
カモ目カモ科 カイツブリ目カイツブリ科 ハヤブサ目ハヤブサ科

ヒシクイ カイツブリ ハヤブサ

マガン カンムリカイツブリ

シジュウカラガン(※) ツル目ツル科

コハクチョウ マナヅル

オオハクチョウ ナベヅル

オシドリ チドリ目カモメ科

ヒドリガモ ユリカモメ

キンクロハジロ タカ目タカ科

オオタカ

カモ目カモ科 ツル目クイナ科 フクロウ目フクロウ科

マガモ オオバン フクロウ

オナガガモ タカ目タカ科

トモエガモ オジロワシ

ホシハジロ オオワシ

スズガモ ノスリ

クマタカ

カモ目カモ科 ツル目ツル科 フクロウ目

カルガモ、コガモ等 タンチョウ等 コミミズク等

（検査優先種１，２以外の全種） （検査優先種１，２以外の全種） （検査優先種１，２以外の全種）

カイツブリ目カイツブリ科 チドリ目カモメ科 ハヤブサ目

ハジロカイツブリ等 ウミネコ、セグロカモメ等 チョウゲンボウ等

（検査優先種１，２以外の全種） （検査優先種１，２以外の全種） （検査優先種１，２以外の全種）

カツオドリ目ウ科 タカ目

カワウ トビ等

ペリカン目サギ科 （検査優先種１，２以外の全種）

アオサギ

検査優先種　一覧表

検査優先種１（１7種）

検査優先種２（１１種）

主に早期発見を目的とす
る。高病原性インフルエンザ
（Ｈ５亜型）に感受性が高い
種

さらに発見の可能性を高め
ることを目的とする。
日本と韓国等において死亡
野鳥で感染確認のある種を
含める。

感染の広がりを把握するこ
とを目的とする。
水辺で生息する鳥類として
カワウやアオサギ、センサ優
先種１あるいは２に含まれな
いカモ科、カイツブリ科、ツ
ル科、カモメ科の種を、また
鳥類を補食する種として検
査優先種１あるいは２に含ま
れないタカ目、フクロウ目、
ハヤブサ目の種

（注）　・(※)は、府内では見られない野鳥（京都府自然環境目録2015未掲載種）

　　　　・一重下線は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の国内希少野性動物種、

　　　　・二重下線は府絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する条例の指定希少野生動物種

検査優先種３

その他の種

リスク種１～３以外の鳥類すべて



　高病原性鳥インフルエンザウィルスに対し、感染リスクの高い種
　リスク種１（１８種）　　　※１羽から対象

●カモ目　カモ科　　（※コクチョウは府内では見られないため不掲載）

■シジュウカラガン（Branta canadensis )

【特徴】
　《全長》約６７㎝
　　頭から首が黒色で、頬から喉に白斑があり、喉の下で頬の白班を
　　黒い羽毛で分断する。体は灰褐色で上面は濃い。尾は黒色で、上
　　尾筒、下尾筒ともに白色。嘴と足は黒い。胸は灰褐色であり、ヒ
　　メシジュウカラガンの様に黒っぽく紫色にはならない。
　　本亜種シジュウカラガンは首の下のほうに淡色の白っぽい輪を持
　　ち、明瞭。また、白い輪の下に暗色の輪が現れていることが多い。
　　額はでっぱり気味で、頭頂部は平らに見える。
【分布】
　　宮城県に定期渡来。少数が越冬。※京都府内では見られない野鳥。

【特徴】
　《全長》約６５㎝～８６㎝　（翼開長約１３５～１６５㎝）
　　全体がほぼ暗褐色。全身灰褐色で背に淡褐色の横斑がある。
　　尾は黒く、上尾筒、下尾筒が白い。
　　胸に黒斑がある。嘴は桃橙色で先端は白色。
　　嘴の付け根から額にかけて白。足は橙色。

【分布】
　　北海道を通過して本州（近畿地方：滋賀県湖北町において、数羽
　　が記録される程度）で越冬。

■ヒシクイ（Anser fabalis）

　　　　　　　　撮影：（財）自然環境研究センター

■コブハクチョウ（外来鳥）（Cygnus olor）

■マガン（Anser albifrons）

【特徴】
　《全長》約８０㎝～９０㎝　（翼開長約１５５～１６０㎝）
　　首から体は黒褐色で、体上面は単色の羽縁がある。胸から腹にか
　　けては白色で、脇は褐色と白のまだらである。下尾筒と上尾筒は
　　白く、嘴は灰黒色で先端近くに橙色がある。
　　足は橙色。本亜種は頭部から嘴先端までのラインに角度がある。
　　嘴基部の高さを１とすると嘴の長さは１．８程度である。
　　すなわち嘴が太短い。首は短い。
　　亜種ヒシクイに比べると体長が１０～１５㎝も小さい。
【分布】
　　冬鳥として局地的（代表地：宮城県大崎市化女沼）に渡来。

【特徴】
　《全長》約１２５㎝～１６０㎝　（翼開長約２００㎝～２３８㎝）
　《成鳥》
　　全身が白く、細長い首、橙色の嘴で基部は黒いこぶがある。
　　足は黒い。
　《幼鳥》
　　羽色は淡い灰褐色で嘴の基部のこぶは無いか、もしくは小さい。

【分布】
　　元は飼われていたものが各地で野生化。

■オオハクチョウ（Cygnus cygnus） ■コハクチョウ（Cygnus columbianus）

【特徴】
　《全長》約１４０㎝～１６５㎝　（翼開長約２１８～２４３㎝）
　《成鳥》
　　全身白色。嘴は先端は黒色だが、基部は黄色が広がっていて鼻孔に
　　達している。
　《幼鳥》
　　若鳥は、全体に灰褐色をしている。

【分布】
　　関東以北で越冬。

【特徴】
　《全長》約１１５㎝～１５０㎝　（翼開長約１８０～２２５㎝）
　　全身が白色である。頭から首は黄褐色に染まっているものも多く
　　いる。嘴の先は黒く基部は黄色で、黄色部の先端の形は丸い。
　　亜種アメリカコハクチョウとは黄色部分の大きさで区別するが、
　　微妙な個体も存在する。

【分布】
　　主に北海道・本州（近畿地方：琵琶湖沿岸、特に湖北町では集団
　　で渡来）で越冬。

リスク種１



●カイツブリ目　カイツブリ科

■オシドリ（Aix galericulata）

　　　　　オス　　　　　　　　　メス

■キンクロハジロ（Aythya fuligula）

【特徴】
　《全長》約４０㎝～４７㎝　（翼開長約６７㎝～７３㎝）
　《雄》
　　後頭部に冠羽を持ち、雄のほうが長い傾向にある。頭は黒色で、紫
　　色光沢がある。胸と背中は黒い。翼は黒いが、風切部分に白帯が現
　　れる。腹は白色である。嘴は灰色で、先端は黒い。虹彩は黄色。
　　エクリプスは雌に似ているが、頭や胸の黒味が強く、脇は淡色であ
る。
　《雌》
　　冠羽は雄より短く、全体的に褐色で、腹部は淡い褐色である。
【分布】
　　主に冬鳥。全国で越冬。

■ヒドリガモ（Anas penelope） ■ユリカモメ（Larus ridibundus）

【特徴】
　《全長》約４５㎝～５１㎝　（翼開長約７５㎝～８６㎝）
　《雄》
　　頭全体は茶色で頭央線部分は淡い黄色の線がある。喉から胸は薄い茶色
　　を呈しており他の部分は灰色で、尾は黒い。飛ぶと雨覆の白が目立つ。
　　雌雄共に嘴は灰色で先端は黒く、足は灰黒色。エクリプスは顔の赤みが強
　　い。飛ぶと雨覆が白いことで見分けることも出来る。
　《雌》
　　全体的に褐色で腹が白く、飛んだときに見える雨覆は灰褐色。顔は目の回
　　りにクマがあるよう見え、その他の部分は茶褐色。
【分布】
　　全土に冬鳥としで現れて越冬する。９月から翌年の３～４月まで見られる
　　カモである。越冬個体も多く存在する。

【特徴】
　《全長》約３７㎝～４３㎝　（翼開長約９４～１１０㎝）
　《夏羽》
　　嘴は細くて足は長め。背や翼の上面は淡い青灰色、翼の前縁から
　　初列風切の外側までは白く、初列風切の先端は黒い。頭部が黒褐
　　色で嘴は暗赤色。
　《冬羽》
　　頭部が白くて目の後方に黒褐色斑がある。頭上を通って目と目を
　　結ぶ淡い黒線を持つものもある。嘴は赤色で先端が黒い個体もい
　　る。体の下面が淡紅色を帯びた個体が時々ある。
【分布】
　　ほぼ全国に冬鳥として飛来。

【特徴】
　《全長》約４１㎝～４７㎝　（翼開長約６８㎝～７４㎝）
　《雄》
　　三列風切が橙色の銀杏型で帆のように立っている。眉斑は大きく白
　　色で、頬から首にかけて橙赤色。嘴は赤色。長い冠羽を持つ。エク
　　リプスの雄は雌に似るが、嘴は赤いこと、脇の白斑が明瞭でないこ
　　とで区別できる。
　《雌》
　　全体が灰色に近い灰褐色で、胸と脇に白の斑点がある。嘴は灰黒色
　　で基部は白い。目の周りが白く、そのまま後へ白線が伸びる。
【分布】
　　主に本州中部地方以北で繁殖し、冬は西日本で越冬するものが多い。

●チドリ目　カモメ科

■カンムリカイツブリ（Podiceps cristatus）

【特徴】
　《全長》約５６㎝　（翼開長約８５㎝～９０㎝）
　《夏羽》
　　首の前は白く、首の後から背中は黒い。耳羽は赤褐色で、目の周り
　　は白い。嘴はピンク色で、虹彩は赤い。頭上は黒く、冠がある。
　《冬羽》
　　頬の赤褐色の部分も白くなり、冠も見えにくくなる。

【分布】
　　青森県と琵琶湖で繁殖が記録されているが、ほとんどは冬鳥として
　　九州以北に飛来。

■カイツブリ（Tachybaptus ruficollis）

●カモ目　カモ科

　高病原性鳥インフルエンザウィルスに対し、感染リスクの高い種
　リスク種１（１８種）　　　※１羽から対象

【特徴】
　《全長》約２５㎝～２９㎝　（翼開長約４０㎝～４５㎝）
　《夏羽》
　　上面はほとんど黒褐色で過眼線から喉までは赤褐色である。
　　嘴は細く黒色で、基部は黄色い。虹彩は黄白色である。
　《冬羽》
　　夏羽で赤褐色だった部分は黄褐色になり､下面の色も黄褐色になる｡

　　黒かった嘴も黒灰色になる。
【分布】
　　北海道から南西諸島まで広く繁殖。北海道と本州北部では夏鳥、
　　本州中部以南では留鳥。

リスク種１



●タカ目　タカ科 ●タカ目　ハヤブサ科

【特徴】
　《全長》雄約５０㎝　雌約５８．５㎝（翼開長約１０５㎝～１３０
㎝）
　《雄》
　　翼は短めで先端は丸みがあり、尾はやや長め。頭から背、尾、翼の
　　上面が青味のある灰黒色。目の後方は黒く、眉斑は白色で目立つ。
　　頭の後に白斑がでるものも多い。胸、腹などの下面は白く、灰黒色
　　の横斑が全体にある。虹彩はオレンジ色であることが多い。
　《雌》
　　体は雄よりも大きく、丸みがある。胸や腹の横斑は雄よりも濃い。
　　眉斑も雄よりも顕著に太く見える。虹彩は黄色。
【分布】
　　留鳥としてほぼ全国で繁殖するが、南西諸島ではまれな冬鳥。

　高病原性鳥インフルエンザウィルスに対し、感染リスクの高い種
　リスク種１（１８種）　　　※１羽から対象

■ハヤブサ（Falco peregrinus）

【特徴】
　《全長》雄約３８㎝～４５㎝　雌約４６㎝～５１㎝
　　　　　（翼開長約８４㎝～１２０㎝）
　《雄》
　　翼の幅は太めで、先端は尖っている。頭から背、翼の上面は青黒色
　　で、下面は白っぽく細かい横縞がある。喉の縦斑は見えにくく、腹
　　の中央部の斑は丸い。頬に髭状の俗に言うハヤブサ斑がある。
　《雌》
　　あまり違いは無いが、体が大きい。喉の縦斑も明瞭に見られる。
　　体下面の横斑も雄より太く明瞭に出る。腹の中央部の斑はしっかり
　　とした横斑状に見える。
【分布】
　　留鳥として九州以北で繁殖するほか、全国に冬鳥として飛来。

●ツル目　ツル科
■ナベヅル（Grus monacha）

　　　　　　　　　撮影：（財）自然環境研究センター

【特徴】
　《全長》約９６．５㎝
　　体は灰黒色。頭部と首は白く、頭頂は黒と赤。雨覆は灰黒色。
　　風切は少し黒みが強い。嘴は黄色で足は黒。

【分布】
　　冬鳥として、鹿児島県出水地方と山口県熊毛町に渡来する。
　　ほとんどが出水地方で越冬する。

■マナヅル（Grus vipio）

　　　　　　　　　撮影：（財）自然環境研究センター

【特徴】
　《全長》約１２７㎝
　　額から目の周囲は赤く、頭部、喉、首の後側、首の上部前側は白
　　く、首の下部前側から胸、腹、背は灰黒色。雨覆は青灰色で、風
　　切に近い部分ほど白くなり、三列風切は長く伸びほとんど白い。
　　風切は黒褐色。嘴は黄色で、足は淡紅色。

【分布】
　　冬鳥として、鹿児島県出水地方に渡来。

■オオタカ（Accipiter gentilis）

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　幼鳥

リスク種１



高病原性鳥インフルエンザウィルスに対し、感染リスクの高い種リスク種
２（１６種）
※　対応レベル１で３羽以上、対応レベル２以上で２羽から、対応レベル３で１羽から対象

【特徴】
　《全長》約３６㎝～３９㎝　（翼開長約７０㎝～８０㎝）
　　体のほとんどが黒色で、嘴から額にかけて白く、目は濃い茶色で
　　ある。足は暗緑色をしている。指は長くひれがある。
　　広い水辺に生息し、もぐって餌を取る。
　　首を前後に振って泳ぐ。

【分布】
　　ほぼ全国で繁殖し、本州以南で越冬。

【特徴】
　《全長》約３９㎝～４３㎝　（翼開長約６５㎝～７５㎝）
　《雄》
　　顔は黄白色と緑黒色のともえ方の特徴ある班があり、伸びた肩羽は黒く、
　　栗色と白の羽縁がある。
　《雌》
　　褐色で黒褐色班がある。嘴の基部に白色の円紋がある。
　　脇や腹部は淡い羽縁のある褐色の羽がある。
【分布】
　　冬鳥として、本州・四国・九州に渡って越冬する。北海道では観測例は少
　　なく、旅鳥である。

●カモ目　カモ科
■マガモ（Anas platyrhynchos）

メス

　　　　　　　　　　　　　       　　オス

■オナガガモ（Anas acuta）

 
　　　　　　　　　　　　　　　　オス

　　　　　　　メス

【特徴】
　《全長》約５９㎝
　《雄》
　　頭が光沢のある緑色で、嘴は黄色。首に白く細いリングがある。胸は褐色
　　で腹側は灰白色。上尾筒は黒く、４枚の中央尾羽はカールしている。
　　足は橙黄色。エクリプスは嘴が黄緑色であるので雌と区別できる。
　《雌》
　　全身が褐色で黒褐色の斑がある。
　　嘴は橙赤色で上嘴に黒斑がある。足は橙黄色。
【分布】
　　冬鳥として全国に渡来する。北海道などでは少数が繁殖。
　　最近では越夏する非繁殖個体も多く残る。

【特徴】
　《全長》雄約６１㎝～７５㎝　雌５１㎝～５７㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（翼開長約８０㎝～９５㎝）
　《雄》
　　体が灰色で細かい模様がある。頭はﾁｮｺﾚｰﾄ色、頭の後から首、胸は白色。
　　腹は白い。尻、脇は淡黄色、下尾筒は黒色。尾羽の中央２枚が黒色で長い。
　　嘴は上面は黒く側面は青灰色。足は灰黒色。
　　エクリプスは嘴の両側が青灰色なので区別できる。
　《雌》
　　全体が褐色で黒褐色の斑紋が全身にある。顔は褐色をしている。
　　下尾筒は白い。尾も長い。
【分布】
　　全国的に冬鳥として飛来。主として本州から九州にかけて越冬する。

■ホシハジロ（Aythya ferina） ■スズガモ（Aythya marila）

　　　　　　　　撮影：（財）自然環境研究センター

【特徴】
　《全長》約４２㎝～４９㎝　（翼開長約７２㎝～８２㎝）
　《雄》
　　頭から喉まで光沢のある茶色で、上胸は黒い。背と腹は灰色。
　　嘴は灰色で先端部が黒い。虹彩は赤い。エクリプスは雌に似る
　　が虹彩が紅い事で見分けられる。
　《雌》
　　頭部から首は褐色で、目の周りと後に淡色の線がある。
　　体は灰色。飛翔中に翼に灰色の帯がでる。
【分布】
　　主に冬鳥。全国に飛来し越冬する。

【特徴】
　《全長》約４０㎝～５１㎝　（翼開長約７２㎝～８４㎝）
　《雄》
　　頭から胸が黒く頭には緑色光沢がある。背は白地に細い黒の波状
　　班があるため灰色に見える。上尾筒と下尾筒は黒い。
　　虹彩は橙黄色である。
　《雌》
　　全身が褐色で、嘴基部に幅広い白班がある。
【分布】
　　全国的に冬鳥として飛来。

■トモエガモ（Anas formasa）

●ツル目　クイナ科
■オオバン（Fulica atra）

リスク種２



高病原性鳥インフルエンザウィルスに対し、感染リスクの高い種リスク種
２（１６種）
※　対応レベル１で３羽以上、対応レベル２以上で２羽から、対応レベル３で１羽から対象

●タカ目　タカ科

■クマタカ（Spizaetus nipalensis）

【特徴】
　《全長》雄約７０㎝～７５㎝　雌約７７㎝～８３㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　（翼開長約１４０㎝～１６５㎝）
　　背は暗褐色であり、喉は白く腮に太い縦線が１本あり、その周辺
　　から胸にかけてはたくさんの縦斑が散在する。
　　下胸から腹は褐色の横斑が広い範囲で広がる。足は黄色。
　　虹彩は橙色や赤色。顔は黒く、後頭部はやや白色かかり、冠羽が
　　ある。飛翔時は翼幅が著しく広く、後縁が拡がっている。
　　翼の下面は暗褐色の横斑が全体に入る。尾羽は白色に太い暗褐色
　　横帯が４～５本見える。
【分布】
　　九州以北で留鳥。

【特徴】
　《全長》雄約７６㎝～９０㎝　雌約８６㎝～９８㎝
　　　　　　　　　　　　　　（翼開長約１９９～２２８㎝）
　　全体がほぼ褐色で、翼の上下面とも同色。風切は黒っぽい。
　　頭は黄褐色がかり、体の他の部分より淡く、時には白っぽく見える
　　個体もいる。尾はゆるやかなくさび形で白色。嘴、足ともに黄色。

【分布】
　　日本では北海道の北・東部で少数が繁殖するが、多くは冬鳥として
　　北日本（北海道・東北地方・日本海沿岸・琵琶湖など）に飛来。

■オジロワシ（Haliaeetus albicilla）

　　　　　　　　　　　　　撮影：小林 靖英

■オオワシ（Haliaeetus pelagicus）

　　　　　　　　撮影：（財）自然環境研究センター

【特徴】
　《全長》雄約８８㎝　雌約１０２㎝
　　　　　（翼開長約２２０㎝～２５０㎝）
　　黄色の大きな嘴と長めのくさび形の尾である。翼は長くて幅広く、
　　飛翔時は後縁がふくらんで見える。額、小雨覆、尾羽は白く、体の
　　他の部分は黒褐色。足は黄色。

【分布】
　　日本へは冬鳥として主に北日本（北海道や北日本の沿岸部）に渡来
　　する。

■ノスリ（Buteo buteo）

【特徴】
　《全長》雄約５０㎝～５２㎝　雌約５３㎝～６０㎝
　　　　　（翼開長約１２２㎝～１３７㎝）
　《雄》
　　背は褐色で腹側はクリーム色。腹の脇と喉が濃い茶色で翼と尾の
　　下面は淡褐色。胸に黒褐色の縦斑がある。足は黄色で、脛に横斑
　　は無い。飛ぶと翼の先と翼角にある黒い斑が見える。
　《雌》
　　全体的に黒褐色。下尾筒が白く、下面がやや淡色。嘴は青灰色だ
　　が根本にやや褐色の斑がある。脛に横斑があるか小さい。
【分布】
　　主に留鳥として本州中部以北で繁殖。四国・九州以南では冬鳥と
　　して飛来。

リスク種２



高病原性鳥インフルエンザウィルスに対し、感染リスクの高い種リスク種
２（１６種）
※　対応レベル１で３羽以上、対応レベル２以上で２羽から、対応レベル３で１羽から対象

■フクロウ（Strix uralensis）

　

　　　　　　　　　撮影：（財）自然環境研究センター

【特徴】
　《全長》約４８㎝～５２㎝　（翼開長約９４㎝～１１０㎝）
　　尾羽はやや長い。頭部から背は灰褐色で、褐色の縦班が密にある。
　　胸から体下面は淡灰褐色で褐色の縦班がある。
　　顔にはハート型の縁取りがある。羽角はない。

【分布】
　　留鳥として九州以北に分布。

●フクロウ目　フクロウ科

リスク種２



リスク種３

■カワウ（Phalacrocorax carbo）

【特徴】
　　《全長》約８０㎝～１０１㎝　（翼開長約１３０～１６０㎝）
　　体全体が黒褐色で光沢がある。褐色の羽根に黒色の羽縁がある。
　　嘴は褐色味のある白色で、基部の裸出部が黄色く、口角の延長上の白色
　　部との境からほぼ垂直かやや外側にふくらみ気味で下方におりる。
　　よって黄色の部分はウミウよりの面積が広い。頬の裸出部は広く白くなって
　　おり、目の後方より水平かやや垂気味に白色部分が広がる。目は青緑色。
　　婚姻色が出ると頭部が白くなる。足の付け根も白くなる。
【分布】
　　中部と関東地方を中心に本州と九州の10数箇所にコロニーが残るだけと
　　なった。留鳥として生息するが、本州北部の青森県では夏鳥として繁殖す
　　る。

●カツオドリ目　ウ科

※対応レベル１・２では５羽以上から、対応レベル３では、３羽以上から対象

●ツル目　ツル科

●カイツブリ目　カイツブリ科

■カルガモ（Anas poecilorhyncha） ■コガモ（Anas crecca）

【特徴】
　《全長》約５８㎝～６３㎝　（翼開長約８３㎝～９１㎝）
　《雄》
　　全身が黒褐色で翼の上面は淡い羽縁がある。顔は白っぽく２本の黒線が
　　あり、嘴は黒く先端部分が黄色い。足はオレンジ色で、翼鏡は光沢ある青
　　色。羽色が雌よりも黒っぽい。上尾筒と下尾筒も黒っぽい。
　《雌》
　　上面の色が雄よりも薄く、上尾筒・下尾筒は褐色味を持っている。
【分布】
　　全土で見られ、北海道では夏鳥。本州以南では留鳥として繁殖する。

【特徴】
　《全長》約３４㎝～３８㎝　（翼開長約５８㎝～６４㎝）
　《雄》
　　頭が茶色で目の周りから後ろにかけて緑色。体は灰色で、側面中央付近
　　に白い水平な線がある。嘴と足は黒い。
　《雌》
　　全体的に褐色で。黒褐色の班がある。地味な色。
【分布】
　　冬鳥として全国で越冬する。極少数が北海道、本州の山岳地で繁殖期に
　　見られる。現在では環境ホルモンや飛翔力の低下で越冬する個体も見ら
　　れる。

●カモ目　カモ科

■アオサギ（ardea cinerea） ■タンチョウ（Grus japonensis）

【特徴】
　《全長》約９０㎝～９８㎝　（翼開長約１６０㎝～１７５㎝）
　《夏羽》
　　頭頂は白色で、額の両側から目の上を通り後頭部で一つになる青黒い帯
　　状の羽毛がある。顔面から首は白く首の前面には青黒色の縦斑がある。
　　胸や腹にも青黒色の縦斑があるが不規則。嘴は黄色く足はやや褐色味を
　　帯びる。風切全体は青黒色で、雨覆が青白色なのでコントラストが目立つ。
　　しかし、翼下面はコントラストがない。虹彩は黄色。
　《冬羽》
　　全体に青みがなくなり嘴は黒っぽくなる。後頭部の冠羽は残っている。
【分布】
　　北海道、本州、四国、津島で繁殖。北海道では夏鳥、本州・四国・九州では
　　留鳥か漂鳥。奄美諸島以南では冬鳥。

【特徴】
　《全長》約１３８㎝～１５２㎝
　　　　　（翼開長約２２０㎝～２５０㎝）
　　体は白く、顔から首にかけて黒い。頭頂は赤く露出しており、後頭
　　部は白い。翼をたたむと尾羽が黒いように見えるが、風切の黒色部
　　が見えている。

【分布】
　　北海道東部の釧路湿原などで繁殖し、留鳥として生息。

■ハジロカイツブリ（Podiceps nigricollis）

【特徴】
　《全長》約２８㎝～３４㎝　（翼開長約５６㎝～６０㎝）
　《夏羽》
　　全体が黒っぽく、脇が赤褐色である。目は赤色で、目の後方に金色
　　の飾り羽が出る。嘴は細くやや上向きに反っている。
　　頭はおむすび状にとがっている。
　《冬羽》
　　上面が黒褐色で、下面は白っぽい。目の下に白い部分と黒い部分の
　　分かれ目があり、境界は不明瞭である。目の後方に嘴は黒っぽい。
【分布】
　　冬鳥として九州以北に飛来。

●ペリカン目　サギ科

婚姻色

リスク種３ リスク種１・２以外のカモ科全種、カイツブリ科全種、ウ科全種、サギ科全種、

ツル科全種、カモメ科全種、タカ目全種、フクロウ目全種、ハヤブサ目全種



リスク種３

【特徴】
　《全長》雄約５８．５㎝　雌約６８．５㎝
　　　　　（翼開長約１５７㎝～１６２㎝）
　　全体的には黒褐色で尾羽には淡い縁取りが見られる。初列風切の基部に
　　白い斑点が目立つ。尾羽は凹形に切れ込んでいるか台形。
【分布】
　　九州以北に留鳥として分布。寒地のものは冬に暖地に移動する。

【特徴】
　《全長》雄約３３㎝　雌約３８．５㎝　（翼開長約６８㎝～７６㎝）
　《雄》
　　顔は青灰色。尾羽は青灰色の先端に黒色の太い横帯がある。
　　背と雨覆には明るい褐色の先端と羽軸が黒い。風切の先端は黒で下
　　面は淡色で細い縦斑がある。
　《雌》
　　頭部の青灰色は淡く、背面は雄に比べると黒斑が大きい。尾は青灰
　　色ではなく、明るい褐色で数本の黒帯がある。先端の横帯は太い。

【分布】
　　全国に冬鳥として飛来するほか、主に東日本で繁殖もする。

●タカ目
■トビ（Milvus migrans）

●ハヤブサ目
■チョウゲンボウ（Falco tinnunculus）

リスク種３ リスク種１・２以外のカモ科全種、カイツブリ科全種、ウ科全種、サギ科全種、

ツル科全種、カモメ科全種、タカ目全種、フクロウ目全種、ハヤブサ目全種



 ※

 その他の種（リスク種１～３以外の鳥類すべて）

　・同一場所で、５羽以上が死亡している場合に対応します。

（日常よく見かける感染リスクの低い野鳥）

死亡原因が他の要因（衝突など）であることが明瞭なものは除きます。また、水没し
ているものや腐敗が発生しているものは検査不可能なため対応しません

ハト(34㎝) カラス(50㎝) トラツグミ(30㎝)　 ツグミ(24㎝)

ムクドリ(24㎝) ヒヨドリ(28㎝) キレンジャク(20㎝） ヒレンジャク(18㎝)

ケリ(35㎝)　　　 イカル(23㎝) スズメ(15㎝) モズ(20㎝)

ルリビタキ(ｵｽ)(14㎝) ハクセキレイ(21㎝) セグロセキレイ(21㎝) キセキレイ(20㎝)

 【対応】

　　・上記の鳥が５羽未満で死亡している場合は、鳥インフルエンザ検査対象外ですの

　　　で、一般ゴミとして処理してください。

※　受付時間によっては、翌日対応になる場合があります。



鳥の体の各部の名称

エクリプス羽
カモ類のオスなどに見られる特殊な羽衣のことで、繁殖期特有の美しい羽衣と違って、
メスによく似た地味な色合いの羽衣。もともとは日食や月食などの「食」を意味する
言葉で、（美しい羽色が）隠れているところから名付けられた。

蹼足
カモ類

蹼足（全蹼足）
カワウ

蹼足（半蹼足）
サギ類

弁足
ｶｲﾂﾌﾞﾘ・ｵｵﾊﾞﾝ


