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平成 27 年度第１回評議員会の開催 

 

平成 27 年度第１回評議員会は、６月 17 日（水）午後１時 30 分から麻布台ビル北館４階の当協 

会会議室において、農林水産省生産局栗原競馬監督課長ほか関係係官の臨席を得て、評議員 9名の

出席のもと開催された。 

当協会の平成 26 年度事業報告書（案）及び同決算（案）について審議され、出席評議員全員に 

よって異議なく了承された。 

 

○評議員 

平成 27 年 6 月 17 日現在 五十音順 

氏  名 職      名 

有 吉 正 徳 株式会社 朝日新聞社東京本社スポーツ部記者 

小 向 鋭 一 株式会社 ジェイエスキューブ常勤顧問 

醍 醐 伸 之 日本地方競馬馬主振興協会会長 

高 橋 秀 昌 胆振軽種馬農業協同組合代表理事組合長 

西 村 啓 二 公益社団法人 日本軽種馬協会副会長・常務理事 

野 口   孝 全国公営競馬調教師会連合会会長 

林   晶 子 株式会社 瑞光つなぎ温泉四季亭専務取締役 

樋 口 義 男 一般社団法人 岡山県畜産協会代表理事会長 

菱 沼   毅 公益社団法人 中央畜産会顧問長 

廻   洋 子 淑徳大学経営学部学部長教授 

山 本 武 司 一般社団法人 岩手県馬主会会長 

米 村 恵 子 江戸川大学社会学部名誉教授 
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平成 27 年度第１回運営委員会の開催 

 

平成 27 年度第１回運営委員会は、６月 25 日（木）午後１時 30 分から麻布台ビル南館４階の当

協会役員会議室において、農林水産省生産局栗原競馬監督課長、総務省自治財政局進地方債課課長

補佐ほか関係係官の臨席を得て、運営委員９名（代理出席７名含む。）の出席のもと開催された。 

協会から提出した平成 26 年度事業報告書（案）及び同決算（案）ほかについて審議され、出席

委員全員によって異議なく議決された。 

 

○運営委員会委員 

平成 27 年 6 月 25 日現在 

主 催 者 名 職   名 氏   名 備  考 

北   海   道 知   事 高  橋  はるみ  

岩 手 県 競 馬 組 合 管 理 者 達 増 拓 也 (岩手県知事) 

特 別 区 競 馬 組 合 管 理 者 坂 本   健 (板橋区長) 

神奈川県川崎競馬組合 管 理 者 黒 川 雅 夫 (神奈川県副知事) 

愛 知 県 競 馬 組 合 管 理 者 大 村 秀 章 (愛知県知事) 

兵 庫 県 競 馬 組 合 管 理 者 金 澤 和 夫 (兵庫県副知事) 

佐 賀 県 競 馬 組 合 管 理 者 池 田 英 雄 (佐賀県副知事) 

 学識経験者 中 須 勇 雄 (公財)農林水産長期金融協会理事長

 学識経験者 浮 田 秀 則 地方競馬全国協会理事長 
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            平成 27 年 6 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 5 14 1 0 4      

馬 477 252 1     190 5 5 

 

 

 

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 215 0 215 15 230 

３歳 179 0 179 0 179 

４歳 33 0 33 0 33 

５歳 15 0 15 0 15 

６歳以上 20 0 20 0 20 

計 462 0 462 15 477 

 

ただし、登録事項の変更及び抹消については６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 27 年度研修実施状況（４月～６月） 
主催者等職員研修 

平成 27 年度裁決委員業務研修 

第１回 平成 27 年 5 月 12 日（火）～5 月 15 日（金）4 日間 ７名（内聴講生１名） 

場所 地方競馬教養センター、川崎競馬場 

帯広市 １名 岩手県競馬組合 １名 

埼玉県浦和競馬組合 １名 特別区競馬組合 ２名 

愛知県競馬組合 １名   

聴講生 １名 

地方競馬全国協会 １名  

 

第２回 平成 27 年 5 月 19 日（火）～5 月 22 日（金）４日間 ５名（内聴講生２名） 

場所 地方競馬教養センター、大井競馬場 

神奈川県川崎競馬組合 ２名 佐賀県競馬組合 １名 

聴講生 ２名 

地方競馬全国協会 ２名  

 

平成 27 年度決勝審判委員業務研修 

平成 27 年６月２日（火）～５日（金） ４日間 ８名（内聴講生３名） 

   場所 地方競馬教養センター、大井競馬場 

岩手県競馬組合 １名 埼玉県浦和競馬組合 １名 

神奈川県川崎競馬組合 １名 岐阜県地方競馬組合 １名 

高知県競馬組合 １名   

聴講生 ３名 

地方競馬全国協会 ３名  

 

平成 27 年度第 1 回基礎研修 

平成 27 年 6 月 15 日（月）～6 月 19 日（金）5 日間 26 名（内聴講生 10 名） 

場所 地方競馬教養センター 

岩手県競馬組合 １名 埼玉県浦和競馬組合 １名 

特別区競馬組合 １名 神奈川県川崎競馬組合 10 名 

石川県 １名 岐阜県地方競馬組合 １名 

愛知県競馬組合 １名  

聴講生 10 名 

(一社)関東地方公営競馬協議会 １名 (株)日本レーシングサービス ２名 

(公財)競走馬理化学研究所 ２名 (公財)畜産近代化リース協会 １名 

東京都競馬(株) １名 トータリゼータエンジニアリング(株) ２名 

オッズパーク(株) １名  
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平成 26 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 15 219,402,918 

Ⅱ 競走馬の防疫衛生対策事業 15 51,676,000 

Ⅲ 経営基盤強化対策事業 9 1,985,817,322 

合  計 39 2,256,896,240 

 
 

平成 26 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 

71,522,918

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 5,400,000

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 27,675,000

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 10,340,000

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  11,840,000

石川県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 石川県 6,450,000

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 6,900,000

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 8,285,000

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 8,546,000

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

平成 26 年度 競走馬生産振興事業費補助金の確定について 



7 

中央・ 

都道府県 
補助事業名 事業実施主体名 確定額(円) 

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 769,000

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 769,000

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 769,000

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 67,362,863

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 57,001,092

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 988,433,796

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 93,832,582

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 10,293,179

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 183,021,762

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 83,105,388

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 42,766,660

中央団体 Ⅲ-(9)軽種馬経営改善資金融通円滑化 
(追加対策) 公益社団法人 日本軽種馬協会 460,000,000

  39 事業  2,256,896,240
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平成 26 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 37 134,821 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 48 410,991 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 1 4,895 

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 9,414 

合   計 88 560,121 

 
 

平成 26 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 41,728

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 8,675

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 阿寒農業協同組合 770 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 摩周湖農業協同組合 384 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 足寄町農業協同組合 777 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 標茶町農業協同組合 128 

熊本県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 熊本県畜産農業協同組合 764 

熊本県 Ⅰ-(3)-②導入貸付事業 熊本県畜産農業協同組合 600 

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 269 

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 858 

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 827 

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 909 

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 930 

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 62 

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 439 

島根県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 島根県農業協同組合 109 

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 1,194 

宮崎県 Ⅰ-(4)-①優良種雄馬繁殖奨励 都城農業協同組合 83 

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 62 

平成 26 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)-②子馬生産奨励 上川生産農業協同組合連合会 1,426 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 十勝農業協同組合連合会 6,532 

北海道 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 釧路農業協同組合連合会 7,468 

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 3,365 

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 7,329 

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 447 

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 842 

島根県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 島根県農業協同組合 499 

熊本県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 熊本県畜産農業協同組合 2,426 

宮崎県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 都城農業協同組合 246 

宮崎県 Ⅰ-(4)-②子馬生産奨励 こばやし農業協同組合 40 

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 1,313

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 十勝農業協同組合連合会 9,945 

北海道 Ⅰ-(4)-③改良促進奨励 釧路農業協同組合連合会 7,038 

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 1,744 

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 8,750 

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 3,715

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 12,128

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 69,400

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 19,600 

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 6,845 

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 12,311 

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 9,886 

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 6,580 

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 5,789 

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 8,528 

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 8,049 

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 9,300 

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 8,492 

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 9,548 

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 7,974 

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 6,645 

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 5,576 

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 7,241 

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 4,597 
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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) 

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 4,005 

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 4,422 

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 9,190 

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 6,841 

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 7,460 

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 5,512 

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 5,743 

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 5,201 

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 6,171 

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 8,816 

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 3,836 

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 4,390 

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 4,772 

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 4,631 

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 9,880 

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 7,709 

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 6,937 

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 5,334 

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 6,761 

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 7,161 

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 5,971 

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 8,166 

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 7,223 

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 8,245 

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 9,047 

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 7,867 

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 9,607 

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 10,665 

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 5,729 

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 1,591

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 4,895

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 4,846

岩手県 Ⅴその他  畜産フェア普及特別対策 一般社団法人 岩手県畜産協会 4,568

  88 事業   560,121

 


