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平成 27 年度 事業報告 
 

概  況 

平成 27 年の我が国経済は緩やかな回復基調にあった。消費の回復については、

消費税率引上げ後の反動減は一巡したといえるが、いまだ緩慢である。一方、企業

所得の増加や所得雇用環境の改善が続いており、経済の好循環も生まれ始めている。 

10 月には TPP（環太平洋パートナーシップ）協定の合意により、軽種馬の関税（340

万円/頭）は、16 年目までに段階的に撤廃、繁殖牝馬は発効と同時に即時撤廃が決

定したため、生産界への影響が心配される。しかし価格の内外格差は小さい上、軽

種馬の輸入取引価格が発動基準価格（850 万円/頭）よりも 10％超低い場合には追

加関税が加算されるセーフガードがあるため、生産界への打撃はそれほど大きくな

いとの見方もあるが、発効された場合は注視していく必要がある。 

平成 27 年の競馬開催売上については、中央競馬は前年比 103.6％でほぼ昨年と

同じ伸び率を示し、地方競馬も、111.2％と両主催者ともに好調が続いている。中

央・地方相互発売拡大が功を奏し、特に地方 IPAT の売上貢献が顕著で、地方競馬

売得金に占める割合も増加を続け、9.9％を占めるに至っている。また、地方競馬

共同トータリゼータシステムを利用し、JRA の勝馬投票券の発売・払戻を行う

J-PLACE は平成 27 年も発売主催者、発売施設が順次拡大中であり、売上は前年比

151.4％と好調であった。 

また、海外競馬においては、昨年行われたロンジン香港マイル（G1）ではモーリ

スが日本産馬として 10 年ぶりに優勝し、ロンジン香港カップ（G1）ではエイシン

ヒカリがそれぞれ優勝した。海外でも日本産馬の活躍が増えているといえる。 

平成 27 年の軽種馬市場取引では、当歳・１歳・２歳の全市場合計で、上場頭数

3,016 頭、売却頭数 2,080 頭、売却率 69.0％と売却頭数・売却率において史上最高

記録を更新した。年間総売上額は、２年連続で 200 億円の大台を超え、前年から

26 億 6,016 万円上回る活況となり、購買意欲のさらなる高まりがうかがえる結果

となった。 

以上の状況下、本協会は軽種馬生産地をはじめとした地域社会の健全な発展に資

するため、以下の各事業を実施した。 

本協会の中核事業である種馬事業では、昨年導入したケープブランコ（IRE）が

静内種馬場に配置され、132 頭種付した。また平成 27 年は孫世代が 37 年ぶりにア

メリカ三冠馬となり、アメリカでの需要が急騰したエンパイアメーカー（USA）を

ケンタッキーの大手牧場に譲渡した。平成 28 年度は新種牡馬エスケンデレヤ(USA)

を供用開始することとなった。 

情報提供事業では、軽種馬改良情報システム（JBIS）を活用したスマートフォン
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版 JBIS-Search サービスの提供やインターネットによるせり市場のライブ配信な

ど同システムの利用促進に努めたほか、競走馬のふるさと案内所において競馬ファ

ンに対し生産地に関する情報提供を実施した。 

昨年に引き続き、軽種馬生産者への経営支援や、軽種馬せり市場開設者が質の高

いせり市場サービスを提供できるよう各種支援を実施した。また、競走馬生産振興

事業の実施主体として、「軽種馬生産基盤整備対策事業」、「優良繁殖馬導入促進（優

良種牡馬整備・優良繁殖牝馬導入促進・繁殖牝馬流通活性化）事業」「軽種馬経営

高度化指導研修（軽種馬経営技術者指導者養成・技術普及）事業」「軽種馬海外流

通促進事業」を継続するとともに、新たにセリ馴致費用等を助成する「軽種馬流通

活性化事業」を実施した。 

 

Ⅰ．公益目的事業 

    地域社会の健全な発展に資するため、全国の軽種馬生産地域において、 

下記の事業を実施した。 

 

１.種馬事業 

（１）優良種牡馬による種付 

本協会所有種牡馬による種付頭数は、前年比 16 頭減（－3％）の 517 頭で

あった。また、平成 21 年度種付分から導入したフリーリターン制度による

平成 27 年度の種付頭数は 24 頭であった。  

(別表１ 日本軽種馬協会所有供用種牡馬種付牝馬数 参照) 

 

１）種牡馬の整備 

①資源調査 

日本、北米、欧州において新規導入種牡馬候補の調査を行った。 

 

②外国産種牡馬の導入 

    優良種牡馬による種付により軽種馬の資質改良を促進するため、本協会の

種牡馬購買積立資産を取り崩して、米国からエスケンデレヤを購入した。 

 

馬  名 品種 毛色 生年 産地 血  統 購買月日 配置場所 

 

エスケンデレヤ 

 

サラ 

 

栗 

 

2007年 

 

米国 

ジャイアンツ 

コーズウェイ 

アルデバランライト 

 

10.5 

 

静内種馬場 
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２）種牡馬の管理 

①種牡馬の異動及び廃用等 

本協会所有種牡馬 17 頭を全国の軽種馬生産地の要望や種牡馬の適性を 

考慮し、各種馬場に配置した。 

（別表２ 種牡馬の異動及び廃用等 参照） 

②種牡馬の飼養管理及び調査研究発表 

年間を通じて種牡馬飼養管理には特に留意し、臨床獣医学及び栄養学の面

から検査と調査研究を行い、種牡馬側からの受胎率向上に努めた。 

  ③種牡馬等管理指針による管理 

「種牡馬等管理指針」に基づいて管理するとともに、調査データを収集し、

収集結果を各種馬場において活用した。 

 

３）配合業務 

・種牡馬管理配合委員会の開催 

     平成 28 年度分配合について、軽種馬改良情報システム（JBIS）によ 

    るデータを参考に適正な配合計画を策定し、種牡馬管理配合委員会に 

    おいて検討した。 

 

４）種馬場施設の整備 

    静内種馬場では、種牡馬厩舎、種付所、衛生室及び職員住宅の修繕工事

を行った。九州種馬場では試情場の修繕工事を行った。 

 

５）種馬事業利用の側面支援 

①種付権利無償提供制度 

   本協会所有種牡馬の産駒が日本のＧⅠレース又はダートグレード競走

JpnⅠレースで優勝した場合に、当該馬の種付時の母馬の所有者に対し種付

権利を無償で贈呈する制度を平成 22 年度から導入し、平成 27 年度の適用は

なかった。 

②種馬場遠隔地種付牝馬輸送費・飼養管理費助成 

本協会種馬場に繋養する種牡馬に種付する場合に遠距離輸送を行う繁殖

牝馬に対して、輸送費助成及び飼養管理費助成を行った。（なお、本協会か

ら無償で贈呈された種付権利での種付には、種馬場遠隔地種付牝馬輸送費・

飼養管理費助成の対象とはしていない。） 

平成 27 年度は、輸送費 33 件に対して 4,350 千円、飼養管理費 15 件に対

して 1,350 千円の助成を行った。うちフリーリターンによるものは、輸送費

2 件、280 千円、飼養管理費 2 件に対して 180 千円であった。 
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  ③スタリオンニュースの発行 

    最新の本協会所有種牡馬の産駒成績等の関連情報を提供する「JBBA スタ

リオンニュース」を 21 回発行し、軽種馬生産者及び関係者に送付した。 

  ④種付料未納者に対する債権回収 

    平成 22 年度から開始となった種付料の後払制度について、平成 26 年度及

び平成 27 年度種付料未納分について、弁護士等の活用により当該債権の回

収を実施した。 

 

２．国際交流 

    日本産馬の販路をさらに拡大するため、地方競馬全国協会からの補助を 

受けて、海外における販路拡大及び定着等を図る下記の事業を実施した。 

 

（１）海外流通の促進 

    軽種馬の海外への流通促進を図るため、地方競馬全国協会から補助を受け

て、下記の事業を実施した。 

 

  ①海外市場および海外取引に関する調査 

ⅰ)シンガポール・クランジ競馬場でのプロモーションのために、シンガ

ポール・ターフクラブと事前協議を重ね、プロモーションの際に馬主、調教

師及びターフクラブ関係者から現地事情等について聴取した。(４月４日～

５日、９月５日～６日) 

ⅱ）大井競馬場と韓国馬事会(KRA)の国際交流競走開催時にソウル競馬場

及び大井競馬場を訪問した際に、ソウル馬主協会及び KRA 関係者と意見交換

を行なった。(８月 30 日～31 日、11 月 11 日) 

ⅲ）北海道トレーニングセール、セレクションセール、サマーセール及び

オータムセールにおいてシンガポール、香港及び韓国の顧客の購買を、国内

および在外エージェントを使って補助した。(５月 25 日～26 日、７月 20 日

～21 日、８月 24 日～27 日、10 月 5 日～7 日) 

  ②海外顧客誘致活動 

本協会海外向けホームページ(英語、北京語、韓国語)を利用して海外顧客

への日本産馬情報の提供やせり市場宣伝に努めるとともに、北海道トレーニ

ングセールなど４市場で英文せり名簿を作成及び発行した。（補助金 7,238

千円）また、国内外において実施したプロモーション等にも補助した。（２

件 補助金 65,230 千円） 
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・平成 27 年度海外流通促進活動実績 

活動内容 場所 日程等 

レース協賛 シンガポール ４月５日 

海外におけるプロモ

ーション活動の実施 

シンガポール ４月４日～５日・９月５日～６日 

韓国ソウル ８月 31 日 

せり市場への招聘 北海道トレーニングセール 

セレクションセール 

サマーセール 

オータムセール 

その他活動内容 

インセンティヴボーナス（シンガポール・マレーシア・香港・韓国） 

e メールのビジネスレターで情報発信 

宣伝広告 

在外エージェントの雇用 

 

③生産・育成技術供与 

中国北京において、削装蹄技術指導（７月 28 日～31 日）を行った。  

  ④軽種馬国内輸出環境の整備 

    輸出に必要な検疫施設の整備・機材等の整備を行った。 

  ⑤検討会 

    事業の効果的な推進を目的とした検討会及び海外流通促進連絡協議会を

開催した。 

 

（２）検疫施設の運用 

    海外への速やかな軽種馬輸出のため、静内種馬場及び胆振輸出検疫施設にお

いて、下記のとおり 58 頭の軽種馬輸出検疫施設の利用があった。 

 

   ・平成 27 年度 輸出検疫施設利用実績 

施設名 利用期間 輸出国 利用頭数 

胆振 6/18～6/24 シンガポール 9 

胆振 6/29～7/7 韓国 4 

静内 8/19～8/26 愛国 1 

静内 9/28～10/8 米国 1 

胆振 10/8～10/14 シンガポール 8 

静内 10/12～10/21 米国 1 

胆振 10/18～10/26 韓国 8 

胆振 11/12～11/23 英国 26 
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（３）国際会議への参加 

  ① 国際サラブレッド生産者連盟会議 

   ９月９日～16 日までアイルランド・ダブリンで行われた国際サラブレッド

生産者連盟（ITBF）会議に参加した。 

 

 

３．防疫体制の整備 

   伝染病発生による軽種馬の被害防止を図るため、発生及び流行する可能性の

高い伝染性疾患の防疫に係る下記の事業を実施した。 

 

（１）伝染性疾病に対する防疫体制の整備 

１）馬伝染性子宮炎 

馬伝染性子宮炎の国内再侵入の防止を図るため、輸入繁殖牝馬及び国内初

供用牝馬を対象とした馬伝染性子宮炎に係る検査等に要する経費に助成し

た。（助成額 4,356 千円） 

また、国内における清浄化が確認されたことに伴う馬伝染性子宮炎清浄化

確認事業終了後の対策として、日本中央競馬会からの助成を受けて、その蔓

延防止を図るため、子宮内膜炎等有症状繁殖牝馬の検査等に要する経費に助

成する事業を実施した。 

なお、これらの事業は３月末で終了した。 

また、４月からは、公益財団法人全国競馬・畜産振興会の助成を受け、国

内の防疫監視体制を維持し、再侵入防止、早期発見及び蔓延防止による正常

化の継続を図るため、輸入繁殖牝馬及び国内初供用牝馬を対象とした伝染性

子宮炎に係る検査及び子宮内膜炎等有症状繁殖牝馬の検査等に要する経費

に助成する事業を実施した。（助成額 2,488 千円） 

 

２）３種混合ワクチン等の接種 

中央競馬及び地方競馬への入厩前の育成馬に対する三種混合ワクチン（馬

インフルエンザ、日本脳炎、破傷風）と繁殖牝馬に対する馬インフルエンザ

ワクチンの予防接種経費に助成した。（助成額 5,365 千円） 

 

（２）防疫情報の収集・伝達 

法定伝染病及び監視伝染病の発生情報を関係各機関に通報するとともに、

内外の防疫情報を随時収集して関係者に伝達した。 

平成 27 年度は馬鼻肺炎による流産、呼吸器病の発生等に関する 11 件の情

報を関係機関へ伝達した。 
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（３）馬新生児黄疸検査支援と指導 

血液型に起因する馬新生児黄疸症発症予防に関する検査と指導を行った。

平成 27 年度は各地の軽種馬生産農協等を通じ、胆振軽種馬農協 1 件、十勝

軽種馬農協 4 件、東北軽種馬協会 47 件、宮城県軽種馬協会 2 件、千葉県両

総馬匹農業協同組合 13 件で合計 67 件の検査を実施した。 

 

（４）診療の支援 

主産地である北海道日高、胆振地区と比較し、軽種馬専門の獣医療体制が

不足している地区の軽種馬生産者への医療支援のため、九州の軽種馬専門農

協等との契約により九州種馬場において一般診療を行った。 

 

４．人材養成 

   生産技術の高度化や経営体質の強化に対応するため、生産牧場への就業 

希望者等の技術付与及び獣医師等の技術指導者の養成を行う下記の事業を 

実施した。 

 

（１）軽種馬生産技術総合研修センターの整備・運営 

担い手経営のニーズに対応し得る技術指導者を養成する軽種馬生産技

術総合研修センターに係る備品の整備及び運営管理を行った。（事業費

4,822 千円） 

 

（２）軽種馬生産技術総合研修センターにおける研修 

強い馬づくりに取り組む担い手経営のニーズに対応し得る技術指導者

を養成するため、地方競馬全国協会からの補助を受けて、研修等の拠点

となる軽種馬生産技術総合研修センターを運営し、「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）事業」による以下の研

修等を実施した。また、専門技術者に対する自己研鑽の場として施設を

提供した。 

平成 27 年度の事業費は、事業委託 3 件 30,474 千円、軽種馬生産技 

術総合研修センターの研修実施等の事業費 11,490 千円であった。 

    （別表３ 研修実施概要一覧表参照） 

 

１）技術向上のための研修 

①技術指導者の養成のための研修 

技術指導者の養成を目的に肢蹄管理技術研修（装蹄教育センターで

の技術研修、日高装蹄師会技術講習会）、健康管理技術研修（海外講

師による研修会）、栄養管理技術研修（牧場巡回指導、牧草及び土壌
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分析、ファームコンサルタント研修、営農指導者研修）を実施した。 

また、軽種馬生産牧場の経営指導を担う者に対し、経営管理技術に

関する研修、技術講習等を実施した。 

栄養管理技術研修の一部並びに経営管理技術研修を業務委託によ 

り実施した。 

②牧場関係者の技術普及のための研修 

牧場関係者の技術普及を目的に生産育成・経営管理等に関する技

術の普及のための研修会や講演会等を実施した。また、肢蹄管理技

術研修の一部を業務委託により実施した。 

 

２）生産育成技術データの収集・分析・提供 

「子馬の肢蹄異常及び装削蹄療法に関する実態調査」のデータ集

積・分析を行い、当該データの分析を基に研修を実施するとともに、

JRA 競走馬に関する調査研究発表会や JBBA NEWS 等において報告し、こ

れらの知見をまとめた肢蹄管理パンフレット「生まれ来る子馬たちの

ために‐アシのトラブルを学ぼう‐」として発行した。 

これまで集積したレポジトリー用レントゲン写真の画像を分析・集

計し、その結果を JBBA NEWS 等において報告した。 

軽種馬用草地の牧草及び土壌を分析し、そのデータを蓄積した。栄

養管理及び馬体情報管理に関する軽種馬牧場管理ソフト「SUKOYAKA 栄

養」及び「SUKOYAKA 馬体」を開発し、ガイドブックを作成した。 

馬学講座番組「ホースアカデミー」を制作し、グリーンチャンネル

で放映するとともに、関係機関及び希望者へ DVD を配付した。 

 

（３）生産育成技術者研修施設における研修 

日本中央競馬会からの助成を受け、静内種馬場に設置している生産育成技

術者研修施設において、軽種馬生産育成牧場での就業を希望する者を対象と

した軽種馬生産育成技術者研修を 272 日間、軽種馬生産牧場の従業員等を対

象とした牧場後継者向けの養成研修である軽種馬後継者研修を 10 日間実施

した。 

平成 27 年度は、軽種馬生産育成技術者研修で３月に第 36 期生 12 名が修

了し、平成 27 年４月から第 37 期生 12 名の研修を開始し、軽種馬後継者研

修では 5 名の研修を実施した。 

これらの研修の募集においては、競馬関係雑誌広告及びインターネットで

の広報募集を行うほか、軽種馬生産育成技術者研修においては JRA 東京競馬

場（６月６日～７日、10 月 17 日～18 日）、JRA 阪神競馬場(６月 27 日～28

日)、JRA 札幌競馬場（８月８日～９日）で開催された牧場就業促進イベン
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トにおいて募集広報活動を実施し、希望者を対象に体験入学会を８月１日～

２日と８月 17 日～18 日の日程で２回実施した。 

 

（４）技術普及現地研修等 

胆振軽種馬農協、平取町軽種馬生産振興会、門別軽種馬生産振興会、静

内軽種馬生産振興会、三石軽種馬生産振興会の実施する軽種馬生産育成技

術者を対象とした研修に対して補助を行った。 

 

 

５．競走馬の情報提供 

    競走馬の情報を関係者や一般市民へ広く提供するため、軽種馬の資質改良、

生産流通改善に必要となる国内外の各種情報を収集整理し、広報を行う下記の

事業を実施した。 

 

（１）改良情報の整備と提供 

日本中央競馬会からの助成を受けて、生産地、競馬サークル及び一般市民

等に生産と競馬に関する情報を提供する事業を実施した。 

 

１）データ整備 

日本中央競馬会、地方競馬全国協会及び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から提供されるデータ、国内の産駒出生データ、

海外に輸出された産駒及び現役繁殖馬に関連する海外馬の競走成績、並びに

せり市場取引成績等を集積し、これらの整合性を維持する整備を行い、本協

会が運営する軽種馬改良情報システム（JBIS）に情報を蓄積した。 

 

２）情報サービスの提供と普及 

①一般利用 

Web サイト「JBIS-Search」の PC 版及びスマートフォン版により、国内外

の生産地、競馬サ－クル、一般市民を対象とし、軽種馬に関する各種情報を

提供するとともに、同サイトの認知度向上と利用定着を図るため、インター

ネットによるせり市場のライブ中継や、日本馬が出走する海外主要競走の現

地レポートなど、引き続きコンテンツの多様化を積極的に展開した。 

平成27年のJBIS-Searchの利用数は、ページビュー数で26,291,988件（前

年 20,889,209 件）、訪問者数は 2,410,837 件（前年 1,931,807 件）であり、

着実に利用数を伸ばしている。 

②専門利用 

「全国馬名簿」「軽種馬統計」「せり名簿」等の作成に必要なデータ、及び
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海外関係者向けの国内産馬簡易版欧文せり名簿作成に必要なデータを、JBIS

から関係者に提供した。 

  ③システムの更新 

    システムをより確実・安定して運用するために、サーバーのクラウドサー

ビス化を進め、IT リソースの効率的利用及びセキュリテイの強化を図った。 

  ④JBIS センターの移転準備 

    平成28年に予定しているJBISセンターのJRA新橋分館５階への移転に関

する諸々の準備を行った。 

   

（２）競走馬のふるさとに係る情報収集・提供  

地方競馬全国協会から助成を受け、全国６ヵ所の「競走馬のふるさと案内

所」で蓄積された情報をインタ－ネットを通じて提供し、軽種馬生産地の実

態を一般市民に周知するとともに、生産地を訪れる競馬ファンに対して生産

地情報の提供と牧場見学マナーの啓蒙活動を行った。 

競走馬のふるさと案内所ホームページのページビュー数は 4,384,781 件

(前年 4,724,730 件)、訪問者数は 1,227,292 件（前年 1,210,609 件）で順調

に推移した。 

生産地における窓口としては、競走馬のふるさと日高案内所、胆振連絡セ

ンター、十勝連絡センター、東北連絡センター、千葉連絡センター、南九州

連絡センターを設置した。 

また、北海道馬産地見学ガイドツアーの企画監修を通じて軽種馬生産地と

競馬ファン及び一般市民とのより友好的な環境をつくることにより、軽種馬

生産地や競馬に対し興味をもつファンの定着及び新規ファンの獲得を図っ

た。 

 

（３）統計資料等の作成・配付 

１）機関誌「JBBA NEWS」の発行 

毎月 10 日に刊行し、軽種馬生産者、関係機関、関係団体及び一般市民に

国内外の軽種馬生産と競馬に関する情報を提供した。 

 

２）全国馬名簿 

JBIS を利用して作成、軽種馬生産者、国内の関係機関や団体へ配付した。 

 

３）軽種馬統計 

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と共同で、

JBIS を利用して３月に発行し、国内の関係機関や団体へ配付した。 
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（４）広報活動 

本協会の事業内容、生産地の状況、国内外のせり市場の状況、国内競馬に

関する情報、種牡馬のプロフィール及びランキング等を JBBA NEWS 及びホー

ムページを通じて提供し、生産に関連する情報を広く周知することに努めた。 

 

Ⅱ．相互扶助事業 

    軽種馬生産者への経営支援のため、軽種馬生産者やせり市場主催者を対象

とした下記の事業を実施した。 

 

１.各種補助事業 

（１）生産構造改革と経営体質強化  

地方競馬全国協会からの補助を受けて、草地の適切な維持管理による生産

性の向上及び昼夜放牧に対応するための草地の造成・改良、放牧柵の整備に

要する経費に補助を行った。（補助件数 9 件（91 牧場）、補助額 180,865 千

円） 

 

（２）繁殖牝馬の資質改良 

    地方競馬全国協会からの補助を受けて、将来の生産を担う者が資質に優れ

た繁殖牝馬群の整備に必要な優良繁殖牝馬を導入する場合、牝馬の購入に要

する経費の一部に補助を行った。 

平成 27 年度は、53 頭の購入に 89,114 千円の補助を行った。 

 

（３）繁殖牝馬の流通活性化 

    現役引退馬の市場取引の促進による流通の活性化を図るため、馬主等に対

する現役を引退する競走馬を繁殖牝馬として安定的に供給するという意識

の醸成、繁殖牝馬セールへの上場を促進する対策等に要する経費の一部に補

助を行った。（１事業主体） 

 

（４）診断用画像処理装置（コンピューテッド・ラジオグラフィー：CR）の貸与等 

生産地で軽種馬獣医療を行う施設に 8 台の CR の貸付を行った。また、生

産地で軽種馬獣医療を行う団体が保有する CR の保守管理に必要な経費に助

成した。（助成額 2,073 千円） 

 

（５）ファームヘルパー利用組合への支援 

軽種馬生産者の過重労働環境を緩和するため、軽種馬生産地に所在の軽種

馬ファームヘルパー利用組合（１組合）の運営に要する経費の一部に助成し
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た。（助成額 675 千円） 

 

（６）繁殖牝馬用途変更の奨励 

軽種馬生産の廃業又は他作物との複合経営を推進することを条件に、所有

する繁殖牝馬の用途変更を行った生産者への奨励金交付に要する経費の一

部に助成した。（助成額 1,180 千円） 

 

（７）その他 

地域の生産者団体及び若手生産者で構成される青年部の活動に対して、そ

の経費ならびに軽種馬の生産流通情報提供の円滑化に要する経費の一部に

助成した。（助成額 5,585 千円） 

 

２.せり市場支援 

 

（１）せり市場運営改善対策 

１）せり状況の周知 

せり市場主催者に対し、せり市場開催に必要なせり表示機の貸し付けを行

うとともに、表示用ディスプレイ等のレンタル等に要する経費の一部を助成

した。（助成額 804 千円） 

２）馬房確保 

せり市場主催者に対し、せり市場開催に必要となるレンタル馬房設置に要

する経費の一部を助成した。（助成額 2,952 千円） 

３）開催の円滑化及び活性化 

せり市場主催者に対し、市場名簿・広告用ポスターの作成費、販路拡大陳

情旅費、グリーンチャンネル等のメディアを介した情報提供等に要する経費

の一部を助成した。（助成額 45,395 千円） 

 

（２）せり市場参加促進対策 

１）上場予定馬等の情報配信 

せり市場主催者に対し、市場上場予定馬に係る各種情報等のイン 

ターネット配信及びせり市場のライブ中継のインターネット配信に 

要する経費の一部を助成した。（助成額 2,454 千円） 

 

２）長距離輸送助成 

生産者に対し、せり市場上場のための長距離輸送をした場合に、輸送に要

する経費の一部を助成した。（助成額 12,002 千円） 
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３）市場来場者の利便性の確保 

せり市場主催者に対し、近隣最寄駅、宿泊施設等とせり市場間の移動に係

る送迎用車両の運行等に要する経費の一部を助成した。（助成額 1,565 千円） 

 

４）市場コンシェルジュの設置 

せり市場での市場コンシェルジュの確保や配置等を行う事業については

申請がなかった。 

 

５）トレーニングセール上場馬のアナボリック・ステロイド検査 

せり市場主催者に対し、上場予定馬の検査結果の開示を目的として、アナ

ボリック・ステロイド検査を実施した場合に、当該検査に要する経費の一部

を助成した。（助成額 1,540 千円） 

 

６）市場上場馬の情報開示の推進 

生産者に対し、せり市場上場馬のレントゲン検査及び上部気道内視鏡検査

の情報開示をした場合に、検査に要する経費の一部を助成した。（助成額

45,620 千円） 

 

７）軽種馬流通活性化事業 

１歳馬及び１歳市場で未売却等となった２歳馬（生産馬）を、一定期間以

上せり馴致及び育成調教をするため調教育成業者に預託した場合、預託等に

要する経費の一部を助成した。（助成額 95,098 千円） 

 

（３）せり市場流通促進対策 

せり市場主催者に対し、せり市場で売却された競走馬の所定の競走に 

おける勝馬馬主等への市場取引賞の交付に要する経費の一部を助成した。 

①  地方競馬２歳限定競走の勝馬馬主への市場取引賞の交付に要する経費へ

の助成（助成額 21,426 千円） 

②  中央競馬及び地方競馬の２歳重賞競走の１～３着馬馬主への市場取引賞

の交付に要する経費への助成（助成額 6,985 千円） 

 

３．農業経営指導 

（１）生産育成強化資金への利子補給  

公益財団法人全国競馬・畜産振興会から助成を受けて、軽種馬生産者が施

設・機械・草地の整備等及び繁殖牝馬の導入を行う際に、低利な資金を供給

する融資機関に対し利子補給を行った。 

平成 27 年度は、13 件 197,520 千円の融資を承認し、利子補給 11,715 千
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円を行った。(事業開始の平成５年度からの累積融資額は 7,807,293 千円、

利子補給額は 624,099 千円となった。) 

 

（２）経営強化改善資金への利子補給 

地方競馬全国協会からの補助を受けて事業特定資産を造成し、経営継続が

見込まれる生産者に融資機関が軽種馬経営強化改善資金を貸付けた場合に、

融資機関に対して利子補給及び保証基盤の強化を行った。また、借入者に対

する利子補給事務及び指導等に係る業務委託を行った。(当該事業における

改善資金の貸付は平成 22 年３月で終了。) 

平成 27 年度は、利子補給 72,338 千円を行い、業務委託は４件 34,255 

千円であった。 

 

（３）軽種馬経営強化改善資金への保証基盤の強化 

地方競馬全国協会からの補助を受けて、軽種馬生産地の構造改革を推進す

るため、軽種馬経営強化改善資金に係る代位弁済対象者の所有する農地が強

い馬づくりに取り組む軽種馬生産者又は軽種馬育成者に集積された場合に、

融資機関に対して経営強化改善資金の保証基盤の強化を行うため追加対策

交付金を交付する事業を実施した。 

なお、交付金の実績はなかった。 

 

 

Ⅲ．競馬主催者及び関係団体との連携・協力 
    競馬及び軽種馬生産地の活性化を支援するため、競馬主催者等と連携 

協力し下記事業を実施した。 

 

１．会長賞の贈呈 

中央競馬及び交流競走の平地ＧⅠ競走(30 競走)勝馬の生産者、並びに地 

方競馬の指定重賞競走(２競走)勝馬馬主に対して、会長賞を贈呈し表彰を 

行った。 

   (別表４ 特別指定競走会長賞贈呈者一覧 参照)  

 

２．地方競馬活性化支援 

（１）牝馬流通対策 

牝馬所有意欲の高揚と牝馬限定競走の維持拡大を図るため、本協会が指定す

る地方競馬の牝馬限定競走（75 競走）の勝馬馬主に対する副賞贈呈を行った。

（交付金額 17,160 千円） 
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（２）JBC 競走への協賛 

一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会に９頭の本協会所有種牡馬

を登録し、これらの種牡馬の種付権利を無償贈呈した。 

 

（３）ホッカイドウ競馬への協賛 

ホッカイドウ競馬スタリオンシリーズ競走について、対象競走（６競走）

の勝馬の所有者に、種付権利を無償贈呈した。 

 

(４)グランダム・ジャパンへの協賛 

牝馬競走の振興と牝馬の入厩促進を図るため、全国各地で行われる世代別

牝馬重賞競走について競走成績によりポイントを付与し、上位ポイント獲得

馬に対しボーナス賞金が交付されるグランダム・ジャパンが本年度も開催さ

れた。 

本協会は、平成 27 年度についても引き続き各協賛団体から拠出された賞

金を該当の馬主、調教師に授与した。また、佐賀競馬のル・プランタン賞競

走の勝馬の所有者に種牡馬ストラヴィンスキーの無償種付権利を贈呈した。 

 

３．地方競馬生産牧場賞代理受領 

下記の５競馬場から交付される生産牧場賞を代理受領し、対象となる軽種

馬生産者に送付した。(61 件 14,976 千円) 

（単位：千円） 

主催者名 対象件数 受領額計 

特別区競馬組合 31 9,525 

神奈川県川崎競馬組合 12 2,610 

埼玉県浦和競馬組合 7 775 

千葉県競馬組合 10 2,036 

岐阜県地方競馬組合 1 30 

合 計 61 14,976 

 

 

４．軽種馬せり市場流通の促進への協力  

せり市場取引による公正取引を推進し、適正価格形成を図るため、本協会が

所有する北海道市場建物をせり主催者に貸与したほか、全国各地の本協会が後

援する軽種馬せり市場開催時に職員を派遣し、開催支援に従事するなどの多面

的な支援を行った。 

また、北海道市場運営の改善及び海外販路拡大等について、市場開設者と意

見交換及び課題検討を行うため、北海道市場運営協議会に出席した。 
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５．品評会等の支援 

軽種馬生産地で開催された品評会（三石６月 11 日、平取６月 19 日、九州７

月 28 日）に対して会長賞を贈呈するほか（三石・平取）、各地に審査員の派遣

を行った。 

また、公益社団法人日本装削蹄協会が開催する第 68 回全国装蹄競技大会（10

月 20 日）に後援し、成績優秀者に会長賞を授与した。 

 
６．軽種馬生産業における人材確保への協力 

公益社団法人競走馬育成協会が実施する生産育成牧場就業者参入促進事業

に対し事務局構成員の一員として参加し、牧場就業促進ウェブサイト

「BOKUJOB」の企画協力や「BOKUJOB PR イベント（JRA 東京競馬場 6 月 6 日～

7 日）」、「BOKUJOB 関西フェア（JRA 阪神競馬場 6 月 27 日～28 日）」、「BOKUJOB

メインフェア（JRA 東京競馬場 10 月 17 日～18 日）」に職員を派遣し、軽種馬

生産地への若年層の就業促進や広報活動に努めた。 

 

７.他団体事業への寄付 

   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が実施する

引退名馬繋養展示事業に対し、その事業趣旨に賛同し、事業支援寄付金を拠出

した。（寄付金額 500 千円） 

 

    

Ⅳ.関係機関への要請活動等 

 

１．生産等に関する協議会  

日本中央競馬会と生産等に関する協議会を開催し、本協会から提示した

「JBBA 協議事項」に沿って、今後の生産対策に関する課題等について、２回の

協議を行った。 

 

（１）本年度の「JBBA 協議事項」 

① 平成 28 年度に向けて解決すべき重点事項を『平成 28 年度に向けた生産等

に関する協議事項』とした。 

② 中期的に解決していくべき今後の課題を『生産等に関する今後の課題』と

して整理し、①の重点事項を中心に回答を求めることとした。 

 

（２）日本中央競馬会の回答 

① 生産牧場賞及び繁殖牝馬所有者賞とも、交付対象者に広く行き渡る区分

について増額し、障害競走（重賞競走以外）についても交付対象とした。 

 内国産馬所有奨励賞については２歳新馬、２歳未勝利の単価を増額し

た。内国産牝馬奨励賞については、本年の単価を維持することとした。 
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② 競走馬生産振興事業は、平成 25～29 年まで５年間の再延長が決定され

た。その事業内容および予算規模に関しては、生産界から要望のあがって

いる優良種牡馬の導入や、今般の法改正に伴う付帯決議（人材養成と日本

産競走馬の輸出環境整備）を踏まえ、農林水産省、地方競馬全国協会、JBBA

と協議を進め、所要の対策を講じていく。 

 

③ JRA の生産育成業務の意義は、生産育成に係る調査・研究を行い、業務

を通じて得られた調査・研究成果を生産・育成界に還元することで技術向

上を図り、わが国の「強い馬づくり」に貢献することである。 

育成業務については、業務の効率化に取り組みながらも、本年の購買頭

数については昨年と同水準を確保した。来年以降の購買頭数については、

今後の JRA の経営状況や将来にわたる生産育成業務のあり方等を総合的

に勘案しながら決定する必要があるものの、本年と同水準の確保を念頭に

おき検討を進めている。 

また、JRA の研究部門については、業務の効率化を図るため本年 12 月

には競走馬総合研究所栃木支所の統合も予定されている。競走馬総合研究

所については、日本で唯一の馬専門の研究所として、幅広い分野に大きな

責任を持つことは十分認識しており、必要な研究は続けていく所存である。 

皆様には、調査・研究成果を生産・育成界において十分活用していただ

き、その必要性をアピールしていただきたい。 

 

④ 競走馬生産振興事業を活用した BOKUJOB（ボクジョブ）は、競走馬育成

協会を事務局に、JBBA、BTC、競走馬協会、JRA の 5 団体で構成されてお

り、さまざまな活動を実施している。本年も 10 月 17 日、18 日の東京競

馬場開催場において、大規模な就職活動フェアが実施され、これまで以上

に、多くの牧場が出展した。JRA として今後とも、この活動の協力・支援

を惜しまずに続けていく所存である。 

高齢化や後継者不足については、JBBA においても静内の研修所や研修

センターを活用し、後継者研修等に積極的に取り組まれているところであ

り、JRA としても可能な協力・支援を行っていきたい。 

いずれにしても、競馬サークル全体で取組むべき問題として認識してお

り、問題点を整理しつつ、今後取りうる方策について皆様とともに考えて

まいりたい。 

 

⑤ 馬鼻肺炎生ワクチンについては、呼吸器疾患に限定した用法であるが、

製造承認が得られて平成 26 年８月に市販化された。妊娠繁殖牝馬への接

種を目的とした追加承認について、JRA は申請及び承認に直接かかわる立
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場ではないものの、関係機関へ積極的に働きかけて調整を進めている。 

 

⑥ 馬伝染性子宮炎の疫学監視を継続していく重要性については十分認識

しており、平成 28 年度以降についても予算原資が限られる中で、事業の

組み方等状況を見ながら判断していきたいと考えている。 

 

⑦ 札幌競馬場のセリ施設の利用については、札幌競馬場の PR、施設の有

効活用、セリ市場振興にもつながるため、引き続き有効に活用していただ

きたい。平成 28 年度以降のトレーニングセールについては、JRA として

も実施に向け可能な範囲で協力していきたい。 

 

⑧ マイクロチップについては、これまでの生産者の協力から、ようやく国

内に定着したところである。競馬サークル内におけるマイクロチップの重

要性は JRA としても十分認識しており、現在の埋込水準を維持するために

も、当面は引き続き何らかの形で助成が必要であると考える。また、価格

改定についても承知しており、生産地に与える経済的影響の大きさには憂

慮しており負担を避けるべく助成額を増額する方向で調整中である。 

   

 

２．地方競馬と生産に関する協議会 

 ６月 17 日に本協会役職員と地方競馬全国協会役職員が参加し、地方競馬と

生産に関する協議会を開催した。会議では地方競馬の開催状況、馬主登録状況、

競走馬生産振興事業の実施概況、平成 27 年度のせり市場概況等について協議

した。 

本協議会の後、軽種馬生産地の実情について地方競馬関係者の理解を得るた

め、10 月 7 日から 8 日の２日間の日程で、各地方競馬主催者及び地方競馬全

国協会役職員を対象に軽種馬生産地視察を地方競馬全国協会との共催により

実施した。（２日目ついては、台風 23 号の影響により中止） 


