
令和4年度　全国注意報・警報一覧 都道府県
2023/03/31 注意報 たまねぎ べと病 令和4年度第3号 愛媛県

2023/03/31 注意報 りんご 黒星病 令和5年度第3号 岩手県

2023/03/31 注意報 りんご リンゴハダニ 令和5年度第2号 岩手県

2023/03/30 注意報 イチゴ アザミウマ類 令和4年度第6号 山口県

2023/03/29 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和4年度第7号 沖縄県

2023/03/23 注意報 タマネギ べと病 令和4年第2号 佐賀県

2023/03/22 注意報 水稲 縞葉枯病 令和4年第3号 茨城県

2023/02/27 注意報 茶 カンザワハダニ 令和4年度第2号 福岡県

2023/02/06 注意報 水稲 細菌病類（もみ枯細菌病、苗立枯細菌病） 令和5年度第1号 岩手県

2023/01/31 注意報 かぼちゃ うどんこ病 令和4年度第6号 沖縄県

2023/01/31 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和4年度第5号 沖縄県

2022/12/26 注意報 小ギク カスミカメ類 令和4年度第4号 沖縄県

2022/12/26 注意報 小ギク 黒斑・褐斑病 令和4年度第3号 沖縄県

2022/12/15 注意報 いちご ハダニ類 令和4年度第5号 長崎県

2022/11/28 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和4年度第2号 沖縄県

2022/11/01 注意報 トマト コナジラミ類 令和4年度第6号 愛知県

2022/11/01 注意報 トマト、ミニトマト コナジラミ類 令和4年度第2号 徳島県

2022/10/28 注意報 サヤエンドウ、実エンドウ ウラナミシジミ 令和4年度第5号 和歌山県

2022/10/19 注意報  水稲（二期作） コブノメイガ 令和4年度第1号 沖縄県

2022/09/29 注意報 カキ カキ炭疽病 令和4年度第5号 鳥取県

2022/09/22 注意報 ネギ・ブロッコリー シロイチモジヨトウ令和4年度第5号 埼玉県

2022/09/21 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和4年度第3号 岡山県

2022/09/15 注意報 ブロッコリー 黒すす病 令和4年度第4号 鳥取県

2022/09/12 注意報 カンキツ、ナシ等 果樹カメムシ類 令和4年度第3号 鹿児島県

2022/09/08 注意報 イチゴ ハダニ類 令和4年度第3号 神奈川県

2022/09/08 注意報 野菜類、花き類、ダイズ オオタバコガ 令和4年度第4号 埼玉県

2022/09/08 注意報 トマト（夏秋型栽培） トマト灰色かび病令和4年度第6号 岐阜県

2022/09/08 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和4年度第5号 岐阜県

2022/08/31 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 福岡県

2022/08/30 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和4年度第4号 岐阜県

2022/08/30 注意報 普通期水稲 紋枯病 令和4年度第4号 長崎県

2022/08/26 注意報 カキ、カンキツ、ナシ、ブドウ 果樹カメムシ類 令和4年度第4号 和歌山県

2022/08/23 注意報 普通期水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第2号 宮崎県

2022/08/23 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年第1号 佐賀県

2022/08/22 注意報 普通期水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第5号 大分県

2022/08/19 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和4年度第5号 愛知県

2022/08/19 注意報 野菜類・花き類 ・豆類 シロイチモジヨトウ 令和4年度第3号 兵庫県

2022/08/19 注意報 ダイズ 吸実性カメムシ類 令和4年度第5号 山口県

2022/08/18 注意報 いちご ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダニ） 令和4年度第3号 長崎県

2022/08/16 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第2号 山形県

2022/08/12 注意報  アブラナ科野菜 ハイマダラノメイガ 令和4年度第2号 兵庫県

2022/08/12 注意報 果樹類（ナシ、カンキツ、カキ）  果樹カメムシ類 令和4年度第1号 兵庫県

2022/08/09 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第2号 秋田県

2022/07/26 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 秋田県

2022/08/08 注意報 ナシ、カキ、カンキツ等 果樹カメムシ類令和4年度第2号 神奈川県



2022/08/04 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 富山県

2022/08/04 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第2号 石川県

2022/08/03 注意報 りんご、なし、もも ナミハダニ 令和4年度第3号 長野県

2022/08/02 注意報 イチゴ イチゴ炭疽病 令和4年度第4号 愛知県

2022/08/02 注意報 水稲（普通期稲） イネいもち病（穂いもち） 令和4年度第3号 高知県

2022/08/02 注意報 ナシ、カキ、カンキツ等 果樹カメムシ類令和4年度第2号 三重県

2022/08/02 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 青森県

2022/08/02 注意報 水稲 斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ等） 令和4年度第2号 岡山県

2022/08/01 注意報 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ 令和4年度第5号 北海道

2022/08/01 注意報 ピーマン タバコガ類（タバコガ、オオタバコガ） 令和4年度第4号 大分県

2022/08/01 注意報 ナス科作物（ピーマン、トマト） うどんこ病 令和4年度第3号 大分県

2022/07/29 注意報 りんご，なし 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 宮城県

2022/07/29 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第3号 岐阜県

2022/07/28 注意報 りんご ハダニ類 令和4年度第6号 岩手県

2022/07/27 注意報 ネギ シロイチモジヨトウ 令和4年度第3号 埼玉県

2022/07/27 注意報 野菜類、花き類 オオタバコガ 令和4年度第2号 埼玉県

2022/07/27 注意報 ネギ等野菜類、豆類、花き類 シロイチモジヨトウ 令和4年度第4号 京都府

2022/07/27 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第3号 京都府

2022/07/27 注意報 水稲 いもち病（穂いもち） 令和4年度第2号 京都府

2022/07/26 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 秋田県

2022/07/22 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 福井県

2022/07/22 注意報 野菜類、花き類 オオタバコガ 令和4年度第1号 神奈川県

2022/07/21 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 山形県

2022/07/21 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第4号 滋賀県

2022/07/20 注意報 水稲 いもち病（穂いもち） 令和4年度第5号 岩手県

2022/07/20 注意報 水稲 いもち病 令和4年度第2号 長野県

2022/07/19 注意報 かんきつ かいよう病 令和4年度第2号 長崎県

2022/07/19 注意報 水稲 いもち病（穂いもち） 令和4年度第3号 滋賀県

2022/07/19 注意報 水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち） 令和4年度第4号 山口県

2022/07/15 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第3号 愛知県

2022/07/15 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第2号 島根県

2022/07/15 注意報 かき、なし、すもも 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 島根県

2022/07/15 注意報 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ 令和4年度第4号 北海道

2022/07/14 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第2号 高知県

2022/07/14 注意報 モモ、カキ、ナシ、ブドウ等 果樹カメムシ類 令和4年度第3号 和歌山県

2022/07/14 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第4号 岩手県

2022/07/12 注意報  果樹  果樹カメムシ類 令和4年度第1号 群馬県

2022/07/12 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 広島県

2022/07/11 注意報 ネギ さび病 令和4年度第1号 埼玉県

2022/07/08 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第2号 大分県

2022/07/08 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 徳島県

2022/07/07 注意報 ナシ、ブドウ等 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 東京都

2022/07/07 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 石川県

2022/07/06 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年第1号 大阪府

2022/07/04 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和4年度第2号 滋賀県



2022/07/04 注意報 野菜・花き類 オオタバコガ 令和4年度第3号 山口県

2022/07/04 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第2号 山口県

2022/07/04 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和4年度第1号 山口県

2022/07/01 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年第1号 京都府

2022/07/01 注意報 モモ、ナシ等 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 岡山県

2022/06/29 注意報 てんさい 褐斑病 令和4年度第3号 北海道

2022/06/27 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第3号 鳥取県

2022/06/24 注意報 スモモ・モモ・ウメ クビアカツヤカミキリ 令和4年度第2号 和歌山県

2022/06/21 注意報 ナシ 黒星病 令和4年度第1号 新潟県

2022/06/20 注意報 早期水稲 いもち病 令和4年度第2号 鹿児島県

2022/06/20 注意報 たまねぎ ネギアザミウマ 令和4年度第2号 北海道

2022/06/17 注意報 早期水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）令和4年度第2号 熊本県

2022/06/15 注意報 早期水稲 いもち病（葉いもち、穂いもち）令和4年度第1号 宮崎県

2022/06/15 注意報 さつまいも 基腐病 令和4年度第1号 鹿児島県

2022/06/09 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和4年度第1号 高知県

2022/06/03 注意報 ブドウ 黒とう病 令和4年度第2号 愛知県

2022/06/02 注意報 茶 チャノミドリヒメヨコバイ 令和4年度第1号 熊本県

2022/06/02 注意報 ニホンナシ ナシ黒星病 令和4年度第2号 鳥取県

2022/06/01 注意報 ピーマン アザミウマ類 令和4年度第1号	 大分県

2022/05/31 注意報 うめ、もも、キウイフルーツ等 果樹カメムシ類 令和4年度第2号 愛媛県

2022/05/31 注意報 かんきつ類 かいよう病 令和4年度第1号	 愛媛県

2022/05/30 注意報 ウメ、モモ等 果樹カメムシ類 令和４年度注意報第１号 奈良県

2022/05/27 注意報 果樹類 チャバネアオカメムシ 令和4年第2号 茨城県

2022/05/27 注意報 水稲 縞葉枯病 令和4年第1号 茨城県

2022/05/27 注意報 ネギ べと病 令和4年度第1号 鳥取県

2022/05/27 注意報 カキ カキ炭疽病 令和4年度第2号 岐阜県

2022/05/24 注意報 モモ、ナシ、キウイフルーツ等 果樹のカメムシ類 令和4年度第2号 香川県

2022/05/18 注意報 茶 チャノミドリヒメヨコバイ 令和4年度第1号 長崎県

2022/05/09 注意報 あぶらな科野菜 コナガ 令和4年度第1号 北海道

2022/04/28 注意報 ムギ類 赤かび病 令和4年度第1号 愛知県

2022/04/28 注意報 モモ せん孔細菌病 令和4年度第1号 香川県

2022/04/28 注意報 りんご ナミハダニ 令和4年度第3号 岩手県

2022/04/28 注意報 麦類 赤かび病 令和4年度第1号 岐阜県

2022/04/26 注意報 麦類 赤かび病 令和4年度第1号 滋賀県

2022/04/21 注意報 ムギ類 赤かび病 令和4年第1号 三重県

2022/04/20 注意報 タマネギ べと病 令和4年度第1号 和歌山県

2022/04/15 注意報 トマト 黄化葉巻病 令和4年第1号 長野県

2022/04/04 注意報 りんご 黒星病 令和4年度第2号 岩手県

2022/04/04 注意報 りんご リンゴハダニ 令和4年度第1号 岩手県
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令和３年度　全国注意報・警報一覧 都道府県
2022/03/24 注意報 イチゴ アザミウマ類 令和3年度第3号 大分県

2022/03/23 注意報 水稲 縞葉枯病 令和3年第3号 茨城県

2022/03/23 注意報 茶 カンザワハダニ 令和3年度第5号 熊本県

2022/03/22 注意報 タマネギ べと病 令和3年度第4号 和歌山県

2022/03/18 注意報 たまねぎ べと病 令和3年度第6号 愛媛県

2022/03/15 注意報 タマネギ べと病 令和3年第1号 佐賀県

2022/03/15 注意報 タマネギ べと病 令和3年度第4号 山口県

2022/03/04 注意報 茶 カンザワハダニ 令和3年度第3号 福岡県

2022/02/01 注意報 イチゴ アザミウマ類 令和3年度第4号 熊本県

2022/01/31 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和3年度第7号 沖縄県

2021/12/15 注意報 いちご ハダニ類 令和3年度第4号 長崎県

2021/11/30 注意報 かぼちゃ アブラムシ類 令和3年度第6号 沖縄県

2021/11/08 注意報 小ギク ハダニ類 令和3年度第5号 沖縄県

2021/11/08 注意報 小ギク アザミウマ類 令和3年度第4号 沖縄県

2021/11/01 注意報 トマト コナジラミ類 令和3年度第11号 愛知県

2021/10/29 注意報 トマト、ミニトマト コナジラミ類 令和3年度第4号 徳島県

2021/10/29 注意報 イチゴ ハダニ類 令和3年度第5号 愛媛県

2021/10/27 注意報 トマト 黄化葉巻病 令和3年度第3号 熊本県

2021/10/26 注意報 イチゴ ハダニ類 令和3年度第2号 福岡県

2021/10/26 注意報 野菜類 チョウ目（オオタバコガ、ハスモンヨトウ、コナガ） 第1号 福岡県

2021/10/15 注意報 カキ 炭疽病 令和3年度第3号 鳥取県

2021/10/14 注意報 野菜類 ガ類（ハスモンヨトウ、コナガ、オオタバコガ等） 第3号 山口県

2021/10/12 注意報 ブロッコリー 黒すす病 令和3年度第2号 鳥取県

2021/10/08 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和3年度第3号 徳島県

2021/10/06 注意報 かんきつ、かき、キウイフルーツ 果樹カメムシ類 令和3年度第4号 愛媛県

2021/10/06 注意報 イチゴ ハダニ類 令和3年度第2号 山口県

2021/09/24 注意報 野菜 ヨトウ類 令和3年度第1号 鳥取県

2021/09/22 注意報 カキ 炭疽病 令和3年度第6号 香川県

2021/09/16 注意報 かんきつ かいよう病 令和3年度第3号 長崎県

2021/09/16 注意報 カキ 炭疽病 令和3年度第7号 岐阜県

2021/09/16 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和3年度第6号 岐阜県

2021/09/07 注意報 いちご 炭疽病 令和3年度第3号 愛媛県

2021/09/06 注意報 カキ、カンキツ等 果樹カメムシ類 令和3年度第4号 神奈川県

2021/09/03 注意報 ナシ、カキ、カンキツ 果樹カメムシ類 令和3年度第10号 愛知県

2021/09/03 注意報 カキ 炭疽病 令和3年度第9号 愛知県

2021/08/31 注意報 ネギ シロイチモジヨトウ 令和3年度第2号 埼玉県

2021/08/27 注意報 トマト 灰色かび病 令和3年度第5号 岐阜県

2021/08/25 注意報 カキ、キウイフルーツ、カンキツ、ナシ等 果樹カメムシ類 第5号 香川県

2021/08/25 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第2号 熊本県

2021/08/25 注意報 ネギ、豆類、野菜類 シロイチモジヨトウ 令和3年第3号 京都府

2021/08/25 注意報 水稲 穂いもち 令和3年第2号 京都府

2021/08/20 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第3号 兵庫県

2021/08/18 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第1号 岡山県

2021/08/17 注意報 キャベツ、ダイズ シロイチモジヨトウ令和3年度第8号  愛知県



2021/08/10 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第2号 大分県

2021/08/12 注意報 アブラナ科野菜 ハイマダラノメイガ 令和3年度第2号 兵庫県

2021/08/06 注意報 りんご ハダニ類 令和3年度第7号 岩手県

2021/08/06 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第6号 岩手県

2021/08/06 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第1号 秋田県

2021/08/05 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第2号 愛媛県

2021/08/03 注意報 イチゴ 炭疽病 令和3年度第7号 愛知県

2021/08/03 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第1号 高知県

2021/08/03 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第1号 山口県

2021/08/02 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和3年第3号 大阪府

2021/07/30 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第1号 愛媛県

2021/07/30 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年第3号 長野県

2021/07/29 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第4号 岐阜県

2021/07/29 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第3号 岐阜県

2021/07/28 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第3号 宮城県

2021/07/28 注意報 水稲 アカヒゲホソミドリカスミカメ 令和3年度第7号 北海道

2021/07/28 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第1号 青森県

2021/07/28 注意報 水稲 トビイロウンカ 奈良県病害虫発生予察注意報第３号 奈良県

2021/07/27 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第5号 岩手県

2021/07/21 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第2号 山形県

2021/07/21 注意報 水稲 穂いもち 令和3年度第2号 宮城県

2021/07/19 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第2号 徳島県

2021/07/16 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第6号 愛知県

2021/07/16 注意報 サツマイモ シロイチモジヨトウ 令和3年度第1号 徳島県

2021/07/16 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第4号 岩手県

2021/07/16 注意報 水稲 いもち病 令和3年第2号 長野県

2021/07/07 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第1号 埼玉県

2021/07/13 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第1号 滋賀県

2021/07/12 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第1号 山形県

2021/07/12 注意報 たまねぎ、ねぎ、あぶらな科野菜等 ネギアザミウマ 令和3年度第6号 北海道

2021/07/12 注意報 てんさい 褐斑病 令和3年度第5号 北海道

2021/07/09 注意報 水稲 いもち病 令和3年第2号 茨城県

2021/07/09 注意報 ウリ科作物 ウリ類ホモプシス根腐病 令和3年度第4号 北海道

2021/07/09 注意報 水稲 葉いもち 令和3年度第1号 宮城県

2021/07/08 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和3年度第1号 石川県

2021/07/08 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和3年度第2号 岐阜県

2021/07/06 注意報 ばれいしょ 疫病 令和3年度第3号 北海道

2021/07/06 注意報 青ネギ、アスパラガス、キク等 シロイチモジヨトウ 第４号 香川県

2021/07/02 注意報 ブドウ べと病 令和3年度第5号 愛知県

2021/07/02 注意報 ナシ 黒星病 令和3年度第4号 愛知県

2021/07/01 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和3年度第2号 長崎県

2021/07/01 注意報 水稲 ウンカ類 令和3年第1号 三重県

2021/06/30 注意報 ナシ 黒星病 令和3年度第1号 新潟県

2021/06/28 注意報 水稲 トビイロウンカ 発生予察注意報第２号 奈良県

2021/06/25 注意報 カンキツ チャノキイロアザミウマ 令和3年度第3号 愛知県

2021/06/25 注意報 ねぎ ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ 令和3年度第3号 岩手県



2021/06/22 注意報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和3年度第1号 宮崎県

2021/06/10 注意報 野菜類、果樹類、花き類 ハスモンヨトウ 令和3年度第3号 神奈川県

2021/06/09 注意報 サツマイモ 基腐病 令和3年度第1号 鹿児島県

2021/06/04 注意報 なす科野菜、あぶらな科野菜、さといもなど ハスモンヨトウ  大阪府

2021/05/31 注意報 オクラ うどんこ病 令和3年度第3号 沖縄県

2021/05/21 注意報 キク、野菜類 オオタバコガ 令和3年度第2号 愛知県

2021/05/31 注意報 ナシ 黒星病 令和3年度第1号 大分県

2021/05/28 注意報 コムギ 赤かび病 令和3年第1号 長野県

2021/05/28 注意報 モモ せん孔細菌病 令和3年度第1号 岐阜県

2021/05/27 注意報 ねぎ ネギアザミウマ 令和3年度第2号 岩手県

2021/05/26 注意報 スイカ 炭疽病 令和3年度第3号 和歌山県

2021/05/26 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和３年度病害虫発生予察注意報第１号 奈良県

2021/05/25 注意報 水稲 縞葉枯病 令和3年第1号 茨城県

2021/05/21 注意報 野菜類、花き類 オオタバコガ 令和3年度第2号 神奈川県

2021/05/20 注意報 モモ せん孔細菌病 令和3年度第2号 和歌山県

2021/05/19 注意報 モモ せん孔細菌病 令和3年度第3号 香川県

2021/05/19 注意報 モモ せん孔細菌病 令和3年度第3号 鳥取県

2021/05/18 注意報 アスパラガス アザミウマ類 令和3年度第1号 長崎県

2021/05/17 注意報 さとうきび アワヨトウ 令和3年度第2号 沖縄県

2021/05/17 注意報 小麦 赤さび病 令和3年度第2号 北海道

2021/05/06 注意報 たまねぎ べと病 令和3年第1号 大阪府

2021/05/06 注意報 カンキツ類 ミカンハダニ 令和3年度第1号 熊本県

2021/04/30 注意報 ムギ うどんこ病 令和3年度第1号 愛知県

2021/04/30 注意報 タマネギ、ネギ べと病 令和3年度第2号 香川県

2021/04/28 注意報 水稲 いもち病 令和3年度第1号 沖縄県

2021/04/28 注意報 コムギ うどんこ病 令和3年度第1号 兵庫県

2021/04/23 注意報 タマネギ べと病 令和3年度第1号 和歌山県

2021/04/21 注意報 小麦 うどんこ病、赤さび病 令和3年度第1号 静岡県

2021/04/15 注意報 モモ せん孔細菌病 令和3年度第1号 福島県

2021/04/15 注意報 ネギ・タマネギ べと病 令和3年第1号 京都府

2021/04/13 注意報 りんご 腐らん病 令和3年度第1号 北海道

2021/04/12 注意報 野菜類、花き類 カブラヤガ 令和3年度第1号 神奈川県

2021/04/07 注意報 ネギ、タマネギ、ニンニク、施設栽培野菜・花き類 ネギアザミウマ  香川県

2021/04/06 注意報 りんご 黒星病 令和3年度第1号 岩手県



令和2年度　全国注意報・警報一覧 都道府県
2021/03/31 注意報 たまねぎ べと病 令和2年度第8号 愛媛県

2021/03/29 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和2年度第13号 沖縄県

2021/03/24 注意報 水稲 縞葉枯病 令和2年第5号 茨城県

2021/03/24 注意報 タマネギ べと病 令和2年度第5号 岡山県

2021/03/18 注意報 イチゴ アザミウマ類 令和2年度第5号 熊本県

2021/03/12 注意報 コムギ 赤さび病 令和2年度第9号 愛知県

2021/03/08 注意報 タマネギ べと病 令和2年度第3号 和歌山県

2021/03/04 注意報 タマネギ べと病 令和2年第5号 佐賀県

2021/03/02 注意報 たまねぎ べと病 令和2年度第13号 長崎県

2021/02/26 注意報 タマネギ べと病 令和2年度第6号 山口県

2021/01/29 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和2年度第12号 沖縄県

2020/12/24 注意報 ピーマン うどんこ病 令和2年度第9号 宮崎県

2020/12/24 注意報 ピーマン ヒラズハナアザミウマ 令和2年度第8号 宮崎県

2020/12/22 注意報 イチゴ ハダニ類 令和2年度第4号 福岡県

2020/12/02 注意報 いちご ハダニ類 令和2年度第12号 長崎県

2020/11/27 注意報 トマト、ミニトマト トマト黄化葉巻病 令和2年度第11号 沖縄県

2020/11/27 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和2年度第10号 沖縄県

2020/11/25 注意報 イチゴ ハダニ類 令和2年第4号 佐賀県

2020/11/24 注意報 イチゴ ハダニ類 令和2年度第4号 大分県

2020/11/17 注意報 りんご 黒星病 令和2年度第4号 北海道

2020/11/06 注意報 イチゴ 炭疽病 令和2年度第2号 静岡県

2020/11/02 注意報 いちご ハダニ類 令和2年度第11号 長崎県

2020/11/02 注意報 イチゴ ハダニ類 令和2年度第5号 山口県

2020/10/30 注意報 コギク アブラムシ類 令和2年度第9号 沖縄県

2020/10/30 注意報 コギク 黒斑病、褐斑病 令和2年度第8号 沖縄県

2020/10/30 注意報 さとうきび メイチュウ類 令和2年度第7号 沖縄県

2020/09/30 注意報 ダイズ、イチゴ等野菜・花き類 ハスモンヨトウ 令和2年度第7号 愛媛県

2020/09/25 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年度第6号 沖縄県

2020/09/25 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第7号 岐阜県

2020/09/17 注意報 水稲 トビイロウンカ 奈良県注意報第３号 奈良県

2020/09/16 注意報 いちご 炭疽病 令和2年度第10号 長崎県

2020/09/16 注意報 キャベツ シロイチモジヨトウ 令和2年度第8号 愛知県

2020/09/16 注意報 野菜類、花き類、豆類 ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ 第4号 兵庫県

2020/09/16 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 兵庫県

2020/09/15 注意報 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ 令和2年度第9号 福島県

2020/09/15 注意報 ナシ 黒星病 令和2年度第8号 福島県

2020/09/15 注意報 ダイズ、野菜、花き ハスモンヨトウ 令和2年度第4号 滋賀県

2020/09/08 注意報 ダイズ、アブラナ科野菜、ソバ等 ハスモンヨトウ 第4号 島根県

2020/09/11 注意報 ネギ シロイチモジヨトウ 令和2年度第2号 埼玉県

2020/09/11 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 和歌山県

2020/09/10 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年第1号 京都府

2020/09/03 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 愛知県

2020/09/04 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 静岡県

2020/09/03 注意報 いちご 炭疽病 令和2年度第6号 愛媛県



2020/09/03 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年第1号 大阪府

2020/09/02 注意報 モモ せん孔細菌病 令和2年度第7号 福島県

2020/09/01 注意報 飼料用米、飼料用稲（普通作型） トビイロウンカ 令和2年度第7号 宮崎県

2020/09/01 注意報 普通期水稲 トビイロウンカ 令和2年度第6号 宮崎県

2020/08/28 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第9号 長崎県

2020/08/27 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 兵庫県

2020/08/26 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 鹿児島県

2020/08/26 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年第3号 京都府

2020/08/25 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 愛媛県

2020/08/21 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 大分県

2020/08/21 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 香川県

2020/08/21 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 高知県

2020/08/20 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年第3号 三重県

2020/08/20 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年第1号 佐賀県

2020/08/19 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 岡山県

2020/08/17 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第7号 愛知県

2020/08/18 注意報 いちご 炭疽病 令和2年度第8号 長崎県

2020/08/18 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第7号 長崎県

2020/08/17 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 熊本県

2020/08/14 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 和歌山県

2020/08/13 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 徳島県

2020/08/13 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 広島県

2020/08/11 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年度第3号 大分県

2020/08/11 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 鳥取県

2020/08/11 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第4号 山口県

2020/08/07 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 福岡県

2020/08/07 注意報 アブラナ科野菜 ハイマダラノメイガ 令和2年度第2号 兵庫県

2020/08/07 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第3号 滋賀県

2020/08/07 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第2号 滋賀県

2020/08/06 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第2号 大分県

2020/08/06 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第5号 山形県

2020/08/06 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年度第5号 愛媛県

2020/08/06 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第4号 愛媛県

2020/08/06 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 愛媛県

2020/08/05 注意報 果樹共通 果樹カメムシ類 令和2年度第6号 長崎県

2020/08/05 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第6号 岐阜県

2020/08/04 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第2号 鳥取県

2020/08/03 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第4号 熊本県

2020/08/03 警　報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 山口県

2020/07/31 注意報 イチゴ 炭疽病 令和2年度第6号 愛知県

2020/07/31 注意報 トマト 灰色かび病 令和2年度第5号 岐阜県

2020/07/31 注意報 オクラ フタテンミドリヒメヨコバイ 令和2年度第5号 沖縄県

2020/07/31 注意報 カンショ チョウ目害虫 令和2年度第4号 沖縄県

2020/07/31 注意報 水稲 いもち病 令和2年第4号 茨城県

2020/07/31 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第2号 愛媛県



2020/07/31 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和２年度　病害虫発生予察注意報第2号 奈良県

2020/07/30 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 広島県

2020/07/30 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年度第2号 鹿児島県

2020/07/30 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第6号 福島県

2020/07/29 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第4号 岡山県

2020/07/28 注意報 りんご 斑点落葉病 令和2年度第9号 岩手県

2020/07/28 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第8号 岩手県

2020/07/28 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第1号 埼玉県

2020/07/28 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年第3号 茨城県

2020/07/27 注意報 水稲 いもち病 令和2年第2号 福井県

2020/07/22 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第4号 山形県

2020/07/22 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第3号 福岡県

2020/07/22 注意報 きゅうり 褐斑病、炭疽病 令和2年度第7号 岩手県

2020/07/22 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第4号 岐阜県

2020/07/22 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第3号 岐阜県

2020/07/22 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年第3号 佐賀県

2020/07/22 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年第2号 佐賀県

2020/07/22 注意報 水稲 いもち病 令和2年第4号 長野県

2020/07/21 注意報 普通期水稲 トビイロウンカ 令和2年度第1号 大分県

2020/07/21 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年度第3号 山口県

2020/07/17 注意報 サツマイモ、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ 令和2年度第1号 徳島県

2020/07/17 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 島根県

2020/07/17 注意報 飼料用米、飼料用稲（早期作型） トビイロウンカ 令和2年度第5号 宮崎県

2020/07/17 注意報 普通期水稲 トビイロウンカ 令和2年度第4号 宮崎県

2020/07/16 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第5号 愛知県

2020/07/16 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第4号 愛知県

2020/07/17 注意報 水稲 いもち病 令和2年度第6号 岩手県

2020/07/16 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第5号 福島県

2020/07/16 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 山口県

2020/07/15 注意報 普通期水稲 コブノメイガ 令和2年度第5号 長崎県

2020/07/15 注意報 普通期水稲 トビイロウンカ 令和2年度第4号 長崎県

2020/07/15 注意報 早期水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 長崎県

2020/07/15 注意報 野菜類、花き類 ハスモンヨトウ 令和2年度第1号 神奈川県

2020/07/14 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 福岡県

2020/07/14 注意報 果樹類 果樹カメムシ類 令和2年度第2号 島根県

2020/07/13 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 群馬県

2020/07/13 注意報 りんご 褐斑病 令和2年度第5号 岩手県

2020/07/13 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第1号 高知県

2020/07/13 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年第3号 長野県

2020/07/10 注意報 水稲 コブノメイガ 令和2年度第3号 熊本県

2020/07/10 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第2号 熊本県

2020/07/09 注意報 りんご 果樹カメムシ類 令和2年度第4号 岩手県

2020/07/09 注意報 水稲 トビイロウンカ 令和2年度第3号 岡山県

2020/07/09 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第1号 千葉県

2020/07/08 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年第2号 三重県



2020/07/09 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第2号 石川県

2020/07/06 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第2号 新潟県

2020/07/06 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年第2号 富山県

2020/07/02 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第3号 愛知県

2020/07/01 注意報 果樹共通 果樹カメムシ類 令和2年度第3号 山形県

2020/07/01 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第2号 山形県

2020/06/30 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第1号 新潟県

2020/06/30 注意報 水稲 いもち病 令和2年第1号 三重県

2020/06/30 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和２年度注意報第１号 福井県

2020/06/26 注意報 さとうきび タイワンツチイナゴ 令和2年度第3号 沖縄県

2020/06/26 注意報 果樹類 果樹カメムシ類 令和2年度第4号 福島県

2020/06/25 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 鳥取県

2020/06/24 注意報 ねぎ ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ 令和2年度第3号 岩手県

2020/06/24 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年第2号 京都府

2020/06/19 注意報 水稲 斑点米カメムシ類 令和2年度第3号 宮崎県

2020/06/18 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 石川県

2020/06/18 注意報 ブドウ、カンキツ チャノキイロアザミウマ 令和2年度第2号 愛知県

2020/06/18 注意報 たまねぎ ネギアザミウマ 令和2年度第3号 北海道

2020/06/18 注意報 果樹類 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 栃木県

2020/06/12 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 広島県

2020/06/12 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年第2号 長野県

2020/06/11 注意報 モモ せん孔細菌病 令和2年度第2号 岐阜県

2020/06/09 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 福岡県

2020/06/08 注意報 サツマイモ 基腐病 令和2年度第1号 鹿児島県

2020/06/05 注意報 水稲 縞葉枯病 令和2年第2号 茨城県

2020/06/05 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年第1号 佐賀県

2020/06/04 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 滋賀県

2020/06/02 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年第1号 富山県

2020/05/29 注意報 ナシ 黒星病 令和2年第1号 茨城県

2020/05/29 注意報 かんしょ サツマイモ基腐病 令和2年度第2号 宮崎県

2020/05/28 注意報 ウメ、モモ、ナシ、ブドウ、カキ等 果樹カメムシ類 第1号 愛知県

2020/05/28 注意報 ナシ 黒星病 令和2年度第3号 福島県

2020/05/28 注意報 果樹類 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 兵庫県

2020/05/27 注意報 果樹 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 岐阜県

2020/05/26 注意報 果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 熊本県

2020/05/22 注意報 モモ、ナシ、カキ、キウイフルーツ、ブドウ等 果樹カメムシ類  香川県

2020/05/21 注意報 ナシ、モモ、リンゴ等果樹全般 果樹カメムシ類 令和2年度第1号 山口県

2020/05/18 注意報 果樹共通 果樹カメムシ類 令和2年度第2号 長崎県

2020/05/15 注意報 モモ せん孔細菌病 令和2年度第2号 福島県

2020/05/13 注意報 うめ、もも、なし、キウイフルーツ 等 果樹カメムシ類 第1号 愛媛県

2020/05/13 注意報 モモ、ナシ等 果樹カメムシ類 令和2年度第2号 岡山県

2020/05/14 注意報 ウメ等 果樹カメムシ 令和２年度　病害虫発生予察注意報第１号 奈良県

2020/05/01 注意報 さとうきび カンシャコバネナガカメムシ 令和2年度第2号 沖縄県

2020/05/01 注意報 さとうきび ツマジロクサヨトウ 令和2年度第1号 沖縄県

2020/04/28 注意報 モモ せん孔細菌病 令和2年第1号 長野県



2020/04/27 注意報 ピーマン タバココナジラミ 令和2年度第1号 宮崎県

2020/04/22 注意報 モモ せん孔細菌病 令和2年度第1号 岡山県

2020/04/17 注意報 りんご 黒星病 令和2年度第2号 北海道

2020/04/17 注意報 りんご 腐らん病 令和2年度第1号 北海道

2020/04/16 注意報 モモ せん孔細菌病 令和2年度第1号 福島県

2020/04/15 注意報 いちご ハダニ類 令和2年度第1号 長崎県

2020/04/14 注意報 ネギ、タマネギ、ニンニク、施設栽培野菜・花き類 ネギアザミウマ  香川県

2020/04/09 注意報 りんご 黒星病 令和2年度第2号 岩手県

2020/04/08 注意報 りんご 黒星病 令和2年度第1号 山形県

2020/04/03 注意報 タマネギ べと病 令和２年度第1号 島根県


