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ＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）等の侵入防止に係る外国人留学生への注意喚起について 

 

 

標題に関して、別添のとおり農林水産省より注意喚起がまいりました。 

ついては、農林水産省からの事務連絡及び別添資料の内容について御確認いただくとともに、外

国人留学生に対して、ＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）の侵入防止に関する下記の内容を周知いただきま

すようお願いします。 

なお、以下関連情報ホームページにおいて、多言語対応のパンフレット等が掲載されております

ので、ご活用いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1. 海外から我が国へ、豚肉、牛肉、鶏肉、卵など（ソーセージ、ジャーキーなどの加工品、肉ま

ん、餃子などの肉を含む食品を含む。）を持ち込むことは、数量の多少や輸送形態（手荷物・

携帯品や郵便物）に関わらず法律で禁止されており、決して我が国に持ち込まないこと。 

2. 違反した場合には、罰則（３年以下の懲役又は100 万円以下の罰金）の対象となること。 

3. 留学生自身のみではなく、訪日する家族や知人が、肉や卵などを含む食品を日本に決して持ち

込まないようよく注意するとともに、郵便物としても日本に送付しないことを徹底させるこ

と。 

 

（参考） 

○関連情報ホームページ 

 ・農林水産省ＨＰ アフリカ豚コレラについて 

  https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html  

・動物検疫所ＨＰ 多言語対応パンフレット等 

  https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html 
 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室政策調査係 
ＴＥＬ：03-6734-3360 
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農林水産省消費・安全局  

動物衛生課国際衛生対策室長  

 

   ＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）等の侵入防止に係る外国人留学生への注意喚

起について 

 

 平素より、家畜衛生の推進に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 ＡＳＦは、豚及びいのししに致死的な病気を引き起こす伝染病で、人には感染しま

せんが、発生した場合に我が国の豚肉生産に甚大な影響を及ぼすことから、現在、政

府一体となって侵入防止及び国内での発生予防に取り組んでいます。 

昨年８月に、アジアで初めて中国で本病の発生が確認されて以降、アジア地域で感

染が急速に拡大しており、我が国への侵入リスクが高まっています。 

我が国では、本病の侵入防止のため、発生地域からの豚肉製品等の輸入を禁止して

いますが、我が国への入国者の携帯品や我が国に送られる国際郵便物から豚肉製品等

が摘発される件数は依然として多く、関係者に対する制度の周知及び持込み禁止に関

する情報提供を広く行っていく必要があります。また、違法に持ち込んだ者に対して

は、警察への告発を含めて厳格に対応しているところであり、最近の事例では、外国

人留学生も逮捕されているところです。 

 以上を踏まえ、貴職におかれましては、本病の侵入防止に関する下記の内容につい

て、貴管下の機関等を通じて、外国人留学生に対する周知及び注意喚起に御協力いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 海外から我が国へ、豚肉、牛肉、鶏肉、卵など（ソーセージ、ジャーキーなどの

加工品、肉まん、餃子などの肉を含む食品を含みます。）を持ち込むことは、数量の

多少や輸送形態（手荷物・携帯品や郵便物）にかかわらず法律で禁止されているこ

とから、決して我が国に持ち込まないこと。 

 

２ 違反した場合には、罰則（３年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金）の対象とな

ること。 

 

３ 留学生自身のみではなく、訪日する家族や知人が、肉や卵などを含む食品を日本

に決して持ち込まないようよく注意するとともに、郵便物としても日本に送付しな

いことを徹底させること。 



親族・知人訪問 約28%

日本在住 約27%

観光 約12%

技能実習生 約7%

留学生 約7%

就労 約6%

商用 約5%

その他

⽇本在住

ASF（アフリカ豚コレラ）について

・豚及びいのししに感染する致死率の⾼い伝染病。（⼈には感染しない）
・CSF（豚コレラ）とは別の病気。
・有効なワクチンや治療法が存在しない。
・ASFウイルスは豚⾁中で⻑期間感染⼒を維持するため、豚⾁等の違法な持込みは、
家畜の豚や野⽣いのししが感染する原因となる。

・⼀度侵⼊すると養豚に甚⼤な被害を与える。（2007年以降根絶した国なし）

ASF（アフリカ豚コレラ）とは

ASFが流⾏している地域の状況

2019年1⽉、中国便の旅客が持ち込んだ
ソーセージから感染⼒のあるASFウイルスを検出

⽔際での
⾁製品の持込み摘発が
極めて重要

輸⼊禁⽌畜産物持込み者の属性

親族・
知⼈訪問

2018年８⽉に中国で初発⽣以降、アジア地域で急速に拡⼤

・アジア地域には、世界で飼養される豚（9億7千万頭）の約6割（5億6千万頭）を
飼養（うち4億4千万頭は中国で飼養）。<FAO, 2017>

・ASFは約８か⽉で中国全⼟に流⾏拡⼤。
・中国では、豚⾁の価格が2018 年7⽉と⽐べ約2.6倍に上昇。<中国中央⼈⺠政府>

・公表ベースでは、ベトナムの発⽣件数は約6,000件（約580万頭を処分）。<OIE>

〇⽇本を訪れる外国⼈の
約85％はアジア地域から

〇輸⼊禁⽌畜産物の摘発(2018)
約9万4千件（動物検疫所）

2019年12⽉

※2020年の旧正⽉は1⽉25⽇



Do not come into contact with domestic animals
- within a week before coming to Japan.
- for a week after arriving in Japan.

Please do not bring dirty work clothes, work shoes or boots not properly 
cleaned after use.

Needs disinfection!

You cannot bring meat products, such as meat, ham, sausages and 
bacon, into Japan from most countries without   inspection certificate.
Please inform your family and acquaintances overseas not to send meat 
products while you are staying in Japan.
If by any chance you have received meat products that was not 
inspected, you need to notify your nearest Animal Quarantine Service 
immediately.

You cannot bring in meat products

※If such products are illegally imported, you could 
be fined up to 1,000,000 yen and risk 3 years jail. 

Persons who have visited places with domestic animals overseas, or 
persons who will be in contact with domestic animals in Japan, please 
declare at the Animal Quarantine Counter inside the baggage claim area.

Attention!


