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            平成 24 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 37 3 2 0 0      

馬 626 271 0     169 14 8 

 

 

 

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 350 0 350 36 386 

３歳 162 0 162 0 162 

４歳 36 0 36 0 36 

５歳 20 0 20 0 20 

６歳以上 22 0 22 0 22 

計 590 0 590 36 626 

 

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 



3 
 

 
 

 
平成 24 年 5 月 24 日 

 
平成24年度畜産振興事業に係る事業実施主体候補者を別表1のとおり決定した。 
なお、畜産振興事業に係る平成22年度から継続の事業実施主体候補者は、別表2のとお

りである。 

 
(別表 1) 

平成 24 年度 畜産振興補助事業 事業実施主体候補者一覧 

事  業  名 
都道府県

等 
事業実施主体候補者名 事業実施期間

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 熊本県 熊本県畜産農業協同組合 

平成 24 年度 

から 4 年間 

(平成27年度)

以内 

Ⅴ－その他 馬事畜産振興推進 全国 馬事畜産振興協議会 平成 24 年度 

Ⅴ－その他 畜産フェア普及特別対策 北海道 社団法人 北海道酪農畜産協会 平成 24 年度 

Ⅴ－その他 畜産フェア普及特別対策 神奈川県 社団法人 神奈川県畜産会 平成 24 年度 

 
(別表 2) 

平成 24 年度 畜産振興補助事業 事業実施主体候補者(継続)一覧 

事  業  名 
都道府県

等 
事業実施主体候補者名 事業実施期間

Ⅰ－(1)登録推進 全国 公益社団法人 日本馬事協会 

平成 23 年度 

から 5 年間 

(平成27年度)

以内 

Ⅰ－(2)種雄馬の導入（農用馬） 全国 公益社団法人 日本馬事協会 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 阿寒農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 摩周湖農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 幕別町農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 足寄町農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 十勝池田町農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 豊頃町農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 帯広市川西農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 北ひびき農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 標茶町農業協同組合 同上 

平成24年度畜産振興事業に係る事業実施主体候補者の決定について(第1回) 
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事  業  名 
都道府県

等 
事業実施主体候補者名 事業実施期間

Ⅰ－(3)①奨励金交付事業 北海道 音更町農業協同組合 同上 

Ⅰ－(3)②導入貸付事業 熊本県 熊本県畜産農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 北海道 ホクレン農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 北海道 上川生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 北海道 釧路農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 北海道 根室生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 北海道 十勝農業協同組合連合会 同上 

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

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 岩手県 社団法人 岩手県畜産協会 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 島根県 隠岐どうぜん農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 熊本県 熊本県畜産農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 宮崎県 都城農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)①優良種雄馬繁殖奨励 宮崎県 こばやし農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 北海道 ホクレン農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 北海道 上川生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 北海道 釧路農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 北海道 根室生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 北海道 十勝農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 青森県 青森県畜産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 岩手県 社団法人 岩手県畜産協会 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 島根県 隠岐どうぜん農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 熊本県 熊本県畜産農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 宮崎県 都城農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)②子馬生産奨励 宮崎県 こばやし農業協同組合 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雄馬改良促進奨励] 

       [優良種雌馬改良促進奨励] 

北海道 ホクレン農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雄馬改良促進奨励] 

       [優良種雌馬改良促進奨励] 

北海道 上川生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雄馬改良促進奨励] 

       [優良種雌馬改良促進奨励] 

北海道 釧路農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雄馬改良促進奨励] 

       [優良種雌馬改良促進奨励] 

北海道 根室生産農業協同組合連合会 同上 
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事  業  名 
都道府県

等 
事業実施主体候補者名 事業実施期間

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雄馬改良促進奨励] 

       [優良種雌馬改良促進奨励] 

北海道 十勝農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雌馬保留奨励] 
北海道 ホクレン農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雌馬保留奨励] 
北海道 上川生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雌馬保留奨励] 
北海道 釧路農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雌馬保留奨励] 
北海道 根室生産農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)③改良促進奨励 

       [優良種雌馬保留奨励] 
北海道 十勝農業協同組合連合会 同上 

Ⅰ－(4)④生産技術指導 全国 公益社団法人 日本馬事協会 同上 

Ⅰ－(5) その他 

    優良農用馬資源確保緊急特別対策
全国 公益社団法人 日本馬事協会 

平成 22 年度

から 3 年間 

(平成24年度)

以内 

Ⅱ－(1)地域畜産支援指導等体制強化 全国 社団法人 中央畜産会 同上 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ⅱ－(1)地域畜産支援指導等体制強化 石川県 社団法人 石川県畜産協会 同上 

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

Ⅱ－(1)地域畜産支援指導等体制強化 山梨県 公益社団法人 山梨県畜産協会 同上 
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事  業  名 
都道府県

等 
事業実施主体候補者名 事業実施期間

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ⅱ－(2) その他 

馬の装蹄技術講習及び装蹄師の養成 
全国 社団法人 日本装蹄師会 同上 

Ⅲ－6 家畜衛生推進 

その他 馬飼養衛生管理特別対策 
全国 社団法人 中央畜産会 同上 
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平成 24 年度 競走馬生産振興事業 事業実施主体候補者(継続)一覧 

事  業  名 
都道府県

等 
事業実施主体候補者名 事業実施期間

Ⅰ－(1)軽種馬の登録推進 全国 
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 

平成 22 年度 

から 3 年間 

(平成24年度)

以内 

Ⅰ－(2)その他 軽種馬の生産育成指導 全国 公益社団法人 日本軽種馬協会 同上 

Ⅱ－(1)生産育成地馬防疫推進 全国 社団法人 中央畜産会 同上 

Ⅱ－(2)その他 競走馬防疫促進対策 全国 社団法人 中央畜産会 同上 

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

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

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

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

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

Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 東京都 社団法人 東京都馬主会  同上 

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

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

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

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

Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 兵庫県 社団法人 兵庫県馬主協会 同上 

Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 広島県 広島県馬主会 同上 

Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 高知県 高知県馬主協会 同上 

Ⅱ－(2)その他 育成馬等の予防接種対策 佐賀県 佐賀県馬主会 同上 

Ⅲ 軽種馬経営構造改革支援 

（軽種馬生産基盤整備対策） 
全国 公益社団法人 日本軽種馬協会 同上 

Ⅲ 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） 
全国 公益社団法人 日本軽種馬協会 同上 

Ⅲ 軽種馬経営高度化指導研修 

（人材養成支援） 
全国 社団法人 競走馬育成協会 同上 

Ⅲ 優良繁殖馬導入促進 

（優良種牡馬整備） 
全国 公益社団法人 日本軽種馬協会 同上 

Ⅲ 優良繁殖馬導入促進 

（優良繁殖牝馬導入促進） 
全国 公益社団法人 日本軽種馬協会 同上 

Ⅲ 軽種馬海外流通促進 全国 公益社団法人 日本軽種馬協会 同上 
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平成２４年度馬産地再活性化緊急対策事業助成金の交付決定について（第 5 回） 

 
平成２４年度馬産地再活性化緊急対策事業の選定に関して、平成２４年６月１４日付けで 

次のとおり助成金の交付の決定を行った。 

 

事業区分毎の総括表 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度馬産地再活性化緊急対策事業交付決定状況（第５回） 

 

助成事業名 助成事業者名  交付決定額（円） 

２ 馬流通活性化事業 

（３）上場馬の情報開示の 

  ための取組 

（４）上場馬の資質向上の 

  ための取組  

 

日高軽種馬農業協同組合 

 

 

 

    

１７４，７４５，０００

 

計 １件 １７４，７４５，０００

 

事 業 区 分 件数 交付決定額（円） 

１ 馬生産経営体質強化事業 － － 

２ 馬流通活性化事業 １ １７４，７４５，０００ 

計 １ １７４，７４５，０００ 




