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平成 29 年 7 月分 

登録件数等 

区 分 登 録 抹 消 登録証 登録事項変更 

再交付 氏名・名称 代表者 馬主 馬名 他 

馬 主   61  15 3 1 3      

馬  314 250 0     141 5 10 

 

 

 

競走種類別・年齢別の馬登録頭数 

   種別 

年齢 

平      地 ばん   

サラ系 アラ系 小計 えい 計 

１歳    0 0    0 0    0 

２歳 115 0 115   3 118 

３歳   159 0 159 0 159 

４歳 21 0 21 0 21 

５歳     7 0  7 0  7 

６歳以上  9 0  9 0  9 

計 311 0 311   3 314 

 

ただし、登録事項の変更及び抹消については 7 月中に事務処理済みの件数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬主および馬の登録数調べ 
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平成 28 年度 競馬活性化事業費補助金の確定について 

  

平成 28 年度競馬活性化補助事業に関し、確定すべき事業に係る補助金の額について、 

次のとおり確定を行った。 

 

事業別・事業実施主体別一覧表 

平成 28 年度競馬活性化補助事業確定状況一覧 

中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

確定額 

   （千円）

中央団体 
地方競馬 IPAT の発売等を促進するた

めの共同広報 
全国公営競馬主催者協議会 869,616

小計 1 事業  869,616

北海道 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 

一般社団法人北海道軽種馬

振興公社（北海道） 
31,726

北海道 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
帯広市 21,016

岩手県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
岩手県競馬組合 11,270

埼玉県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
埼玉県浦和競馬組合 23,889

千葉県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
千葉県競馬組合 16,990

東京都 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
特別区競馬組合 21,688

神奈川県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
神奈川県川崎競馬組合 37,642

石川県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
石川県 13,062

岐阜県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
岐阜県地方競馬組合 17,602

愛知県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
愛知県競馬組合 31,331

兵庫県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
兵庫県競馬組合 16,898

高知県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
高知県競馬組合 21,697

小計 12 事業  264,811

北海道 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
北海道 151,274

北海道 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
帯広市 143,438
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中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

確定額 

   （千円）

岩手県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
岩手県競馬組合 171,429

埼玉県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
埼玉県浦和競馬組合 207,546

千葉県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
千葉県競馬組合 225,322

東京都 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
特別区競馬組合 430,423

神奈川県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
神奈川県川崎競馬組合 259,991

石川県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
石川県 118,208

石川県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
金沢市 19,397

岐阜県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
岐阜県地方競馬組合 146,553

愛知県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
愛知県競馬組合 168,811

兵庫県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
兵庫県競馬組合 232,239

高知県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
高知県競馬組合 151,934

佐賀県 
第 2 期地方競馬共同トータリゼータ

システムの構築（平成 28 年度分） 
佐賀県競馬組合 149,948

小計 14 事業  2,576,513

岐阜県 
大型映像装置の整備 

（補助付きリース） 

公益財団法人畜産近代化リ

ース協会（岐阜県地方競馬

組合） 

70,128

小計 1 事業  70,128

合計 28 事業  3,781,068
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平成 29 年度競馬活性化補助事業について、平成 29 年 8 月 18 日付けで次のとおり補助金の 

交付の決定を行った。 

 

事業別・事業実施主体別一覧表 

平成 29 年度競馬活性化補助事業交付決定状況（第 2 回） 

中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

交付決定額

   （千円）

中央団体 
第 2 期地方競馬統合ネットワークシ

ステム構築（補助付きリース） 

公益財団法人畜産近代化リ

ース協会（全主催者） 
1,100,780

小計 1 事業  1,100,780

中央団体 年末年始広報等競馬振興事業 全国公営競馬主催者協議会 157,575

小計 1 事業  157,575

佐賀県 佐賀競馬場走路照明装置等整備 佐賀県競馬組合 170,000

小計 1 事業  170,000

合計 3 事業  1,428,355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度 競馬活性化事業費補助金の交付決定について（第 2 回） 
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平成 28 年度 競走馬生産振興事業に関し、確定すべき事業に係る補助金の額について、次のとお

り確定を行った。 

 

事業区分ごとの総括表 
事 業 区 分 件数 確定額(円) 

Ⅰ 競走馬の改良増殖推進事業 15 219,474,774 

Ⅱ 競走馬の防疫衛生対策事業 15 47,387,000 

Ⅲ 経営基盤強化対策事業 9 2,929,286,359 

合  計 39 3,196,148,133 

 
 

平成 28 年度 競走馬生産振興事業 確定状況一覧 
中央・ 

都道府県 
補助事業名 事業実施主体名 確定額(円) 

中央団体 Ⅰ－(1)軽種馬の登録推進 
公益財団法人 
ジャパン・スタッドブック・ 
インターナショナル 

71,974,774

中央団体 Ⅰ－(2)その他 軽種馬の生産育成指導 公益社団法人 日本軽種馬協会 4,410,000

北海道 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 帯広市 9,845,000

北海道 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 北海道 29,025,000

岩手県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 岩手県競馬組合 8,450,000

埼玉県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 埼玉県浦和競馬組合 8,085,000

千葉県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 千葉県競馬組合 10,360,000

東京都 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 特別区競馬組合 24,800,000

神奈川県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 神奈川県川崎競馬組合 11,060,000

石川県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 石川県 6,440,000

岐阜県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 岐阜県地方競馬組合 6,860,000

愛知県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 愛知県競馬組合 5,985,000

兵庫県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 兵庫県競馬組合 10,400,000

高知県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 高知県競馬組合 3,425,000

佐賀県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 佐賀県競馬組合 8,355,000

中央団体 Ⅱ－(1)生産育成地馬防疫推進 公益社団法人 中央畜産会 4,707,000

中央団体 Ⅱ－(2)その他 競走馬防疫促進対策 公益社団法人 中央畜産会 32,559,000

北海道 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人ばんえい競馬馬主協会 995,000

北海道 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 北海道馬主会 879,000

岩手県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 岩手県馬主会 879,000

埼玉県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 埼玉県馬主会 619,000

千葉県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 千葉県馬主会 769,000

東京都 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 東京都馬主会 1,058,000

神奈川県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 神奈川県馬主協会 619,000

平成 28 年度 競走馬生産振興事業補助金の確定について 
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中央・ 

都道府県 
補助事業名 事業実施主体名 確定額(円) 

石川県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 石川県馬主協会 619,000

岐阜県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 岐阜県馬主会 619,000

愛知県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 愛知県馬主協会 619,000

兵庫県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 一般社団法人 兵庫県馬主協会 1,058,000

高知県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 高知県馬主協会 619,000

佐賀県 Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 佐賀県馬主会 769,000

中央団体 Ⅲ－(1)軽種馬経営高度化指導研修 
（軽種馬経営技術指導者養成・技術普及) 公益社団法人 日本軽種馬協会 71,336,420

中央団体 Ⅲ-(2)軽種馬経営高度化指導研修 
 (人材養成支援) 公益社団法人 競走馬育成協会 59,240,084

中央団体 Ⅲ-(3)優良繁殖馬導入促進 
 (優良種牡馬整備) 公益社団法人 日本軽種馬協会 2,263,369,229

中央団体 
Ⅲ-(4)優良繁殖馬導入促進 
 (優良繁殖牝馬導入促進) 公益社団法人 日本軽種馬協会 118,456,463

中央団体 
Ⅲ-(5)優良繁殖馬導入促進 
 (優良牝馬流通活性化) 

公益社団法人 日本軽種馬協会 9,539,471

中央団体 Ⅲ-(6)軽種馬生産基盤整備対策 公益社団法人 日本軽種馬協会 193,712,493

中央団体 Ⅲ-(7)軽種馬海外流通促進 公益社団法人 日本軽種馬協会 72,096,383

中央団体 Ⅲ-(8)競走馬のふるさと情報収集提供 公益社団法人 日本軽種馬協会 43,332,276

中央団体 Ⅲ-(10)軽種馬流通活性化 公益社団法人 日本軽種馬協会 98,203,540

  39 事業  3,196,148,133
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平成 28 年度 畜産振興補助事業に関し、確定すべき事業に係る補助金の額について、次の

とおり確定を行った。 

 

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 46 155,617 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 48 419,185 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 1 4,229 

Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業 － － 

Ⅴ その他畜産振興事業 2 9,685 

合   計 97 588,716 

 
 

平成 28 年度 畜産振興補助事業 確定状況一覧 
中央・ 

都道府県 
補助事業名 事業実施主体名 確定額 

(千円) 

中央団体 Ⅰ-(1)登録推進 公益社団法人 日本馬事協会 36,561

中央団体 Ⅰ-(2)種雄馬の導入(農用馬) 公益社団法人 日本馬事協会 6,817

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 阿寒農業協同組合 1,372 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 摩周湖農業協同組合 1,300 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 足寄町農業協同組合 1,080 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 帯広市川西農業協同組合 682 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 更別村農業協同組合 330 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 豊頃町農業協同組合 172 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 音更町農業協同組合 330 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 芽室町農業協同組合 330 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 大樹町農業協同組合 1,470 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 本別町農業協同組合 660 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 帯広大正農業協同組合 360 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 木野農業協同組合 150 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 陸別町農業協同組合 330 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 十勝家畜商業協同組合 1,980 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新砂川農業協同組合 660 

熊本県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 熊本県畜産農業協同組合 972 

熊本県 Ⅰ-(3)-②導入貸付事業 熊本県畜産農業協同組合 391 

北海道 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 上川生産農業協同組合連合会 162 

北海道 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 十勝農業協同組合連合会 757 

北海道 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 釧路農業協同組合連合会 896 

北海道 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 根室生産農業協同組合連合会 714 

平成 28 年度 畜産振興補助事業費補助金の確定について 
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中央・ 
都道府県 

補助事業名 事業実施主体名 確定額 
(千円) 

北海道 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 ホクレン農業協同組合連合会 840 

青森県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 青森県畜産農業協同組合連合会 70 

岩手県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 一般社団法人 岩手県畜産協会 493 

島根県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 島根県農業協同組合 35 

熊本県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 熊本県畜産農業協同組合 1,593 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 上川生産農業協同組合連合会 2,180 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 十勝農業協同組合連合会 6,638 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 十勝家畜商業協同組合 130 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 釧路農業協同組合連合会 8,266 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 根室生産農業協同組合連合会 3,019 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 ホクレン農業協同組合連合会 6,995 

青森県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 青森県畜産農業協同組合連合会 514 

岩手県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 一般社団法人 岩手県畜産協会 791 

島根県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 島根県農業協同組合 547 

熊本県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 熊本県畜産農業協同組合 3,365 

宮崎県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 こばやし農業協同組合 46 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 上川生産農業協同組合連合会 1,641 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 十勝農業協同組合連合会 19,969 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 釧路農業協同組合連合会 7,873 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 根室生産農業協同組合連合会 2,533 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 ホクレン農業協同組合連合会 11,595 

中央団体 Ⅰ-(4)-④生産技術指導 公益社団法人 日本馬事協会 4,121 

中央団体 Ⅰ-(5)その他 
優良農用馬資源確保緊急特別対策 公益社団法人 日本馬事協会 13,887

中央団体 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 中央畜産会 72,629

北海道 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 北海道酪農畜産協会 19,302 

青森県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 青森県畜産協会 7,053 

岩手県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 岩手県畜産協会 12,418 

宮城県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 宮城県畜産協会 9,591 

秋田県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 秋田県農業公社 7,015 

山形県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 山形県畜産協会 5,747 

福島県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 福島県畜産振興協会 5,996 

茨城県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 茨城県畜産協会 8,989 

栃木県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 栃木県畜産協会 7,846 

群馬県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 群馬県畜産協会 9,252 

埼玉県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 埼玉県畜産会 8,351 

千葉県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 千葉県畜産協会 9,365 

神奈川県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 神奈川県畜産会 7,854 

新潟県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 新潟県畜産協会 6,734 

富山県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 富山県畜産振興協会 5,783 

石川県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 石川県畜産協会 7,149 
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中央・ 
都道府県 

補助事業名 事業実施主体名 確定額 
(千円) 

福井県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 福井県畜産協会 4,687 

山梨県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 山梨県畜産協会 4,210 

長野県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 長野県畜産会 5,027 

岐阜県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 岐阜県畜産協会 9,123 

静岡県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 静岡県畜産協会 7,049 

愛知県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 愛知県畜産協会 7,361 

三重県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 三重県畜産協会 5,924 

滋賀県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 滋賀県畜産振興協会 5,655 

京都府 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 京都府畜産振興協会 5,407 

大阪府 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 大阪府畜産会 6,198 

兵庫県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 兵庫県畜産協会 8,785 

奈良県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 奈良県畜産会 4,040 

和歌山県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 畜産協会わかやま 4,595 

鳥取県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 鳥取県畜産推進機構 4,978 

島根県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 島根県畜産振興協会 4,837 

岡山県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 岡山県畜産協会 10,492 

広島県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 広島県畜産協会 7,918 

山口県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 山口県畜産振興協会 7,145 

徳島県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 徳島県畜産協会 5,390 

香川県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 香川県畜産協会 6,622 

愛媛県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 愛媛県畜産協会 7,002 

高知県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 高知県畜産会 6,094 

福岡県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 福岡県畜産協会 8,376 

佐賀県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 佐賀県畜産協会 7,423 

長崎県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 一般社団法人 長崎県畜産協会 8,052 

熊本県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 熊本県畜産協会 9,133 

大分県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 大分県畜産協会 8,042 

宮崎県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 宮崎県畜産協会 10,219 

鹿児島県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益社団法人 鹿児島県畜産協会 11,128 

沖縄県 Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化 公益財団法人 沖縄県畜産振興公社 5,642 

中央団体 Ⅱ-(2)その他 
馬の装蹄技術講習及び装蹄師の養成

公益社団法人 日本装削蹄協会 1,557

中央団体 Ⅲ-6 その他 
馬飼養衛生管理特別対策 公益社団法人 中央畜産会 4,229

中央団体 Ⅴその他 馬事畜産振興推進 馬事畜産振興協議会 5,196

神奈川県 Ⅴその他 畜産フェア普及特別対策 一般社団法人 神奈川県畜産会 4,489

  97 事業   588,716

 


