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中国 貿易管理制度－輸入地域規制                 2023年01月13日更新 

 

動物疫病流行国・地域からの輸入が禁止される動物とその製品一覧表【2023年01月13日更新】 

表 1 動物疫病流行国・地域一覧（アジア） 

疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

アフガニスタン 
口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ミャンマー 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

パキスタン 
口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

パレスチナ 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ブータン 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ランピースキン病 
牛とその関連製品（未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

やぎ痘、羊痘 やぎ、羊とその関連製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

豚熱 豚、いのししとその製品 

ラオス 

口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその製品（ラオスのル
アンナムター省の一部の区域を除く、詳細
については税関総署 農業農村部公告 2021
年第 7号を参照のこと） 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

インドネシア 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその関連製品（偶蹄類
の動物由来の未加工製品または加工済みで
まだ疫病伝染の可能性がある製品） 

ネパール 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

スリランカ ランピースキン病 牛とその関連製品 

バングラデシュ 
鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

インド 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 
牛とその関連製品（未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ベトナム 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 
牛とその関連製品（未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

香港 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

北朝鮮 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

タイ 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

アフリカ馬疫 馬類の動物とその関連製品 

小反芻獣疫 やぎ、羊とその製品 

ランピースキン病 
牛とその関連製品（牛由来の未加工製品ま
たは加工済みでまだ疫病伝染の可能性があ
る製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

カンボジア 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 
牛とその関連製品（牛由来の未加工製品ま
たは加工済みでまだ疫病伝染の可能性があ
る製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

バーレーン 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

クウェート 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

野生渡り鳥インフルエ
ンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

イスラエル 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

ニューカッスル病 鳥類とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

牛海綿状脳症 牛とその関連製品* 

小反芻獣疫   やぎ、羊とその製品 

やぎ痘、羊痘 やぎ、羊とその製品 

マレーシア 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

日本脳炎 豚とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

アフリカ馬疫 馬属動物とその製品 

ランピースキン病 

牛とその関連製品（牛由来の未加工製品ま

たは加工済みでまだ疫病伝染の可能性があ

る製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

キルギス 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

トルクメニスタン 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ヨルダン 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

小反芻獣疫 やぎ、羊とその製品 

やぎ痘、羊痘 やぎ、羊とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

イラン 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

野生渡り鳥インフルエ
ンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品 

イラク 鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

フィリピン 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

レストンエボラウイル
ス 

豚とその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品 

カザフスタン 

やぎ痘、羊痘 やぎ、羊とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

トルコ 
口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ブルータング 羊、牛とその製品 

日本 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

牛海綿状脳症（狂牛病） 
牛とその関連製品（月齢 30 カ月以下の骨な
し牛肉を除く） 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

古典型（アジア型）豚
熱 

豚、いのししとその製品 

モンゴル 

口蹄疫 
ドルノゴビ県ザミンウード市の一部地域以
外の偶蹄類の動物およびその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

豚熱 豚、いのししとその製品 

小反芻獣疫 
ドルノゴビ県ザミンウード市の一部地域以
外の牛、羊とその製品 

ランピースキン病 

牛とその製品（牛由来の未加工製品または
加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある製
品） 

やぎ痘、羊痘 

やぎ、羊とその製品（やぎ、羊由来の未加工
製品または加工済みでまだ疫病伝染の可能
性がある製品）（ドルノゴビ県ザミンウード
の一部地域以外） 

タジキスタン 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

アゼルバイジャン 

野生渡り鳥インフルエ
ンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

サウジアラビア 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品（2016 年 11 月 30 日公布） 

オマーン 牛海綿状脳症 牛とその関連製品* 

韓国 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

古典型（アジア型）豚
熱 

豚とその製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

アルメニア アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

オマーン 牛海綿状脳症（狂牛病） 牛と関連製品 

東ティモール アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 
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表 2  動物疫病流行国・地域一覧（欧州） 

疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

リトアニア 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品また
は加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある
製品） 

エストニア アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

イタリア 

豚水胞病 

豚とその製品 リグーリア(Liguria)、ピエ
モンテ(Piemonte)、ヴァッレ・ダオスタ
（ Valle d'Aosta ） 、 ロン バ ル デ ィ ア
（Lombardia）、トレンティーノ＝アルト・ア
ディジェ（Trentino-Alto Adige）、フリウリ
＝ヴェネツィア・ジュリア（Friuli-Venezia 
Giulia）、ヴェネト（Veneto）、エミリアロ
マーニャ（ Emilia-Romagna）、マルシェ
（Marche）等の 9 つの地域（自治区は除く）
は除く。 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

牛海綿状脳症 
（狂牛病） 

牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛
肉を除く） 

シュマーレン病 
牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011年 6月 1日以
降生産した牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎
を直接または間接に輸入禁止） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ニューカッスル病 鳥類とその製品（トスカナ区） 

マルタ アフリカ豚熱 豚とその製品 

ポルトガル 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品 

低病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（アレンテージョ州に限る） 

ニューカッスル病 
鳥類とその製品（2017年 7月 14 日公布、コ
インブラ区に限る） 

スクレイピー 羊とその関連製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

スペイン 

牛海綿状脳症 牛とその関連製品* 

シュマーレン病 
牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011年 6
月 1 日以降生産した牛精液、牛胚胎、羊精液、
羊胚胎を直接または間接に輸入禁止） 

ブルータング 反芻動物とその関連製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

やぎ痘、羊痘 
羊、やぎとその製品（羊、やぎ由来の未加工
製品または加工済みでまだ疫病伝染の可能
性がある製品） 

クロアチア 

古典型（アジア型）豚
熱 

豚とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

ブルガリア 

古典型（アジア型）豚
熱 

豚とその製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ニューカッスル病 
鳥類とその製品（クルジャリ州、ヴィディン
州に限る） 

小反芻獣疫 牛、羊とその関連製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

英国 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

低病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（ハンプシャー州に限る） 

オランダ 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品*（12 月齢以下の牛肉を除
く） 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

ベルギー 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

古典型いのししコレ
ラ 

いのししとその製品 

野禽高病原性鳥イン
フルエンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品また
は加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある
製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ニューカッスル病 
鳥類とその製品（オースト・フランデレン州、
ウェスト・フランデレン州に限る） 

ノルウェー スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品また
は加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある
製品） 

キプロス 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

ブルータング 

反芻動物およびその関連製品（反芻動物由来
の未加工製品または加工済みでまだ疫病伝
染の可能性がある製品） 

アイスランド スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

スウェーデン 

牛海綿状脳症 牛とその関連製品* 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

ニューカッスル病 
鳥類とその製品（ゴトランド、エステルイェ
ータランド県に限る） 

家禽高病原性鳥イン
フルエンザ 

鳥類とその製品 

フランス 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛
肉を除く） 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（未加工製品または加工済み
でまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

ニューカッスル病 鳥類とその製品（モルビアンに限る） 

デンマーク 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛
肉を除く） 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

家禽高病原性鳥イン
フルエンザ 

鳥類とその製品 

野生高病原性鳥イン
フルエンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

ジョージア 
野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

モンテネグロ ランピースキン病 牛とその関連製品 

セルビア 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

家禽高病原性鳥イン
フルエンザ 

鳥類とその関連製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

アイルランド 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛
肉を除く） 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（未加工製品または加工済み
でまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

スイス 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

ブルータング 
反芻動物とその製品（未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

シュマーレン病 

牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6

月 1 日以降生産した牛精液、牛胚胎、羊精液、
羊胚胎を直接または間接に輸入禁止） 

ドイツ 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

シュマーレン病 

牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6 月 1 日以
降生産した牛胚胎、羊精液、羊胚胎を直接ま
たは間接に輸入禁止） 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

ブルータング 
反芻動物とその製品（未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ルクセンブルグ ニューカッスル病 鳥類とその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

ブルータング 
反芻動物とその製品（未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

シュマーレン病 

牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎（2011 年 6

月 1 日以降生産した牛精液、牛胚胎、羊精液、
羊胚胎を直接または間接に輸入禁止） 

チェコ 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛
肉を除く） 

シュマーレン病 牛胚胎、牛精液、羊精液、羊胚胎 

アフリカ豚熱 豚とその製品 

ロシア 

口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその製品（ロシアアルハ
ンゲリスク州等の 48 地域を除く、詳細内容
について、税関総署公告 2019 年第 99 号をご
参照のこと） 

鳥インフルエンザ 鑑賞鳥と野鳥 

アフリカ豚熱 豚とその製品 

やぎ痘、羊痘 やぎ、羊とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

家禽高病原性鳥イン
フルエンザ 

鳥類とその製品 

ニューカッスル病 
鳥類とその製品（クラスノダール辺境地域に
限る） 

ウクライナ 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

リヒテンシュタイ
ン 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

スロバキア 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

スロベニア 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品また
は加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある
製品） 

オーストリア 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

ニューカッスル病 鳥類とその製品 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを
含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）
および羊蛋白を含む動物飼料 

家禽高病原性鳥イン
フルエンザ 

鳥類とその製品 

ハンガリー 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

ラトビア アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ボスニア・ヘルツ
ェゴビナ 

野生渡り鳥インフル
エンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

ポーランド 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛と関連製品* 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその製品 

フィンランド 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

スクレイピー 羊とその製品 

ルーマニア 

牛海綿状脳症（狂牛
病） 

牛とその関連製品* 

スクレイピー 羊とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ニューカッスル病 鳥類とその製品（ヤロミツァ県） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ベラルーシ アフリカ豚熱 豚とその製品 

ギリシャ 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

モルドバ 
アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

高病原性鳥インフル
エンザ 

鳥類とその関連製品 

北マケドニア 
ニューカッスル病 

一部地域の鳥類とその製品（スコピエ地区
Skopje District に限る） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

欧州全体 
牛海綿状脳症（狂牛
病） 

反芻動物源性飼料 
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表 3  動物疫病流行国・地域一覧（アフリカ） 

疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

ジブチ 
鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

スーダン 鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

チャド アフリカ馬疫 馬類動物とその関連製品 

エスワティ二 アフリカ馬疫 馬類動物とその関連製品 

トーゴ 鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

モーリシャス 口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその関連製品（偶蹄類の動物由
来の未加工製品または加工済みでまだ疫病伝染の可
能性がある製品） 

マラウイ 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ニジェール 鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

アルバニア 
鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

エジプト 

野生渡り鳥インフルエ
ンザ 

観賞鳥、野鳥類とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

アルジェリア 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

小反芻獣疫 

やぎ、羊とその関連製品（やぎ、羊由来の未加工製

品または加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある製

品） 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品または加工

済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

チュニジア 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを含む）

とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）および羊蛋

白を含む動物飼料 

モロッコ 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

小反芻獣疫 

やぎ、羊とその関連製品（やぎ、羊由来の未加工製

品または加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある製

品） 

ブルキナファソ 鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ギニア 
口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

エボラ病 猿、オランウータン等霊長類動物 

ザンビア 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

牛肺疫 
牛とその関連製品（牛由来の未加工製品または加工

済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

ボツワナ 

アフリカ豚熱 豚とその製品 

口蹄疫 

牛とその製品（一部地域除外、詳細内容は税関総署 
農業農村部公告 2020 年第 27 号および 2022 年第 90

号公告を参照） 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

マダガスカル アフリカ豚熱 豚とその製品 

セネガル 

アフリカ豚熱 豚とその製品 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

ナイジェリア 鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

ガーナ アフリカ豚熱 豚とその製品 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを含む）
とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）および羊蛋
白を含む動物飼料 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

南アフリカ 

共和国 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを含む）
とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）および羊蛋
白を含む動物飼料 

アフリカ馬疫 馬属動物とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその製品（偶蹄類の動物由来の
未加工製品または加工済みでまだ疫病伝染の可能性
がある製品） 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

ナミビア 

口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその製品（ナミビア獣医警戒線
フェンス（Veterinary Cordon Fence,VCF）の南側の地
域の Otjozondjupa 州、Omaheke 州、Khomas 州、Erongo

州、Hardap 州、Karas 州等の 6 州、 および OIE 認証
を受けた Kunene州と Oshikoto 州の南部地域を除く） 

ランピースキン病 牛とその関連製品 

牛肺疫 

牛とその関連製品（牛由来の未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品）
（（Veterinary Cordon Fence,VCF）の南側の地域を除
く） 

ジンバブエ 

アフリカ馬疫 馬属動物とその製品 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

コンゴ民主共和
国 

エボラ病 猿、オランウータン等霊長類動物 

ガボン 
エボラ病 猿、オランウータン等霊長類動物 

鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

コートジボワール 
鳥インフルエンザ 鳥類とその製品 

カメルーン 

ルワンダ 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

モザンビーク 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

マリ 
高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

レソト 
高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

ベナン 
高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（鳥類由来の未加工製品または加工
済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

アフリカ全体 
猴痘 

草原犬鼠、ガンビア鼠、リス等齧歯類動物、野兎と
その製品 

アフリカ豚熱 豚とその製品 
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表 4  動物疫病流行国・地域一覧（米州） 

疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

メキシコ 

ニューカッスル病 鳥類とその製品 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品 

米国 

猴痘 
草原犬鼠、ガンビア鼠、リス等齧歯類動物、野
兎とその製品 

牛海綿状脳症（狂牛病） 

牛とその製品（2006 年 6 月 29 日より米国からの
30 月齢以下の骨なし牛肉の輸入が解禁、2020年 2
月 19 日より、米国産牛肉および牛肉製品の輸入
の月齢制限を解除、米国に対する反芻動物成分を
含むペットフードの制限を解除） 

兎ウイルス性出血病 
兎とその製品（ニューヨーク州、アイオワ州、ユ
ータ州、イリノイ州に限る）米国 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを含む）
とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）および羊
蛋白を含む動物飼料 

カナダ 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを含む）
とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）および羊
蛋白を含む動物飼料 

ブルータング、鹿流行
性出血熱 

牛、屠殺場からの牛体外授精胚胎、羊、羊精液、
羊胚胎、（アウラ山谷に限り、その周辺 25 km 地域
は 10 月 1 日から翌年 4 月 1 日まで輸出可） 

牛海綿状脳症（狂牛病） 
牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛肉を
除く） 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその関連製品（鳥類由来の未加工製品また
は加工済みでまだ疫病伝染の可能性がある製品） 

ブラジル 

口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその製品（Santa Catarina 州、
Acre 州、Bahia 州（過渡的地域とモニタリング地
域を含まない）、Espírito Santo 州、Goiás 州、連邦
区（Distrito Federal）、Minas Gerais 州、Mato Grosso

州、Mato Grosso do Sul 州（過渡的地域とモニタリ
ング地域を含まない）、Paraná 州、Rondônia（過渡
的地域とモニタリング地域を含まない）Rio 

Grande do Sul 州、Rio de Janeiro 州、Sergipe 州、São 

Paulo 州、Tocantins 州（過渡的地域とモニタリン
グ地域を含まない）、OIE 認証を受けた Pará 州の
中南部地域を除く） 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシングを含む）
とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂（油）および羊
蛋白を含む動物飼料 

牛海綿状脳症（狂牛病） 
牛とその関連製品*（30 月齢以下の骨なし牛肉を
除く） 

アルゼンチン 口蹄疫 

偶蹄類の動物およびその製品（アルゼンチン北部
の長さが約 2200km、幅が 15km である国境地域に
限る） 
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疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

コロンビア 

スクレイピー 

羊、羊胚胎、羊精液、羊内臓（ケーシング
を含む）とその製品、肉骨粉、骨粉、羊脂
（油）および羊蛋白を含む動物飼料 

古典型（アジア型）豚熱 豚とその製品 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

エクアドル 

口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその関連製品（鳥類由来の未加工製
品または加工済みでまだ疫病伝染の可能
性がある製品） 

パラグアイ 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ベネズエラ 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ペルー 口蹄疫 偶蹄類の動物およびその製品 

ドミニカ 

低病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（プラバスタン省に限る） 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

ボリビア ニューカッスル病 鳥類とその製品(ラパス省に限る)  

ハイチ アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

 

表 5  動物疫病流行国・地域一覧（オセアニア州） 

疫病の国・地域 病 名 輸入が禁止される貨物の名称 

オーストラリア 

低病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品（ビクトリア州に限る） 

高病原性鳥インフルエ
ンザ 

鳥類とその製品* 

パプアニューギ
ニア 

アフリカ豚熱 豚、いのししとその製品 

 

注意： 

  * 制限製品は相応する公告内容を基準とする。 

 1.本表は公布された禁止令公告、リスク警告通達および双務協定書に基づいて整理し

て作成したものであり、国際上の動物疫病の発生状況および相応する最新の公告、

通達に基づき、適宜調整することがある。 

 2.本表は入国する動物およびその関連製品の検査検疫の根拠とすることのみに供す

る。 

 3.関連製品とは関連する動物に由来する未加工製品または加工済であるが疫病を伝

播させる可能性のある製品を指す。 

 4.出典：中国税関総署動物植物検疫司 

（http://www.customs.gov.cn/dzs/2746776/2753557/index.html） 

 

5.関連内容は下記の法規により更新した。 
2018 年 6 月 26 日 税関総署 農業農村部公告 2018 年 66 号（英国の 30 月齢以下の骨
なし牛肉に対する禁止令の解除に関する公告） 
2018 年 7 月 2 日 税関総署 農業農村部公告 2018 年 86 号（ドイツの鳥インフルエン
ザに対する禁止令の解除に関する公告） 
2018年 7月 26日 税関総署 農業農村部公告 2018年 99 号（ブルガリアの小反芻獣疫
の中国への伝染防止に関する公告） 

http://www.customs.gov.cn/dzs/2746776/2753557/index.html
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2018 年 8 月 10 日 税関総署 農業農村部公告 2018 年 105 号（ベルギー一部地域のニ
ューカッスル病の中国への流入防止に関する公告） 
2018年 8月 14日 税関総署 アフリカ豚熱の防止とコントロールに関する通知（署弁
動植函 23 号） 
2018年 8月 31日 税関総署 農業農村部公告 2018年 114号（チェコの 30月齢以下の
骨なし牛肉に対する禁止令の解除に関する公告） 
2018 年 9 月 28 日 税関総署 農業農村部公告 2018 年 123 号（日本の古典型（アジア
型）豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2018 年 9 月 28 日 税関総署 農業農村部公告 2018 年 126 号（ブルガリアのアフリカ
豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2018 年 9 月 29 日 税関総署 農業農村部公告 2018 年 124 号（ベルギーのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 
2018年 10月 15 日 税関総署 農業農村部公告 2018年 133号（モルドバのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 
2018年 10月 22 日 税関総署 農業農村部公告 2018年 139号（ボリビアの口蹄疫に対
する禁止令の解除に関する公告） 
2018年 10月 30 日 税関総署 農業農村部公告 2018年 158号（コロンビアの口蹄疫に
対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 1月 28日 税関総署 農業農村部公告 2019年 24 号（モンゴル一部地域の口蹄
疫に対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 1月 29日 税関総署 農業農村部公告 2019年 25 号（モンゴルのアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 2月 21日 税関総署 農業農村部公告 2019年 34 号（南アフリカ共和国の口蹄
疫の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 1月 30日 税関総署公告 2019年 23 号（カザフスタンのランピースキン病の中
国への流入防止に関する公告） 
2019 年 3 月 6 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 42 号（ベトナムのアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 3月 27日 税関総署 農業農村部公告 2019年 55 号（フランスの鳥インフルエ
ンザに対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 3月 27日 税関総署公告 2019年 59 号（モンゴル一部地域の小反芻獣疫リスク
提示に対する禁止令の解除に関する公告） 
2019 年 3 月 6 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 42 号（カンボジアのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 5 月 8 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 82 号（エスワティ二のアフリカ
馬疫の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 5 月 8 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 83 号（チャドのアフリカ馬疫の
中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 5 月 8 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 86 号（南アフリカ共和国の動物
獣皮と羊毛に対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 5月 24日 税関総署 農業農村部公告 2019年 97 号（カザフスタンのやぎ痘と
羊痘の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 5月 30日 税関総署 農業農村部公告 2019年 99 号（ロシアの口蹄疫に対する
禁止令の解除に関する公告） 
2019 年 6 月 12 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 100 号（北朝鮮のアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 6 月 21 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 117 号（ラオスのアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 7 月 23 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 122 号（南アフリカ共和国一部
地域の口蹄疫に対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 8月 6日 税関総署 農業農村部公告 2019年 130 号（スロバキアのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 8 月 23 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 137 号（セルビアのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 8 月 26 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 138 号（ミャンマーのアフリカ
豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2019 年 9 月 18 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年 149 号（フィリピン、韓国のア
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フリカ豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 10月 12 日 税関総署 農業農村部公告 2019年 154号（東ティモールのアフリ
カ豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 10月 31 日 税関総署公告 2019年 169 号（スペイン、スロバキアの鳥インフル
エンザのリスク提示に対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 11月 14 日 税関総署 農業農村部公告 2019年 177号（米国の鶏肉輸入禁止令
の解除に関する公告） 
2019 年 12 月 6 日 税関総署 農業農村部公告 2019 年第 192 号（インドのランピース
キン病の中国への流入防止に関する公告） 
2019年 12月 19 日 税関総署 農業農村部公告 2019年第 200 号（日本口蹄疫に対する
禁止令の解除に関する公告） 
2019年 12月 19 日 税関総署 農業農村部公告 2019年第 202 号（日本牛海綿状脳症に
対する禁止令の解除に関する公告） 
2019年 12月 26 日 税関総署 農業農村部公告 2019年第 224 号（インドネシアのアフ
リカ豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
 
2020年 1月 17日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 26号（ボツワナの伝染的な胸
膜肺炎に対する禁令の解除に関する公告） 
2020年 1月 17日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 27号（ボツワナ一部地域の口
蹄疫に対する禁令の解除に関する公告） 
2020年 1月 17日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 28号（ギリシャのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 
2020年 1月 21日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 11号（ポーランドの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2020年 2月 14日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 25号（米国の鳥類とその製品
に対する輸入制限の解除に関する公告） 
2020年 2月 21日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 31号（スロバキア、ハンガリ
ー、ドイツおよびウクライナの高病原性鳥インフルエンザの中国への流入防止に関す
る公告） 
2020年 2月 19日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 30号（米国の反芻動物の成分
を含むペット食品に対する輸入制限の解除に関する公告） 
2020年 2月 19日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 34号（米国の牛肉とその製品
の月齢制限に対する解除に関する公告） 
2020年 3月 17日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 41号（バングラデシュのラン
ピースキン病の中国への流入防止に関する公告） 
2020年 3月 27日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 47号（フィリピンの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2020 年 4 月 1 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 48 号（タイのアフリカ馬疫の
中国への流入防止に関する公告） 
2020 年 4 月 3 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 51 号（パプアニューギニアの
アフリカ豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2020年 4月 27日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 61号（北マケドニアのニュー
カッスル病の中国への流入防止に関する公告） 
2020年 5月 27日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 71号（インドのアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2020 年 7 月 6 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 82 号（イスラエルのやぎ痘、
羊痘の中国への流入防止に関する公告） 
2020 年 7 月 3 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 83 号（ルワンダの口蹄疫の中
国への流入防止に関する公告） 
2020年 7月 10日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 85号（ポルトガルのスクレイ
ピーの中国への流入防止に関する公告） 
2020年 7月 28日税関総署 農業農村部公告 2020 年第 88 号（ブルガリアのニューカッ
スルの中国への流入防止に関する公告） 
2020年 8月 20日税関総署 農業農村部公告 2020 年第 96 号（モザンビークの口蹄疫の
中国への流入防止に関する公告） 
2020 年 9 月 11 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 104 号（ドイツのアフリカ豚
熱の中国への流入防止に関する公告） 



                                                                  

 

 
 

禁無断転載 Copyright (C) 2023 JETRO. All rights reserved. - 16 - 

 

2020 年 9 月 11 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 105 号（マレーシアのアフリ
カ馬疫の中国への流入防止に関する公告） 
2020 年 12 月 8 日 税関総署 農業農村部公告 2020 年第 125 号（ベルギーの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2020年 12月 24 日 税関総署 農業農村部公告 2020年第 131 号（アイルランドの高病
原性鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 1月 5日 税関総署 農業農村部公告 2021 年第 2 号（フランスの高病原性鳥イ
ンフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 1 月 6 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 2 号（フランスの高病原性鳥イン
フルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 1月 19日税関総署 農業農村部公告 2021年第 6号（セネガルの高病原性鳥イン
フルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 1月 20日税関総署 農業農村部公告 2021年第 7号（ラオスの一部の地区の口蹄
疫に対する禁止令の解除に関する公告） 
2021 年 1 月 25 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 10 号（リトアニアの高病原性鳥
インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 1月 28日税関総署 農業農村部公告 2021年第 12号（スリランカのランピース
キン病の中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 2 月 20 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 15 号（アルジェリアの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 2 月 26 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 19 号（フィンランドの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 3月 1日税関総署 農業農村部公告 2021年第 20号（エストニアの高病原性鳥イ
ンフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 3月 8日税関総署 農業農村部公告 2021年第 24号（マレーシアのアフリカ豚コ
レラの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 4月 6日税関総署 農業農村部公告 2021年第 29号（モーリシャスの口蹄疫の中
国への流入防止に関する公告） 
2021 年 4 月 19 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 32 号（ボリビアのニューカッス
ル病の中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 4 月 26 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 35 号（マリの高病原性鳥インフ
ルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021年 6月 9日税関総署 農業農村部公告 2021年第 40号（レソトの高病原性鳥インフ
ルエンザの中国への流入防止に関する公告）  
2021 年 6 月 25 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 48 号（カンボジアのランピース
キン病の中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 7 月 16 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 58 号（ラオスのランピースキン
病の中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 8 月 18 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 63 号（ドミニカのアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2021年 9月 1日税関総署 農業農村部公告 2021年第 67号（ベナンの高病原性鳥インフ
ルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 9 月 14 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 71 号（ボツワナの高病原性鳥イ
ンフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 9 月 26 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 75 号（モンゴルのランピースキ
ン病の中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 9 月 29 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 76 号（ハイチのアフリカ豚熱の
中国への流入防止に関する公告） 
2021年 9月 29日税関総署 農業農村部公告 2021年第 77号（英国の 30 ヶ月以下骨なし
牛肉の輸入禁止に関する公告） 
2021 年 10 月 22 日税関総署 農業農村部 署弁動植函 2021 年第 22 号（モロッコの小
反芻獣疫の中国への流入防止に関する通知） 
2021 年 10 月 22 日税関総署 農業農村部 署弁動植函 2021 年第 23 号（ナミビアの伝
染性牛肺疫の中国への流入防止に関する通知） 
2021 年 11 月 24 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 99 号（ノルウェーの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2021 年 12 月 6 日税関総署 農業農村部 署弁動植函 2021 年第 9 号（ナミビアの一部
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地域の伝染性牛肺疫の流行による輸入制限の解除に関する通知） 
2021年 12月 16 日税関総署 農業農村部公告 2021 年第 109号（モンゴルの西部 5県の
口蹄疫の中国への流入防止に関する公告） 
2022 年 1 月 12 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 4 号（スロベニアの高病原性鳥
インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2022 年 1 月 12 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 5 号（パレスチナの口蹄疫の中
国への流入防止に関する公告） 
2022 年 1 月 24 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 9 号（イタリア、北マケドニア
のアフリカ豚熱の中国への流入防止に関する公告） 
2022年 1月 26日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 11 号（タイのアフリカ豚熱の中
国への流入防止に関する公告） 
2022年 1月 29日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 15 号（スペイン、モルドバの高
病原性鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2022年 2月 21日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 20 号（カナダの高病原性鳥イン
フルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2022 年 2 月 25 日税関総署 農業農村部 署弁動植函 2022 年 4 号（カザフスタンの口
蹄疫の中国への流入防止に関する通知） 
2022 年 4 月 1 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 30 号（南アフリカの口蹄疫の中
国への流入防止に関する公告） 
2022年 4月 29日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 37 号（ラオスのランピースキン
病流行による輸入制限の解除に関する公告） 
2022年 4月 29日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 38 号（モンゴルのやぎ痘、羊痘
の中国への流入防止に関する公告） 
2022年 5月 17日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 44 号（インドネシアの口蹄疫の
中国への流入防止に関する公告） 
2022年 5月 27日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 46 号（ネパールのアフリカ豚熱
の中国への流入防止に関する公告） 
2022 年 6 月 1 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 48 号（ガボンの高病原性鳥イン
フルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2022 年 8 月 3 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 71 号（モンゴルの一部地区のや
ぎ痘、羊痘による輸入制限の解除に関する公告） 
2022年 8月 19日税関総署 農業農村部公告 2022年 76号（南アフリカ共和国の羊毛と
動物獣皮の口蹄疫に対する禁止令の解除に関する公告） 
2022年 9月 21日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 90 号（ボツワナの一部地区の口
蹄疫非免疫無疫区地位の取消に関する公告） 
2022年 9月 30日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 93 号（スペインのやぎ痘、羊痘
の中国への流入防止に関する公告） 
2022年 10月 27 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 103号（ポルトガルの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2022年 11月 11 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 109号（ザンビアの牛肺疫の中
国への流入防止に関する公告） 
2022年 12月 21 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 130号（エクアドルの高病原性
鳥インフルエンザの中国への流入防止に関する公告） 
2022年 12月 22 日税関総署 農業農村部公告 2022 年第 128号（キプロスのブルータン
グの中国への流入防止に関する公告） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


