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堂画題麗 　　≡穿‾ 
ごあいさつ

令和4年10月発行－

一般社団法人千葉県猟友会　会長　鈴木　理之

皆様には、日頃より猟友会の事業活動に深いご理解とご協力を賜り
まして、誠にありがとうございます。

さて、無事故・無違反は我々ハンターの共通の願いであり、令和3

年度は13の単位猟友会が、無事故・無違反として表彰されましたが、
更に、来年度も継続し表彰されますよう願っております。とともに、

猟銃は扱い方次第で重大な被害が出る危険なものであると認識し、射撃練習時に安全確認が自

然の動作として行えるよう取り組んでいただき、体力を過信することなく、自然の恵みを捕獲

し単に楽しむだけでなく、農林業被害に対する社会的奉仕の念を含めて、自然の尊さ、自然界
の仕組みを常に忘れず、調和と節度ある狩猟行動が肝要と考えます。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2年間中止を余儀なくされた各種行事を、本年4月
に開催された猟犬猟野競技会を皮切りに、状況を注視し、役員並びに会員の皆様方のご参加と
ご協力のもと行ってまいりたいと思っております。

現在会員数は、現在2，200名で最盛期の15％に満たない厳しい状況となっております。

その上、高齢化社会と言われておりますように会員の高齢化も進み、どのようにしたら若者

に狩猟の魅力を、また、猟友会の楽しさ・重要性を分かってもらえるか、理解してもらえるか

が課題になってきております。

こうした時こそ会員の皆様の協力のもと一致団結して会の活性化のため、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

最後に、法の遵守はもとより、猟銃の安全な取り扱い、狩猟マナー、モラルの徹底等を再度
していただき、気持ちよく猟期を終わらせていただきたいと祈念しております。
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安全狩猟のために 
≪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Ih撞トけて行動しよう。≫　紳助寝言

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，脱色の確認
○　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。

三亨5，猟犬の管理徹底
｝∵具、　　　－　‾

○　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・ペスト
着用の徹底を

集録に蓬意

猟銃 �・袈弾の保 �管、管 �理は �厳格Iこ 
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令和4年度　狩猟及び鳥獣行政の動向について
薫薫薫茎薫馨

千葉県自然保護課狩猟・保護班

千葉県猟友会会員の皆様には　日頃、狩猟及び有害鳥獣捕獲等の鳥獣行政の推進に多大
なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
県では、野生鳥獣による農業等への被害の拡大や外来種による生態系への影響等が懸念

されているため、県では各種対策を講じているところです。こうした中、昨年度は猟犬に
よる事故などの不適正な事例もあり、こうした事例を防止するには日頃から法令を遵守す
る意識を常に持ち、安全確保を徹底する必要があります。今後とも、識別し易い猟装の着
用や発砲前の矢先の確認等、注意事項を遵守していただきますようお願いいたします。

今年度の県の主な事業は以下のとおりです。

1　野生鳥獣の保護対策について

（1）ゴイサギ、バンの指定鳥獣解除
2016　年～2021年に実施した調査により、1990年代と比較し生息地点数の大幅な減少

が明らかになったことから、保護の観点からゴイサギ、バンの狩猟鳥獣の指定が令和4年

度狩猟期から解除されます。
また、青森県、秋田県、山形県でのカモ類の狩猟期間が全国の一般的な狩猟期間（11

月15　日～翌年2月15　日）に変更されます。

（2）鳥獣保護区等の指定

県では、第13次鳥獣保護管理事業計画に基づき鳥獣保護区等の指定を進めており、今
年度は6か所の鳥獣保護区、22か所の特定猟具使用禁止区域の期間更新を行う予定です。
区域を拡大する保護区等はありません。なお、各鳥獣保護区等の区域は県が発行する最新
のハンターマップによりご確認をお願いします。

（3）国による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。

色）県による狩猟鳥獣の捕獲禁止

県では、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日までの期間における捕獲を禁止しています。

2　狩猟の適正化対策について

（l）鳥獣保護管理員の設置

狩猟事故や違反の防止など、狩猟の適正化を図るため、県下に106名の鳥獣保護管理

員を設置しています。現地で不明なことがありましたら、お気軽にご相談願います。
（2）危険猟法の禁止など

爆発物、劇薬、据銃、落とし穴、吊り上げ式くくりわななどの危険な猟法は禁止され
ています。また、とらばさみと一部のくくりわな（輪の直径が12cmを超えるものなど）

が禁止猟法に指定されています。

ただし、県では　平成29年度の猟期から、イノシシ、ニホンジカを狩猟で捕獲する場

合、足くくりわなに限り輪の直径15cm以下のものが使用できます。
（3）網猟・わな猟に係る標識の設置義務

網・わなの狩猟者登録を受けた者は、法令に基づき、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1cm
以上の文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識を付ける義務がありますので、遵
守してください。
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色）マナーの遵守

令和3年度狩猟期の通報等の件数は事故が1件、苦情が25件、行政への違反通報が
18件ありました。

主な苦情は、銃猟への不安、狩猟マナーに関するもの、猟犬に関するものなどでした。

また、違反通報は、公道上での狩猟、違法なわなの設置、家屋への散弾落下などでした。
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

（1）知事賞の交付

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。

（2）狩猟税の軽減

以下に該当する方の狩猟税が軽減されます。
・登録申請日に県内の市町村長から対象鳥獣捕獲員に指名又は任命されている方

⇒非課税
・登録申請日に認定鳥獣捕獲等事業者の従事者で従事者証の交付を受けている方

⇒非課税
・登録申請目前1年以内に有害鳥獣捕獲許可を受け県内で有害鳥獣の捕獲等を行った実

績のある方
⇒半額
・登録申請目前l年以内に従事者として従事者証の交付を受け、県内での有害鳥獣の許

可捕獲を行った実績のある方
⇒半額

なお、申請方法については　各単位猟友会にお問い合わせください。（場合により減免
にならないことがあります。）

4　CSF（豚熱）の感染拡大防止について

令和2年6月に茨城県取手市の野生イノシシから豚熱が確認されたことから、千葉県で
は防疫措置を強化しています。有害鳥獣捕獲及び狩猟を行う際には県内での感染拡大防止
のため、捕獲したイノシシや器具、車両の消毒等の防疫措置にご協力をお願いいたします。

5　指定管理鳥獣捕獲等事業について

県では、イノシシ及びニホンジカによる農業被害や生態系被害の抑制を図るため、指定
管理鳥獣捕獲等事業を実施しています。引き続きご理解ご協力をお願いします。
（1）イノシシ

県北部（銚子市、旭市、成田市、印西市、香取市、東庄町、栄町及び神崎町）
県中部（千葉市、市原市、東金市及び大網白里市）

（2）ニホンジカ

県中部（市原市、大多喜町）
県南部（君津市）

6　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それぞれ策定し、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、ご理解ご協力をお願いします。
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蕩齢⑳窃制覇霊敵⑱㊥　∵霊驚 
千葉県警察本部生活安全部風俗保安課　　　㌍誓書 

～　令和4年度狩猟期間　～ 

令和4年11月15日（火）～　令和5年2月15日（水） 

令　和　3　年　度　の　狩　猟　事　故 

○　全国の人身事故発生状況 
狩猟等に起因する猟銃等に係る人身事故は、発生件数6件（前年度比一1件）、死者 

1名（前年度比±0名）、重傷者4名（前年度比＋1名）、軽傷者1名（前年度比－2名） 
でした。この人身事故の原因別として、暴発5件（前年度比＋1件）、矢先の安全不確認 
1件（前年度比±0件）、誤射0件（前年度比－1件）、その他0件（前年度比一1件） 
でした。 
※　重症：全治1か月以上の傷害 

○　千葉県の発生状況 

県内では、人身事故0件（前年度比±0件）、違反0件（前年度比－4件）でした。 

事故防止のポイント……………………………“…………………………“…‥“………………………・・・． 

／ 蟻 �i・銃を発射する前に周 ・・常に 「獲物ではなく人 「背後に人がいる という最悪の事態を想 ：・バックストップがな �園の安全を確認する。盤 かもしれない」；ヽ●一一i かもしれない」 、定して矢先を慎重に確認する。i、‘ い場所では発射しない。 

令和3年度の千葉県警察に対する苦情 

令和3年度の狩猟期間中、千葉県内における110番通報及び管轄警察署への通報は、 
30件でした。禁猟区は昨年と同一とは限りません。必ず最新の地図で確認して下さい。 

猟 件 �苦情内容 �令和3年度 �令和2年度 �増減 �3 

取締り要望等に関すること �14 �16 �－2 

狩猟区域に関すること �5 �10 �－5 

流れ弾に関すること �4 �4 �±0 
狩猟者のマナーに関すること �3 �4 �－1 
その他 �4 �5 �－1 

計 �30 �39 �－9 

銃事　故　を防　止　するために 

令和3年度に全国で発生した人身事故6件中3件が60歳以上（平均年齢57歳）、 
ミ猟銃所持歴30年以上（平均は23年）の所持許可者によるものです。また、期間中 

の違反件数は41件（前年度比一15件）、違反者43人（前年度比－17人）に達し、 

違反者の平均年齢は約68歳であり、平均所持歴は約32年でした。 
銃の危険性を忘れることなく、慣れからくる油断を払拭し、基本に立ち返って猟銃を取り 

扱うとともに、事故を防止するため、狩猟に用いる猟銃ごとに射撃練習を行い、射撃技能の 
維持向上に努めてください。 
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「拳銃110番報奨制度」
～拳銃のない安心〃安全な千葉県に～

全国統一フリーダイヤル
ジュウ

0120－10－

警察では銃器犯罪の根絶に向け、違法銃器の押収や被疑者の検挙に努めるとともに、

銃器犯罪に関与する暴力団など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『拳銃110番報奨制度』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いて拳銃

を押収し、かつ、被疑者検挙に至った場合には『押収銃器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います。

違法銃器の摘発には、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

な情報でも構いませんので、情報提供をお願いします。

「匿名通報ダイヤル」
一安心な社会を創るための匿名通報事業～

とくめいつうほう　　　　　やってサンキュー

0120－924－839

匿名通報ダイヤルとは、警察への通報に踏み切れない事案（主に被害者本人からの申

告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪）についての通報を匿名で受け付け、『通報者に

対して貢献度に応じ、最大で10万円』の情報料を支払う事業であり、これらの情報を

犯罪捜査に役立てようとするものです。対象事案については、以下のとおりです。

”暴力団が関与する犯罪“犯罪インフラ事犯“薬物事犯・拳銃事犯

“特殊詐欺〃少年福祉犯罪“児童虐待事案“人身取引事犯　等

皆様からの情報提供をお願いします。

護激　蜘　摘　録‘も　ろ｝　構　持せ　粉　輔　弼　錦　織　熊　抵　触　淵　繊　細　灘　俄　鎌

24時間オンライン受付

h請P：／／www．tokumei24jp　（パソコン）

h請p：〝www．tokumei24jp／i　（モバイル）

鋸楽　鰯　揃名　緻　　三筋　撮　　　　　　　　京　　銀　鍛　　∞　峯主　　　　　謀　　雑穀　　撮　　め　群　　搬　躾

≪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）

シ
4

ナ
7

ナ
7

ミ
3
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●●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◆●●
●●●●●●●●●●●●●◆●●●

令和4年　通常総会の概況

●●●●◆●●●●●◆●●●●●●●●●●●●●●●●

令和3年度無事故無違反表彰

本年の通常総会は令和4年7月27日（水）千　19年連続表彰

葉市内「京成ホテル・ミラマーレ」において開催さ

れました。

功労者表彰

表彰名 �氏　名 �所属猟友会 

千葉県知事感謝状 �小林　光雄 �木更津猟友会 

大日本猟友会長表彰状 �麻生和敏 �東金地区猟友会 

松本　　修 �船橋猟友会 

飯田　　実 �佐倉猟　友　会 

勝　田　秀　一 �柏　猟　友　会 

千葉県猟友会長表彰状 �内　海弘孝 �千葉市猟友会 

大木博史 �市原市猟友会 

島　田義行 �習志野八千代猟友会 

溝　口　　孝 �君津猟　友会 

池　田紀夫 �安房猟友会 

永嶋義　治 �夷隅郡市猟友会 

露崎青春 �長生郡市猟友会 

石崎　　寛 �東金地区猟友会 

篠　田　裕治 �銚海猟　友会 

小　西民　夫 �匝　瑳　猟　友　会 

平　山　清　二 �香取郡猟友会 

大堀　　潔 �佐原　猟　友会 

篠塚 �香取東部猟友会 

糸　久邦夫 �佐倉　猟　友会 

小清水　幹夫 �印　西猟友会 

勝村孝弘 �成　田　猟　友　会 

高橋　　公 �東葛飾郡猟友会 

堀越正　三 �市川　猟友会 

石　田　和　洋 �船橋　猟　友　会 

薮崎道保 �柏　猟　友　会 

山　口　光　彦 �野　田　猟　友　会 

般社団法人手業景猟 ��友会合和4年遇精練 ���■ゝ 霊I 

I ���l L‖ 

諒闇漢 �� 
総1－　ノー � 

ふ′‾／ �」 � � � �∴：∴一∴ 3 1一隊 

∴∴ 

∴∴ 

、． 
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9年連続表彰

7年連続表彰

6年連続表彰

4年連続表彰

3年連続表彰

l ‡i 紀語 �羅 �援漏雪国顕・ …、n 

1　　　8 

j　－ 

境も飽田888m �� 

印西猟友会

木更津猟友会
匝瑳猟友会

市川猟友会

銚海猟友会
佐原猟友会

香取東部猟友会

習醐抜会
長生郡市猟友会
成田猟友会
東葛飾郡猟友会
船橋猟友会
柏　猟　友　会

議　事

議　　　　長：滝谷　忠夫（柏猟友会）

副　議　長：石橋　清克（印西猟友会）

議事録署名人：松林　和音（野田猟友会）

小山田　誠（香取東部猟友会）

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

議案第8号

令和3年度事業報告について

令和3年度決算承認について

〈監査報告〉

令和4年度会費額決定について

令和4年度事業計画案決定について

令和4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

役員改選について

顧問承認にいて
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令和4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）事故防止射撃研修会及び残弾処理射撃大会の励行

（4）事故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．鳥獣保護増宛事業

（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、ヤマドリ令和4年10月中旬一合和5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（令和5年1月～）
5．認定鳥獣捕獲等事業者として指定管理鳥獣捕獲等事業に参加する

6．千葉県射撃場指定管理運営

7．狩猟免許関連事業

（1）狩猟免許更新の講習会及び狩猟免許試験に協力

（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
8．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
9．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

10．千葉県証紙売り捌き事業
11．大日本猟友会の行う事業に協力
12．大日本猟友政治連盟の活動に協力

13．猟銃用火薬類無許可譲受票の交付事務

●●●●●　　　　●●●●　　　　●●●●●

●●●●●　　　　●●●●●　　　　●●

1－瀧紙二言孟定点 �； r 拳1 歳 誌 �脇 �語は懸離 　諮 
浩子：洋語－：ii罵一薮二落語 ��∴∵ �∴　ヽ∴主よ 押 ���騒 
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14・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

15．射撃部斯道奨励事業

（1）令和4年度千葉県猟友会フィールド射撃大会

（令和4年6月4日（土）成田射撃場）
（2）第34回一都八県親睦R・S射撃大会県予選会

（令和4年7月2日（土）千葉県射撃場）
（3）第34回一都八県親睦R・S射撃大会

（令和4年9月3日（土）茨城県狩猟者研修センター）
（4）第14回安全狩猟関東山静ブロック射撃大会

（令和4年9月17日（土）ニッコー栃木綜合射撃場）
（5）第2回千葉県猟友会空気銃射撃大会

（令和4年10月16日（日）千葉県射撃場）
16，猟犬部斯道奨励事業

（1）令和4年度猟犬猟野競技会（令和5年4月上旬）
17．主な会議等の開催

（1）令和4年通常総会

（2）令和4年度事務担当者会議

（令和4年7月27日（水）

京成ホテル・ミラマーレ）

（令和4年8月

京成ホテル・ミラマーレ）
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猟銃lこよる有害捕 �獲基本方針（抜粋） 

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、（、一社）千葉県猟友
会及び単位猟友会に限定する。

（3〉　捕獲隊員の選任要件
l）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、狩猟事故、鳥獣保護法
違反がないこと。

6）捕獲隊の趣旨に同意し、捕獲隊員としての
規律を遵守でさる者であること。

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。
色）捕獲隊の出勤時の留意事項

（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（地域住民への広報、

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　　　　　⑲事故等への対処方法　（5）
⑤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（6）
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。

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。

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。

（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
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令和4年度千葉県猟友会フィールド射撃大会成績表
令和4年6月4日（土）成田射撃場おいて、23単猟

166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。

固体の部i
優　勝

準優勝
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
第9位
第m位

個人の部i
Aクラス　優　勝

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

東葛飾郡猟友会
佐倉猟友会
成田猟友会
柏　猟　友　会

夷隅郡市猟友会
印西猟友会
習志野八千代猟友会

木更津猟友会
香取郡猟友会
君津猟友会

鈴木　久雄
山崎　幸男
白沢　吉夫

斎藤　正己
池田　純夫
坂巻　治男

吉田　松衛
勝田　秀一

藤崎　昌之

レディース割きl

優　勝　　結城八重子
準優勝　　佐藤　順子
第3位　　永井　安子

（得点
（得点
（得点
（得点
（得点
（得点
（得点
（得点
（得点
（得点

（君津猟友会）
（印西猟友会）
（東金地区猟友会）

（東金地区猟友会）
（安房猟友会）
（柏　猟　友　会）

（東葛飾郡猟友会）
（柏　猟　友　会）
（佐倉猟友会）

（柏　猟　友　会）
（夷隅郡市猟友会）
（安房猟友会）

第14回安全狩猟関東山静ブロック射撃大会
令和4年9月17日（土）群馬県が開催県となりニッ

コー栃木結合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
Aクラス

藤崎　昌之
鈴木　久雄
山崎　幸男
白沢　吉夫

Bクラス　　池田　純夫

木暮　修一
糸久　邦夫

レディース　　結城八重子

佐藤　順子

（佐倉猟友会）
（君津猟友会）
（印西猟友会）
（東金地区猟友会）

（安房猟友会）
（東葛飾郡猟友会）

（佐倉猟友会）
（柏猟友会）
（夷隅郡市猟友会）

成績は次の通りです。
団体の部　　　千葉県猟友会・　494点（優勝）
個人の部

Aクラス　第3位　鈴木　久雄　（君津猟友会）
Bクラス　優　勝　糸久　邦夫　（佐倉猟友会）

準優勝　池田　紀夫　（安房猟友会）

響薗議 ‾紫熊享 �練惑露ユー 慈窯漆鶴田彰 一繊薄〆一′＼－ま ま「1題墜 千葉県。i 肇、持ち当 欝 �離 輸 ÷∴ 「‾p 藷 �灘 �詳言云／ld 

鰯 理 。富＿急 �1 ∴÷ ∴一一一一 
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第34回一都八県親睦R・S射撃大会県予選会
合和4年7月2日（土）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：13単猟28名、スラグの部：
11単猟29名が出場。その成績次のとおりでした。
○ライフルの部
優　勝　寺井　泰二（銚海）
準優勝　玉III　泰宏（君津）
第3位　増田　和人（銚海）

○スラグの部
優　勝　山本　隆志（船橋）
準優勝　市川　志郎（木更津）
第3位　中豊　良一（船橋）

第34回一都八県親睦R・S射撃大会
令和4年9月3日（土）茨城県猟友会が当番県となり、

茨城県狩猟者研修センター射撃場において開催され、成績
は次のとおりでした。
監　　督　大矢　新市（香取郡猟友会）
派遣選手　ライフルの部

スラグの部

○団体総合　　　　　第4位
○団体ライフル部門　第4位
○団体スラグ部門　　第5位

寺井　泰二（銚海猟友会）
玉川　泰宏（君津猟友会）
山本　隆志（船橋猟友会）
市川　志郎（木更津猟友会）

千葉県猟友会　708点
千葉県猟友会　349点
千葉県猟友会　359点

更、i 簾34回－飾八輪宴会静禦R・S持す大会 �� 

溺醍鞍「駕政事 
）ii今＿繍葱言乏　　し’ � �認 

簿廟聞出　／ �� 

∵∴∴　∴：一言∴　中 � �憂 さ＼ヽ－、＿ 

．＼∴ ；寒 

雷i　　　　　　　　　　今‾÷ � 
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令和3年度猟犬猟野競技会
合和4年4月3日（日）皆様のご協力により、千葉県射

撃場敷地内において開催、14単猟37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　　木更津猟友会　（得点　180点）

準優勝　　船橋猟友会　（得点　180点）
準優勝　　匝瑳猟友会　（得点　160点）

個人の部（若犬）
優　勝　フィールドタカツ・チップス・エイト

鵜澤　幸市（山武北部）
準優勝　ミノリ・インパクト・スマイル

山口　厚行（船　　橋）
第3位　ヤマガ・チップス・ツユ

常住　文夫（君　　津）
個人の部（成犬）
優　勝　K・マウンテンゲート・アイム・エル

手島　秀夫（木更津）
準優勝　Kワダ・グラウス・ブルース

櫻井　賢一（市　III）

第3位　カマガヤ・レーダー・アルファ
高橋　博史（市　III）

）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）

点
点
点
点
点
点
点
点
点
点

4
　
6
　
0
1
　
9
9
8
8
4
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千葉県射撃曝書刺嵐案内

休業日　　毎週火曜日（但し、祝日等の場合は翌日）
年末年輪　　　IZR298　－　IR3日

利用時同　　午前9時一午後5時
（IZ・i・ZRは午後4時まで）

※時間外の俺照はできません

利用施設　Ioom　静的
50m　　　静的・動的

○俺照舘擢　　ライブIL舘（Io．5mm　以下）

款　賛　舘（IZ醤口径　以下）

空　気　銃（8．0mm　部下）

健脚金草鞋（（諸膝），．。．。坤
超過料金1時間につき　　　930円

専用俺照（団体）

l射面（2時間まで）　　9．300円

超過料金　2時間ごとに　　9．300円

標的舗代　静的舗l散200円

勤的舗I組800円

粛知らせ　新型コ回す懸絶直拡大髄止のなめ各種利照制限を粛願いしこ粛Ii毒す。

ご不備を嶺かiTLますがご協力を粛願いい烏し毒す。

詳細はボームページをご覧い庵磨く加射撃場までお問い合わせ＜磨さい。

住　所　市房高書親書ZeZo
′、青‾“ i翳 ㍍ii‾：i 軍 � �雑へ－態．－　遊離 　　∴享 

緊売品牽請謁芦謹 　　　／′ 

‾ヱ＿／∴∴命＿〇一＿ －．∴一一 

℡　04弘一98－0劃4

日央進市烏鶴舞インターよIII0分

ボー4ページ開設中

輪素は「千葉県射撃場トγてページ」で（‾＿－）－☆
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蔓狩猟者登録証の返納はお早めに！
有効期間満了後30日以内です。（事務局返納は25日以内）
必ず期日内に返納してください。

‘ヾ融シX的メホシ×ン：醐シ〇〇〇〇℃くべ 

ベスト・帽子の； 　　　　融 
ゝシ湘シカ的：ヽシ×〆：べ￥シ：××六書シこく××や⇔〇〇〇〇ccくべ 

用は忘れずに！ 柵 

会員新規加入者については大日本猟友会より全員にベスト・帽子が無償配布
されます。
その後の紛失・汚濁等については有償交換となり、会員以外の方には有償・
無償を問わず配布しません。

事故報告は1か月以内に！

万一、狩猟中、有害捕獲中に事故・ケガをした場合、必ず単位猟友会事務局
を通じて県猟友会事務局へ報告して下さい。lか月以内に報告しないと、保
険がおりない場合があります。

犬の管理について　　i，
的。。。。。。。。。。。。∽ぷ

毎年、狩猟期聞及び猟期以外に猟犬にかみつかれケガをする事故等事故報告
が後を絶ちません。飼い主の方は管理を徹底してください。
また、猟期終了後に山に愛犬を置き去りにする方がおります。どうぞ最後ま
で面倒を見てあげてください。猟期中に愛犬が迷子になった場合、連絡でき
る住所・電話番号等がわかる首輪をつけるようにしましょう。

〒2鮒－0258　市原市吉敷谷2620

TELO436－98－0314

FAXO436－98－0211

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

香取地域振興事務所

海陸地域振興事務所

山武地域振興事務所

長生地域振興事務所

夷隅地域振興事務所

安房地域振興事務所

君津地域振興事務所

〒120－0073　東京都千代田区九段北3－2－11

TELO3－3234－8080

千葉市中央区市場町1－1

船橋市本町l・3－1フェイス7階

松戸市小根本7

佐倉市鏑木伸田町8・l

香取市佐原イ92－11

旭市ニ1997－1

東金市東新宿17・6

茂原市茂原1102－1

夷隅郡大多喜町猿稲14

館山市北条402－1

木更津市貝渕3－13－34

043－223－2972

047424・8092

047－3614048

043483－1447

0478－54－7505

0479－64－2825

0475－55－3862

0475－266731

0470－82－2451

0470－22－7111

0438－23－2285

令和4年10月1日発行 〒260－0854　千葉市中央区長洲1－15－7（森林会館　2階）
一般社団法人千葉県議長会　　　　TEL鵬＿羽＿6033FAX043＿225＿1576


