
No. 月日 作物 地域 病害虫名
66 9月8日 イチゴ 湖東 イチゴ疫病
65 10月15日 ミニトマト 東近江 ミニトマト黄化病
64 8月10日 ナス 東近江 ナス青枯病
63 10月14日 ブロッコリー 湖北 ブロッコリー根こぶ病
62 10月13日 ウメ 湖北 ヨコバイ類（和名なし）
61 9月27日 コマツナ 湖東 コマツナ黄萎病
60 10月13日 カブ 高島 カブモザイク病
59 10月12日 イチゴ 東近江 イチゴ炭疽病
58 9月28日 イチゴ 湖北 イチゴ炭疽病
57 10月4日 バラ 大津南部 バラ疫病
56 9月30日 トマト 東近江 トマト斑点細菌病
55 10月1日 トマト 東近江 シロスジアオヨトウ
54 9月24日 トマト 東近江 トマト黄化病
53 9月21日 ダイズ、トマト 東近江 エビガラスズメ、ナカジロシタバ
52 9月17日 トマト 東近江 トマト黄化葉巻病
51 8月30日 トマト 東近江 トマト黄化葉巻病
50 8月5日 キク 東近江 キクわい化病
49 9月3日 イチゴ 湖北 イチゴ炭疽病
48 9月7日 コマツナ 大津南部 コマツナ炭疽病
47 8月31日 ダイズ 湖東 ダイズ茎疫病
46 8月30日 イチゴ 大津南部 イチゴ炭疽病
45 8月27日 イチゴ 東近江 アブラムシ類
44 8月23日 トマト 東近江 トマト褐色輪紋病
43 8月23日 バラ 大津南部 バラ疫病
42 8月19日 ダリア 湖東 グンバイ類
41 8月19日 ネギ 東近江 ネギ疫病
40 8月18日 イチゴ 東近江 アザミウマ類
39 8月6日 アスター 大津南部 アスター立枯病
38 8月10日 イチゴ 湖北 イチゴ疫病
37 7月30日 ヤマノイモ 東近江 ヤマノイモ炭疽病
36 7月28日 イチゴ 湖東 イチゴ疫病
35 7月27日 ピーマン 湖北 ピーマン疫病
34 7月26日 トマト 東近江 トマト苗立枯病
33 7月26日 トマト 東近江 トマトかいよう病
32 7月6日 ナス 東近江 ナス青枯病
31 7月26日 トマト 東近江 トマトかいよう病
30 7月20日 エダマメ 東近江 フタスジヒメハムシ
29 7月7日 タマネギ 湖東 タマネギ細菌性腐敗症
28 7月16日 イチゴ 湖北 イチゴ炭疽病
27 7月15日 ネギ 東近江 ネギ疫病
26 7月13日 トマト 東近江 トマト立枯病
25 7月2日 トウモロコシ 東近江 トウモロコシ倒伏細菌病
24 7月9日 イチゴ 東近江 イチゴ炭疽病
23 7月5日 エダマメ 東近江 ダイズ葉腐病
22 6月25日 キク 湖北 キク立枯病
21 6月11日 イチジク 湖北 イチジク株枯病
20 6月9日 エダマメ 東近江 エダマメ茎疫病
19 6月2日 イチゴ 東近江 イチゴ根腐疫病
18 6月1日 ミニトマト 東近江 トマト立枯病
17 5月28日 メロン 大津南部 黒点根腐病およびつる割病
16 5月31日 水稲 湖東 苗立枯病（トリコデルマ)
15 5月25日 ホウレンソウ 大津南部 ホウレンソウ萎凋病
14 5月25日 メロン 大津南部 メロンつる割病
13 5月25日 メロン 大津南部 メロン黒点根腐病
12 5月25日 ミニトマト 大津南部 トマト青枯病
11 5月12日 トマト 大津南部 トマト黄化葉巻病
10 5月17日 水稲 湖東 苗立枯病（トリコデルマ)
9 5月12日 リアトリス 湖東 ゾウムシ類幼虫
8 4月20日 ナシ 東近江 ナシ黒斑病
7 4月9日 トマト 東近江 トマト黄化葉巻病
6 4月9日 トマト 東近江 トマト黄化葉巻病
5 3月12日 メロン 大津南部 メロン苗立枯病
4 2月24日 トマト 東近江 トマトかいよう病
3 1月27日 トマト 甲賀 トマト根腐萎凋病
2 1月19日 トマト 湖東 トマト菌核病
1 1月13日 ブロッコリー 湖北 ブロッコリーべと病


