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令和元年 5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  58   2 2 0 0      

馬 573 254 0     136 5 10 

 

 

 

競走種類別・年齢別の馬登録頭数 

   種別 

年齢 

平      地 ばん 
計 

サラ系 アラ系 小計 えい 

１歳 0 0      0   0       0 

２歳 227 0    227  37 244 

３歳    221 0  221   0 173 

４歳 42 0 42   0 37 

５歳     24 0 24   0 12 

６歳以上 22 0 22 0 25 

計 536 0 536   37 573 

 

ただし、登録事項の変更及び抹消については 5 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 30年度 競馬活性化事業費補助金の確定について 

  

平成 30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 30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 

確定額 

   （千円） 

中央 

団体 

ＪＲＡネット投票の発売等を促進す

るための共同広報 
全国公営競馬主催者協議会 1,019,500 

小計 1事業  1,019,500 

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 
33,346 

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 17,734 

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 12,894 

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 27,268 

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 20,765 

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 28,321 

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 43,006 

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 12,996 

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 17,696 

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 26,250 

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 23,290 

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 20,550 

小計 12事業  284,116 
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中央・ 

都道県 
補助事業名 事業実施主体名 

確定額 

   （千円） 

岩手県 盛岡競馬場走路照明装置の整備 
公益財団法人畜産近代化リ

ース協会 
180,000 

小計 1事業  180,000 

    

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 159,650 

小計 1事業  159,650 

北海道 
平成 30年度 

帯広競馬場厩舎等整備事業 
十勝農業協同組合連合会 81,300 

東京都 
平成 30年度小林牧場分厩舎 

モデル厩舎等整備事業 
東京都競馬株式会社 55,000 

神奈川

県 

平成 30年度川崎競馬場 

きゅう舎等施設整備事業 
神奈川県川崎競馬組合 42,569 

石川県 
平成 30年度金沢競馬場 

調教走路整備事業 
石川県 19,998 

愛知県 
平成 30年度弥冨トレーニングセンタ

ー内走路整備事業 
愛知県競馬組合 55,917 

高知県 
平成 30年度高知競馬場 

厩舎等整備事業 
高知県競馬組合 65,713 

北海道 
平成 30 年度ホッカイドウ競馬におけ

る主催者連携による来場促進事業 

一般社団法人北海道軽種馬

振興公社 
2,000 

岩手県 来場促進のための広報事業 岩手県競馬組合 2,000 

埼玉県 
平成 30年度浦和競馬場における 

主催者連携による来場促進事業 
埼玉県浦和競馬組合 2,000 

千葉県 
平成 30年度船橋競馬における 

主催者連携による来場促進事業 
千葉県競馬組合 2,000 

東京都 
平成 30年度大井競馬主催者連携に 

よる来場促進事業 
特別区競馬組合 2,000 

神奈川

県 

平成 30年度川崎競馬場における 

主催者連携による来場促進事業 
神奈川県川崎競馬組合 2,000 

石川県 
平成 30年度地方競馬主催者連携に 

よる金沢競馬来場促進事業 
石川県 2,000 

愛知県 
平成 30年度名古屋競馬における 

主催者連携による来場促進事業 
愛知県競馬組合 2,000 
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中央・ 

都道県 
補助事業名 事業実施主体名 

確定額 

   （千円） 

高知県 
平成 30年度高知競馬における 

主催者連携による来場促進事業 
高知県競馬組合 2,000 

佐賀県 
平成 30年度佐賀競馬における 

主催者連携による来場促進事業 
佐賀県競馬組合 2,000 

小計 16事業  340,497 

合計 31事業  1,983,763 
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平成 31年度競馬活性化補助事業費補助金の交付決定について（第 1回） 

  

平成 31年度競馬活性化補助事業について、平成 31年 4月 4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 31年度競馬活性化補助事業交付決定状況（第 1回） 

中央・ 

都道県 
補助事業名 事業実施主体名 

交付決定額 

   （千円） 

北海道 
平成 31年度 

帯広競馬場厩舎等整備事業 
十勝農業協同組合連合会 90,000 

東京都 
平成 31年度大井競馬場 

トレッドミル整備事業（建屋） 
東京都競馬株式会社 15,000 

東京都 
平成 31年度大井競馬場 

トレッドミル整備事業（機器） 
特別区競馬組合 7,500 

神奈川

県 

平成 31年度川崎競馬場 

きゅう舎等施設整備事業 
神奈川県川崎競馬組合 122,742 

石川県 
平成 31年度金沢競馬場 

ロンギ場整備事業 
石川県 11,544 

兵庫県 平成 31年度姫路競馬場走路整備事業 兵庫県競馬組合 212,772 

佐賀県 
平成 31年度佐賀競馬場 

調教走路等整備事業 
佐賀県競馬組合 42,390 

合計 7事業  501,948 
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令和元年度競馬活性化補助事業について、令和元年 5月 24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 

令和元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 

交付決定額 

   （千円） 

中央 

団体 

JRAネット投票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 794,952 

小計 1事業  794,952 

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 
31,438 

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 16,315 

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 12,594 

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 25,165 

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 19,903 

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 27,096 

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 43,310 

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 11,895 

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 16,637 

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 24,795 

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 24,859 

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 19,096 

佐賀県 
地方競馬施設における JRA の勝馬投

票券発売の広報 
佐賀県競馬組合 5,028 

小計 13事業  278,131 

令和元年度競馬活性化補助事業費補助金の交付決定について（第 2回） 



 

7 

 

中央・ 

都道県 
補助事業名 事業実施主体名 

交付決定額 

   （千円） 

中央 

団体 
第 2期統合型競馬情報システム構築 

公益財団法人畜産近代化リ

ース協会 
1,768,212 

小計 1事業  1,768,212 

合計 15事業  2,841,295 
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令和元年度 畜産振興事業費補助金の交付の決定について（第 1回） 

 
   

 
   

 令和元年度 畜産振興事業について、令和元年 6月 5日付けで次のとおり補助金の交付の決定を行った。 

 
   

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 35 284,101 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 48 553,131 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 1 5,333 

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 47,640 

計 86 890,205 

 
   

団体別・事業別一覧表 
  

令和元年度 畜産振興事業 交付決定状況（第 1回） 
  

中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

交付決定額 

都道府県 (千円) 

中央団体 Ⅰ-(1)登録推進 公益社団法人 日本馬事協会 63,557 

中央団体 Ⅰ-(2)農用種馬の導入 公益社団法人 日本馬事協会 60,000 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 南幌町農業協同組合 350 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新砂川農業協同組合 350 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたそらち農業協同組合 1,050 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新函館農業協同組合 1,050 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 函館市亀田農業協同組合 1,820 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 ふらの農業協同組合 1,750 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 東神楽農業協同組合 700 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 北オホーツク農業協同組合 882 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたみらい農業協同組合 2,660 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 女満別町農業協同組合 350 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 足寄町農業協同組合 1,260 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 本別町農業協同組合 1,750 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 帯広大正農業協同組合 560 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 陸別町農業協同組合 1,300 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 豊頃町農業協同組合 700 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 帯広市川西農業協同組合 1,060 
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中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

交付決定額 

都道府県 (千円) 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 音更町農業協同組合 1,050 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 十勝家畜商業協同組合 2,800 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 士幌町農業協同組合 280 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 幕別町農業協同組合 370 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 上士幌町農業協同組合 1,750 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 摩周湖農業協同組合 1,340 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 阿寒農業協同組合 3,113 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 釧路丹頂農業協同組合 2,052 

青森県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 尻屋牧野組合 280 

岩手県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 盛岡畜産農業協同組合 702 

島根県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 島根県農業協同組合 840 

熊本県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 熊本県畜産農業協同組合 7,333 

熊本県 Ⅰ-(3)-②導入貸付事業 熊本県畜産農業協同組合 1,373 

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 12,973 

中央団体 Ⅰ-(5)その他 馬事普及啓発推進 公益社団法人 日本馬事協会 47,696 

北海道 Ⅰ-(5)その他 優良農用馬生産奨励 帯広市 54,000 

北海道 Ⅰ-(5)その他 優良農用馬生産者支援啓発 帯広市 5,000 

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 156,684 

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 25,462 

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 8,700 

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 13,908 

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 10,384 

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 6,901 

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 6,309 

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 6,402 

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 9,699 

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 9,684 

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 11,241 

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 9,091 

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 11,544 

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 8,031 

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 7,653 

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 6,783 

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 7,447 

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 5,388 

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 4,523 

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 6,278 
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中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

交付決定額 

都道府県 (千円) 

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 9,846 

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 7,915 

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 7,195 

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 5,879 

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 6,011 

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 5,673 

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 6,732 

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 9,711 

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 4,931 

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 6,157 

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 5,091 

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 6,480 

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 13,464 

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 9,134 

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 7,841 

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 5,837 

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 5,700 

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 6,870 

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 6,092 

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 9,488 

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 9,339 

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 8,067 

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 9,746 

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 8,754 

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 12,505 

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 14,966 

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 6,793 

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 4,802 

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 5,333 

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 42,640 

埼玉県 Ⅴその他 畜産フェア普及特別対策 一般社団法人 埼玉県畜産会 5,000 

計 86事業   890,205 

 


