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平成26年10月発行－

一般社団法人千葉県猟友会　会長　鈴木　理之

秋も深まり会員の皆様には猟期前の射撃訓練、愛犬のトレーニングにと準備に

余念のないことと拝察いたします。

本会の運営につきましては日頃からご協力いただき厚く御礼申し上げます。

ご承知のとおり我々猟友会を取り巻く環境は年々厳しさを増しております。な

かでも、銃器による事散の発生等により社会的に注目を受けることが多くあり、規制が強化され銃所持者の高

齢化と相まって年々狩猟人口は減少しております。

一方では、有害鳥獣による被害は年々増加し深刻な問題となっており、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律（鳥獣法）が本年5月に改正され新たに管理の文言が盛り込まれ概念が大きく変化するものと考えられ

ますが、今後、会員皆様が力を合わせて一致団結することが大切だと思います。

本会が管理運営を担う千葉県射撃場が昨年7月に再開場し猟銃による有害捕獲員を対象とする研修会は実射

訓練も並行して行われ、千余人の方が出席され県下各地で従事されています。また、個々での射撃訓練も行わ

れております。

このような中で、最重要課題であります狩猟事故の撲滅については人身事故発生ゼロで終了することができ

ました。

最後に今年もまた無事故無違反を心に噛みしめて、模範的マナーによって、楽しく、また実りのある猟期で

ありますよう祈念いたしましてご挨拶といたします。
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≪狩猟者は、狩猟の意義を再確認し、世人から信頼さ

れる存在になるよう心掛けて行動しよう。≫
努努の捧酵

1．矢先の確認
○　周囲の安全を常に注意する。

2．獲物の確認
○　獲物が見えないときは、発砲

しない。

○　≪人かもしれない≫の注意を

常に持つこと。

3．脱包の確認
○　弾の装填有無を常に確認する。

4．経験や体力を過信しない
○　常に基本を守り、体調変化にも注意する。

5．猟犬の管理徹底
○　獣猟犬の取扱いには、特に注意すること。

6．猟野は他人の土地との認識を持つ
こと

○　法の制限の有無に関らず、他人に不快感を抱
かせる行為はしないこと。

7．安全狩猟用帽子・ベスト
着用の徹底を
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猟友会会員の皆様には、日頃、狩猟及び鳥獣行政の推進に多大

な御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

本県では、イノシシなどの野生鳥獣による農林業等への被害の

拡大やアカゲザルなどの外来種による生態系への影響等が懸念さ

れる一方、ハンターのマナーの確保など、県民の自然保護に対す

る意識の高まりや社会経済情勢の変化を背景に、様々な課題が生

じています。

このため、県では各種対策を講じておりますが、これらの問題

の解決にあたり、ハンターの皆様の御理解と御協力を賜りますよ

うお願いいたします。

また、近年、全国的に狩猟又は有害鳥獣捕獲における事故が多

発しています。狩猟又は有害鳥獣捕獲で銃器を使用する場合には、

識別し易い猟装を着用するとともに、矢先の確認等銃器の取扱い

上の注意事項を遵守し、事故の発生防止に万全を期すようお願い

いたします。

なお、今年度、県が実施する主な対策は、次のとおりです。

1野生鳥獣の保護対策について

（1）鳥獣保護区等の指定

鳥獣保護区等の指定については、第11次鳥獣保護事業計

画に基づき進めているところであり、今年度は、7か所の鳥

獣保護区の期間更新と、2か所の特別保護地区の再指定を行

います。

なお、鳥獣保護区等の区域は、別途毎年度発行される鳥獣

保護区等の区域等を明示した最新の図面により御確認をお願い

します。

（2）放鳥の実施

県では、生息数が減少している狩猟鳥の数の回復を図るた

め、放鳥事業を実施しています。

放鳥しているヤマドリのオスには、標識（足環）を装着し

ています。これは、放鳥された烏の定着状況を推測するため

に行っているものですので、足環をつけた烏を捕獲した方は、

最寄りの地域振興事務所に足環を提出するとともに、捕獲年

月日・捕獲場所等を報告してくださるよう、御協力をお願い

します。

〈放鳥計画数〉　ヤマドリ　　　　：150羽

（3）狩猟鳥獣の捕獲禁止

メスヤマドリ、メスキジについては、全国で捕獲が禁止さ

れています。

なお、ウズラについては、平成25年度に狩猟鳥獣から除

外されました。

（4）千葉県における捕獲禁止の狩猟鳥獣

本県では、メスヤマドリ等の国による捕獲の禁止の他、キ

ツネの捕獲を禁止しています。また、オスヤマドリについて

は、1月16日から2月15日までの期間において、捕獲を禁止

しています。

（5）ニホンジカの狩猟

本県では、平成26年度の狩猟期間において、独自の規制

を設けた上で、ニホンジカの狩猟を解禁する予定です。狩猟

期間中に銃猟を行う場合は、狩猟者登録とは別に千葉県知事

の承認が必要になります（網猟及びわな猟については、知事

の承認は必要なく、狩猟者登録のみで狩猟ができる予定で

自然保護課鳥獣対策班・
狩猟班

す。）。解禁の内容及び申請方法については、決定次第、県猟

友会を通じて皆様に御連絡いたします。

2　狩猟の適正化対策について

（1）鳥獣保護員の設置

狩猟による事故や違反の防止など、狩猟の適正化を図るた

め、県下に119名の鳥獣保護員を設置しています。現地で

不明なことがありましたら、お気軽に御相談願います。

（2）禁止猟法・危険猟法の使用禁止

狩猟においては、爆発物、劇薬、据銃、落とし穴、吊り上

げ式くくりわななどは危険猟法に指定されており、使用が禁

止されています。また、とらばさみの全部とくくりわなの一

部（輪の直径が12センチメートルを超えるものなど）が禁

止猟法に指定されています。

（3）網猟・わな猟に係る標識の設置義務

綱・わなの狩猟者登録をした者は、使用する猟具ごとに住

所、氏名、狩猟者登録証に記載された知事名、登録年度及び

登録番号を一字の大きさが縦横1センチメートル以上の文字

で記載した金属製又はプラスチック製の棲識を付けなければ

ならないことになっていますので、遵守してください。

（4）マナーの遵守

平成25年度狩猟期の苦情や違反通報等の件数は、事故が

2件、苦情が43件、行政への違反通報が8件ありました。

事故は、2件とも猟犬が関係するものでした。主な苦情は、

住宅や通学路付近での銃猟への不安、狩猟者のマナーや猟犬

への苦情などとなっています。

また、違反通報としては、建物に向かっての銃猟や時間外

発砲、猟法違反などです。

これらの行為は、狩猟者全員に迷惑をかけることとなりま

すので、ルールやマナーは守ってください。

3　狩猟による有害鳥獣の捕獲推進について

県では、生態系や農林作物に特に有害性を発現する鳥獣の捕

獲を狩猟期間中に推進するため、各単位猟友会が主催する有害

鳥獣捕獲競猟会の成績優秀者に対し、知事賞を交付しています。

4　特定外来生物対策について

県内に生息する特定外来生物（鳥獣）のうち、アカゲザルと

その交雑種、アライグマ、キョンについて、外来生物法に基づ

く防除実施計画を策定し、防除事業を実施しています。これら

の特定外来生物の防除につきましても、御協力くださるようお

願いします。

5　野生鳥獣肉の放射性物質検査について

県では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関

連して、県内食肉処理加工施設（5施設）で加工される野生鳥

獣肉（イノシシについては仝頭検査、シカについては四半期毎

のサンプリング検査）について放射性物質検査を実施しており

ます。

また、食肉処理されない野生イノシシ等の肉についてもサン

プリング検査を実施し、その結果を随時、千葉県ホームページで

公表していますので御活用ください。
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ストップ猟銃事故！
千葉県警察本部生活安全部風俗保安課

1　猟銃使用による事故の発生について

静岡県内で有害鳥獣駆除中の猟友会会員が発射したスラッグ弾実包が、約60メートル離れた共猟中の猟友

会会員の左足大腿部を貫通し、左胸に当たり死亡させる事件が発生しました。

○　発生日時

平成26年7月20日（日）午前10時25分

○　発生場所

静岡県伊豆市

○　被疑者（事故発生者）

A男　68歳　銃所持歴　23年3月 矢先の確認・獲物の確認

使用猟　銃散弾銃、自動装てん式　適合実包12番　使用実包　スラッグ弾

○　被害者

B男　60歳

○　事案概要

有害鳥獣捕獲のため猟友会会員22名と無線機で連絡を取りながらシカ駆除を実施中のところ前方約60

メートル先の木の葉と木の葉の間に、赤色っぽいものが揺れて見えたことから、シカの胴体部分と思い込

み散弾銃を打ち上げの状態で1発撃ったところ、被害者の左足大腿部を貫通し、左胸に命中したもの。

被害者は、発生直後は意識があったがドクターへり到着時には意識不明の状態となり病院到着後死亡が

確認された。

事故を防ぐために、獲物を逃がしてはいけないという気持ちから撃つ衝撃に駆られることがあるが

「ひょっとしたら人かもしれない」という気持ちで対象物を十分確認した上で発射する必要があります。確

認できない場合は、発射してはならない。

2　今年の狩猟期

○　平成26年11月15日（土）から平成27年2月15日（目）までの間

＊　射撃技能の維持向上（銘刀法第10条の2第1項）

猟銃の所持許可を受けた者は、狩猟期間ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟

銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃練習を行うよう努

めなければならない。このことを踏まえ、猟銃による事故を防止するため、射撃時におけ

る正しい猟銃の取扱方法を確実に身に付け、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上

について努めて下さい。

3　千葉県警察からのお願い

（1）自動車盗難被害防止

平成25年中　　　3，295台　1日9台の盗難　全国1位

平成26年7月未　1，089台　1日5台の盗難

多発暑　①佐倉107件　②柏71件　③市原68件　④千葉束65件

過去に狩猟に行くため前日に車両トランク内に銃と弾を置き盗難された事案が発生しています。銃や弾

の保管管理を徹底してください。
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（2）交通死亡事故

平成25年中　　　186人

平成26年7月末　　86人

全国死亡事故の状況

①　愛知県110人　　②　神奈川県103人　　③　兵庫県90人　　④　北海道86人

⑤　千葉県86人

県内の状況

①　市原署7人　　②　松戸東署6人　　③　佐倉署5人　　④　東金4人　　⑤　香取4人

死亡事故多発署においては、交通取締りを強化しています。

狩猟や射撃に行くときは、安全運転に心がけてください。

（3）振り込め詐欺被害防止

酬 �‡‡‡‡‡‡＋ 

平成25年6月末 �319件 �約8億5百万円 

平成26年6月末 �534件 �約18億3千万円 

振り込め手口：悪質巧妙化

①オレオレ詐欺　②還付金詐欺　③架空請求詐欺　④融資保証金詐欺

息子騙り、鞄の遺失、借金返済、横領の補填、警察官等騙り

＊受け取り型の犯罪が多発、自宅や駅等を指定し現金を受け取る。

被害者にならない為に、お金を渡す、振り込む前に家族や警察に確認・連絡をお願いします。

◆■ト●◆■ト●◆■ト●◆ヰ■●◆■ト●◆■ト●‥●■ト◆◆■ト●◆ぺト◆◆■ト◆◆■ト◆◆■ト●◆■ト◆◆■■◆◆■ト◆◆■ト◆◆◆◆◆■ト◆◆■ト◆◆■ト●‥●■ト◆◆■ト◆◆■ト◆◆■ト◆◆■ト◆◆■ト◆◆■ト◆

『拳銃110番報奨制度』
～拳銃のない安全な千葉県に～

警察では、銃器犯罪の根絶に向けて、違法銃器の押収や被疑者の検挙に努めるとと
もに、銃器犯罪に広く関与する暴力団等の犯罪組織の壊滅に向けた対策を強化してお
り、拳銃に関する情報提供のための制度

「拳銃110番報奨制度（全国統一フリーダイヤル0120－10－3774）」

についても周知を図っています。
この制度は、県民の皆様方から広く拳銃情報を募り、寄せられた情報に基づき拳銃を押収し、かつ、被疑者

検挙に至った場合には『銃器押収1丁につき10万円』を目安として報奨金が支払われるというもので、匿名
による通報も受け付けております。
拳銃等の違法な銃器を摘発するには、県民の皆様から寄せられる通報や情報が欠かせません。断片的な情報

でも結構ですので、情報の提供をお願いします。

『危険ドラッグ』に注意！
最近、「危険ドラッグ」の乱用が社会問題となっています。
これらの商品は、店舗やインターネット上で「合法ハーブ」「お香」

などと称して販売されていますが、その中には麻薬等と同じような薬理
作用を引き起こす成分が含まれており、使用した人が交通事故や意識障
害を起こす等の事例も多数起きています。

また、商品の中に麻薬や指定薬物などの違法な薬物が含まれているも
のもあり、大変危険です。

「合法」等という名称に惑わされず、絶対に使用しないでください。

また、販売されている店舗を発見した際には、警察までご連絡ください。
《拳銃や薬物に関する情報の連絡先》

○　最寄りの警察署、交番、駐在所
○　千葉県警察本部薬物銃器対策課（043－201－0110代表）
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平成26年　通常総会の概況　　　　　　平成25年度無事故無違反表彰

本年の通常総会は、平成26年7月25日（金）千葉市
内「京成ホテル・ミラマーレ」において開催されました。

出席者　　来賓　千葉県副知事ほか　24名
議決権行使者及び受賞者　76名
監　　　　　　　事　　ほか　9名

宮崎　三郎 �野田猟友会 

早川　博幸 �習志野八千代猟友会 

山川　正昭 �安房猟友会 

熱田　富雄 �匝瑳猟友会 

武田　蓄吉 �千葉市猟友会 

山下種次郎 �市原市猟友会 

加納　英治 �習志野八千代猟友会 

玉川　信也 �君津猟友会 

作佐部　隆 �安房猟友会 

三上　博夫 �夷隅郡市猟友会 

代市　正志 �長生郡市猟友会 

並木　正視 �東金地区猟友会 

嶋田　　豊 �銚海猟友会 

八角　　栄 �匝瑳猟友会 

勝又征四郎 �香取郡猟友会 

朝比奈　明 �佐原猟友会 

岩井　正三 �香取東部猟友会 

倉並　政夫 �佐倉猟友会 

窺　　隆夫 �成田猟友会 

遠藤　利幸 �市川猟友会 

吉川　　勉 �船橋猟友会 

小口　忠男 �柏　猟　友　会 

海老原恒二 �野田猟友会 

14年連続表彰　　　　佐　原　猟　友　会

11年連続表彰　　　　習志野八千代猟友会

印　西　猟　友　会

7年連続表彰　　　　香取郡猟友会

柏　猟　友　会

5年連続表彰　　　　銚　海　猟　友　会

4年連続表彰　　　　市原市猟友会
君　津　猟　友　会

東金地区猟友会

議

議　　　　長：岩館　　稔（成田猟友会）
副　議　長：栗橋　　明（香取東部猟友会）
議事録署名人：何木　光之（市原市猟友会）

中村　　豊（佐倉猟友会）

上程した次の議案総て可決承認された。

議案第1号
議案第2号

議案第3号
議案第4号
議案第5号
議案第6号
議案第7号

平成25年度事業報告について

平成25年度決算承認について

〈監査報告〉

役員の一部改選について

平成26年度会費額決定について

平成26年度事業計画案決定について

平成26年度収支予算案承認について

会運営費の一時借入承認について

事
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平成26年度千葉県猟友会事業計画

1．狩猟道徳の徹底
（1）総会、役員会、各種講習会及び指導通達等を通じて近代狩猟に必要な狩猟道徳の高揚と会員の資質向

上に努める。
（2）遵法、安全狩猟推進のため単猟事業に対する指導援助を行う

2．事故防止事業
（1）事故防止指導及び広報活動の推進
（2）無事故無違反単猟の表彰
（3）事散防止射撃研修会及び残弾処理射撃大会の励行
（4）事散防止及び狩猟マナー向上のために行う安全狩猟射撃大会の援助
（5）県が行う狩猟に関する安全対策事業に協力

3．鳥獣保護増殖事業
（1）行政が行う鳥獣保護事業に協力
（2）放鳥事業の推進（キジ、ヤマドリ平成26年10月中旬～平成27年3月上旬）
（3）鳥類の生息環境及び自然保護思想の高揚を図る

4．有害鳥獣捕獲事業
（1）猟期中に行う有害鳥獣捕獲の奨励
（2）猟期外の有害鳥獣捕獲に対する責任ある協力
（3）県が行う調査及びそれに伴う事業に協力
（4）広域捕獲に伴う事業に協力
（5）猟銃による有害捕獲に従事する者に対する研修会の開催（平成27年1月～）

5．県から千葉県射撃場管理運営事業業務を受託する。

6．狩猟免許関連事業
（1）狩猟免許更新の適性検査及び講習会並びに狩猟免許試験に協力

（講習会11会場、試験4回）
（2）初心者狩猟免許試験準備のための講習会を開催し、優良ハンターの育成を図る。（4回）

7．狩猟者登録事業
（1）狩猟者登録申請手続及び返納事務（県内及び県外）
（2）県外登録者申請受付事務に協力

8．狩猟事故共済事業及びハンター保険の加入、請求、給付事務

9．千葉県証紙売り捌き事業

10．大日本猟友会の行う事業に協力

11．大日本猟友政治連盟の活動に協力

12．猟銃用火薬類無許可譲受票の交付事務

13．会報「県猟ニュース」を発行し、各種情報の提供と会員相互の親睦を図る。

14．射撃部斯道奨励事業
（1）第26回千葉県猟友会フィールド射撃大会

（平成26年6月7日（土）成田射撃場）
（2）第28回一都八県親睦狩猟R・S射撃大会県予選会

（平成26年7月5日（土）千葉県射撃場）
（3）第28回一都八県親睦狩猟R・S射撃大会に出場

（平成26年9月6日（土）静岡県富士宮市西富士ライフル射撃場）
（4）第9回安全狩猟関東山静ブロック射撃大会に出場

（平成26年9月20日（土）静岡県裾野市須山クレー射撃場）

15．猟犬部斯道奨励事業
（1）平成26年度猟犬猟野競技会（平成27年4月上旬）

16．主な会議等の開催
（1）平成26年通常総会　　　　　　　　　　　（平成26年7月25日（金）京成ホテル・ミラマーレ）
（2）平成26年度事務担当者会議　　　　　　　（平成26年8月8日（金）京成ホテル・ミラマーレ）
（3）平成26年度狩猟事故及び違反防止対策会議（平成26年10月中旬）
（4）平成27年度猟政運営協議会　　　　　　　（平成27年4月下旬）
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平成述年度千葉県猟友会フィールド射撃大会成績表
平成26年6月7日（土）成田射撃場おいて、23単猟157名

の選手が出場して行われました。結果は次のとおりでした。

優　勝　佐倉猟友会
準優勝　成田猟友会
第3位　長生郡市猟友会

第4位　相　猟　友　会
第5位　安房猟友会
第6位　東金地区猟友会
第7位　市原市猟友会
第8位　東葛飾郡猟友会

第9位　千葉市友会

（得点　384点）

（得点　376点）

（得点　376点）

（得点　371点）

（得点　371点）

（得点　366点）

（得点　360点）

（得点　354点）

（得点　354点）

君津猟友会（得点　342点）

優　勝　勝村　孝弘　（成田猟友会）
準優勝

第3位
Bクラス　優　勝

準優勝

第3位
Cクラス　優　勝

準優勝

第3位
Dクラス　優　勝

準優勝

第3位

白沢　吉夫

岡本　勇司

藤崎　昌之
木内　政毒

高橋　幸虞

高橋　重一

岩館　　稔

林　　一彦

平島　一艮

坂下　　正

石橋　清克

（東金地区猟友会）

（長生郡市猟友会）

（佐倉猟友会）
（銚海猟友会）
（安房猟友会）
（東金地区猟友会）

（成田猟友会）
（香取東部猟友会）

（君津猟友会）
（長生郡市猟友会）

（印西猟友会）

第9回安全狩猟関東山静ブロック射撃大会
平成26年9月20日（土）神奈川県・須山クレー射撃場にお

いて行われ、本県からは次の方々が出場されました。

派遣選手団　　監　督　　藤崎　昌之（佐倉猟友会）
Aチーム

Aクラス

Bクラス

Cクラス

Bチーム

Aクラス

Bクラス

Cクラス

成績は次の通りです。

白沢　吉夫

藤崎　昌之
斎藤　正己

岡本　勇司

高橋　幸虞

伊藤　幸輝

（東金地区猟友会）
（佐倉猟友会）
（東金地区猟友会）

（貢を葡市猟友会）
（安房猟友会）
（銚海猟友会）

団体の部　　千葉県猟友会・A176点（第5位）
千葉県猟友会・B　174点（第10位）

個人の部　　　Aクラス　第3位　白沢吉夫

第28回一都八県親睦狩猟R・S射撃大会県予選会
平成26年7月5日（日）千葉県射撃場において本県代表を

目指して、ライフルの部：12単猟43名、スラツグの部：7単

猟16名が出場。その成績は次のとおりでした。

○ライフルの部　　　　　　　○スラッグの部

優　勝　清水　敏夫（市川）　優　勝　山本　隆志（船橋）
準優勝　大矢　新市（香取）　準優勝　中量　良一（船橋）

第3位　寺井　泰二（銚海）　第3位　木村　正憲（銚海）

第28回一都八県親睦狩猟R・S射撃大会
平成26年9月6日（土）東京都猟友会が当番県となり、西

富士ライフル射撃場において開催。成績は次のとおりでした。
監　督　　　中墓　良一（船橋猟友会）

派遣選手　　ライフルの部　寺井　泰二（銚海猟友会）
平野　雅司（銚海猟友会）
安田　英明（佐倉猟友会）

スラッグの部　中基　良一（船橋猟友会）

木村　正憲（銚海猟友会）
高野　秀範（銚海猟友会）

○団体総合　第8位　千葉県猟友会　915点
○団体ライフル部門　　　　　○団体スラッグ部門

第5位　千葉県猟友会　534点　第9位千葉県猟友会381点

平成25年度猟犬猟野競技会
平成26年4月6日（日）実行委員会のご協力により、JFTA

千葉県支部コースにおいて開催、19単猟74頭が出場しました。

その成績は次のとおりでした。

団体の部　優　勝　柏猟友会

準優勝　　市川猟友会

準優勝　　成田猟友会

個人の部（若犬）
優　勝　　か慕／〃づげ・バロンオブ・ノ「対「スト

準優勝　　マーシュ・グラウス・ボス

第3位　　Kワダ・グラウス・ブルース

個人の部（成犬）
優　勝　　Tアサダ・ダイアブローミミ

準優勝　　プリティー・ローズ

第3位　　Aサカマキ・封レフユー・ブラック

（得点　250点）

（得点　230点）

（得点　220点）

木津　廣司（木更津）
岩立　利男（柏）
櫻井　賢一（市　川）

小川　　茂（成　田）
増田　　賓（市　川）
湯浅　繁一（東葛飾）

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形

Ikuo
四角形
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1　日的

この基本方針は、年々増加する農林水産物被害に対応して、猟友会組織が有害鳥獣の捕獲をもって社会

的貢献をするとともに、有害捕獲の責任ある体制を整備し、安全対策を講ずることにより狩猟者の地位向上と

狩猟の永続を図ることを目的とする。

2　対応方針

●対象事業
この基本方針が対象とする事業は、市町村等から委託を受けて行う

捕獲事業（調査捕獲等を含む）のうち、猟銃を使用するものとする。

●事業の受託

（1）事業を受託できる者

千葉県猟友会等の名称を冠して、市町村等から捕獲事業を受託できるのは、（社）千葉県猟友会及び単

位猟友会に限定する。

（2）事業を受託しようとする者は、総合的な判断の下に市町村等と次の内容で事前協議を行い、その成立し

た事前協議の内容について（一社）千葉県猟友会の有害対策委員会の承認を受けたうえでなければ受託

することができない。

①依頼先名　　　　　　　　　　　　　　⑦安全対策（地域住民への広幸臥協力体制の整備）

②実施地域　　　　　　　　　　　　　　⑧受託額

③捕獲許可の内容　　　　　　　　　　　⑨保険等

④実施計画　　　　　　　　　　　　　　⑩事故等への対処方法

（診従事者の名簿（単位猟友会の推薦書）　⑪その他

⑥捕獲対象（捕獲数、捕獲期間、対象地域）

●実施体制

（1）捕獲隊の設置

1）捕獲隊は、単位猟友会に設置する。

2）捕獲隊の代表者は、単位猟友会の会長が務めるものとする。また、従前からの捕獲隊のうち、単

位猟友会の下部組織に設置されたものは、単位猟友会の下に改編するものとする。

3）捕獲隊は、一つの単位猟友会に複数置くことができる。

4）捕獲隊には、隊長を置くものとする。隊長は、捕獲隊を指揮監督し、捕獲隊を所掌する単位猟友

会の指揮命令の下に活動する。

5）捕獲隊の構成員（以下「捕獲隊員」という。）は、捕獲に当たる捕獲員と捕獲時に周囲の安全確

認を任務とする監視員からなるものとする。

（2）捕獲隊員の選任及び従事者としての推薦

1）捕獲隊員は、単位猟友会の所管する地域に居住する者のうちから単位猟友会の会長が選任するこ

とを原則とする。なお、単位猟友会の支部等の下部組織（市町村単位）の区域内に居住する者を優

先して選任することができる。
2）単位猟友会の会長は、市町村等から捕獲を受託するときは、選任した捕獲隊員を従事者として推

薦するものとする。

（3）捕獲隊員の選任要件

1）単位猟友会の会員であり、千葉県猟友会の指定する保険に加入している者であること。

2）心身が健全であり、捕獲に従事することができる者であること。

3）社会通念上、捕獲に従事することができる年齢であること。

4）当該地区を所管する単位猟友会員でない者は、その帰属する単位猟友会長の推薦を得た者である

こと。

5）選任前3年以内に、狩猟事散、鳥獣保護法違反がないこと。
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6）捕獲隊の趣旨に同意し、捕獲隊員としての規律を遵守できる者であること。

7）捕獲隊員として出動ができる者であること。

8）（一社）千葉県猟友会が実施する研修会（講習会、実射訓練等）を履修した者及び履修を予定す

る者であること。

9）その他、単位猟友会長が必要と認めた事項。

（4）捕獲隊の出動時の留意事項

1）単位猟友会長は、あらかじめ選任された捕獲隊員を出動させる。

2）安全対策（広報等）の徹底を確認する。

3）捕獲事業は、委託者からの出動要請及び実施計画に基づき実施する。

4）捕獲は委託者の立ち合いを求めて実施することを基本とする。

5）連絡事項等の徹底を図り、安全な捕獲を実施する。

（5）報告等

1）捕獲隊の隊長は、捕獲事業に関する活動状況を記録し、保管しなければならない。また、その記

録は捕獲事業終了後に、単位猟友会の会長に提出しなければならない。なお、捕獲事業中に事故、

違法行為、モラルに反する行為等の情報が寄せられた場合、隊長は単位猟友会長に速やかに報告し

なければならない。

2）単位猟友会長は、各捕獲事業が終了したときは、速やかに（一社）千葉県猟友会長に記録等を提

出しなければならない。

（6）（一社）千葉県猟友会の行う研修会

（目的）

銃猟の安全対策を内容とする研修を行う。

（研修内容）

①鳥獣保護法・銃刀法等の法規関係について

②猟銃並びに火薬類等の取り扱いについて

③捕獲対象物について

④銃猟における安全対策について

⑤猟銃の取り扱い及び実射訓練について

⑥その他、必要な事項にって

（研修会場）

千葉県射撃場を主たる会場とする。

この基本方針は、平成21年12月1日から施行する。

（一社）千葉県猟友会

有害研修会受講者実績表

刷 

千　　葉　　市 �21 �37 �34 �香　　取　　郡 �32 �50 �49 

市　　原　　市 �40 �43 �45 �佐　　　　　原 �21 �42 �42 

習志野八千代 �17 �14 �16 �香　取　東　部 �24 �28 �29 

君　　　　　津 �100 �101 �98 �佐　　　　　倉 �56 �62 �60 

木　　更　　津 �33 �32 �34 �印　　　　　西 �34 �33 �33 

安　　　　　房 �184 �174 �167 �成　　　　　田 �41 �42 �40 

夷　隅　郡　市 �66 �63 �64 �東　葛　飾　郡 �6 �10 �9 

長　生　郡　市 �57 �57 �71 �市　　　　　川 �0 �1 �0 

東　金　地　区 �41 �40 �47 �船　　　　　橋 �0 �0 �0 

山　武　北　部 �59 �72 �66 �拍 �1 �0 �0 

銚　　　　　海 �61 �85 �80 �野　　　　　田 �28 �29 �28 

匝　　　　　瑳 �24 �29 �30 �合　　　　　計 �946 �1，044 �1，042 
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千葉県射撃場ご利用案内

休　　業　　日　毎週火曜日（但し、祝日等の場合は翌日）

年末年始　　12月29日　～　1月3日

利　用　時　間　午前9時　～　午後5時

（12・1・2月は午後4時まで）

※時間外の使用はできません

利　用　施　設　50m　静的・動的
使用銃種

ライ　フル鏡（10．5mm　以下）

散　　弾　　銃（12番口径　以下）

空　　気　　銃（6．9mm　以下）

※100m静的射場は、平成26年秋工事予定

使　用　料　金　共同使用（個人）
1射座（2時問まで）　　　　1，840円

超過料金　　1時間につき　　　　920円

専用使用（団体）

1射面（2時間まで）　　　　9，200円

超過料金　　2時問ごとに　　9，200円

標　的　紙　代　静　的　紙

動　的　紙

1枚　200円

1組　800円

住　所

市原市古敷谷2620

曾0436－98－0314

圏央道市原鶴舞インターより約10分

ホームページ開設中
検索は『千葉県射撃場トップページ』で＼（八一人）／☆
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一般社団法人千葉県猟友会役員名簿

書経 � � � � � 

顧　問 �朝比奈　正　行 � �理　事 �綿　貫　尚　利 �山武北部猟友会 

江野澤　吉　克 �千葉県議会議員 �／／ �熱　田　富　雄 �匝　瑳　猟　友　会 

会　長 �鈴　木　理　之 �銚　海　猟　友　会 �／／ �高　塚　洋　勝 �佐　原　猟　友　会 

副会長 �伊　東　新　一 �香取郡猟友会 �／／ �栗　橋　　　明 �香取東部猟友会 
〝 �吉　田　松　衛 �東葛飾郡猟友会 �〝 �初　芝　健　一 �佐　倉　猟　友　会 

／／ �松　山　　　平 �千葉市猟友会 �〝 �武　藤　宮五郎 �印　西　猟　友　会 

／／ �鍬　田　久　明 �東金地区猟友会 �〝 �岩　館　　　稔 �成　田　猟　友　会 

理　事 �島　崎　悦　昌 �市原市猟友会 �／／ �竹、木　孝　治 �市　川　猟　友　会 
／／ �早　川　博　幸 �習志野八千代猟友会 �／J �堀　井　光一郎 �船　橋　猟　友　会 

／／ �古　茶　　　進 �君　津　猟　友　会 �／／ �池　谷　忠　夫 �柏　猟　友　会 

〝 �小　林　光　雄 �木更津猟友会 �／／ �久　＿住　純　一 �野　田　猟　友　会 

／／ �山　川　正　昭 �安　房　猟　友　会 �監　事 �猪　尾　重　雄 �君　津　猟　友　会 

／／ �高　梨　喜一郎 �夷隅郡市猟友会 �／／ �小　林　謹　一 �佐　原　猟　友　会 

／／ �相　沢　甲　貴 �長生郡市猟友会 �／／ �宮　崎　三　郎 �野　田　猟　友　会 

〒260－0854

千葉市中央区長洲1－15－7

（森林会館　2階）
TEL　043－222－6033

Fax O43－225－1576

局長兼管理者　榎本　文夫

高澤　貴子
石丸　敏子

〒290－0258

市原市古敷谷2620

TEL　0436－98－0314

Fax O436－98－0211

〒102－0073

東京都千代田区九段北3－2－11

TEL O3－3234－8080

県　自　然　保　護　課
葛南地域振興事務所
東葛飾地域振興事務所
印旛地域振興事務所
香 地域振興事務所

地域振興事務所
地域振興事務所
地域
地域

振興
振興

事務所
事務所

地域振興事務所
地域振興事務所

千葉市中央区市場町1－1
船橋市本町1－3－1フェイス7階
松戸市小根本7
佐倉市鏑木仲田町8－1
香取市北3－1－3
旭市ニ1997－1

東金市東新宿1－1－11
茂原市茂原1102－1
夷隅郡大多妻町猿稲14
館山市北条402－1
木更津市貝渕3－13－34

043－223－2972

047－424－8092

047－361－4048

043－483－1447

0478－54－1311

0479－64－2825

0475－55－3862

0475－26－6731

0470－82－2451

0470－22－7111

0438－23－2285

平成26年10月1日発行一般社由人千葉県猟友会〒260‾0854千葉市中央区長洲ト15‾7森林会館内2階 　　　　　　　　　　　　　　　TEL043－222－6033FAXO43－225－1576 
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