
平成３０年愛知・兵庫競馬懇談会 
日 時 平成３０年３月５日（月）午後６時 

会 場 名鉄グランドホテル １２Ｆ 月の間 

出席者 兵庫県 会長 池田 副会長 北前 常務理事 泉 理事 飯田 事務局長 横山 

    愛知県 会長 服部 副会長 永山 増田 

        理事 浅井 浅岡 事務局長 犬飼 朝日     計１２名 

会 議 次 第 

１．会長あいさつ（愛知 服部会長） 

２．懇 談 事 項 

（１）平成３０年度 報償費(要望)について  

 ・兵庫 ４６億４,９００万円(前年比３億６,４００万円増) 

  (内訳 売得金連動 44億 9,900 万円 JRA協力金 1 億２,000万円 強い馬作り 3,000 万

円)  
 強化指定馬 育成褒賞金 1500 万円 8 頭×100 万×２回 2・3 歳  

 
強い馬つ゛くり 褒賞金 1500 万円 

対象 3 競走での成績 5 体系  

 馬主 200 万調教師 100 万×5 

・愛知 ２１億８００万円(前年比２億４,０００万円増)＋市場取引馬奨励金 2,000 万円 

※3/7 発表予定 

 

（２）厩務員社会保険加入について 

 ・兵庫 手当の増額で対応 平成３０年度移行 
 厩務員 1/2 本人負担   概算   
 調教師 1/4 調教師賞からの引去り 5883 万   
 馬   主 1/4 出走奨励金からの引去り 5883 万 １億 1760 万 

 

 ・愛知 平成４年１２月移行 預託料国保一部負担 1 頭 1,900円→2,673 円 

２８年度事業主負担実績４,１４０万円(内 調教師 2,832 万円、主催者 1,308 万円) 

  ※調教師 33名 厩務員 78 名 社会保険労務士委託料 1 厩舎 4,000円/月 

 

（３））その他 

 

３．懇 親 会  乾杯（兵庫 池田会長様） 

４．報 告 事 項 

（1）公営競技成績(H29.1～12 月) 総額 52,006 億円 前年比［105.3％・104.9％/日］ 

   JRA 27,476 地方   5,408 競輪   6,402 ｵｰﾄ 656.7 競艇 12,064 

1 日当り 105.2%    112.3%    100.7%  100.0%    110.4% 

 

（2）平成 29 年地方競馬成績(H29.1～12 月) 5,408 億円 前年比[113.3%･112.4%/日] 

 ばんえい 203.8 [132.7・130.1] 大井 1,272.1 [109.1・108.0]  兵庫 575.3 [114.2・112.8] 

 北海道 244.6 [121.0・121.0] 川崎  660.3 [102.7・105.9] 高知 320.3 [142.0・135.4] 

 岩手 295.4 [113.0・113.9]  金沢  174.3 [114.3・112.9]   佐賀 199.6  [119.3・126.6] 

 浦和 418.5 [113.8・104.9] 笠松  205.6 [112.2・114.6] 

 船橋 532.1 [111.6・107.7] 名古屋  305.6 [113.5・109.5] 

（3）中央・地方相互利用状況(H28.1～12 月) ※ランキング 億円 

 １.地方 WINS 9場外 5 主催者 824 日 総額 522.8 億円 (前年比 114.4%) 

  ①川崎 243.8 ②浦和 110.9 ③姫路 77.4 ④岩手 73.0(5 ｹ所) ⑤佐賀 17.7 

 ２.J-PLACE 11 主催者 4,293 日 総額 541.2 億円 (前年比 114.8%) 

  ①北海道 147.2(16 ｹ所) ②名古屋 88.9(3 ｹ所) ③大井 88.5(5 ｹ所) ④船橋 55.3(3 ｹ

所) ⑤笠松 43.9(2 ｹ所) ⑥高知 35.5(3 ｹ所) ⑦兵庫 25.3(3 ｹ所) ⑧地方共同

22.2(2 ｹ所)   ⑨ばんえい 17.9(7 ｹ所) ⑩金沢 16.5 

３.JRA 施設 地方発売 7 場 4 主催者 2,009日 総額 73.7 億円 (前年比 91.2%) 

   ①兵庫 36.5(2 ｹ所) ②大井 21.6(2 ｹ所) ③中京 13.7 ④岩手 1.9(2 ｹ所)  

 

 


