2号 熊本県

2021/11/01 特殊報 ウメ、スモモ、アンズ ヨコバイ科の一種 令和3年度第1号 愛知県

2021/11/01 特殊報 もも ヨコバイ科の一種 令和3年度第3号 広島県

2021/10/29 特殊報 サツマイモ ヨツモンカメノコハムシ 令和3年度第3号 埼玉県

2021/10/29 特殊報 なし サクセスキクイムシ 令和3年度第2号 埼玉県

2021/10/29 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年第2号 長野県

2021/10/29 特殊報 ウメ、モモ ヨコバイ科の一種 令和3年度第1号 兵庫県

2021/10/27 特殊報 バレイショ Stemphylium lycopersiciによる病害 令和3年度第1号 熊本県

2021/10/27 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和3年度第2号 山口県

2021/10/18 特殊報 ウメ、アンズ、モモ、エドヒガン ヨコバイ科の一種 令和3年度第3号 東京都

2021/10/15 特殊報 モモ、スモモ、ウメ ヨコバイ科の一種 令和3年度第1号 山口県

2021/10/11 特殊報 ブルーベリー ブルーベリー類うどんこ病（仮称） 令和3年度第1号 静岡県

2021/10/07 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 鳥取県



2021/10/05 特殊報 チャ チャトゲコナジラミ 令和3年度第1号 沖縄県

2021/10/01 特殊報 キャベツ トビイロシワアリ 令和3年度第1号 島根県

2021/09/22 特殊報 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統） 令和3年度第1号 青森県

2021/09/21 特殊報 リンドウ TYLCV 令和3年度第1号 福岡県

2021/09/15 特殊報 うめ、もも ヨコバイ科の一種 令和3年度第2号 栃木県

2021/09/13 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和3年度第2号 東京都

2021/09/10 特殊報 なす タバコノミハムシ 令和3年第1号 富山県

2021/09/08 特殊報 キュウリ 退緑黄化病 令和3年第3号 大阪府

2021/09/02 特殊報 しょうが 根茎腐敗病 令和3年度第3号 北海道

2021/08/31 特殊報 ネギえそ条斑病、 トルコギキョウえそ輪紋病 令和3年度第1号 滋賀県

2021/08/31 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第2号 北海道

2021/08/24 特殊報 トルコギキョウ 斑点病 令和3年度第2号 新潟県

2021/08/20 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 山形県

2021/08/20 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 石川県

2021/08/20 特殊報 ウメ 輪紋病 令和3年度第2号 千葉県

2021/08/19 特殊報 エダマメ ダイズ黒根病 令和3年度第1号 新潟県

2021/08/17 特殊報 オリーブ オリーブカタカイガラムシ 令和3年度第2号 広島県

2021/08/17 特殊報 ファレノプシス 株枯病 令和3年度第2号 宮崎県

2021/08/11 特殊報 すいか 炭腐病 令和3年度第1号 北海道

2021/08/06 特殊報 トマト 黄化病 令和3年第1号 京都府

2021/08/06 特殊報 トマト、ミニトマト トマト黄化病 令和3年度第1号 長崎県

2021/08/06 特殊報 トマト、ミニトマト トマト黄化病 令和3年度第1号 岐阜県

2021/08/03 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 埼玉県

2021/08/04 特殊報 トマト 立枯病 令和3年第1号 三重県

2021/08/02 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年第1号 福井県

2021/07/29 特殊報 なす トビイロシワアリ 令和3年度第1号 栃木県

2021/07/28 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 愛媛県

2021/07/21 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 岩手県

2021/07/15 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 千葉県

2021/07/15 特殊報 トマト 立枯病 令和3年度第1号 広島県

2021/07/09 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 東京都

2021/06/29 特殊報 サツマイモ 基腐病 令和3年度第1号 茨城県

2021/06/28 特殊報 ビワ ビワキジラミ 令和3年度第2号 大阪府

2021/06/17 特殊報 トルコギキョウ 斑点病 令和3年第1号 長野県

2021/06/14 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 群馬県

2021/06/08 特殊報 ナス フタテンミドリヒメヨコバイ 令和3年度第1号 高知県

2021/05/10 特殊報 トマト、ミニトマト 黄化病 令和3年度第1号 宮崎県

2021/04/19 特殊報 たまねぎ 黒腐菌核病 令和3年第1号 大阪府



令和２年度　全国特殊報一覧 都道府県
2021/03/30 特殊報 未成熟トウモロコシ Frankliniella williamsi Hood 令和2年度第5号 神奈川県

2021/03/26 特殊報 ブルーベリー うどんこ病（仮称） 令和2年度第2号 東京都

2021/03/26 特殊報 オリーブ 立枯病 令和2年度第7号 静岡県

2021/03/17 特殊報 ビワ ビワキジラミ 令和2年度第2号 愛媛県

2021/03/16 特殊報 いちご チバクロバネキノコバエ 令和2年度第4号 秋田県

2021/03/04 特殊報 キク クマモトネグサレセンチュウ 令和2年度第4号 広島県

2021/02/08 特殊報 ネギ リゾクトニア葉鞘腐敗病 令和2年度第3号 岩手県

2021/02/08 特殊報 サツマイモ 基腐病 令和2年度第6号 岐阜県

2021/02/08 特殊報 ホウレンソウ ハコベハナバエ 令和2年度第5号 岐阜県

2021/02/05 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第3号 大分県

2021/02/01 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第3号 宮城県

2021/01/28 特殊報 オリーブ クロネハイイロヒメハマキ 令和2年度第4号 香川県

2021/01/25 特殊報 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第4号 山形県

2021/01/18 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第3号 福岡県

2021/01/18 特殊報 ナシ さび色胴枯病 令和2年度第4号 鹿児島県

2021/01/18 特殊報　ローズマリー　ヨコバイ科の一種 Eupteryx decemnotata  令和2年度第6号 静岡県

2021/01/18 特殊報　セルリー　セルリー萎縮炭疽病 令和2年度第5号 静岡県

2021/01/14 特殊報 オリーブ オリーブカタカイガラムシ 令和2年度第4号 神奈川県

2021/01/14 特殊報 イチゴ チバクロバネキノコバエ 令和2年度第3号 福島県

2021/01/12 特殊報 トマト ミツユビナミハダニ　令和2年度第3号 山口県

2020/12/25 特殊報 トルコギキョウ キキョウトリバ 令和2年度第2号 大分県

2020/12/24 特殊報 モモ、スモモ、ウメ、アンズ、オウトウ等 ヨコバイ科の一種  香川県

2020/12/24 特殊報 ナス タバコノミハムシ 令和2年度第4号 高知県

2020/12/23 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和2年度第4号 静岡県

2020/12/23 特殊報 リンドウ ハイイロホソバノメイガ 令和2年度第2号 福岡県

2020/12/11 特殊報 オクラ フタテンミドリヒメヨコバイ 令和2年度第5号 熊本県

2020/12/10 特殊報 サツマイモ 基腐病 令和2年度第3号 高知県

2020/12/09 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第3号 鹿児島県

2020/12/04 特殊報 ばれいしょ ミツユビナミハダニ 令和2年度第3号 広島県

2020/12/04 特殊報 ウメ、モモ等 ヨコバイ科の一種 令和2年度第3号 滋賀県

2020/12/04 特殊報 キク わい化病 令和2年度第3号 島根県

2020/11/25 特殊報 トルコギキョウ 斑点病 令和2年度第3号 山形県

2020/11/25 特殊報 トルコギキョウ えそ輪紋病 令和2年度第2号 山形県

2020/11/20 特殊報 パパイア パパイアコナカイガラムシ（仮称） 令和2年度第2号 鹿児島県

2020/11/20 特殊報 オリーブ オリーブカタカイガラムシ 令和2年度第3号 静岡県

2020/11/20 特殊報 ウメ、モモ ヨコバイ科の一種 令和2年度第2号 群馬県

2020/11/19 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第2号 福島県

2020/11/16 特殊報 キュウリ 退緑黄化病 令和2年度第4号 岐阜県

2020/11/12 特殊報 ピーマン ナスコナカイガラムシ 令和2年度第2号 和歌山県

2020/11/12 特殊報 ウメ、モモ ヨコバイ科の一種 令和2年度第2号 岡山県

2020/11/05 特殊報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和2年度第2号 長崎県

2020/11/04 特殊報 ナス、トマト タバコノミハムシ 令和2年度第2号 兵庫県

2020/10/30 特殊報 サツマイモ 基腐病 令和2年度第1号 福岡県

2020/10/30 特殊報 トマト 茎えそ病 令和2年度第2号 宮城県



2020/10/30 特殊報 カンショ サツマイモ基腐病 令和2年度第4号 熊本県

2020/10/30 特殊報 ローズマリー ヨコバイ科の一種 令和2年度第1号 東京都

2020/10/28 特殊報 スモモ、モモ、ウメ ヨコバイ科の一種 令和2年第3号 大坂府

2020/10/23 特殊報 日本なし ニホンナシハモグリダニ（仮称） 令和2年度第3号 秋田県

2020/10/23 特殊報 ダリア クリバネアザミウマ 令和2年度第3号 熊本県

2020/10/23 特殊報 ビワ ビワキジラミ 令和2年度第1号 岡山県

2020/10/23 特殊報 ブルーベリー ナシシロナガカイガラムシ、ミカンマルカイガラムシ  愛媛県

2020/10/22 特殊報 シソ 苗立枯病（仮称） 令和2年度第2号 山口県

2020/10/21 特殊報 ウメ ウメシロヒメヨコバイ（仮称） 令和2年第3号 京都府

2020/10/21 特殊報 トマト クロテンコナカイガラムシ 令和2年第2号 京都府

2020/10/16 特殊報 きゅうり 黄化えそ病 令和2年第2号 大阪府

2020/10/15 特殊報 スイートコーン ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 山梨県

2020/10/14 特殊報 サツマイモ ヨツモンカメノコハムシ 令和2年度第2号 徳島県

2020/10/13 特殊報 ウメ ヨコバイ科の一種 令和2年度第3号 埼玉県

2020/10/13 特殊報 ナス トビイロシワアリ 令和2年度第2号 高知県

2020/10/08 特殊報 洋ラン シイノコキクイムシ 令和2年度第2号 静岡県

2020/10/07 特殊報 たまねぎ 灰色腐敗病菌（耐性菌） 令和2年度第4号 北海道

2020/10/05 特殊報 ナス タバコノミハムシ 令和2年度第2号 広島県

2020/10/01 特殊報 メロン、きゅうり ウリ類ホモプシス根腐病 令和2年度第3号 北海道

2020/09/30 特殊報 ウメ、モモ ヨコバイ科の一種 令和2年度第1号 徳島県

2020/09/28 特殊報 水稲 ミナミアオカメムシ 令和2年度第1号 茨城県

2020/09/23 特殊報 ねぎ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第2号 秋田県

2020/09/18 特殊報 ブルーベリー ブルーベリー類うどんこ病（仮称） 令和2年度第1号 長崎県

2020/09/18 特殊報 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 栃木県

2020/09/15 特殊報 トマト トビイロシワアリ 令和2年度第1号 福島県

2020/09/15 特殊報 キュウリ 退緑黄化病 令和2年度第2号 島根県

2020/09/10 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 群馬県

2020/09/02 特殊報 サツマイモ ヨツモンカメノコハムシ 令和2年第1号 大阪府

2020/08/28 特殊報 とうもろこし（生食用） ツマジロクサヨトウ 令和2年度第2号 北海道

2020/08/27 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年第1号 青森県

2020/08/27 特殊報 パパイヤ 黒腐病 令和2年度第2号 沖縄県

2020/08/24 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第2号 埼玉県

2020/08/21 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第2号 岩手県

2020/08/21 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第2号 奈良県

2020/08/18 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 北海道

2020/08/18 特殊報 ネギ ネギハモグリバエ（別系統） 令和2年度第1号 岩手県

2020/08/12 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 宮城県

2020/08/12 特殊報 スイートコーン ツマジロクサヨトウ 令和2年度第2号 香川県

2020/08/11 特殊報 ホウレンソウ べと病（レース13） 令和2年度第3号 岐阜県

2020/08/03 特殊報 食用ほおずき タバコノミハムシ 令和2年第2号 長野県

2020/07/30 特殊報 ニンニク ネギオオアラメハムシ 令和2年度第3号 神奈川県

2020/07/31 特殊報 飼料用とうもろこし ツマジロクサヨトウ 令和2年度第2号 岐阜県

2020/07/28 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年第1号 長野県

2020/07/27 特殊報 水稲、大豆、果菜類、果樹類 ミナミアオカメムシ 令和2年度第1号 神奈川県

2020/07/22 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 静岡県



2020/07/17 特殊報 ナス タバコノミハムシ 令和2年度第1号 和歌山県

2020/07/15 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 山形県

2020/07/15 特殊報 スィートコーン ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 秋田県

2020/07/14 特殊報 ネギ、タマネギ、トルコギキョウ、テッポウユリ IYSV 第1号 兵庫県

2020/07/09 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年第1号 福井県

2020/07/09 特殊報 シソ モトジロアザミウマ 令和2年度第1号 大分県

2020/07/03 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 石川県

2020/07/08 特殊報 チャ ヒサカキワタフキコナジラミ 令和2年度第2号 滋賀県

2020/07/09 特殊報 サツマイモ タテスジヒメジンガサハムシ 特殊報第１号 奈良県

2020/07/02 特殊報 ローズマリー ヨコバイ科の一種 令和2年度第1号 愛知県

2020/07/03 特殊報 飼料用トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 香川県

2020/07/02 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年第1号 富山県

2020/06/30 特殊報 コチョウラン Dichromothrips corbetti  令和2年度第2号 神奈川県

2020/06/25 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 鳥取県

2020/06/25 特殊報 トルコギキョウ 茎腐病 令和2年度第2号 熊本県

2020/06/25 特殊報 ミニトマト トマト黒点根腐病 令和2年度第1号 熊本県

2020/06/23 特殊報 トルコギキョウ 斑点病 令和2年度第1号 山口県

2020/06/19 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 岐阜県

2020/06/18 特殊報 未成熟トウモロコシ ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 島根県

2020/06/15 特殊報 スイートコーン ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 新潟県

2020/06/11 特殊報 　 ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 滋賀県

2020/05/29 特殊報 スモモ スモモミハバチ（仮称） 令和2年度第1号 広島県

2020/05/18 特殊報 トルコギキョウ 斑点病 令和2年度第1号 鹿児島県

2020/05/01 特殊報 もちきび ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 沖縄県

2020/04/14 特殊報 インパチェンス インパチェンス類べと病 令和2年度第1号 高知県

2020/04/02 特殊報 スイートピー 黒根病 令和2年度第1号 神奈川県


