
（参考情報）韓国農林畜産食品部公表情報 

 

農林畜産食品部プレスリリース（2014年２月17日10時00分付け） 

鳥インフルエンザ(AI)の発生に伴う対応状況 
 
出典URL: http://www.maf.go.kr/list.jsp?&newsid=155445382&section_id=b_sec_1&pageN

o=1&year=2014&listcnt=10&board_kind=C&board_skin_id=C3&depth=1&division=

B&group_id=3&menu_id=1125&reference=2&parent_code=3&popup_yn=N&tab_yn=N 

 

（機械翻訳等に基づく仮抄訳） 

 

（発生状況） 

農林畜産食品部は、2月10日以降、全羅南道霊岩（ヨンアム）郡の種あひる (23

件目、2月11日)、全羅北道井邑（チョンウプ）市の種鶏 (24件目、2月13日)、忠清

南道青陽（チョンヤン）郡の採卵鶏(25件目、2月14日)、全羅北道金堤（キムジェ）

市の種あひる (26件目、2月16日)等、4件のAIの追加申告を受けたと明らかにした。 

この中で、全羅南道霊岩郡(23件目)、全羅北道井邑市(24件目)、青陽郡(25件目)

は陽性と判定され、全羅北道金堤市の種あひる農場は検査中。 

これまでAI申告は計26件で、うち陽性は20件、陰性は5件、検査中1件である。 

* AIによる埋却数(暫定):(完了) 188農家、404万2千羽  

(計画) 5農家、10万1千羽 (2月16日時点) 

野生鳥類の検査は、2月10日以降、江原道原州（ウォンジュ）市、忠清北道清原

（チョンウォン）郡で追加陽性となり、これまでで計264件が検査依頼され、うち陽

性は24件、陰性は221件、検査中19件だと明らかにした。 

 

 (殺処分補償金) 

農林畜産食品部は、申告農家以外の予防的殺処分農家でも陽性判定を受ける農家

が存在することから、防疫を疎かにすることによって今後農家らが不利益措置を受

けないように、殺処分補償金減額基準に対して、地方自治体と関連協会等を通じて

教育・広報している。 

AI陽性判定時、基本的に殺処分補償金が20%減額され、消毒・移動制限等防疫義

務不履行が発見される場合は追加的に20～60%まで差し引きされ、最大80%まで減額

されることになる。  

* 外国人勤労者雇用未申告、外国人勤労者防疫教育及び消毒未履行時:80%減額 

* AI陽性判定農家の防疫義務不履行等に伴う殺処分補償金減額基準(別添1) 

 

 (予防的殺処分) 

農林畜産食品部では、AI拡散防止のため危険地域(3km以内)の予防的殺処分に対

し、これは家畜伝染病予防法令及びAI緊急行動指針に基づいて、地方自治体の建議

及び家畜防疫協議会の諮問結果を基に必要時に実施しており、追加的に家畜防疫協

議会専門家(鳥類疾病大学教授、家きん疾病研究所長等)で構成された現地実態調査

団を現場に派遣し、これらの意見を取りまとめて慎重に決めていると明らかにした。 

特に、忠清北道鎮川（チンチョン）市・陰城（ウムソン）郡の場合、危険地域3k

m以内の予防的殺処分対象の28農場で14件(50%)が陽性 (別添２)が確認されたため、

先制的な殺処分をしなかったとすれば、周辺でAIが広がった可能性が多いと専門家
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で構成された家畜防疫協議会委員らが評価した。 

参考として、ＥＵ、米国、カナダ、日本等でも我が国と同様、発生農場を中心に

防疫地帯(3km、10km)を設定して、移動制限等の防疫措置を実施している。国家別に

状況が違うため直接の比較は難しいが、これら先進国でも発生状況、飼育密集度、

疫学調査等を総合して、必要時に疫学農家及び一定地域(1～3Km)に対して予防的殺

処分を実施している。 

* 海外で一定地域に対する予防的殺処分は、2003年にオランダで1kmの家きん密集

地域内の約1千農家(約1,900万羽)、2004年にカナダで3km地域の約400農家(約 

1,700万羽)に対して実施された事例があった。 

 

 (地鶏の自主的な備蓄) 

農林畜産食品部は、地鶏に対する民間による自主的な備蓄を推進しており、2月1

5日現在、4万羽の民間による自主的な備蓄を行い、2月21日までに45万羽を備蓄する

計画であることを明らかにした。 

地鶏100万羽の民間による自主的な備蓄に、7つのと殺加工業者が参加し2月21日

までにまず45万羽を備蓄する計画であり、2月末までに地鶏100万羽の備蓄を完了す

る計画。 

 

 (家畜防疫協議会) 

農林畜産食品部は、現在のAI防疫状況に対して評価し、今後の防疫対策を議論す

るために、今日(2月17日)午後3時に家畜防疫協議会を開催すると明らかにした。 

 

※本情報は、韓国農林畜産食品部が、２月17日に公表した情報について、機械翻訳

等に基づき仮訳を作成したものです。 
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<別添1 > AI関連殺処分補償金の減額基準 

 

①△20% 

(基準相場の80%

支給) 

②△40% 

(基準相場の60%

支給) 

③△60% 

(基準相場の40%

支給) 

④△80% 

(基準相場の20%

支給) 

⑤△80% 

(基準相場の20%

支給) 

発病症状が

外観上最初

に現れた日

又はそれ以

前に申告し

て下記措置

を全て履行

した場合 

発病症状が

外観上最初

に現れた日

の翌日から4

日以内に申

告し、下記

措置中1つを

未履行 

発病症状が

外観上最初

に現れた日

の翌日から5

日経過後に

申告し、下

記措置中2つ

を未履行 

未申告又は

下記措置中3

つ以上未履

行 

①～④基準に

も か かわ ら

ず、下記事項

中どれか1つ

だけ該当すれ

ば20%だけ支

給 

 

外国人勤労者

雇用未申告 

 

外国人勤労者

に対する防疫

教育及び消毒

未履行 

 

海外旅行後入

国時検疫措置

未履行 

(共通措置事項) 

①該当家畜及び一緒の飼育家畜に対する検事・注射・投薬等 

②疫学調査協力 

③消毒 

④家畜の隔離又は移動制限等 

⑤殺処分履行 
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<別添２:忠北鎮川市・陰城郡の発生地域地図(2 月 16 日時点) > 

 

鎮川 種あひる（1/27） 

 鎮川 肉用あひる（2/1） 

 陰城 種あひる（2/2） 

 
陽性（14農家） 

 検査中（11農家） 

 陰性（3農家） 

 

HPAI発生農場 
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< 参考 > 

 

AI 現況 
(2月 17日、1時基準) 

 
< 総括 > 

□ 発生現況 

申告件数 検査実績 
発生件数 前日までの

累計 
2.9 累計 陽性 陰性 進行中 計 

25 1 26 20 5 1 26 20 

 

< 詳細内訳 >  

□ 農場の検査現況 (殺処分対象農家等)  

連番 区分 
申告日 

受付日 
地域 畜種 検査結果 備考 

1 申告 1/16 全北 高敞 種あひる 高病原性 H5N8   

2 申告 1/17 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8   

3 申告 1/18 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8   

4 申告 1/21 全北 高敞 肉用あひる 高病原性 H5N8   

5 申告 1/24 忠南 扶余 原種鶏 高病原性 H5N8   

6 申告 1/24 全南 海南 種あひる 高病原性 H5N8   

7 申告 1/25 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8   

8 申告 1/25 全南 羅州 種あひる 高病原性 H5N8   

9 申告 1/25 全南 霊岩 種あひる 陰性   

10 申告 1/26 忠南 天安 種あひる 高病原性 H5N8   

11 申告 1/27 忠南 鎭川 種あひる 高病原性 H5N8   

12 申告 1/28 京畿 平沢 養鶏 陰性   

13 申告 1/28 全南 霊岩 種あひる 高病原性 H5N8 
 

14 申告 1/28 全北 扶安 種鶏 陰性 
 

15 申告 1/28 京畿 華城 種鶏 高病原性 H5N8 
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16 申告 1/29 慶南 密陽 地鶏 高病原性 H5N8 
 

17 申告 2/1 忠北 鎮川 肉用あひる 高病原性H5N8 
 

18 申告 2/1 釜山 江西 養鶏 陰性 
 

19 申告 2/2 忠北 陰城 種あひる 高病原性 H5N8 
 

20 申告 2/2 全北 井邑 地鶏 陰性 
 

21 申告 2/6 京畿 華城 種鶏 高病原性 H5N8 
 

22 申告 2/6 全南 霊岩 産卵鶏 高病原性 H5N8 
 

23 申告 2/11 全南 霊岩 種鶏 高病原性 H5N8 
 

24 申告 2/13 全北 井邑 肉用種鶏 高病原性 H5N8 
 

25 申告 2/14 忠南 青陽  産卵鶏 高病原性 H5N8 
 

26 申告 2/16 全北 金堤 種あひる 
  

1 殺処分 1/19 全北 高敞 鶏 陰性 疫学 

2 殺処分 1/20 全北 扶安 あひる 陰性 
 

3 殺処分 1/21 全北 扶安 あひる 高病原性 H5N8 
 

4 殺処分 1/22 全北 扶安 あひる 陰性 
 

5 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

6 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

7 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

8 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

9 殺処分 1/22 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

10 殺処分 1/22 全北 高敞 産卵鶏 陰性 
 

11 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる H5N8 
 

12 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる 陰性 
 

13 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる 陰性 
 

14 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる H5N8 
 

15 殺処分 1/23 全北 高敞 あひる H5N8 
 

16 殺処分 1/23 全北 高敞 あひる H5N8 
 

17 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる 陰性 
 

18 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
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19 殺処分 1/24 全北 扶安 あひる 陰性 
 

20 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

21 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

22 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

23 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

24 殺処分 1/24 全北 高敞 肉用あひる H5N8 
 

25 殺処分 1/24 全北 高敞 肉用あひる 陰性 
 

26 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏 陰性 
 

27 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏 陰性 
 

28 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏 陰性 
 

29 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏/鶉 陰性 
 

30 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏 陰性 
 

31 殺処分 1/27 全南 羅州 肉用あひる 陰性 
 

32 殺処分 1/27 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

33 殺処分 1/27 全南 羅州 養鶏 陰性 
 

34 殺処分 1/27 全南 羅州 産卵鶏 陰性 
 

35 殺処分 1/27 全南 海南 肉用あひる 陰性 
 

36 殺処分 1/27 全南 海南 地鶏 陰性 
 

37 殺処分 1/27 全南 霊岩 地鶏 陰性 
 

38 殺処分 1/27 全南 霊岩 地鶏 陰性 
 

39 殺処分 1/27 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

40 殺処分 1/27 全北 扶安 あひる 陰性 
 

41 殺処分 1/27 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

42 殺処分 1/27 全南 羅州 種あひる 陰性 
 

43 殺処分 1/27 全南 霊岩 養鶏 陰性 
 

44 殺処分 1/28 全北 高敞 地鶏 陰性 
 

45 殺処分 1/28 全北 高敞 参鶏＊ 陰性 
 

46 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

47 殺処分 1/28 全北 扶安 肉用あひる 陰性 
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48 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

49 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

50 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

51 殺処分 1/29 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

52 殺処分 1/29 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

53 殺処分 1/29 全北 高敞 養鶏 陰性 
 

54 殺処分 1/29 全北 扶安 産卵鶏 陰性 
 

55 殺処分 1/29 全北 高敞 種鶏 陰性 
 

56 殺処分 1/29 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

57 殺処分 1/29 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

58 殺処分 1/29 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

59 殺処分 1/29 全北 扶安 養鶏 陰性 
 

60 殺処分 1/29 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

61 殺処分 1/30 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

62 殺処分 1/30 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

63 殺処分 1/30 全南 霊岩 種あひる 陰性 
 

64 殺処分 1/30 全南 霊岩 種あひる 陰性 
 

65 殺処分 1/30 全南 霊岩 種あひる 陰性 
 

66 殺処分 1/30 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

67 殺処分 1/30 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

68 殺処分 1/31 京畿 華城 養鶏 陰性 
 

69 殺処分 2/1 慶南  密陽  産卵鶏 陰性 
 

70 殺処分 2/1 慶南  密陽  養鶏 陰性 
 

71 殺処分 2/1 忠北  鎮川 肉用あひる H5N8 
 

72 殺処分 2/3 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

73 殺処分 2/3 全北 井邑 種あひる H5N8 
 

74 殺処分 2/3 全北 井邑 養鶏 陰性 
 

75 殺処分 2/3 全北 任実 種鶏 陰性 
 

76 殺処分 2/3 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
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100 殺処分 2/7 全南 霊岩 産卵鶏 H5N8 
 

101 殺処分 2/8 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

102 殺処分 2/8 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

103 殺処分 2/8 全南 霊岩 肉用あひる 陰性 
 

104 殺処分 2/8 全南 霊岩 地鶏 陰性 
 

105 殺処分 2/8 全南 霊岩 地鶏 陰性 
 

77 殺処分 2/3 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

78 殺処分 2/4 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

79 殺処分 2/4 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

80 殺処分 2/4 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

81 殺処分 2/5 忠北 陰城 肉用あひる H5N8 
 

82 殺処分 2/5 忠北 陰城 肉用あひる H5N8 
 

83 殺処分 2/5 忠北 陰城 肉用あひる 陰性 
 

84 殺処分 2/5 忠北 陰城 肉用あひる H5N8 
 

85 殺処分 2/6 慶南 咸安 地鶏 陰性 
 

86 殺処分 2/6 慶南 昌原 地鶏 陰性 
 

87 殺処分 2/6 慶南 密陽 地鶏 陰性 
 

88 殺処分 2/6 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

89 殺処分 2/7 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

90 殺処分 2/7 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

91 殺処分 2/7 忠北 鎮川 肉用あひる 陰性 
 

92 殺処分 2/7 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

93 殺処分 2/7 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

94 殺処分 2/7 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

95 殺処分 2/7 忠北 鎮川 種あひる H5N8 
 

96 殺処分 2/7 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

97 殺処分 2/7 京畿 華城 地鶏 陰性 
 

98 殺処分 2/7 京畿 華城 地鶏 陰性 
 

99 殺処分 2/7 京畿 華城 地鶏 陰性 
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106 殺処分 2/10 忠北 鎮川 産卵鶏 陰性 
 

107 殺処分 2/11 京畿 華城 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

108 殺処分 2/11 京畿 華城 肉用あひる 陰性 
 

109 殺処分 2/12 忠北 鎮川 産卵鶏 
  

110 殺処分 2/12 忠北 鎮川 産卵鶏 
  

111 殺処分 2/12 忠北 陰城 産卵鶏 
  

112 殺処分 2/13 京畿 華城 肉用種鶏 
  

113 殺処分 2/13 全北 井邑 肉用あひる 
  

114 殺処分 2/13 全北 井邑 肉用あひる 
  

115 殺処分 2/13 全北 井邑 種あひる H5N8 
 

116 殺処分 2/13 全南 霊岩 肉用あひる 
  

117 殺処分 2/14 忠北 鎮川 養鶏 
  

118 殺処分 2/14 忠北 鎮川 産卵鶏 
  

119 殺処分 2/14 忠北 鎮川 地鶏 
  

120 殺処分 2/14 忠北 鎮川 養鶏 
  

121 殺処分 2/14 忠北 鎮川 養鶏 
  

122 殺処分 2/14 忠北 鎮川 養鶏 
  

123 殺処分 2/14 忠北 鎮川 地鶏 
  

124 殺処分 2/14 忠北 鎮川 産卵鶏 
  

125 殺処分 2/14 忠北 鎮川 養鶏 
  

126 殺処分 2/14 全北 扶安 観賞鳥類 
  

127 殺処分 2/14 全北 扶安 鳩 
  

128 殺処分 2/14 全北 扶安 金鶏 
  

129 殺処分 2/15 忠南 天安 種あひる 
  

130 殺処分 2/15 全南 霊岩 養鶏 
  

131 殺処分 2/15 全南 海南 肉用あひる 
  

132 殺処分 2/16 京畿 平沢 産卵鶏 
  

133 殺処分 1/27 全北 任実 肉用あひる 高病原性 H5N8 疫学 

134 殺処分 2/14 忠北 鎮川 肉用あひる H5N8 
 

135 殺処分 1/19 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
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136 殺処分 1/19 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

137 殺処分 1/20 全北 高敞 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

138 殺処分 1/20 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

139 殺処分 1/20 全北 高敞 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

140 殺処分 2/7 京畿 華城 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

141 殺処分 2/9 京畿 華城 肉用種鶏 高病原性 H5N8 
 

142 殺処分 2/11 京畿 安城 種あひる 高病原性 H5N8 
 

144 殺処分 2/13 忠南 天安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

145 殺処分 2/13 全南 霊岩 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

146 殺処分 2/14 京畿 安城 種あひる 高病原性 H5N8 
 

147 殺処分 2/14 京畿 華城 産卵鶏 高病原性 H5N8 
 

148 殺処分 2/14 全南 海南 肉用あひる H5N8 
 

149 殺処分 2/14 全南 霊岩 肉用あひる H5N8 
 

150 殺処分 2/15 京畿 安城 種あひる 高病原性 H5N8 
 

（訳注：新林面（シンリムミョン）、茁浦面（チュルポミョン）、興徳面（フンドクミョ

ン）、海里面（ヘリミョン）、高阜面（コブミョン）、 富安面（プアンミョン）、 鴻山

面 （ホンサンミョン）、松旨面（ソンジミョン）、界火面（ケファミョン）、細枝面（セ

ジミョン）、徳津面（トクジンミョン）、西北区（ソブック）、鎭川郡（チンチョングン 

梨月（イウォル）、任実郡（イムシルグン）青雄面（チョンウンミョン）、平沢市（ピョ

ンテクシ）魚淵里（オヨンリ）、華城（ファソン）、密陽（ミリャン）、＊参鶏湯用鶏の

こと。鎮川（チンチョン）、江西（カンソ）、陰城（ウムソン）、昌原（チャンオン）、

咸安（ハムアン）、青陽（チョンヤン）、金堤（キムジェ）） 

 

① 検査結果は、検査依頼日から最短 2 日から最長 7日まで掛かる。 

(陽性である場合は検査期間が短く、陰性である場合は再検査等により長期間を要する) 

検査量が多い場合、検査結果が出るのが 7 日より多少遅れることもある。 

②検査依頼日は、農林畜産検疫検査本部の検体受付日を基準。 

（殺処分対象農場は、検査依頼の受付けにより追加予定） 

③ 殺処分が進行中の農家は暫定値となっている。 

 

 
□ 野生渡り鳥依頼・検査現状(農林畜産検疫検査本部の試料受付基準) 

 
依頼日 地域 依頼内訳 検査結果 備考 

1 1.17 全北 高敞  トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

2 1.17 全北 高敞  野生鳥類 陰性 
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3 1.17 全北 高敞  ヒシクイ 陰性 東林池 

4 1.19 全北 扶安 キジ 陰性 
 

5 1.19 全北 高敞  オオバン 陰性 
 

6 1.19 全北 高敞  コハクチョウ 陰性 
 

7 1.19 全北 高敞  ヒシクイ 高病原性 H5N8 東林池 

8 1.19 全北 高敞  トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

9 1.19 京畿 華城 オオバン 陰性 始華湖 

10 1.20 京畿 安城 カルガモ 陰性 
 

11 1.20 全北 金堤 マガモ 陰性 
 

12 1.20 全北 高敞 トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

13 1.20 全北 高敞 マガン 高病原性 H5N8 東林池 

14 1.21 忠北 丹陽 キジバト 陰性 
 

15 1.21 忠北 堤川 ヒヨドリ 陰性 
 

16 1.21 済州 旧左 カルガモ 陰性 
 

17 1.21 済州 旧左 マガモ 陰性 
 

18 1.21 蔚山 北区 ミヤマガラス 陰性 
 

19 1.21 全北 益山 マガモ 陰性 
 

20 1.21 全北 群山 カルガモ 陰性 
 

21 1.21 全北 群山 トモエガモ 高病原性 H5N8 
 

22 1.21 全北 井邑 マガモ 陰性 
 

23 1.21 全北 井邑 アヒル 陰性 
 

24 1.21 全北 高敞 トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

25 1.21 全北 高敞 マガン 高病原性 H5N8 東林池 

26 1.22 忠南 舒川 トモエガモ 高病原性 H5N8 錦江河口 

27 1.22 慶北 高霊 マガモ 陰性 
 

28 1.22 全北 群山 ヒヨドリ 陰性 
 

29 1.22 全北 金堤 マガモ 陰性 
 

30 1.22 全北 金堤 カラス 陰性 
 

31 1.22 全北 高敞 トモエガモ 高病原性H5N8 東林池 

32 1.22 全北 高敞 オオバン 高病原性H5N8 東林池 

33 1.22 忠南 舒川 トモエガモ 陰性 
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34 1.22 慶北 盈德 ウミスズメ 陰性 
 

35 1.22 忠南 舒川 トモエガモ 高病原性 H5N8 
 

36 1.23 全北 高敞 野生鳥類の糞便 陰性 
 

37 1.23 慶北 漆谷 カルガモ 陰性 
 

38 1.23 慶北 安東 カルガモ 陰性 
 

39 1.23 京畿 金浦 ガン 陰性 
 

40 1.23 忠南 唐津 トモエガモ 高病原性H5N8 挿橋川 

41 1.23 忠南 舒川 マガン 陰性 
 

42 1.23 釜山 砂下 ユリカモメ 陰性 
 

43 1.23 釜山 砂下 オオバン 陰性 
 

44 1.24 慶北 亀尾 コハクチョウ 陰性 
 

45 1.24 慶北 亀尾 マガモ 陰性 
 

46 1.24 釜山 砂下 野生鳥類の糞便 陰性 
 

47 1.24 ソウル 松坡 カモ 陰性 
 

48 1.24 ソウル 江東 カササギ 陰性 
 

49 1.24 全北 益山 マガモ 陰性 
 

50 1.24 全北 完州 マガモ 陰性 
 

51 1.24 全北 扶安 コガモ、糞便等 陰性 
 

52 1.24 慶南 密陽 カモメ 陰性 
 

53 1.24 全南 霊岩 アオサギ 陰性 
 

54 1.24 京畿 華城 糞便、飼料等 高病原性H5N8 始華湖 

55 1.24 忠北 淸原 オナガ 陰性 
 

56 1.25 釜山 江西 マガモ 陰性 
 

57 1.25 釜山 砂上 オオバン 陰性 
 

58 1.25 釜山 水営 オオバン 陰性 
 

59 1.25 釜山 水営 ホシハジロ 陰性 
 

60 1.25 全南 康津 トモエガモ 陰性 
 

61 1/25 全南 務安 マガモ 陰性 
 

62 1/25 全北 群山 マガモ 陰性 
 

63 1/25 全北 益山 キジバト 陰性 
 

64 1/25 全北 高敞 糞便 陰性 
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65 1/25 全北 井邑 マガモ 陰性 
 

66 1/25 全北 高敞 糞便 陰性 
 

67 1/25 忠南 舒川 キジバト 陰性 
 

68 1/25 忠南 舒川 トモエガモ 陰性 
 

69 1/25 京畿 光明 マガモ 陰性 
 

70 1/25 京畿 光明 野生鳥類 陰性 
 

71 1/25 ソウル 盤浦 アオサギ 陰性 
 

72 1/25 忠南 天安 カルガモ 陰性 
 

73 1/25 全南 海南 クロツラヘラサギ  陰性 
 

74 1/25 全南 海南 シラサギ 陰性 
 

75 1/25 全南 高興 アオサギ 陰性 
 

76 1/25 全南 麗水 マガモ 陰性 
 

77 1/25 全南 海南 マガン 陰性 
 

78 1/26 忠南 扶余 環境飼料 陰性 
 

79 1/26 忠南 唐津 環境飼料 陰性 
 

80 1/26 全北 完州 ヨーロッパノスリ 陰性 
 

81 1/26 全北 長水 エゾヤマドリ 陰性 
 

82 1/26 全北 井邑 キジ 陰性 
 

83 1/26 忠南 天安 糞便 陰性 
 

84 1/26 京畿 河南 カルガモ 陰性 
 

85 1/26 京畿 水原 マガモ 陰性 
 

86 1/26 京畿 利川 マガモ 陰性 
 

87 1/26 京畿 九里 マガモ 陰性 
 

88 1/26 京畿 南楊州 鳩 陰性 
 

89 1/26 ソウル 江西 アオサギ 陰性 
 

90 1/26 ソウル 江西 韓国産チュウダイサギ 陰性 
 

91 1/26 ソウル 江西 マガモ 陰性 
 

92 1/26 忠南 礼山 コガモ 陰性 
 

93 1/27 全北 扶安 野生鳥類の糞便 陰性 
 

94 1/27 京畿 河南 アオサギ 陰性 
 

95 1/27 全南 霊岩 アオサギ 陰性 
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96 1/27 全北 群山 マガモ 陰性 
 

97 1/27 全北 井邑 鳩 陰性 
 

98 1/27 京畿 龍仁 鳩 陰性 
 

99 1/27 忠南 瑞山 マガモ 陰性 
 

100 1/27 ソウル 江東 マガモ 陰性 
 

101 1/27 忠南 舒川 マガモ 陰性 
 

102 1/27 忠南 舒川 トモエガモ 高病原性 H5N8 
 

103 1/27 忠南 舒川 マガモ 陰性 
 

104 1/27 忠南 舒川 ヒヨドリ 陰性 
 

105 1/27 京畿 水原 マガモ 陰性 
 

106 1/27 全南 新安 マガモ 高病原性 H5N8 
 

107 1/27 慶南 昌原 野生鳥類 陰性 
 

108 1/28 忠南 扶余 カササギ 陰性 
 

109 1/28 慶南 昌寧 野生鳥類の糞便 陰性 牛浦沼 

110 1/28 京畿 龍仁 カササギ 陰性 
 

111 1/28 ソウル 江南 マヒワ 陰性 
 

112 1/28 京畿 平沢 マガモ 陰性 
 

113 1/28 京畿 水原 アオサギ 陰性 
 

114 1/28 京畿 水原 ヒシクイ 高病原性 H5N8 
 

115 1/28 京畿 金浦 アカツクシガモ 陰性 
 

116 1/28 京畿 烏山 マガモ 陰性 
 

117 1/28 忠北 清州 カルガモ 陰性 
 

118 1/28 忠南 泰安 コハクチョウ 陰性 
 

119 1/28 忠南 泰安 マガモ 陰性 
 

120 1/28 京畿 九里 マガモ 陰性 
 

121 1/28 慶北 尚州 カイツブリ 陰性 
 

122 1/28 慶北 尚州 ムクドリ 陰性 
 

123 1/28 全南 康津 ヒシクイ 陰性 
 

124 1/28 全南 順天 マガモ 陰性 
 

125 1/28 全南 霊光 カルガモ 陰性 
 

126 1/28 忠南 舒川 鳩 陰性 
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127 1/28 忠南 扶余 トモエガモ 陰性 
 

128 1/28 忠南 扶余 カルガモ 陰性 
 

129 1/28 慶南 河口 カモメ 陰性 
 

130 1/29 釜山 江西 カルガモ 陰性 
 

131 1/29 全北 徳津 マガモ 陰性 
 

132 1/29 全北 全州 シラサギ 陰性  

133 1/29 ソウル 麻浦 マガモ 陰性  

134 1/29 京畿 果川 鳩 陰性  

135 1/29 京畿 抱川 カケス 陰性  

136 1/29 京畿 龍仁 シラサギ 陰性  

137 1/29 京畿 龍仁 カルガモ 陰性  

138 1/29 忠南 瑞山 マガモ 陰性  

139 1/29 忠南 瑞山 カルガモ 陰性  

140 1/29 京畿 楊州 キジ 陰性  

141 1/29 京畿 水原 マガモ 陰性  

142 1/30 忠南 舒川 トモエガモ 陰性  

143 1/29 ソウル 江南 鳩 陰性  

144 1/30 済州 済州 野生鳥類の糞便 陰性  

145 1/30 全南 霊岩 マガモ 高病原性 H5N8  

146 1/30 全南 順天 カササギ 陰性  

147 1/30 京畿 坡州 マガモ 陰性  

148 1/30 京畿 富川 鳩 陰性  

149 1/30 ソウル 城東 カルガモ 陰性  

150 1/30 京畿 金浦 ガン 陰性  

151 1/31 京畿 始興 カルガモ 陰性  

152 1/31 京畿 始興 コハクチョウ 陰性  

153 1/31 京畿 富川 マガモ 陰性  

154 1/31 ソウル 城東 ヒシクイ 陰性  

155 2/1 慶南 昌原 野生鳥類の糞便 陰性  

156 2/1 江原 楊口 マガモ 陰性  

157 2/1 京畿 漣川 マガモ 陰性  
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158 2/1 京畿 南楊州 マガモ 陰性  

159 2/1 ソウル 江北 ブンチョウ 陰性  

160 2/1 京畿 水原 鳩 陰性  

161 2/1 京畿 水原 カモ 陰性  

162 2/1 仁川 甕津 ヒシクイ 高病原性 H5N8  

163 2/1 京畿 金浦 アカツクシガモ 陰性  

164 2/2 大邱 達西 カルガモ 陰性  

165 2/2 城南 盆唐 キジ 陰性  

166 2/2 城南 盆唐 ドバト 陰性  

167 2/2 全北 益山 キジバト 陰性  

168 2/2 全北 群山 トモエガモ＊ 陰性  

169 2/2 全北 群山 オオハクチョウ 陰性  

170 2/2 全北 益山 マガモ 陰性  

171 2/2 全北 金堤 マガモ 陰性  

172 2/2 ソウル 広津 カワアイサ 陰性  

173 2/3 ソウル 永登浦 ウミネコ＊ 陰性  

174 2/3 全北 井邑 キジバト 陰性  

175 2/3 全北 井邑 キジ 陰性  

176 2/3 京畿 果川 マガモ 陰性  

177 2/3 忠北 鎮川 コガモ 陰性  

178 2/3 全南 広州 コガモ 陰性  

179 2/3 大邱 北区 キジ 陰性  

180 2/3 京畿 抱川 カルガモ 陰性  

181 2/4 慶南 昌寧 アオサギ 陰性  

182 2/4 慶南 昌寧 オナガ 陰性  

183 2/4 慶南 昌原 オオバン 陰性  

184 2/4 慶南 密陽 カラス 陰性  

185 2/4 京畿 華城 キジ 陰性  

186 2/4 全南 麗水 カモ 陰性  

187 2/4 京畿 金浦 キジ 陰性  

188 2/4 仁川 論峴 コガモ 陰性  
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189 2/4 全北 益山 オオハクチョウ 陰性  

190 2/4 京畿 坡州 マガン 陰性  

191 2/4 広州 北区 ドバト 陰性  

192 2/4 全南 光陽 カルガモ 陰性  

193 2/4 京畿 水原 キジバト 陰性  

194 2/4 京畿 水原 ドバト 陰性  

195 2/5 慶南 昌寧 野生鳥類の糞便 陰性  

196 2/5 慶南 昌原 野生鳥類の糞便 陰性  

197 2/5 全北 全州 マガモ 陰性  

198 2/6 大邱 東区 マガモ 陰性  

199 2/6 大邱 東区 野生鳥類 陰性  

200 2/6 京畿 坡州 マガモ 陰性  

201 2/6 京畿 城南 カササギ 陰性  

202 2/6 全北 益山 コハクチョウ 高病原性 H5N8  

203 2/6 全北 金堤 スズメ 陰性  

204 2/6 井邑 笠岩 マガモ 陰性  

205 2/6 京畿 河南 カワアイサ 陰性  

206 2/6 忠南 牙山 マガン 陰性  

207 2/6 全南 羅州 カルガモ 陰性  

208 2/6 全南 霊岩 キジ 陰性  

209 2/6 広州 北区 コガモ 陰性  

210 2/7 京畿 水原 アヒル 陰性  

211 2/7 京畿 城南 ヨーロッパノスリ 陰性  

212 2/7 全北 全州 野生鳥類の糞便 陰性  

213 2/7 釜山 砂下 野生鳥類の糞便 陰性  

214 2/7 京畿 金浦 ヒシクイ 陰性  

215 2/7 京畿 金浦 キジバト 陰性  

216 2/7 京畿 城南 ヒヨドリ 陰性  

217 2/7 ソウル 瑞草 オカヨシガモ 陰性  

218 2/7 仁川 桂陽 ヒシクイ 陰性  

219 2/7 全北 金堤 コハクチョウ 陰性  
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220 2/7 全北 益山 カモメ 陰性  

221 2/7 全北 群山 マガモ 陰性  

222 2/7 京畿 華城 マガモ 陰性  

223 2/7 京畿 華城 鳩 陰性  

224 2/7 全南 康津 ムクドリ 陰性  

225 2/7 全南 羅州 鳩 陰性  

226 2/7 全南 長興 ガチョウ 陰性  

227 2/8 富川 遠美 鳩 陰性  

228 2/8 京畿 坡州 マガモ 陰性  

229 2/8 忠南 天安 コガモ等 高病原性 H5N8  

230 2/8 全北 益山 マガモ 高病原性 H5N8  

231 2/8 京畿 楊州 カルガモ   

232 2/8 京畿 水原 カルガモ 陰性  

233 2/9 京畿 城南 カケス 陰性  

234 2/9 忠南 瑞山 カルガモ 陰性  

235 2/9 全南 康津 マガモ 陰性  

236 2/9 広州 広山 ヒヨドリ 陰性  

237 2/9 全南 羅州 コハクチョウ 陰性  

238 2/9 光州 光山 ヒヨドリ 陰性  

239 2/9 全南 羅州 ハクチョウ 陰性  

240 2/10 ソウル 江北 ドバト 陰性  

241 2/11 京畿 楊州 ハイタカ 陰性  

242 2/11 京畿 水原 カササギ 陰性  

243 2/12 京畿 城南 カルガモ   

244 2/12 忠南 牙山 カルガモ   

245 2/12 忠南 牙山 コガモ   

246 2/12 ソウル 九老 コガモ   

247 2/13 全北 扶安 野生鳥類の糞便   

248 2/13 京畿 城南 マガモ雑種   

249 2/13 光州 北区 ヒヨドリ   

250 2/13 忠南 舒川 マガモ   
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251 2/13 忠南 舒川 カルガモ   

252 2/13 済州 済州 野生鳥類の糞便 陰性  

253 2/13 江原 鉄原 野生鳥類の糞便 陰性  

254 2/13 江原 原州 野生鳥類の糞便 高病原性 H5N8  

255 2/13 忠北 清原 野生鳥類の糞便 高病原性 H5N8  

256 2/14 全北 益山 マガモ   

257 2/14 全北 益山 コガモ   

258 2/14 京畿 金浦 マナヅル   

259 2/15 京畿 富川 マガモ   

260 2/15 ソウル 江南 マガモ   

261 2/15 全南 霊岩 鳩   

262 2/16 京畿 南楊州 カラス   

263 2/16 全北 益山 キジ   

264 2/16 全南 羅州 鳩   

（訳注：全北（チョンブク）、京畿（キョンギ）、忠北（チュンブク）、忠南（チュン

ナム）、慶北（キョンブク）、済州（チェジュ）、高敞（コチャン）、  扶安（プアン）、 

華城（ファソン）、安城（アンソン）、金堤（キムジェ）、丹陽（ダンヤン）、堤川（ゼ

チョン）、旧左（クジャ）、蔚山北区（ウルサンブック）、益山（イキサン）、群山（ク

ンサン）、井邑（ゾンウプ）、舒川（ソチョン）、高霊（コリョン）、盈德（ヨンドク）、

漆谷（チルゴク）、安東（アンドン）、金浦（キムポ）、唐津（タンジン）、砂下（サ

ハ）、光明 （クァンミョン）、松坡（ソンパ）、江東（カンドン）、密陽（ミリャン）、

江西（カンソ）、砂上（ササン）、水営（スヨン）、康津（カンジン）、務安（ムアン）、

盤浦（パンポ）、高興（コフン）、麗水（ヨス）、扶余（プヨ）、完州（ワンジュ）、長

水（チャンス）、河南（ハナム）、利川（イチョン）、九里（クリ）、 南楊州（ナムヤン

ズ）、礼山（イェサン）、瑞山（ソサン）、龍仁（ヨンイン）、水原（スウォン）、新安

（シンアン）、昌寧（チャンニョン）、烏山（オサン）、清州（チョンジュ）、泰安（テ

アン）、尚州（サンジュ）、康津（カンジン）、順天（スンチョン）、霊光（ヨングァ

ン）、河口（ハグ）、徳津（トクジン）、麻浦（マポ）、抱川（ポチョン）、坡州（パジ

ュ）、城東（ソンドン）、始興（シフン）、富川（プチョン）、城東（ソンドン）、楊口

（ヤング）、漣川（ヨンチョン）、甕津（オンジン）、達西（タルソ）、盆唐（プンダ

ン）、広津（トクジン）、始興（シフン）、城南（ソンナム）、楊口（ヤング）、漣川

（ヨンチョン）、甕津（オンジン）、達西（タルソ）、盆唐（プンダン）、広津（トクジ

ン）、永登浦（ヨンドゥンポ）、論峴（ノンヒョン）、光陽（クァンヤン）、全州（チョ

ンジュ）、笠岩（イプアム）、牙山（アサン）、桂陽（キェヤン）、長興（チャンフン）、

遠美（ウォンミ）、広山（クァンサン）、九老（クロ）、鉄原（チョルウォン）、原州

（ウォンジュ）、清原（チョンウォン）） 
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