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馬主および馬の登録数調べ 

 

 

            令和 3 年 8 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  75  12 5 0 1    9 

馬 434 256 1   183 6 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 104 0 104 5 109 

3 歳 282 0 282 0 282 

4 歳  20 0  20 0  20 

5 歳  11 0  11 0  11 

6 歳以上  12 0  12 0  12 

計 429 0 429 5 434 

 

ただし、登録事項の変更及び抹消については 8 月中に事務処理済みの件数である。 
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令和 3 年度研修実施状況(7 月～9 月) 

 

1．令和 3 年度第 1 回調教師課程 

令和 3 年 7 月 13 日(火)～8 月 5 日(木) 24 日間 5 名 

場所 地方競馬教養センター、(公財)競走馬理化学研究所、 

(公社)日本装削蹄協会装蹄教育センター、ノーザンファーム天栄 

岩手県 1 名 愛知県 1 名 

兵庫県 1 名 高知県 2 名 

 

2．令和 3 年度馬場管理委員業務研修 

令和 3 年 8 月 30 日(月)～9 月 2 日(木) 4 日間  

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大及び栃木県内の緊急事態宣言発令により、中止も

しくは延期で対応 

 

3．令和 3 年度第 1 回発走委員業務研修 

令和 3 年 9 月 7 日(火)～9 月 17 日(金) 10 日間 

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大及び栃木県内の緊急事態宣言発令により、中止し、

第 2 回発走委員業務研修での受け入れで対応 

 

以上 
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令和 2 年度 畜産振興事業費補助金の確定について 

 

令和 2 年度 畜産振興事業に関し、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 

(千円) 

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業 62 352,669 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 48 564,933 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 1 4,690 

Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業 － － 

Ⅴ その他畜産振興事業 4 120,108 

計 115 1,042,400 

 

令和 2 年度  畜産振興事業  確定状況一覧 
   

中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (千円) 

中央 Ⅰ-(1) 登録推進 公益社団法人 日本馬事協会 55,448  

中央 Ⅰ-(2) 農用種馬の導入 公益社団法人 日本馬事協会 57,165  

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 ピンネ農業協同組合  1,330  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたそらち農業協同組合 1,280  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新函館農業協同組合 1,890  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 函館市亀田農業協同組合 840  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 ふらの農業協同組合 1,890  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたみらい農業協同組合 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 709  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 帯広大正農業協同組合 350  

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 芽室町農業協同組合 350  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 幕別町農業協同組合 300  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 豊頃町農業協同組合 350  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 本別町農業協同組合 630  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 足寄町農業協同組合 1,680  
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中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (千円) 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 十勝家畜商業協同組合 1,400  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 摩周湖農業協同組合 990  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 阿寒農業協同組合   2,979  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 釧路丹頂農業協同組合 1,272  

岩手県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 盛岡畜産農業協同組合 843  

島根県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 島根県農業協同組合 1,960  

熊本県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 熊本県畜産農業協同組合 6,896  

熊本県 Ⅰ-(3)-②導入貸付事業 熊本県畜産農業協同組合 277  

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 342  

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 916  

北海道 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 十勝家畜商業協同組合 140  

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 1,096  

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 581  

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 2,020  

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 90  

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 542  

島根県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 島根県農業協同組合 200  

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 2,232  

宮崎県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 こばやし農業協同組合 180  

宮崎県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 都城農業協同組合   116  

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 2,884  

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 十勝農業協同組合連合会 10,808  

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 十勝家畜商業協同組合 946  

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 釧路農業協同組合連合会 9,644  

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 3,938  

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 10,077  

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 215  

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 1,256  

島根県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 島根県農業協同組合 860  

熊本県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 熊本県畜産農業協同組合 5,417  

宮崎県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 こばやし農業協同組合 215  

宮崎県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 都城農業協同組合   288  

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 2,390  
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中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (千円) 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 十勝農業協同組合連合会 22,504  

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 十勝家畜商業協同組合 1,630  

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 釧路農業協同組合連合会 12,924  

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 4,106  

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 11,226  

岩手県 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 盛岡畜産農業協同組合 164  

中央 Ⅰ-(4)-④生産技術指導 公益社団法人 日本馬事協会 3,857  

北海道 Ⅰ-(5)その他 優良農用馬生産奨励 帯広市   49,760  

北海道 Ⅰ-(5)その他 優良農用馬生産者支援啓発 帯広市   5,092  

北海道 Ⅰ-(5)その他 農用種馬施設等整備 函館市亀田農業協同組合 4,045  

宮崎県 Ⅰ-(5)その他 農用種馬施設等整備 都城農業協同組合   7,212  

中央 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 29,127  

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 29,421  

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 9,738  

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 15,504  

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 11,534  

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 7,652  

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 6,888  

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 7,167  

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 9,366  

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 10,841  

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 12,197  

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 9,196  

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 12,923  

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 8,909  

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 7,907  

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 7,593  

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 7,826  

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 5,588  

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 5,063  

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 7,216  

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 10,614  

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 8,860  
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中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (千円) 

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 8,054  

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 6,580  

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 5,667  

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 5,933  

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 7,536  

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 10,871  

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 5,084  

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 6,892  

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 5,699  

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 7,254  

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 14,488  

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 10,121  

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 8,582  

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 6,483  

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 6,094  

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 7,516  

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 6,730  

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 9,391  

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 10,118  

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 9,437  

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 11,317  

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 9,799  

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 13,999  

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 17,001  

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 7,350  

中央 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 133,999  

中央 
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 935  

中央 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 4,690  

熊本県 
Ⅴその他 畜産振興特別対策 

(肥育馬畜産物流通円滑化緊急対策) 
熊本県馬刺し安全・安心推進協議会 14,000  

中央 Ⅴその他 馬事畜産振興推進 馬事畜産振興協議会 49,516  

中央 Ⅴその他 畜産フェア普及特別対策 馬事畜産振興協議会 7,110  
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中央・ 
補 助 事 業 名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (千円) 

中央 
Ⅴその他 畜産振興特別対策 

(畜産物消費拡大支援緊急対策) 
馬事畜産振興協議会 49,482  

計 115 事業     1,042,400 
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令和 2 年度 競走馬生産振興事業費補助金の確定について 

 

令和 2 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 15 298,357,087 

Ⅱ 競走馬の防疫衛生対策事業 4 75,744,000 

Ⅲ 経営基盤強化対策事業 10 1,651,650,872 

計 29 2,025,751,959 

 

令和 2 年度  競走馬生産振興事業  確定状況一覧 
   

中央・ 
補助事業名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (円) 

中央 Ⅰ－(1)軽種馬の登録推進 
公益財団法人 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｽﾀｯﾄﾞﾌﾞｯｸ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 
72,692,087 

中央 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  3,115,000 

北海道 Ⅰ－(2)その他 優良 2 歳馬導入促進対策 帯広市 15,873,000 

北海道 Ⅰ－(2)その他 優良 2 歳馬導入促進対策 北海道 37,125,000 

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 11,808,000 

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 16,112,000 

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 20,565,000 

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 40,142,000 

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 22,440,000 

石川県 Ⅰ－(2)その他 優良 2 歳馬導入促進対策 石川県 7,762,000 

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 8,821,000 

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 9,075,000 

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 16,239,000 
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中央・ 
補助事業名 事業実施主体名 

確定額 

都道府県 (円) 

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 5,580,000 

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 11,008,000 

中央 Ⅱ－(1)生産育成地馬防疫推進 公益社団法人 中央畜産会 5,093,000 

中央 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 42,700,000 

中央 
Ⅱ－(2)その他 

馬伝染性疾病蔓延防止対策備蓄 
全国公営競馬主催者協議会 26,956,000 

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 

中央 
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 91,058,066 

中央 
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 67,413,902 

中央 
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 497,328,905 

中央 
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 163,951,602 

中央 
Ⅲ-(5) 優良繁殖馬導入促進 

(繁殖牝馬流通活性化) 
公益社団法人 日本軽種馬協会 10,170,955 

中央 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 337,001,954 

中央 Ⅲ-(7) 軽種馬海外流通促進 公益社団法人 日本軽種馬協会 69,035,385 

中央 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 53,246,057 

中央 Ⅲ-(10) 軽種馬流通活性化 公益社団法人 日本軽種馬協会 162,444,046 

中央 Ⅲ-(11) 軽種馬経営継承者借換資金融通 公益社団法人 日本軽種馬協会 200,000,000 

計 29 事業   2,025,751,959 
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令和 3 年度 畜産振興事業費補助金の交付の決定について(第 2 回) 

 

令和 3 年度 畜産振興事業について、令和 3 年 8 月 23 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 3 39,751 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 0 0 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 0 0 

Ⅳ 家畜畜産物等流通合理化事業 － － 

Ⅴ その他畜産振興事業 0 0 

計 3 39,751 

 

団体別・事業別一覧表 
  

令和 3 年度 畜産振興事業 交付決定状況(第 2 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) 

北海道 Ⅰ-(5)その他 重種種馬施設等整備 函館市亀田農業協同組合 18,139 

北海道 Ⅰ-(5)その他 重種種馬施設等整備 新函館農業協同組合 14,371 

北海道 Ⅰ-(5)その他 重種種馬施設等整備 本別町農業協同組合 7,241 

計 3 事業   39,751 

 

 


