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（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（2015年12月23日13時00分付け） 

家畜伝染病予防法施行令及び施行規則の改正 

 - 法律改正（2015年６月22日）に基づく後続措置として、重点防疫管理地

区、畜産系列化事業者に対する防疫管理等に関する詳細を規定 - 
 

出典URL: 

http://www.maf.go.kr/list.jsp?&newsid=155447573&section_id=b_sec_1&pageNo=1&year 

=2015&listcnt=10&board_kind=C&board_skin_id=C3&depth=1&division=B&group_id=3&men 

u_id=1125&reference=&parent_code=3&popup_yn=&tab_yn=N 

 

（機械翻訳等に基づく仮訳） 

 
 

《主な内容》 
 

  

 

家畜伝染病予防法が改正されたことをうけ、2015年12月23日に「家畜伝染病予防法施

行令・施行規則」が施行された。 

 

【主な改正内容】 

 ①家畜伝染病予防法施行令 

  -家畜防疫官の基準仕事量を考慮した、人員の適正配置基準の設定 

  -家畜飼育施設の閉鎖命令及び家畜の飼育制限命令の基準を追加 

  -殺処分補償金の支払い及び減額基準を具体的に設定 

  -過怠金賦課基準の新設及び強化等 

 

 ②家畜伝染病予防法施行規則 

  -重点防疫管理地区の指定及び解除の基準・手続等の詳細について規定 

  -畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫管理基準の設定 

  -畜産関係施設に出入りする車両の変更・登録抹消基準の設定 

  -家畜所有者等が遵守すべき防疫基準の具体的な制定 

  -飼料・糞尿などの汚染が懸念される物品を定義し、移動制限等の防疫措置につい

て規定 

  -一時的な移動停止措置命令の対象に口蹄疫ワクチン接種動物を追加等 
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 農林畜産食品部（長官イ・ドンピル）は口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザなどの家畜

疾病防疫体系改善を反映した家畜伝染病予防法が2015年６月22日付けで改正・公布された

ことをうけ、後続措置として「家畜伝染病予防法施行令及び施行規則」の立法手続きが完

了し、2015年12月23日から施行されると明らかにした。 

 

家畜伝染病予防法の改正（法律第13353号、2015年６月22日公布、６か月後施行） 

   -  AI防疫対策と口蹄疫防疫体系改善案などを反映 

<主な改正事項>重点防疫管理地区の指定・運営、家畜防疫協議会を家畜防疫審議会に改編、

畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫管理などの義務の付与、家畜防疫官

の適正な確保と消毒設備設置対象の拡大、殺処分補償金減額規定を具体化するため

の根拠規定の設定、過怠金の賦課基準の改善など 

 

今回施行された家畜伝染病予防法は、韓国政府が発表した口蹄疫・AI防疫体系改善案の

内容をもとに、予防を強化し、家畜伝染病発生時の迅速な防疫措置を通じて畜産業分野の

被害を最小限に抑えることに重点を置いた。 

  *「AI防疫体系改善案（2014年８月14日）」、「口蹄疫防疫体系改善案（2015年７月21

日）」を発表 

 

❍今回施行される家畜伝染病予防法施行令・施行規則は、改正法で委任された事項を具体

的に定め、その法令の運用過程で明らかとなった一部の不備点を改善・補完したものであ

り、主な内容は以下のとおりである。 

 

[家畜伝染病予防法施行令] 

①家畜防疫機関別に家畜防疫官の基準仕事量を考慮した人員の適正配置基準を設ける。 

  *市・道の家畜防疫機関等に対して、検査や疫学調査等の適正業務量を反映した所要人

員と飼育農家数などを反映した所要人員を適用＜参考２＞ 

 

②家畜飼育施設の閉鎖命令と家畜の飼育制限命令の基準を追加する。 

   - （現行）家畜伝染病の発生などにより、家畜の所有者などが該当家畜の隔離・拘留

または移動制限命令に違反した場合、家畜飼育施設の閉鎖命令または家畜

の飼育制限命令を下すことができる。 

   - （改正後）家畜以外の汚染が懸念される物品の隔離・拘留または移動制限命令に違

反した場合にも、家畜飼育施設の閉鎖命令または家畜の飼育制限命令を

下すことができるようにする。 

 

③補償金の支払い及び減額基準を設定する。 

   - 畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫管理義務の不履行、死亡または罹患

家畜の届出遅延、口蹄疫ワクチン接種命令違反などの防疫措置違反時の補償金減額

基準を具体的に定める。 

    *（減額率）畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫教育未実施：家畜の評価

額の５％、死亡または罹患家畜の届出遅延：申告遅延日数に応じて、家

畜の評価額の20～60％、口蹄疫ワクチン接種命令違反：家畜の評価額の4

0％、等 

   - 疾病管理評価が優れていたり（１、２等級）、家畜の所有者などが家畜伝染病発生

の事実を早期に申告した場合などについては補償金減額の一部を軽減（５～10％）
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することができるようにする。 

 

④自治体が農食品部長官による殺処分などの防疫措置命令を履行していない場合、国費で

補助されている支援金を減額することができる基準を定める。 

*殺処分指示を履行していない自治体に対して国費を減額（１日遅滞：10％→５日遅滞：

全額） 

 

⑤重点防疫管理地区で防疫施設を有しない者等への法令違反に対する過怠金賦課基準を新

たに設定し、他に賦課基準の改善が必要な事項についても反映する。 

    *重点防疫管理地区で防疫施設を備えていない場合：500万ウォン以下 

    *検査・注射などの命令に従わないか、または畜産系列化事業者の防疫義務に従わな

い時：１千万ウォン以下 

 

[家畜伝染病予防法施行規則] 

①家畜伝染病を拡大・伝播するおそれが大きい特定の媒介物について定義を設け、必要な

防疫措置を実施することができるようにする。 

    *特定の媒介物：渡り鳥などの野鳥、その他農食品部長官が告示する媒介物 

 

②重点防疫管理地区の指定及び解除の基準・手続を定め、予察・点検などの防疫措置の内

容・時期・方法等に関する詳細について規定する。 

    *重点防疫管理地区：①高病原性AIの発生リスクが高い、渡り鳥の飛来地から半径10k

m以内、②第１種家畜伝染病が直近５年以内に２回以上発生した地域、③畜産農家が

半径500m以内に10戸以上、または1km以内に20戸以上存在する地域 

   **管理地区に指定された地区については、検査・予察・消毒などの防疫措置が強化さ

れ、地区内の畜産農家は、防疫施設（フェンス、塀、前室など）を設置しなければ

ならない 

 

③家畜疾病が発生している国を訪問後、国内に入国する際に消毒などの防疫措置の対象と

なる獣医師・家畜人工授精師の具体的な資格の範囲を規定する。 

    *従来は獣医師・家畜人工授精師については、資格免許を受けた者を措置の対象と規

定していたが、免許取得後に畜産関連業種に従事する者にのみ防疫措置を実施する

ことに変更 

 

④畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫管理基準を設定する。 

    *畜産系列化事業者は、契約繁殖農家に対して四半期ごとに１回以上防疫教育の実施

及び防疫基準の遵守状況について点検し、教育及び点検が完了した日からそれぞれ

１週間以内に点検結果を市・郡・区に通知 

 

⑤畜産関係施設に出入りする車両の変更・登録抹消基準を設定する。 

   - 施設出入り車両（GPS装着対象）を変更または登録を抹消する場合に必要な基準及び

手続などの事項を具体的に設定する 

     *現行の施行規則には、施設に出入りする車両の変更または登録抹消に関連する規定

はなかった 

 

⑥畜産農家で遵守すべき防疫基準を具体的に定める。 
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    *死亡及び罹患家畜の発見及び臨床観察に関する要領、人及び車両の防疫措置、野生

動物侵入防止措置など 

 

⑦飼料、動物用医薬品や糞尿などを汚染が懸念される物品として定義し、移動制限などの

疾病の拡散防止のための防疫措置をとることができるようにする。 

    *（汚染が懸念される物品）飼料・粗飼料、動物用医薬品、敷床・もみ殻、糞尿、畜

産用器具・機材、靴・作業服・手袋・帽子など、食用油など家畜製品 

 

⑧第１種家畜伝染病の伝播・拡散が懸念される場合、家畜の放牧を制限することができる

ようにする。 

    *但し、家畜伝染病を遮断可能な施設や設備として農林畜産食品部令で定める施設ま

たは設備を備えている場合、家畜を放牧することがある 

   - 牛の放牧を許可できるような、家畜伝染病の侵入を遮断可能な施設や設備の細部基

準を定める 

    *消毒設備、前室・フェンス・塀などの防疫施設、野鳥の侵入防止用ネットなど 

 

⑨ワクチンを接種している種類の口蹄疫が発生した場合でも、一時的な移動停止措置命令

（Standstill）を下すことができるようにする 

   - （現行）ワクチン接種をしていない種類の口蹄疫が発生した場合にのみ、一時的な

移動停止措置命令を下すことが可能 

   - （改正後）ワクチンを接種している種類の口蹄疫が発生した場合でも、一時的な移

動停止措置命令を下すことができるよう改正 

 

農食品部は、今回の「家畜伝染病予防法」の改正により、口蹄疫・高病原性AIなどの家

畜伝染病の予防および拡散防止措置が実際に行われるようにすることにより、畜産農家の

経済的被害を最小限に抑えて、中長期的にこれらの疾病の清浄化に関する基盤が用意され

ることが期待されると述べた。 

 

また、冬場の渡り鳥の国内への到来及び過去の発生状況などを勘案すると、今年の冬も

口蹄疫・高病原性AIが発生する可能性があることから、畜産農家および畜産関係従事者は

徹底した口蹄疫ワクチン接種並びに畜産関係施設を出入りする車両の徹底した消毒及び制

御を実施して、飼養する家畜について毎日臨床観察を行うなど、病気の予防のための防疫

活動の推進に万全を期すよう要請した。 

 

参考 １  家畜伝染病予防法関連法令改正案の主な内容 

 

○家畜伝染病予防法施行令 

区分 主な改正内容 
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区分 主な改正内容 

１． 

家畜防疫官の適正配置 

基準の設定 

（第３条、別表１） 

 ○家畜防疫機関別に家畜防疫官の基準仕事量を考慮した人員の適正

配置基準を設定 

 *検査や疫学調査等の適正業務量を反映した所要人員と飼育農家数

などを反映した所要人員を適用 

２． 

家畜飼育施設の閉鎖 

命令及び家畜の飼育 

制限命令 

（第６条及び第７条） 

○（現行）家畜伝染病の発生などにより、家畜の所有者など

が該当家畜の隔離・拘留または移動制限命令に違反した場

合、家畜飼育施設の閉鎖命令または家畜の飼育制限命令を

下すことができる 

○（改正後）家畜以外の汚染が懸念される物品の隔離・拘留

または移動制限命令に違反した場合にも、家畜飼育施設の

閉鎖命令または家畜の飼育制限命令を下すことができるよ

うにする 

３． 

補償金の支払い等 

（第11条、別表２） 

○畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫管理義務の

不履行、死亡または罹患家畜の届出遅延、口蹄疫ワクチン

接種命令違反など防疫措置違反時の補償金減額基準を具体

的に定める 

 *（減額率）畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫

教育未実施：家畜の評価額の５％、死亡または罹患家畜の

届出遅延：申告遅延日数に応じて、家畜の評価額の20～6

0％、口蹄疫ワクチン接種命令違反：家畜の評価額の40％、

等 

○疾病管理評価が優れていたり（１、２等級）したり、家畜

の所有者などが家畜伝染病発生の事実を早期に申告した場

合などについては、補償金減額の一部を軽減（５～10％）

することができるようにする 

４． 

農食品部長官命令を履 

行していない自治体に 

対する支援金などの減 

額基準の設定 

（第14条の２） 

○自治体が農食品部長官による殺処分など防疫措置命令を履

行していない場合、国費で補助されている支援金を減額する

ことができる基準を定める 

*殺処分指示を履行していない自治体に対して国費を減額（１

日遅滞：10％→５日遅滞：全額） 

５． 

過怠金賦課基準の改善

（第16条、別表３） 

○重点防疫管理地区で防疫施設を有しない者等への法令違反に

対する過怠金賦課基準を新たに設定し、他に賦課基準の改善

が必要な事項についても反映する 

 *口蹄疫ワクチン接種命令違反などの過怠金を増額（500→1,0

00万ウォン以下） 

 

家畜伝染病予防法施行規則 
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区分 主な改正内容 

１． 

家畜伝染病の特定媒介 

物の定義の新設 

（第２条） 

○家畜伝染病を伝播するおそれがある特定の媒介物の定義を

設定 

*特定の媒介物：渡り鳥などの野鳥、その他農食品部長官が告

示する媒介物 

２． 

重点防疫管理地区の指 

定及び解除基準等の設 

定 

（第3条の5） 

○重点防疫管理地区の指定及び解除の基準・手続、予察・点

検などの防疫措置の内容・実施時期・方法等に関する詳細

について規定 

 *高病原性AIなどの危険性が高い地域、畜産密集地域など 

３． 

中央家畜防疫審議会の 

構成・運営 

（第５条、第６条、第

６条の２、第７条） 

 ○審議会の構成及び運営等に必要な事項について規定 

 *審議会の委員は100人以内で構成（高病原性AIなどの危険性

が高い地域、畜産密集地域など○審議会の構成及び運営等に必

要な事項を規定 

 *審議会の委員は、100人以内の構成（畜産・医療・環境分野での任

命または委嘱）、疾病の種類・畜種等による専門分野別審議会の

設置・運営 

４． 

国内入国時の防疫措置 

の対象となる獣医師・ 

人工授精師の資格の範 

囲の規定 

（第７条の４） 

○家畜疾病発生国への訪問後、国内に入国する際に消毒など

の防疫措置の対象となる獣医師・家畜人工授精師の具体的な

資格の範囲を規定 

５． 

畜産系列化事業者の契 

約飼育農家における防 

疫管理（第９条の２） 

○畜産系列化事業者の契約飼育農家における防疫管理の実施 

 *畜産系列化事業者は、契約繁殖農家に対して四半期ごとに

１回以上、防疫教育の実施及び防疫基準の遵守状況について

点検し、教育及び点検が完了した日から、それぞれ１週間以

内に点検結果を市・郡・区に通知 

６. 

畜産関係施設も出入り 

する車両の変更・登録 

抹消基準の設定 

（第20条の8） 

○施設出入り車両（GPS装着対象）を変更または登録を抹消する

場合は、必要な基準及び手続きなどの事項を具体的に設定す

る 

 *既存の施行規則には、施設に出入りする車両の変更または登

録抹消に関連する規定はなかった 
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区分 主な改正内容 

７. 

家畜の所有者などの防疫 

基準の設定 

（第20条の９、別表２の

４） 

○家畜の所有者などが遵守すべき防疫基準を具体的に定める 

 *死亡及び罹患家畜の発見時、他の家畜と隔離して獣医に診察を依

頼したり、家畜防疫機関に直ちに報告する 

 *農場出入り車両について出入り前・後の消毒の実施 

 *畜舎内部に入る際には、時専用の衣服、マスクなどを着用し、消

毒を実施 

 *野生動物の農場内への侵入を遮断するために、フェンス、ネット

などを設置し、定期的にげっ歯類駆除作業を実施 

８． 

汚染が懸念される物品 

の規定を新設 

（第22条の３） 

○飼料、動物用医薬品や糞尿などを汚染が懸念される物品とし

て定義し、移動制限などの疾病の拡散防止のための防疫措置

をとることができるようにする 

 *（汚染が懸念される物品）飼料・粗飼料、動物用医薬品、敷

床・もみ殻、糞尿、畜産用器具・機材、靴・作業服・手袋・

帽子など、食用油など家畜製品 

９． 

放牧可能施設または 

機器等の基準の制定 

（第22条の４） 

○家畜の放牧を許可できるような、家畜伝染病の侵入を遮断可能な

施設や設備の細部基準を定める 

*消毒設備、前室・フェンス・塀など防疫施設、野鳥の侵入防止用ネ

ットなど 

10.  

ワクチンを接種してい 

る種類の口蹄疫が発生 

した際の一時的な移動 

停止措置命令（第22条

の５） 

○（現行）ワクチンを接種していない種類の口蹄疫が発生した

場合にのみ、一時的な移動停止措置命令を下すことが可能 

○（改正後）ワクチンを接種している種類の口蹄疫が発生した

場合でも、一時的な移動停止措置命令を下すことができるよ

う改正 

 

 

参考 ２  家畜伝染病予防法施行令別表１ 

 

[別表１] 

家畜防疫官の基準仕事量及び人員の適正配置基準（第３条第３項に関連） 

 

１.市・道の家畜防疫機関（特別自治市所属の家畜防疫機関は除く） 

  ●検査及び疫学調査等に要する人材 

検査および疫学調査項目 
件当たりの所要時間

（分） 

１日あたりの仕事量

（１人） 

  乳牛結核 20 24件 

  牛結核 30 16件 

鹿結核 60 ８件 



 

 

-8- 

 牛ブルセラ病(MRT 検査) ５ 96件 

牛ブルセラ病(RB 検査) ８ 60件 

 口蹄疫 30 16件 

牛海綿状脳症（BSE） 70 ７件 

狂犬病 100 ４件 

  オーエスキー病 10 48件 

豚コレラ 10 48件 

 鳥インフルエンザ 12 40件 

家きんサルモネラ感染症 10 48件 

ニューカッスル病 10 48件 

血清検査 10 48件 

神経症状 30 16件 

疫学調査 480 １件 

 

●現場防疫業務に要する人材 

   １）飼育農家数の基準と適正人員 

畜種別 飼育農家数の基準 適正人員 

牛・豚・鶏肉・

犬・その他の家

畜 

300戸未満 １人 

300戸以上～600戸未満 1.5人 

600戸以上～900戸未満 ２人 

900戸以上～1,200戸未満 2.5人 

1,200戸以上 ３人 

 

２）飼養頭数の基準と適正人員 

畜種 飼養頭数の基準 適正人員 

牛 

１万頭未満 0.5人 

１万頭以上～13万頭未満 
0.5人に、２万頭毎に 

0.25人を追加した人員 

13万頭以上 ２人 

豚 

10万頭未満 0.5人 

10万頭以上～50万頭未満 
0.5人に、10万頭毎に 

0.25人を追加した人員 

50万頭以上 1.5人 

   

家きん 

50万羽未満 0.5人 

50万羽以上～450万羽未満 
0.5人に、100万羽毎に 

0.25人を追加した人員 

450万羽以上 1.5人 

犬 ２万頭未満 0.5人 
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２万頭以上～６万頭未満 
0.5人に、２万頭毎に 

0.25人を追加した人員 

６万頭以上 １人 

その他の

家畜 

５万頭未満 0.5人 

５万頭以上～45万頭未満 
0.5人に、10万頭毎に 

0.25人を追加した人員 

45万頭以上 1.5人 

 

２.特別自治市または市（特別自治道の行政市を含む）・郡・区 

１）飼育農家数・戸数の基準と適正人員 

畜種別 飼育農家数・戸数の基準 適正人員 

犬 
3,000戸未満 0.5人 

3,000戸以上 １人 

牛・豚・家き

ん・その他の家

畜 

300戸未満 １人 

300戸以上～600戸未満 1.5人 

600戸以上～900戸未満 ２人 

900戸以上～1,200戸未満 2.5人 

1,200戸以上 ３人 

 

２）飼養頭数の基準と適正人員 

畜種 飼養頭数の基準 適正人員 

牛 

１万頭未満 0.5人 

１万頭以上～13万頭未満 
0.5人に、２万頭毎に 

 0.25人を追加した人員 

13万頭以上 ２人 

豚 

10万頭未満 0.5人 

10万頭以上～50万頭未満 
0.5人に、10万頭毎に 

0.25人を追加した人員 

50万頭以上 1.5人 

家きん 

50万羽未満 0.5人 

50万羽以上～450万羽未満 
0.5人に、100万羽毎に 

0.25人を追加した人員 

450万羽以上 1.5人 

   

犬 

２万頭未満 0.5人 

２万頭以上～６万頭未満 
0.5人に、２万頭毎に 

0.25人を追加した人員 
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６万頭以上 １人 

その他の家

畜 

５万頭未満 0.5人 

５万匹以上～45万頭未満 
0.5人に、10万頭毎に 

0.25人を追加した人員 

45万頭以上 1.5人 

 

３.家畜防疫官の適正配置基準の算定方法 

 ●市・道の家畜防疫機関（特別自治市所属の家畜防疫機関は除く） 

   １）要する人材は、検査や疫学調査等に要する人材と現場防疫業務に要する人員の合

計とする。 

   ２）現場防疫業務に要する人材は、飼育農家数の基準に従った適正人員と飼育頭数の

基準に従った適正人員のうち、多い方の人員とする。 

   ３）最終的な所要人員は、検査や疫学調査等に要する人材と２）に基づいて定められ

た現場防疫業務に要する人材の合計を小数点第一位で四捨五入して算出する。 

●特別自治市または市（特別自治道の行政市を含む）・郡・区 

   １）要する人材は、飼育農家数及び戸数の基準に従った適正人員と飼育頭数の基準に

従った適正人員のうち、多い方の人員とする。 

   ２）最終的な所要人員は１）に基づいて定められた適正人員を小数点第一位で四捨五

入して算出する。 

 

４.市・道、農林畜産検疫本部、農村振興庁国立畜産塾の家畜防疫官の基準仕事量及び人

員の適正配置基準については、必要に応じて、農林畜産食品部長官が定めて告示すること

ができる。 

 

 

 

 


