
地方競馬全国協会 会報 

第 446号 令和 2年 6月 

 

 

 

競馬関係 

登録関係 

    

   その他 

 

 

  

 

 畜産振興関係 

   

 

    

 

 

馬主及び馬の登録数調べ 

  

 平成 31年度(令和元年度)競馬活性化補助事業補助金の 

確定について 

 令和 2年度競馬活性化補助事業補助金の交付決定について 

(第 1回) 

 

令和 2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 2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) 

 

目 次 



1 

 

馬主および馬の登録数調べ 

 

 

 

             

            令和 2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   2   7 1 1 1      3 

馬 531 302 1     144 15 12 

 

 

 

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 220 0 220     22  242 

３歳    197 0  197   0 197 

４歳 35 0 35   0 35 

５歳     29 0 29   0 29 

６歳以上 28 0 28 0 28 

計 509 0 509   22 531 

 

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。 

 

 

 



平成 31年度(令和元年度) 競馬活性化補助事業補助金の確定について 

平成 31年度(令和元年度)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 31年度(令和元年度)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 

（認定都道府県等） 

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 766,074 

小計 1事業 766,074 

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 
30,373 

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 16,218 

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 12,191 

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 19,782 

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 11,725 

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 15,935 

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 24,137 

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 19,382 

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 18,784 

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 269,126 

2



中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

確定額 

   （千円） 

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 204,300 

小計 1事業 204,300 

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 
1,763,036 

小計 1事業 1,763,036 

中央 

団体 
第 2期開催情報配信システムの整備 

公益財団法人畜産近代化リ

ース協会 
433,935 

小計 1事業 433,935 

中央 

団体 

地方競馬オッズ等表示システムの整

備 

公益財団法人畜産近代化リ

ース協会 
1,247,441 

小計 1事業 1,247,441 

中央 

団体 

地方競馬オッズ等表示システム構築

付帯セットトップボックス整備 

公益財団法人畜産近代化リ

ース協会 
10,818 

小計 1事業 10,818 

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 81,300 

岩手県 
令和元年度水沢競馬場 

走路整備事業 
岩手県競馬組合 25,670 

千葉県 
令和元年度船橋競馬場 

調教走路等整備事業 
千葉県競馬組合 129,800 

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 11,100 

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 5,832 

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 36,261 

神奈川県 
令和元年度川崎競馬場 

小向練習馬場整備事業 
神奈川県川崎競馬組合 137,500 

石川県 
平成 31年度金沢競馬場 

ロンギ場整備事業
石川県 8,576 

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 158,855 

高知県 
令和元年度高知競馬場 

厩舎等整備事業 
高知県競馬組合 29,982 

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 

小計 11事業 667,266 
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中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

確定額 

   （千円） 

北海道 
令和元年度帯広競馬場における来場

促進事業 
帯広市 2,000 

北海道 
令和元年度門別競馬場における来場

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 
令和元年度盛岡競馬場における来場

促進事業 
岩手県競馬組合 2,000 

埼玉県 
令和元年度浦和競馬場における来場

促進事業 
埼玉県浦和競馬組合 2,000 

千葉県 
令和元年度船橋競馬場における来場

促進事業 
千葉県競馬組合 2,000 

東京都 
令和元年度大井競馬場における来場

促進事業 
特別区競馬組合 2,000 

神奈川県 
令和元年度川崎競馬場における来場

促進事業 
神奈川県川崎競馬組合 2,000 

石川県 
令和元年度金沢競馬場における来場

促進事業 
石川県 2,000 

岐阜県 
令和元年度笠松競馬場における来場

促進事業 
岐阜県地方競馬組合 2,000 

愛知県 
令和元年度名古屋競馬場における来

場促進事業 
愛知県競馬組合 2,000 

兵庫県 
令和元年度園田競馬場における来場

促進事業 
兵庫県競馬組合 2,000 

高知県 
令和元年度高知競馬場における来場

促進事業 
高知県競馬組合 2,000 

佐賀県 
令和元年度佐賀競馬場における来場

促進事業 
佐賀県競馬組合 2,000 

小計 13事業 26,000 

合計 43事業 5,387,996 
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令和２年度競馬活性化補助事業補助金の交付決定について（第 1回） 

令和 2 年度競馬活性化補助事業について、令和 2 年 4 月 6 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２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 

（認定都道府県等） 

交付決定額 

   （千円） 

北海道 
令和２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 100,000 

北海道 
令和２年度帯広競馬場バックヤード

ツアー順路整備事業
帯広市 25,000 

北海道 
令和２年度帯広競馬場練習走路整備

事業 
帯広市 25,000 

神奈川県 
令和２年度川崎競馬場小向練習馬場

整備事業 
神奈川県川崎競馬組合 187,500 

石川県 
令和２年度金沢競馬場角馬場整備事

業 
石川県 11,065 

岐阜県 令和２年度笠松競馬場走路整備事業 岐阜県地方競馬組合 58,076 

兵庫県 令和２年度園田競馬場走路整備事業 兵庫県競馬組合 297,925 

高知県 
令和２年度高知競馬場厩舎等整備事

業 
高知県競馬組合 37,500 

高知県 
令和２年度高知競馬場トレッドミル

整備事業 
高知県競馬組合 50,000 

合計 9事業 792,066 
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令和２年度競馬活性化補助事業補助金の交付決定について（第 2回） 

令和 2年度競馬活性化補助事業について、令和 2年 5月 13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２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 

（認定都道府県等） 

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 699,735 

小計 1事業 699,735 

中央 

団体 

地方競馬オッズ等表示システムの整

備 

(公財)畜産近代化リース協

会 
1,100,883 

小計 1事業 1,100,883 

中央 

団体 

地方競馬オッズ等表示システム構築

付帯セットトップボックス整備 

(公財)畜産近代化リース協

会 
14,993 

小計 1事業 14,993 

合計 3事業 1,815,611 
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令和２年度競馬活性化補助事業補助金の交付決定について（第 3回） 

令和 2年度競馬活性化補助事業について、令和 2年 6月 16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２年度競馬活性化補助事業交付決定状況（第 3回） 

中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

交付決定額 

   （千円） 

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 
30,380 

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 14,819 

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 16,097 

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 23,724 

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 18,265 

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 25,283 

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 42,923 

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 11,663 

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 15,594 

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 23,010 

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 22,215 

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 17,510 

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 10,440 
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中央・ 

都道県 
補助事業名 

事業実施主体名 

（認定都道府県等） 

交付決定額 

   （千円） 

合計 13事業 271,923 
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令和 2 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 2年度 畜産振興事業について、令和 2年 5月 29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） 

Ⅴ その他畜産振興事業 1 14,000 

計 1 14,000 

団体別・事業別一覧表 

令和 2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) 

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 

計 1事業 14,000 
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令和 2 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 2年度 畜産振興事業について、令和 2年 6月 17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 33 300,747 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業 48 600,485 

Ⅲ 畜産経営合理化事業 1 5,121 

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 56,669 

計 84 963,022 

団体別・事業別一覧表 

令和 2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) 

中央団体 Ⅰ-(1)登録推進 公益社団法人 日本馬事協会 71,416 

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 65,506 

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 ピンネ農業協同組合 1,680 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたそらち農業協同組合 1,910 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 新函館農業協同組合 2,590 

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 2,800 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 きたみらい農業協同組合 1,890 

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 帯広市川西農業協同組合 989 

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 
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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 豊頃町農業協同組合 1,050 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 本別町農業協同組合 1,680 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 足寄町農業協同組合 1,680 

北海道 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 陸別町農業協同組合 840 

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 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 1,282 

青森県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 尻屋牧野組合 860 

岩手県 Ⅰ-(3)-①奨励金交付事業 盛岡畜産農業協同組合 1,193 

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 8,479 

熊本県 Ⅰ-(3)-②導入貸付事業 熊本県畜産農業協同組合 282 

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 12,421 

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 48,758 

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 5,092 

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 164,691 

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 9,484 

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 
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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) 

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 

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 
6,198 

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 
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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 5,412 

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 5,121 

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 49,540 

中央団体 Ⅴその他 畜産フェア普及特別対策 馬事畜産振興協議会 7,129 

計 84事業 963,022 
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