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            令和元年 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 57 5 1 0 0      

馬 393 281 0     176 6 14 

 

 

 

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 130 0    130   7 137 

３歳    194 0  194   0 194 

４歳 28 0 28   0 28 

５歳     15 0 15   0 15 

６歳以上 19 0 19 0 19 

計 386 0 386   7 393 

 

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。 
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平成 30 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 15 275,928,743 

Ⅱ 競走馬の防疫衛生対策事業 3 48,530,000 

Ⅲ 経営基盤強化対策事業 11 2,150,269,338 

合  計 29 2,474,728,081 

 

 

平成 30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 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 

72,765,743 

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 3,572,000 

北海道 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 帯広市 13,563,000 

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 12,240,000 

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 13,097,000 

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 14,682,000 

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 31,782,000 

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 18,930,000 

石川県 Ⅰ－(2)その他 優良２歳馬導入促進対策 石川県 9,330,000 

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 8,877,000 

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 8,437,000 

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 14,759,000 

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 5,945,000 

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 10,824,000 

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 4,835,000 

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 

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 80,005,683 

平成 30年度 競走馬生産振興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(円) 

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 67,054,368 

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 997,340,858 

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 118,363,971 

中央 
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 10,049,131 

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 317,566,647 

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 75,458,422 

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 43,131,403 

中央 
Ⅲ-(9) 軽種馬経営強化改善資金融通円滑

化 
公益社団法人 日本軽種馬協会 80,000,000 

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 161,298,855 

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 

中央 Ⅲ-(12) 災害緊急支援特別対策 公益社団法人 日本軽種馬協会 
事業延期のため後

日確定 

  29事業   2,474,728,081 
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平成 30 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 53 270,882 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 48 482,528 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 1 4,966 

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 49,433 

合   計 104 807,809 

 

 

平成 30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 Ⅰ-(1)登録推進 公益社団法人 日本馬事協会 49,736  

中央 Ⅰ-(2)種雄馬の導入(農用馬) 公益社団法人 日本馬事協会 26,255  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 南幌町農業協同組合 330  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新砂川農業協同組合 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 1,240  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新函館農業協同組合 1,570  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 函館市亀田農業協同組合 1,080  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 道北なよろ農業協同組合 660  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたみらい農業協同組合 250  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 芽室町農業協同組合 660  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 足寄町農業協同組合 1,490  

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 本別町農業協同組合 990  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 陸別町農業協同組合 1,160  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 豊頃町農業協同組合 660  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 帯広市川西農業協同組合 1,672  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 音更町農業協同組合 1,320  

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  

平成 30年度 畜産振興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-(3)-① 奨励金交付事業 幕別町農業協同組合 682  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 上士幌町農業協同組合 1,650  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 阿寒農業協同組合 3,433  

北海道 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 釧路丹頂農業協同組合 1,662  

島根県 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 島根県農業協同組合 1,000  

熊本県 Ⅰ-(3)-① 奨励金交付事業 熊本県畜産農業協同組合 1,451  

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 202  

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 1,012  

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 1,102  

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 642  

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 1,305  

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 364  

島根県 Ⅰ-(4)-① 優良種雄馬繁殖奨励 島根県農業協同組合 90  

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 1,865  

宮崎県 Ⅰ-(4)-① 優良種雄馬繁殖奨励 都城農業協同組合 112  

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 2,154  

北海道 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 十勝農業協同組合連合会 7,888  

北海道 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 十勝家畜商業協同組合 684  

北海道 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 釧路農業協同組合連合会 9,064  

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 3,406  

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 8,028  

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 36  

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 1,160  

島根県 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 島根県農業協同組合 468  

熊本県 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 熊本県畜産農業協同組合 4,286  

宮崎県 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 こばやし農業協同組合 252  

宮崎県 Ⅰ-(4)-② 子馬生産奨励 都城農業協同組合 210  

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 3,444  

北海道 Ⅰ-(4)-③ 改良促進奨励 十勝農業協同組合連合会 21,437  

北海道 Ⅰ-(4)-③ 改良促進奨励 釧路農業協同組合連合会 13,237  

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 2,828  

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 10,640  

中央 Ⅰ-(4)-④ 生産技術指導 公益社団法人 日本馬事協会 6,650  

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 21,968  

北海道 Ⅰ-(5)その他 優良農用馬生産奨励 帯広市 44,997  

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 107,785  

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 23,486  
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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) 

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 8,530  

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 13,236  

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 9,825  

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 6,241  

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 6,635  

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 6,332  

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 8,856  

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 9,548  

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 10,827  

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 8,750  

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 10,580  

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 7,609  

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 7,674  

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 6,639  

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 7,132  

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 4,942  

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 4,077  

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 5,630  

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 8,979  

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 7,709  

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 7,005  

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 5,824  

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 6,148  

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 5,469  

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 6,439  

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 9,594  

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 4,516  

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 5,592  

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 5,354  

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 5,886  

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 12,683  

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 9,039  

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 7,608  

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 5,758  

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 6,054  

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 6,852  

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 5,891  

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 9,174  
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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) 

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 8,348  

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 7,706  

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 9,636  

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 8,193  

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 11,359  

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 13,239  

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 6,170  

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 1,969  

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 4,966  

中央 Ⅴその他 馬事畜産振興推進 馬事畜産振興協議会 39,433  

中央 
Ⅴその他 馬事畜産振興推進 

          （鶏卵消費拡大普及啓発） 
一般社団法人 日本養鶏協会 10,000  

  104事業   807,809 

 

 


