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第一章
（家畜の改良増殖の促進と家畜の導入）

国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に有効な事項については、これを積極的に行わ なけ れば ならない。

前 項の 有畜 農家 育成 基準 は、農業経営の改善を図るため、第三条の二第一項の家畜改良増殖目標、農業経営の状況及び改善の目標等を勘案して農林水

入してその農 業経 営の 改善 を図る農業者の当該経営の改善の促進に資することとなるように努めるものとする。

家育 成基 準に 準拠して家畜の導入を行なう農業者に優良な資質を有する家畜の導入が行なわれることとなることその他当該援助措置又 は指 導が 家畜 を導

国及び都道府県は、前項の規定により、家畜の改良増殖の促進に有効な事項として、助成等の援助措置 を講 じ又 は指 導を行なうに当たつては、有畜農

第二条
２

３

産大臣が有畜農業経営の育成に関 して 定め る基 準と する 。
家畜人工授精及び家畜受精卵移植

家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜 受精 卵移 植を 行う ためセンター又は都道府県が開設する施設以外の場所で家畜人

第三章
第十二条

工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しく は処 理し 、家 畜体 外授精を行い、又は家畜体外受精

卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採

取し、又はこれを処理する場合並びに第十一条ただし書並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書の場合は、この限りで ない 。
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前条第四項の封がなく、 又は 家畜 人工 授精 用精 液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入

（家畜人工授精用精液、家畜体内受精 卵及 び家 畜体 外受 精卵の譲渡等の制限）

本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関そ の他 農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事

その他農林水産省令で定める事項

と。

家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施する ことができると認められる施設において採取され、及び処理された家畜人工授精用精液であるこ

り、検査し、容器に収め、かつ、封を施した家畜人工授精用精液であること。

外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法によ

定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害を有しておらず、かつ、第四条第三項の等級のいずれに属するものであるかが明らかで ある こと 。

牛 、馬その他政令で定める家畜に係る家畜人工授精用精液にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が 、農 林水 産省 令で

項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又 はこ れを用いて家畜体外授精を行う場
合
イ
ロ
ハ
ニ

第十一条ただし書、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四 項た だし 書の 場合

前条第四項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは 家畜 体外 受精 卵証 明書 が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを

本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産 省令 で定める者により発行され、かつ

譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

二

一

し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただ し、 次に 掲げ る場 合は 、この限りでない。

第十四条

２
一

その他農林水産省令で定める事項

家 畜受 精卵 移植 を的 確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において処理された家畜受精卵であること。

し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。

はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し 、及 び処 理し 、家畜体外授精を行つた後、検査

家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者そ の他 農林 水産省令で定める者が家畜の雌又

方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。

家畜体内受精卵にあつては、外国の法令により獣医師に相当する資格を有する者そ の他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める

であること。

採取の用に供した雄の家畜）又は 当該 家畜 体外 受精 卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が前項第一号イの要件に該当するもの

当該家畜体内受精卵を採取するため に種 付け の用 に供した雄の家畜（家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の

を採取した雌 の家 畜を 含む。）が農林水産省令で定める遺伝性疾患を有しないものであること。

当該家畜体内受 精卵 の採取の用に供した雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜（そのとたいから家畜卵巣

、 次に 掲げ る事 項を 確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合
イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ
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３

二

第十一条の二第五項ただし書又は 前条 第四 項た だし 書の場合

農林水産省令で定める品質の不 良な 家畜 人工 授精 用精 液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精

を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第十一 条た だし 書並 びに 第十 一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書の場合は、この限りで
ない。

一
麻薬 又は 大麻 の中 毒者

心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。

（家畜人工授精師の免許を与えない場合）

二

都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととすると

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者

二百八号）又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、 罰金 以上 の刑 に処せられた者

の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五 号）、獣医師法、獣医療法（平成四年法律第四十六号）若しくは家畜商法（昭和二十四年法律第

家畜伝染病予防法（昭 和二十六年法律第百六十六号）、種畜法（昭和二十三年法律第百五十五号）、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

四

三

第十七条

２

きは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
（家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止）
都道府県知事は、家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならな い。

削除

前 項の 規定 によ る免 許の 取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

基づく処分に 違反 した とき は、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。

都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しく はこの法律に基づく命令に

第十九条
２
３
第二十三条

家畜人工授精所を開設しようとする者は、都道府県知事の許 可を 受け なけ れば ならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工

（家畜人工授精所の開設の許可）
第二十四条

授精所については、この限りでない。

前条の許可は、申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要 な農 林水 産省 令で定める構

（家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合）
第二十五条
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２

前条の許可は、当該施設の設置 の場 所が 風紀 上不 適当 であるときは、与えないことができる。

造、設備及び器具を備えていない場合 には 、与 えな い。

（家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止）

都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から申請があつたとき は、 その 開設 の許可を取り消さなければならない。

第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

基く命令の規定若しくはこれらに基く処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずること ができる。

都道府県知事は、家畜人工授精所が前条第一項の構造、設備及び器具を欠くに至つたとき又は 家畜人工授精所の開設者がこの法律若しくはこの法律に

第二十六条
２
３

センタ ー又 は都 道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は

（センター又は都道府県の 開設する家畜人工授精所等）
第三十一条

、第二十五条第一項の構造、設備及び器具を備 えな けれ ばならない。
（家畜人工授精師の免許の申請手続等）

この章に規定するもののほか、家畜人工授精師免許 証の 交付 、書 換交 付、 再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第十三条第四項の家畜

人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採 取に 関す る証 明書 、体内受精卵採取に関する証明書及び

第三十二条

体外受精卵生産に関する証明書、第十五条の家畜人工授精簿並びに第二十二条第二項の授精証明書、体内受精卵移 植証 明書、体外受精卵移植証明書及び

精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続並びに第十九条第二項の 規定 によ る免許の取消し及
び業 務の 停止 に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
（家畜登録事業に係る承認）

家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業（以下「家畜登録事業」という。）を行おう

四

三

二

一

家畜 登録 簿に 関す る事項

登録手数料に関する事項

審査の基準に関する事項

登録の種類及び方法

登録する家畜の種類

登録規程においては、次の各号に掲げる事項を定めなければ なら ない 。

受けなければならない。

とする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程（以下「登録規程」という。）を定め、これにつき農林水産大臣の承認を

第三十二条の二

２

五
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３
４
５

家畜登録事業を行う者（以下「家畜登録機関」という。）は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣
の承認を受けなければならない。

農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承 認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標

に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切な もの と認められない場合を除き、その承認をしなければならない。

国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとす

家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令 で定 める 手続 により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
（国の援助）

第三十二条の三
る。

農林水産大臣は、 家畜 登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運

（必要措置命令）
第三十二条の四
営の改善に関し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる 。

農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令 に違 反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができ

（業務の停止命令）

農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事 業に 関し 必要 な事 項の 報告

第三十二条の五
る。
（報 告）

都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は獣医師若しくは家畜人工授

を求めることができる。

第三十 四条
２

精師から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。

農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進す るた め必 要が ある と認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、

（立入検査等）
第三十五条

家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問 させ 、家 畜、 施設 の構造、設備、器具その他の物件

若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類（これらの作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は 保存 がさ れて いる 場合 にお

ける 当該 電磁 的記 録を 含む。次条第一項において同じ。）を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り種畜の精液、家畜卵巣、家畜未受精 卵若
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２
３

種畜検査委員又は地方種畜検査 委員 は、 前項 の規 定に よる立入り、質問、検査又は収去（以下「立入検査等」という。）をする場合には、その身分を

しくは家畜受精卵を収去させることが でき る。
示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これ を提 示し なけ れば なら ない。
第一項の規定による立入検査等は、犯罪捜査のため認められ たも のと 解釈 してはならない。

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センタ ーに 、畜 舎、 家畜 人工 授精所その他家畜人工授精若しく

（センターによる立入検査等）

罰則

第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用す る。

林水産大臣に報告しなければならない。

センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農

るものに行わせなければならない。

センターは、前項の指示に従つ て第 一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合す

してこれを実施すべきことを指示 する もの とす る。

農 林水 産大 臣は 、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な 事項 を示

な最 小限 度の 分量 に限 り種 畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。

は家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類を 検査 させ 、又 は検 査に 必要

第三十五条の二

２
３
４
５
第五章
一

虚偽又は不正の事実に基づい て、第十六条第一項の規定による免許を受けた者

第四条第 一項 、第 五条 、第九条の二、第九条の三、第十一条又は第十一条の二の規定に違反した者

次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

二

第三十二条の二第一項の規定 に違 反し て、 農林 水産 大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つた者

第三十八条

三

第三十二条の二第三項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更した者

第十二条、第十三条第四項、第十四条、第二十一条 又は 第三 十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

四
第三十九条

一

第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした者

第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反した者

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

二

第十 五条 第一 項に 規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

第四十条

三
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七

六

五

四

第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又 は忌 避した者

第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし た者

第三十二条の五の規定による業務の停止の命令に違反した者

第十三条第七項の規定による届出 をせ ず、 又は 虚偽 の届出をした者

第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する 。

租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）（抄）

第四十二条

○

農業（所得税法第二条 第一 項第三十五号に規定する事業をいう。）を営む個人が、昭和五十六年から平成三十二年までの各年において、次の

（肉用牛の売却による農業所得の 課税 の特 例）
第二十五条

各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却 した 場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛（家畜改良増殖法（昭和二

十五年法律第二百九号）第三十二条の二第一項の規定による農林水 産大 臣の 承認 を受 けた 同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされてい

る肉用牛又はその売却価額が百万円未満（その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳

牛に該当する場合には五十万円未満とする。）である肉用牛に該当するものをいう。次項におい て同 じ。 ）で あり 、かつ、その売却した肉用牛の頭数の

（略）

（略）

合計が千五百頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に 対す る所得税を免除する。
一・二
２～７

農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人が、昭和五十六年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間内の日を含む各事

（農地所有適格法人の肉用牛の売 却に係る所得の課税の特例）
第六十七条の三

業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税

対象飼育牛（家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定によ る農 林水 産大 臣の 承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされ

ている肉用牛又はその売却価額が百万円未満（その売却した肉用牛が、財務省令 で定 める 交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定め

る乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。）である肉用牛に該当するものをいう。以下こ の条 において同じ。）があるときは、当該農地所有適格

法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額（当該売却をした日を含む事業年度において免 税対 象飼 育牛 に該 当する肉用牛の頭数の合計が千五

百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。）に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計
（略 ）

算上、損金の額に算入する。
一・ 二
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２～８

（略）

連結親法人又は当該連結親法人による連結完 全支 配関 係に ある連結子法人である農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人が、

（農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特 例）
第六十八条の百一

平成十四年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度にお いて 、当 該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により

当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛（家畜改 良増 殖法 第三 十二条の二第一項の規定による農

林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛（第六十七条の三第一項に 規定する肉用牛をいう。以

下この項において同じ。）又はその売却価額が百万円未満（その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合 には 八十 万円 未満 とし 、財

務省 令で 定め る乳 牛に 該当 する場合には五十万円未満とする。）である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。）があるときは、当該

農地所有適格法人の当該免 税対象飼育牛の当該売却による利益の額（当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の

頭数の合計が千五百頭を超える場 合に は、 千五 百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。）に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業

（略）

（略）

年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算 入す る。
一・二
２～７
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