
「特殊法人等整理合理化計画」（平成１３年１２月１９日閣議決定）及び「公務員制度改革大綱」（平成１３年１２月２５日閣議決定）に
基づき、退職公務員等の状況等を公表するものであります。

※「退職公務員等」・・・退職公務員及び競馬会の退職者
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和元年10月１日現在）

理　事　長 後　藤　正　幸 平成２６年　９月１２日 昭和５０年　４月　日本中央競馬会採用
平成１６年　２月　総合企画部長
平成１８年　２月　理事
平成２３年　３月　常務理事

副理事長 町　田　勝　弘 平成２８年　３月　１日 昭和５１年　４月　農林省採用
平成２２年　７月　農林水産事務次官
平成２４年　９月　農林水産省退職

常務理事 木　所　康　夫 平成２８年　３月　１日 昭和５５年　４月　日本中央競馬会採用
平成２１年　３月　競走部長
平成２５年　３月　理事

常務理事 山　下　正　行 平成２９年　３月　１日 昭和５５年　４月　農林水産省採用
平成２６年　７月　農林水産政策研究所長
平成２７年　９月　農林水産省退職
平成２８年１０月　日本中央競馬会理事

理　事 中　村　嘉　宏 平成２７年　３月　１日 昭和５７年　４月　日本中央競馬会採用
平成２５年　３月　審判部長

理　事 木　村　一　人 平成２８年　３月　１日 昭和５８年　４月　日本中央競馬会採用
平成２５年１０月　総合企画部長

理　事 吉　田　正　義 平成２８年　３月　１日 昭和５８年　４月　日本中央競馬会採用
平成２６年　３月　競走部長

理　事 吉　﨑  一　郎 平成２９年　３月　１日 昭和５８年　４月　日本中央競馬会採用
平成２８年　３月　東京競馬場長

理　事 福　田  正　二 平成３１年　３月　１日 昭和５７年　４月　日本中央競馬会採用
平成２７年　３月　審判部長

理　事 横　田  貞　夫 平成３１年　３月　１日 昭和５９年　４月　日本中央競馬会採用
平成２９年　３月　京都競馬場長

理　事 臼　田  雅　弘 平成３１年　３月　１日 昭和６０年　４月　日本中央競馬会採用
平成２９年　３月　広報部長

監　事 小 日 向  照　夫 平成２９年１０月　１日 昭和５７年　４月　日本中央競馬会採用
平成２８年　３月　人事部長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



法人名：ＪＲＡシステムサービス株式会社（子会社）

（令和元年10月１日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 経　　　　歴

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　９月　日本中央競馬会常務理事

昭和５６年　４月　日本中央競馬会採用
平成２７年　３月　中山競馬場長

昭和５７年　４月　日本中央競馬会採用
平成２８年　３月　阪神競馬場長

昭和５７年　４月　農林水産省採用
平成２７年　８月　農林水産省大臣官房付

平成２７年　８月　農林水産省退職

昭和５７年　４月　農林水産省採用
平成２６年１０月　農林水産省関東森林管理局長 兼復興庁福島復興局付

平成２８年　２月　農林水産省退職

昭和５９年　４月　日本中央競馬会採用
平成２９年　３月　情報システム部長

昭和５０年　４月　第二東京弁護士会弁護士登録

平成１７年１２月　日本中央競馬会監事

昭和５１年　４月　日本中央競馬会採用

平成２０年　１月　栗東トレーニング・センター場長

昭和５６年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　９月　京都競馬場長

常務取締役 渡　邉　淳　一 平成３０年　３月２９日

常務取締役 浅　野  政　幸 平成２９年　３月３０日

代表取締役
社長

小　林  善 一 郎 平成２９年　３月３０日

取　締　役 武　藤     学 平成３１年　３月２８日

取　締　役 志　田　孝　一 平成２８年　４月　１日

取　締　役 岡　田　憲　和 平成２７年１０月　１日

監査役（非） 西　川　浩　明 平成３０年　３月２９日

監査役（非） 真　家　　 眞 平成３０年　３月２９日

取締役（非） 堀　内  俊　一 平成２４年１０月　１日



法人名：ＪＲＡファシリティーズ株式会社（子会社）

（令和元年10月１日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 経　　　　歴

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２４年　３月　日本中央競馬会理事

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２３年１０月　美浦トレーニング・センター場長

昭和５５年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　９月　美浦トレーニング・センター場長

昭和５６年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　３月　経理部長

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２１年　３月　審議役

昭和５８年　４月　日本中央競馬会採用

平成２９年　３月　審議役

昭和５２年　４月　日本中央競馬会採用

平成２１年　９月　京都競馬場長

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２０年　１月　審議役

常務取締役 朝　井    　洋 平成２８年　３月２５日

常務取締役 田　辺　博　章 平成２７年　３月２７日

代表取締役
社長

横　山  清　弘 平成２８年　３月２５日

取　締　役 坂　本  勝　也 平成３１年　３月２７日

取　締　役 養　父　和　弘 平成２４年　３月３０日

常務取締役 佐　藤   　 博 平成２９年　３月２４日

監　査　役 坂　本　浩　一 平成２６年　９月２６日

監　査　役 星　　勝　寿 平成３０年　３月２９日



法人名：日本馬匹輸送自動車株式会社（子会社）

（令和元年10月１日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 経　　　　歴

昭和５４年　４月　日本中央競馬会採用

平成２３年１０月　日本中央競馬会監事

昭和５７年　４月　日本中央競馬会採用

平成２９年　３月　東京競馬場長

昭和５４年　４月　日本中央競馬会採用

平成２５年　３月　阪神競馬場長

代表取締役
社長

小　西  敏　之 平成２９年　３月３０日

監査役（非） 杉　本　　　透 平成２６年　３月２５日

専務取締役 柿　田  清　彦 平成３１年　３月２０日



法人名：株式会社中央競馬ピーアール・センター（子会社）

（令和元年10月１日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 経　　　　歴

昭和５１年　４月　日本中央競馬会採用

平成２３年　３月　日本中央競馬会理事

平成２７年　３月　株式会社中央競馬ピーアール・センター代表取締役社長

昭和５６年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　９月　日本中央競馬会理事

昭和５４年　４月　日本中央競馬会採用

平成２５年　３月　東京競馬場長

昭和５８年　４月　日本中央競馬会採用

平成２９年　３月　総務部長

昭和５２年　４月　日本中央競馬会採用

平成２１年　９月　京都競馬場長

取締役会長
（非）

星　野　年　彦 平成３１年　３月２０日

常務取締役 本　多  芳　康 平成３１年　３月２０日

専務取締役 増　田  知　之 平成２９年１０月　１日

代表取締役
社長

福　井  紳　弥 平成３１年　３月２０日

監査役（非） 星　　勝　寿 平成３０年　３月２９日



法人名：日本スターティング・システム株式会社（子会社）

（令和元年10月１日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 経　　　　歴

昭和５１年　４月　日本中央競馬会採用

平成１９年　９月　日本中央競馬会理事

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２３年　３月　中山競馬場長

昭和５８年　４月　日本中央競馬会採用

平成２９年　３月　中山競馬場長

昭和５３年　４月　日本中央競馬会採用

平成２５年　３月　京都競馬場長

専務取締役 野　中　亮　一 平成２９年１０月　１日

代表取締役
社長

水　野  豊　香 平成２８年　３月１８日

監査役（非） 尾　関　道　春 平成２６年１０月　２日

専務取締役 重　松  裕　之 平成３１年　３月２０日



法人名：競馬セキュリティサービス株式会社（子会社）

（令和元年10月１日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 経　　　　歴

昭和５６年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　９月　日本中央競馬会理事

昭和５６年　４月　日本中央競馬会採用

平成２６年　３月　阪神競馬場長

昭和５７年　４月　日本中央競馬会採用

平成２８年　３月　栗東トレーニング・センター場長

昭和５２年　４月　日本中央競馬会採用

平成２１年　９月　京都競馬場長

代表取締役
社長

峯　島  善　弘 平成３１年　３月２２日

監査役（非） 星　　勝　寿 平成３０年　３月２３日

常務取締役 三　好　晴　之 平成３０年　３月２３日

専務取締役 日　置  耕　司 平成２８年　３月２４日


