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平成 14 年４月から９月までの地方競馬の開催成績をみると、売得金額は、2,676 億円（前年度

2,834 億円）で前年度比 94.4%であり、１日あたり売得金額は 256 百万円（前年度 249 百万円）で前

年度比 102.9％となっている。 

また、入場人員は 449 万人（前年度 490 万人）であり、１日あたり入場人員は前年度と同じく

4,294 人であった。 

8 月には益田競馬が撤退するなど地方競馬の現状が厳しさを増す中で、地方競馬全国協会は、競

馬事業の継続発展のため、平成 14 年度４月から９月において、事業計画及び予算に基づき、次のと

おり事業を実施している。 

 

１ 地方競馬の公正確保と円滑な実施 

 

(1)  馬主の登録 

      馬主の登録については、馬主登録審査委員会の審議を経て、登録申請件数 219 件のうち 218

件を登録した。また、登録を受けている者のうち時効等により 209 件を抹消した。 

    平成 14 年９月末現在の馬主の登録数は 7,098 件（前年度９月末の馬主の登録数は 7,040

件）である。 

 

 (2)  馬の登録 

   馬の登録については、4,096 頭を新規に登録し、3,698 頭の登録を抹消した。 

   平成 14 年９月末現在の馬の登録数は 23,898 頭（サラ系 17,032 頭、アラ系 4,715 頭、ばんえ

い 2,151 頭、前年度９月末の馬の登録数は 24,924 頭）である。 

 

(3) 調教師・騎手の免許 

    調教師・騎手の免許については、免許試験を 2 回実施した。申請者延べ 835 名（調教師 467

名、調教師補佐 97 名、騎手 271 名）のうち 735 名（調教師 430 名、調教師補佐 42 名、騎手

263 名）が合格し、725 名（調教師 430 名、調教師補佐 36 名、騎手 259 名）を免許した。 

    また、取消し又は免許試験不受験等により免許を失った者は 71 名（調教師 37 名、調教師補

佐６名、騎手 28 名）である。 

    平成 14 年９月末現在免許を受けている者は 1,409 名（調教師 824 名、調教師補佐 42 名、騎

手 543 名）である。 

     以上のほか、外国において馬の騎乗に関し免許を受けている者のために行った臨時試験によ

り延べ 4 名に短期の免許を、また指定交流競走に関する特例により中央競馬の調教師延べ 761

名、騎手延べ 531 名を免許した。 

平成１４年度事業実施中間報告 



 

 (4) きゅう務員設置認定についての協力 

     主催者等の認定者から調査依頼のあった 308 件について調査の上回答を行い、きゅう務員設

置認定に協力した。 

    なお、平成 14 年９月１日現在の認定きゅう務員は、4,292 名である。 

 

 (5) 調教師及び騎手の養成・訓練 

    調教師及び騎手の養成・訓練のため、地方競馬教養センターを中心として、次の事業を実施

している。 

   ① 調教師・騎手の養成 

    ア 騎手課程（養成期間 2 年）については、第 75 期(18 名)、第 76 期(12 名)の養成が終了

し、第 77 期、第 78 期、第 79 期及び第 80 期（計 48 名）を養成中である。 

      イ 調教師課程については、１回 3 名の養成を実施し、今後１回 15 名の養成を予定してい

る。 

   ② 調教師・騎手の研修及び再教育 

     ア 騎手の研修については、新人騎手を対象とした研修を１回(8 名)、免許に際し再教育の

必要な騎手を対象とした研修を１回（5 名）、合計２回（計 13 名）実施した。 

      イ 調教師の研修については、新人調教師を対象とした研修を１回(5 名)、免許に際し再教

育の必要な調教師を対象とした研修を１回(9 名)合計２回(14 名)実施した。 

       なお、今後、調教師・騎手の研修を６回予定している。 

    ウ 競馬場において調教師 76 名（補佐 3 名を含む。）及び騎手 46 名の現地指導（調教師 2

箇所、騎手 2 箇所）を実施した。 

   

 (6) 専門職員の派遣及び競馬実務担当者の研修 

   ① 地方競馬の開催に際し、裁決委員その他の競馬の実施事務を担当する専門職員延べ 3,582

名を派遣した。 

② 競馬実務担当者の研修については、基礎研修（法規コース）を２回、業務別研修を 4 回、

合計 6 回（計 41 名）実施した。 

     なお、今後、業務別の研修を 1 回予定している。 

 

 (7) 馬主、調教師、騎手等の表彰 

     ダートグレード競走等の 31 競走の優勝馬に係る関係者延べ 53 名（馬主 31、調教師等 22）

及び騎手招待競走の 4 競走の優勝騎手等 6 名に会長賞を授与した。 

 

 

 



２ 地方競馬の公正化促進と運営の改善のための事業に対する助成 

 

(1) (財)地方競馬共済会が行う共済事業、(財)競馬保安協会が行う調査事業及び(財)競走馬理化

学研究所が行う薬物検査事業に対して助成を行っている。 

 

 (2) 地方競馬主催者、きゅう舎関係者等が行う研修会等に対して講師を派遣し、又は助成を行っ

ている。 

３ 畜産振興事業に対する補助 

 

  国、地方公共団体の畜産振興に関する方針に即して、畜産振興諸施策を円滑化し、補完し、又

は先駆的役割を果たすことを目的として、農業協同組合等の畜産関係団体が行う馬の改良増殖そ

の他畜産の振興に資するための事業を実施するために要する経費について、平成 14 年９月末まで

に 339 件 2,255 百万円の補助金の交付の決定を行った。 

  なお、事業区分ごとの交付決定状況は次のとおりである。 

 

     Ⅰ 馬の改良増殖推進事業       415 百万円    (  25 件) 

     Ⅱ 畜産経営技術指導事業      1,149 百万円    ( 107 件) 

     Ⅲ 畜産経営合理化事業        541 百万円    ( 168 件) 

     Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業     32 百万円    (   2 件) 

     Ⅴ その他畜産振興事業        118 百万円    (  37 件) 

      

４ 企画・調査及び競馬振興策の推進 

   

  ダートグレード競走を始め、より興味深いレースを望むファンのニーズ等に応えつつ、競馬事

業の安定的な運営を図るため、主催者等とともに次に掲げる事業を推進している。 

 

 (1) 地方競馬主催者間等との連携協調の在り方等について企画・調査し、必要な施策等について

関係者間の調整を図りつつ推進している。 

   特に「地方競馬のあり方に係る研究会」の中間報告を踏まえ、地方競馬の全国的興行を推進

するために「地方競馬振興企画会議」を設置し、提案事項のとりまとめ及びその具体化に務め

ている。 

 

(2) ダート競走の地位及び魅力の向上を図るため、その体系化の更なる整備を推進している。 

 

(3) 地方競馬の活性化を推進するための施策の一つとして、本年 11 月 4 日に盛岡競馬場で実施

予定の“地方競馬の祭典”「第 2 回ＪＢＣ競走」及び 2003 年以降の円滑な実施に向け、具体的



な実施計画を立案するための実行委員会の運営に当たっている。 

 

 (4) ダートグレード競走の広く効果的な認知を図るため、統一的なイメージによる情報提供を行

うとともに、同競走の放映体制の整備を推進している。 

  

 (5) 広域及びブロック内の場間場外発売並びに在宅投票を推進するため、情報提供の充実を図っ

ている。 

 

 (6) 地方競馬共同在宅投票システムの拡充を図るため、引き続き同システムへの新たな主催者の

参画及び運営等について、主催者間の調整を行っている。 

   なお、本年４月から栃木県、足利市が、8 月から佐賀県競馬組合、荒尾競馬組合が新たに本

システムへ参画した。 

   また、会員向けにインターネット投票システムを 11 月 1 日の運用開始に向けて開発中である。 

 

５ 広報 

 

 (1) 地方競馬の一般ファン向けの情報誌「Ｆｕｒｌｏｎｇ（ﾊﾛﾝ）」を毎月発行している。 

 

 (2) 競馬ファン等のニーズに応えるために、インターネットのホームページを活用して、地方競

馬に関する各種情報や各競馬場の出走表、オッズ、競走結果、騎手や競走馬の成績等の最新情

報を引き続き発信している。また、マスコミ等を通じた地方競馬情報の充実を図るため、地方

競馬の競走に係る情報提供を推進している。 

 

 (3) 地方競馬のイメージアップ及びファン層の拡大を図るため、９月中旬に「レディース乗馬教

室」を地方競馬教養センターにおいて実施した。 

 

 (4) 地方競馬の全主催者が一致協力して行う「ＪＢＣ競走」の全国統一広報を推進するため、広

報経費の一部を負担するとともに、オピニオンリーダー及びマスコミ等に対し積極的にその周

知を図っている。 

 

 (5) 地方競馬振興企画会議においてダートグレード競走等のシリーズ広報が提言されたことから、

その共同広報を推進するため、関係主催者とともに統一の広報素材の作成を行っている。 

 

 

 

 



６ 国際会議への参加等 

    

  競馬の国際化に対応するため、パリ国際競馬会議等への出席、地方競馬主催者等と外国の競馬

関係者との連絡調整、地方競馬の主要競走の紹介等を行っている。 

 

７ 監査及び考査の実施 

 

 補助事業及び助成事業の適正化と効率化を図るため、65 団体(192 件)を選定し監査 

を実施中である。また、補助事業の効果測定についても併せて実施している。 

 

 

 



 

 

 

平成１４年１１月分 

登録件数等 

登録事項変更 区 分 

 

登 録 

 

抹 消 

 

登録証 

再交付 住所 馬主 馬名 他 

馬 主 2 

 

31 

 

1 4   1 

馬 688 395 2  336 8 20 

 

 

競走種類別・年齢別の馬登録頭数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、登録事項の変更及び抹消については１１月中に事務処理済みの件数である。 

 

平      地 種別 

年齢 サラ系 アラ系 小計 

ばん 

えい 

 

計 

２歳 

３歳 

４歳 

５歳 

６歳以上 
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37 

17 

24 

22 

0 

6 

0 

0 

185 
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43 

17 

24 

 

0 

0 

0 

0 

0 

185 
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43 

17 

24 

計 660 28 688 0 688 

馬主および馬の登録数調べ 



 

 

 

 平成 1３年度畜産振興補助事業に関して、次のとおり補助金の額を確定した。 

 

事業区分ごとの総括表 

事  業  区  分 件 数 確定額（千円） 

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 

Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業 

Ⅴ その他畜産振興事業 

７０ 

１０９ 

１９５ 

５ 

４３ 

５５９，４３５ 

１，２８６，５７２ 

７４７，１４５ 

１６１，２８３ 

１１９，２２３ 

合    計 ４２２ ２，８７３，６５８ 

 

 

団体別･事業別一覧表 

団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

(中央団体)   

Ⅰ (1)    登録推進 138,766 
財団法人 日本軽種馬登録協会 

Ⅰ (5)他 馬名登録一元化対策 45,000 

計 2 事業 183,766 

Ⅰ (5)他 軽種馬経営体質強化 3,830 
社団法人 日本軽種馬協会 

Ⅰ (5)他 軽種馬の生産育成指導 22,123 

計 2 事業 25,953 

Ⅰ (1)    登録推進 70,924 

Ⅰ (4)③  生産技術指導 8,148 

Ⅰ (2)    種雄馬の導入 ②農用馬 18,992 

Ⅰ (5)他  農用馬生産振興推進 15,263 

Ⅰ（5)他 海外馬事事情実態調査 10,219 

Ⅰ (5)他 調査研究 3,019 

Ⅰ (5)他 馬事畜産普及啓発対策 22,153 

社団法人 日本馬事協会 

Ⅰ (5)他 小格馬生産対策 10,920 

計 8 事業 159,638 

平成１３年度畜産振興事業費補助金の確定について 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

社団法人 日本家畜人工授精師協会 Ⅰ (5)他 馬人工授精技術実用化推進 12,412 

計 1 事業 12,412 

Ⅱ（3)他 馬の装蹄師の養成 1,698
社団法人 日本装蹄師会 

Ⅱ (3)他 装削蹄技術講習 2,042 

計 2 事業 3,740 

社団法人 中央畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 197,978 

計 1 事業 197,978 

社団法人 家畜改良事業団 Ⅲ1(2)他 後代検定促進 29,568 

計 1 事業 29,568 

Ⅱ (2)    畜産技術等の普及奨励 514 
社団法人 全国肉用牛協会 

Ⅲ2(2)他 肉用牛生産消費活動促進 18,977 

計 2 事業 19,491 

社団法人 全国養豚協会 Ⅲ3(2)他 養豚産業地域定着 6,075 

計 1 事業 6,075 

社団法人 日本養鶏協会 Ⅲ3(2)他 国産鶏普及促進モデル 529 

計 1 事業 529 

社団法人 日本緬羊協会 Ⅲ3(2)他 めん羊山羊生産物利用促進 6,834 

計 1 事業 6,834 

Ⅲ4    公共牧場活性化推進 16,385 

Ⅲ4     飼料作物新品種普及促進 5,579 

Ⅲ4     草地・自給飼料生産対策普及推進 4,539 

Ⅲ4     草地利用推進 21,400 

社団法人 日本草地畜産種子協会 

Ⅲ4     ふれあい牧場活性化対策 17,194 

計 5 事業 65,097 

Ⅲ6(1)  生産育成地馬防疫推進 22,287 

Ⅲ6(2)他 馬自衛防疫体制確立推進 31,667 

Ⅲ6(2)他 馬防疫促進緊急対策 70,000 

Ⅲ6(2)他  ＢＳＥ緊急対策（レンダリング施設清浄化試験） 94,400 

社団法人 全国家畜畜産物衛生指導協会 

Ⅲ6(2)他  ＢＳＥ緊急対策（特定肉骨粉等円滑処理支援） 15,141 

計 5 事業 233,495 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

全国公営競馬獣医師協会 Ⅲ6(2)他 馬防疫衛生推進 30,792 

計 1 事業 30,792 

社団法人 日本養蜂はちみつ協会 Ⅲ6(2)他 みつばち疾病防止特別対策 8,673 

計 1 事業 8,673 

社団法人 全国農協乳業協会 Ⅳ (3)他 農協乳業機能対策事業 2,371 

計 1 事業 2,371 

Ⅱ (3)他 畜産情報提供推進 22,097 

Ⅴ (2)他 家畜が係わる伝統行事保存推進  20,022 馬事畜産振興協議会 

Ⅴ (2)他 馬事畜産振興推進  11,396 

計 3 事業 53,515 

株式会社 日本レ－シングサ－ビス Ⅴ (2)他 馬事文化普及啓発 14,934 

計 1 事業 14,934 

中央団体合計 39 事業 1,054,861

（地域団体）  

(北海道)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 52,749 
社団法人 北海道酪農畜産協会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 6,600 

阿寒農業協同組合 

（旧：阿寒町農業協同組合）
Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 5,162 

足寄町農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,707 

帯広市農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 3,554 

天塩朝日農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,758 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 14,471 
十勝畜産農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 215 

標茶町農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 4,113 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 2,006 
本別町農業協同組合 

Ⅲ1(1)② 単独強化型 5,228 

幕別町農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 570 

三石町農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 3,428 

陸別町農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 2,156 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 2,120 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 3,625 上川生産農業協同組合連合会 

Ⅲ1(1)① 連携強化型 3,475 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 9,280 
釧路農業協同組合連合会 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 21,504 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 7,680 
十勝農業協同組合連合会 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 22,410 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 5,080 
根室生産農業協同組合連合会 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 7,677 

北海道ホルスタイン農業協同組合 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 988 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 7,400 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 18,070 ホクレン農業協同組合連合会 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 429 

オホ－ツクはまなす農業協同組合 

（旧：滝上町農業協同組合)
Ⅲ1(1)① 連携強化型 6,219 

士別市農業協同組合 Ⅲ1(1)① 連携強化型 3,769 

とまこまい広域農業協同組合 Ⅲ1(1)① 連携強化型 4,450 

有限会社 桜野牧場 Ⅲ1(1)① 連携強化型 3,257 

えんゆう農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,682 

置戸町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,923 

興部町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,920 

音更町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 3,403 

オホ－ツク網走農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,185 

株式会社 天塩町酪農振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 4,040 

株式会社 豊富町振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,064 

株式会社 美幌峠牧場振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 3,459 

北見枝幸農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,159 

小清水町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 3,939 

社団法人 音別町農業振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 162 

伊達市農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 921 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

常呂町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,052 

天塩町振老牧場管理組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 354 

名寄農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 992 

浜中町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 8,156 

東宗谷農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,738 

美幌町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,825 

幌呂農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 3,105 

美深町農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,297 

勇足美帯地区乳用仔牛育成組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 879 

湧別町農業協同組合 

（旧：芭露農業協同組合）
Ⅲ1(1)② 単独強化型 

（旧：湧別農業協同組合）Ⅲ1(1)② 単独強化型 

3,453 

有限会社 平取町畜産公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,064 

遠軽地区農業共済組合 Ⅲ6(2)他 家畜診療施設整備 10,584 

社団法人 北海道馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,500 

社団法人 ばんえい競馬馬主協会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,700 

日高軽種馬農業協同組合 Ⅳ（3)他 馬の家畜市場付帯施設整備 25,133 

計 58 事業 323,839 

(青森県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 19,408 
社団法人 青森県畜産会 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 440 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,358 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 160 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 158 

三戸畜産農業協同組合 

Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,280 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 120 
三本木畜産農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 484 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 240 
とうほく天間農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 154 

社団法人 東通村産業振興公社 Ⅰ (4)① 種雄馬管理 440 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 330  

Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,865 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 22 
青森県七戸畜産農業協同組合 

Ⅲ2(1)② 単独強化型 799 

はまなす農業協同組合 Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 286 

八甲田牧場まつり実行委員会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 500 

社団法人 青森県肉用牛開発公社  Ⅲ2(1)② 単独強化型 3,370 

袖平牧野畜産農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 671 

川代牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 445 

農事組合法人 和平高原開発農場 Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,581 

田代牧野畜産農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 775 

深持牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,611 

奥瀬牧野畜産農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,630 

法量牧野畜産農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,332 

大間町牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 333 

大利牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 778 

計  27 事業 42,570 

(岩手県)   

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 2,000 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 3,277 

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 32,397 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 454 

社団法人 岩手県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 2,200 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,087 
新岩手農業協同組合 

Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,444 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 2,454 
遠野地方農業協同組合 

Ⅲ2(1)② 単独強化型 437 

盛岡畜産農業協同組合 Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,578 

社団法人 大野村畜産公社 Ⅲ1(1)① 連携強化型 6,992 

貝沢牧野農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 490 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

社団法人 葛巻町畜産開発公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 10,512 

社団法人 田野畑村産業開発公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,688 

巻堀牧野農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 648 

岩手ふるさと農業協同組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 5,500 

栗橋牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 810 

社団法人 江刺市畜産公社 Ⅲ2(1)① 連携強化型 425 

社団法人 大槌町畜産振興公社 Ⅲ2(1)① 連携強化型 605 

社団法人 遠野市畜産振興公社 Ⅲ2(1)① 連携強化型 4,498 

浄法寺町牧野組合連合会 Ⅲ2(1)① 連携強化型 2,148 

兄川産牛組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,121 

いわて奥中山農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,735 

岩手南農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,247 

岩手宮古農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,175 

御大堂牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 475 

御明神牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 446 

社団法人 岩手県肉牛生産公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 8,036 

社団法人 大迫町産業開発公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,489 

社団法人 大船渡市畜産公社 

（旧：三陸町畜産公社）
Ⅲ2(1)② 単独強化型 500 

新町牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,316 

関沢山牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 465 

新里村牧野組合連合会 Ⅲ2(1)② 単独強化型 479 

西山牧野農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 862 

姫神実験牧場利用組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 691 

社団法人 岩手県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,300 

計  36 事業 104,981 

(宮城県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,023 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 846 
社団法人 宮城県畜産協会 

(旧：(社)宮城県畜産会)

Ⅴ（2)他 畜産普及啓発 5,886 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

全国農業協同組合連合会宮城県本部 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止

農事組合法人モ－ランド Ⅲ1(1)② 単独強化型 300 

農事組合法人 丸森町酪農振興組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 666 

社団法人 宮城県農業公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 3,033 

計 6 事業 33,754 

(秋田県)   

社団法人 秋田県農業公社 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,693 

秋田県畜産農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 772 

鹿角畜産農業協同組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 2,408 

鷹巣町放牧場利用組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 480 

あきた北央農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 638 

森吉町畜産改良組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 993 

こまち農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,209 

計  7 事業 30,193 

(山形県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 22,196 
社団法人 山形県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,100 

山形肉牛協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 216 

社団法人 山形県ホルスタイン協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 216 

山形県家畜商業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止

財団法人 山形県畜産振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,290 

寒河江市葉山高原牧場管理組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 840 

山形県酪農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 300 

山形おきたま農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 755 

社団法人 月山畜産振興公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,062 

山形県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 

計 10 事業 30,025 

(福島県)   

社団法人 福島県畜産振興協会 

(旧：(社)福島県畜産会)
Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 21,129 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

吾妻高原牧場利用組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,434 

財団法人 郡山市畜産振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 400 

国見牧野利用組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 302 

計 4 事業 23,265 

(茨城県)   

社団法人 茨城県畜産協会 

(旧：(社)茨城県畜産会)
Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 28,663 

茨城県肉用牛振興協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 105 

茨城県食肉流通振興会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 162 

茨城県酪農業協同組合連合会 Ⅲ1(1)② 単独強化型 250 

里美村農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型  廃止

計 4 事業 29,180 

(栃木県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 25,426 社団法人 栃木県畜産協会 

(旧：(社)栃木県畜産会)Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 7,900 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 75 
栃木県酪農業協同組合連合会 

Ⅲ1(1)② 単独強化型 993 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,000 
栃木県畜産物利用促進協議会 

Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 1,000 

酪農とちぎ農業協同組合 

（旧：栃木県三和酪農業協同組合）
Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,083 

塩原町箒根酪農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 670 

前日光牧場管理組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 523 

塩谷町酪農組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 433 

社団法人 栃木県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,500 

計  11 事業 41,603 

(群馬県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 22,217 
社団法人 群馬県畜産協会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 2,850 

群馬県肉牛振興会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 85 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

関東肥育牛振興協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止

群馬県家畜登録協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 311 

群馬県食肉品質向上対策協議会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 531 

群馬県酪農畜産ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ推進協議会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,000 

社団法人 群馬県公営競馬馬主協会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 

財団法人 神津牧場 Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 725 

計 8 事業 28,769 

(埼玉県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 26,918 
社団法人 埼玉県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 2,200 

関東ホルスタイン改良協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,470 

社団法人 埼玉県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,300 

計 4 事業 31,888 

(千葉県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,370
社団法人 千葉県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 2,200 

社団法人 千葉県養豚協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 663 

石神畜産団地ふん尿処理利用組合 Ⅲ5     糞尿処理施設 6,111 

社団法人 千葉県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,300 

計  5 事業 33,644 

(東京都)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 19,035 

Ⅲ6(2)他 ＢＳＥ緊急対策（国産牛肉消費対策） 5,975 社団法人 東京都畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 3,300 

社団法人 東京都馬主会  Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,600 

計 4 事業 29,910 

(神奈川県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 19,504 
社団法人 神奈川県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 4,350 

神奈川県家畜商業協同組合 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

神奈川県酪農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 120 

社団法人 神奈川県養豚協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 139 

社団法人 神奈川県畜産振興会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 833 

社団法人 神奈川県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,600 

計  6 事業 26,546 

(新潟県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 22,117 
社団法人 新潟県畜産協会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,100 

新潟県酪農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,000 

新潟県笹ヶ峰放牧場利用組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 661 

佐渡農業協同組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 337 

社団法人 新潟県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 

計 6 事業 26,265 

(富山県)   

社団法人 富山県畜産振興協会 

(旧：(社)富山県畜産会)
Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 14,735 

全国農業協同組合連合会富山県本部 

(旧：富山県経済農業協同組合連合会)

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 368 

株式会社 富山食肉総合センタ－ Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 400 

社団法人 富山県農業公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,144 

富山県大規模牧場運営協議会 Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 129 

計  5 事業 16,776 

(石川県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 22,001 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 500 社団法人 石川県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,650 

石川県養豚協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 216 

社団法人 石川県農業開発公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 4,185 

社団法人 石川県馬主協会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 

計 6 事業 29,602 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

(福井県)   

社団法人 福井県畜産協会 

(旧：(社)福井県畜産会)
Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 15,450 

計 1 事業 15,450 

(山梨県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 14,422 社団法人 山梨県畜産協会 

(旧：(社)山梨県畜産会)Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 1,500 

牧場まつり実行委員会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,000 

梨北農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 315 

樫山畜産組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 313 

計 5 事業 17,550 

(長野県)   

社団法人 長野県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,627 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 292 全国農業協同組合連合会長野県本部 

（旧：長野県経済農協連）Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,405 

みなみ信州農業協同組合 Ⅲ1(1)① 連携強化型 295 

菅平牧場畜産農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 400 

計  5 事業 26,019 

(岐阜県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 24,430 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,452 

Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 947 

社団法人 岐阜県畜産協会 

(旧：(社)岐阜県畜産会)

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,650 

社団法人 岐阜県農畜産公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 4,658 

飛騨農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,743 

高鷲村牧場管理組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 321 

滝上牧場管理組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 683 

上宝和牛改良組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 300 

社団法人 岐阜県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 

岐阜県養蜂組合連合会 Ⅴ (1)   みつ源増殖 2,469 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

計 11 事業 39,703 

(静岡県)   

社団法人 静岡県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 20,372 

社団法人 静岡県農業振興公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,600 

静岡県養蜂協会 Ⅴ (1)   みつ源増殖 455 

計 3 事業 22,427 

(愛知県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 21,257 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 343 社団法人 愛知県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 2,200 

愛知県畜産フェスタ運営協議会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 790 

農事組合法人 津具高原牧場 Ⅲ1(1)② 単独強化型 300 

社団法人 愛知県馬主協会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,500 

計 6 事業 26,390 

(三重県)   

社団法人 三重県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 15,069 

計  1 事業 15,069 

(滋賀県)   

社団法人 滋賀県畜産振興協会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 14,257 

計 1 事業 14,257 

(京都府)   

社団法人 京都府畜産振興協会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 16,618 

財団法人 丹後あじわいの郷 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 850 

計  2 事業 17,468 

(大阪府)   

社団法人 大阪府畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 21,963 

大阪府総合畜産農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 228 

計  2 事業 22,191 

(兵庫県)   

社団法人 兵庫県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 21,965 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 2,200  

Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 630 

兵庫県酪農農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 959 

全国農業協同組合連合会兵庫県本部 

(旧：兵庫県経済農協連)
Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 95 

近畿東海北陸肉牛協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止

東播酪農農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 639 

社団法人 兵庫県馬主協会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,800 

兵庫県養蜂振興会 Ⅴ (1)   みつ源増殖 871 

計  8 事業 29,159 

(奈良県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 15,666 
社団法人 奈良県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 1,113 

奈良県畜産農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,000 

財団法人 奈良県食肉公社 Ⅳ (3)他 食肉処理緊急体制整備 33,601 

奈良県養蜂農業協同組合 Ⅴ (1)   みつ源増殖 1,280 

計  5 事業 52,660 

(和歌山県)   

社団法人 畜産協会わかやま 

(旧：(社)和歌山県畜産会)
Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 15,170 

計  1 事業 15,170 

(鳥取県)   

社団法人 鳥取県畜産推進機構 

(旧：(社)鳥取県畜産会)
Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 18,350 

全国農業協同組合連合会鳥取県本部 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 439 

財団法人 鳥取県畜産振興協会 Ⅲ1(1)② 単独強化型 3,540 

下蚊屋農事組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 305 

計  4 事業 22,634 

(島根県)   

社団法人 島根県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 14,813 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

 Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,100 

全国農業協同組合連合会島根県本部 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 272 

西郷町牧野管理協議会 Ⅲ2(1)② 単独強化型 555 

Ⅲ2(1)② 単独強化型 3,708 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 685 隠岐どうぜん農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 1,122 

益田市馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 650 

計  8 事業 22,905 

(岡山県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 21,787 
社団法人 岡山県畜産会 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 132 

全国農業協同組合連合会岡山県本部 

(旧：岡山県経済農協連)
Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 193 

岡山県酪農農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 901 

岡山県養鶏協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 336 

社団法人 矢掛町畜産公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 2,877 

高梁大池山育成牧場利用組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 303 

社団法人 落合町畜産公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,375 

蒜山酪農農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 1,085 

財団法人 富畜産公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,060 

岡山県養蜂組合連合会 Ⅴ (1)   みつ源増殖 1,220 

計  11 事業 31,269 

(広島県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 21,513 
社団法人 広島県畜産協会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,650 

広島県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,000 

福山市 Ⅳ（3)他 食肉処理緊急体制整備 80,762 

広島県養蜂組合 Ⅴ (1)   みつ源増殖  廃止

計 4 事業 104,925 

(山口県)   



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 15,135 社団法人 山口県畜産協会 

(旧：(社)山口県畜産会)Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 281 

計  2 事業 15,416 

(徳島県)   

社団法人 徳島県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,019 

徳島県酪農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 853 

徳島県肉用牛振興協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止

徳島県養豚協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 246 

計  3 事業 24,118 

(香川県)   

社団法人 香川県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 19,732 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 620 
香川県農業協同組合 

Ⅲ1(1)② 単独強化型 400 

四国ホルスタイン改良協議会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,296 

香川県養蜂組合 Ⅴ (1)   みつ源増殖 166 

計 5 事業 22,214 

(愛媛県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 24,728 
社団法人 愛媛県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 1,160 

愛媛県家畜改良協会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 958 

愛媛県酪農業協同組合連合会 Ⅲ1(1)① 連携強化型 899 

財団法人 柳谷村産業開発公社 Ⅲ2(1)① 連携強化型 107 

松山市農業協同組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 3,062 

愛媛県農業共済組合連合会 Ⅲ6(2)他 家畜診療施設整備 9,829 

計  7 事業 40,743 

(高知県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 18,273 
社団法人 高知県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,500 

農事組合法人 大川村和牛生産組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 320 

高知県馬主協会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

社団法人 高知県中央食肉公社 Ⅳ (3)他 食肉処理緊急体制整備 19,416 

計 5 事業 40,559 

(福岡県)   

社団法人 福岡県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 27,491 

福岡県肉畜共進会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励  廃止

農事組合法人 前原酪農振興組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 372 

福岡県養蜂振興協議会 Ⅴ (1)   みつ源増殖 1,185 

計 3 事業 29,048 

(佐賀県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 20,543 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 183 
社団法人 佐賀県畜産協会 

(旧：(社)佐賀県畜産会)

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,100 

佐賀県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,050 

佐賀県養蜂協同組合 Ⅴ (1)   みつ源増殖 126 

計  5 事業 23,002 

(長崎県)   

社団法人 長崎県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,860 

吾妻岳牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 267 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 304 
島原雲仙農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 431 

計  4 事業 24,862 

(熊本県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 18,885 
社団法人 熊本県畜産会 

Ⅴ (2)他 畜産フェア普及特別対策 1,100 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 3,179 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 2,297 熊本県畜産農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 2,757 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入  廃止

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 189 南阿蘇畜産農業協同組合 

Ⅲ2(1)② 単独強化型 11,466 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 259 
熊本県酪農業協同組合連合会 

Ⅴ (2)他 畜産体験・交流推進 1,156 

熊本県畜産農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 391 

社団法人 熊本県畜産開発公社 Ⅲ1(1)② 単独強化型 8,523 

球磨酪農農業協同組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 402 

農事組合法人 山鹿酪農組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 554 

農事組合法人 湯浦牧場 Ⅲ2(1)① 連携強化型 1,328 

跡ヶ瀬牧野組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 2,406 

農事組合法人 町古閑肉用牛生産組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 805 

農事組合法人 一区牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,436 

農事組合法人 山田東部牧場 Ⅲ2(1)② 単独強化型 523 

山田中部牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 580 

山田西部牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 514 

狩尾牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,870 

農事組合法人 黒川牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,640 

湯田牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 617 

上田第一牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 400 

平川牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 263 

上田尻牧野組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 1,486 

農事組合法人 馬場豆札肉用牛生産組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型  廃止

熊本県馬主会 Ⅲ6(2)他 育成馬等の予防接種対策 1,000 

熊本県養蜂組合 Ⅴ (1)   みつ源増殖 1,523 

計 28 事業 68,549 

(大分県)   

Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 23,071 社団法人 大分県畜産協会 

(旧：(社)大分県畜産会)Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 1,304 

青柳牧野組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 1,703 

前山牧野組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 534 

農事組合法人 中村牧野組合 Ⅲ2(1)① 連携強化型 1,386 

社団法人 大分県畜産振興公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,145 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

大分みどり農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 5,007 

玖珠九重農業協同組合 

(旧：大分玖珠町農業協同組合）
Ⅲ2(1)② 単独強化型 

(旧：九重町農業協同組合）Ⅲ2(1)② 単独強化型 

1,070 

九重町飯田農業協同組合 Ⅲ2(1)② 単独強化型 255 

大分県養蜂組合 Ⅴ (1)   みつ源増殖 30 

計 10 事業 36,505 

(宮崎県)   

社団法人 宮崎県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 24,736 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,267 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 457 都城農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 1,276 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 2,008 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 320 こばやし農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 893 

Ⅰ (3)   農用種雌馬の導入 1,523 
えびの市農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 224 

宮崎県畜産振興協議会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 2,114 

川南牧野管理組合 Ⅲ1(1)② 単独強化型 219 

社団法人 北川町畜産公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 300 

宮崎県北部農業共済組合 Ⅲ6(2)他 家畜診療施設整備 7,783 

計  13 事業 43,120 

(鹿児島県)   

社団法人 鹿児島県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 29,492 

伊佐農業協同組合 Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 66 

あいら農業協同組合 Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 132 

鹿児島県経済農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 669 

鹿児島県酪農業協同組合連合会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 128 

三島村肉用牛生産組合 Ⅲ6(2)他 肉用牛放牧衛生対策 3,944 

十島村畜産組合 Ⅲ6(2)他 肉用牛放牧衛生対策 8,122 



団 体 名 事 業 名 確定額（千円） 

鹿児島県養蜂協会 Ⅴ (1)   みつ源増殖 1,350 

計  8 事業 43,903 

(沖縄県)   

社団法人 沖縄県畜産会 Ⅱ (1)   畜産経営技術指導等推進 25,250 

Ⅰ (4)① 種雄馬管理 160 
八重山郡農業協同組合 

Ⅰ (4)② 子馬生産奨励 242 

沖縄県畜産共進会協議会 Ⅱ (2)   畜産技術等の普及奨励 295 

社団法人 沖縄県肉用牛生産供給公社 Ⅲ2(1)② 単独強化型 2,755 

計 5 事業 28,702 

地域団体合計 383 事業  1,818,797

総合計 422 事業  2,873,658

   （注）補助事業名の一部は、以下により略記した。 

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業 ･･････････････････ Ⅰ 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 ･･････････････････ Ⅱ 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 ････････････････････ Ⅲ 

１ 酪農生産対策 ･･････････････････････ Ⅲ１ 

（１）公共牧場活性化対策 ･･･････････････ Ⅲ１（１） 

２ 肉用牛生産対策 ････････････････････ Ⅲ２ 

（１）公共牧場活性化対策･･･････････････ Ⅲ２（１） 

３ 中小家畜の生産対策･････････････････ Ⅲ３ 

４ 草地・飼料の有効利用推進 ･･･････････ Ⅲ４ 

５ 家畜の飼養環境改善･････････････････ Ⅲ５ 

６ 家畜衛生推進 ･･････････････････････ Ⅲ６ 

Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業･････････････ Ⅳ 

Ⅴ その他畜産振興事業 ････････････････････ Ⅴ 

 

 



 

 

 

 平成 1４年度畜産振興補助事業に関して、次のとおり補助金の交付の決定(第２回)を行った。 

 

事業区分ごとの総括表 

事  業  区  分 件 数 交付決定額（千円） 

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 

Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業 

Ⅴ その他畜産振興事業 

２８ 

－ 

２ 

－ 

５ 

２２７，８８７ 

――― 

１５，９１３ 

――― 

５，７３７ 

合    計 ３５ ２４９，５３７ 

 

 

団体別･事業別一覧表 

平成 1 4 年度畜産振興補助事業交付決定状況（平成 1 4 年度第 2 回） 

区 分 補助事業者名 補助事業名 補助金額（千円） 

中央団体 社団法人 日本馬事協会 Ⅰ（５）その他 小格馬生産対策 8,698

中央団体 社団法人 日本馬事協会 Ⅰ（５）その他 馬事普及啓蒙推進 96,891

中央団体 社団法人 全国家畜畜産物衛生指導協会 Ⅲ６(2)その他 BSE 疫学分析評価支援 6,736

中央団体 社団法人 動物用生物学的製剤協会 Ⅲ６(2)その他 ｳｴｽﾄﾅｲﾙｳｲﾙｽ感染症緊急調査 9,177

北海道 ホクレン農業協同組合連合会 Ⅰ（4）種雄馬管理 7,640

北海道 上川生産農業協同組合連合会 Ⅰ（4）種雄馬管理 2,240

北海道 十勝農業協同組合連合会 Ⅰ（4）種雄馬管理 7,160

北海道 釧路農業協同組合連合会 Ⅰ（4）種雄馬管理 9,400

北海道 根室生産農業協同組合連合会 Ⅰ（4）種雄馬管理 5,000

北海道 ホクレン農業協同組合連合会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 17,274

北海道 上川生産農業協同組合連合会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 3,937

北海道 十勝農業協同組合連合会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 22,610

北海道 釧路農業協同組合連合会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 22,820

北海道 根室生産農業協同組合連合会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 7,993

北海道 社団法人 北海道酪農畜産協会 Ⅴ（２）その他 畜産フェア普及特別対策 1,443

平成１４年度畜産振興事業費補助金の交付の決定について 



区 分 補助事業者名 補助事業名 補助金額（千円） 

青森県 青森県畜産農業協同組合連合会 Ⅰ（4）種雄馬管理 880

青森県 青森県畜産農業協同組合連合会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 1,289

岩手県 （社）岩手県畜産会 Ⅰ（4）種雄馬管理 1,520

岩手県 （社）岩手県畜産会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 2,670

岩手県 社団法人 岩手県畜産会 Ⅴ（２）その他 畜産フェア普及特別対策 1,164

石川県 社団法人 石川県畜産会 Ⅴ（２）その他 畜産フェア普及特別対策 1,000

兵庫県 社団法人 兵庫県畜産会 Ⅴ（２）その他 畜産フェア普及特別対策 1,000

島根県 隠岐どうぜん農業協同組合 Ⅰ（4）種雄馬管理 723

島根県 隠岐どうぜん農業協同組合 Ⅰ（4）子馬生産奨励 682

佐賀県 社団法人 佐賀県畜産協会 Ⅴ（２）その他 畜産フェア普及特別対策 1,130

長崎県 島原雲仙農業協同組合 Ⅰ（4）種雄馬管理 304

長崎県 島原雲仙農業協同組合 Ⅰ（4）子馬生産奨励 431

熊本県 熊本県畜産農業協同組合 Ⅰ（4）種雄馬管理 2,137

熊本県 熊本県畜産農業協同組合 Ⅰ（4）子馬生産奨励 2,598

宮崎県 都城農業協同組合 Ⅰ（4）種雄馬管理 457

宮崎県 こばやし農業協同組合 Ⅰ（4）種雄馬管理 320

宮崎県 こばやし農業協同組合 Ⅰ（4）子馬生産奨励 827

宮崎県 えびの市農業協同組合 Ⅰ（4）子馬生産奨励 88

宮崎県 都城農業協同組合 Ⅰ（4）子馬生産奨励 1,144

鹿児島県 鹿児島県農用馬振興協議会 Ⅰ（4）子馬生産奨励 154

合 計  35 事業 249,537

(注)補助事業名の一部の略記については、27 ページと同様である。 

 



 

 

 

 畜産振興補助事業の円滑な推進を図るため､中央団体の事務担当者の参集を得て平成 1５年度畜産

振興補助事業実施の基本方針及び補助実施要綱等の改正の説明会を次のとおり開催した。 

 

平成１５年度畜産振興事業補助方針説明会 

          （１） 期 日 ： 平成 1４年１１月２１日 

          （２） 場 所 ： 地方競馬全国協会 会議室 

          （３） 出席者 ： 中央団体事務担当者 

平成１５年度畜産振興事業補助方針説明会の開催 



 

 

 

平成１４年１１月 

 

１１月２０日        １４年度第１回ダート競走格付け委員会   

１１月２２日        開催執務委員長会議 

１１月２２日        広域場間場外発売推進会議 

１１月２９日        Ｄ－net 協議会 

１１月２９日        競走実務研究会 

 

で き ご と  


