
 

平成２０年度の県内の出没情報 

 

平成２０年４月１日～平成２１年３月３０日までに福井県内の市町または警察署に寄せら

れたツキノワグマの出没情報は、次のとおりです。 

 日 時 場  所 通報内容 

4月 2日 

16:00頃 

大野市上五条方  【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

山の斜面で、親子と見られるクマ２頭が移動しているところ

を目撃。そのまま姿を消す。 

4月 4日

21:40頃 

大野市城町    【目撃】 
＜平野部：集落＞ 

亀山公園入り口で、親子と見られる 2頭のクマを目撃。その

まま姿を消す。その後目撃なし。 

4月 4日

10:00頃 

福井市安波賀町  【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

山林内で、森林作業のために入山した作業員が同時に２頭の

クマを目撃。その後、山奥へ移動。 

4月 6日 

13:00頃 

福井市獺ケ口町  【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

山の斜面にて、付近の住人が、地上を移動している２頭のク

マを目撃。１頭は体長５０ｃｍ程度。その後、山林内へ姿消

す。 

4月 6日 

18:10頃 

小浜市泊 蘇洞門 【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

遊魚船から船長が、山林内に体長１ｍとみられる１頭のクマ

がじっとしているところを目撃。警笛を鳴らすと、姿を隠す。 

4月 10日 

8:30頃 

池田町広瀬    【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

山林内で、入山された方が、車内から林道より 50ｍ山林内に

入ったところで、親子と見られる２頭のクマを目撃。そのま

ま、姿を消す。その後目撃なし。 

4月 11日 

10:20頃 

越前市国兼    【目撃】 
     ＜山麓部：農耕地＞ 

山林沿いの畑で、農作業中の方が、畑から山林へ移動中の成

獣１個体を目撃。そのまま山林へ姿を消す。 

4月 14日 

9:20頃 

勝山市荒土町   【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

山林内で、春クマパトロール中の捕獲隊員が、車内から、300

ｍほど離れた山林内で、山菜を採餌中の成獣１個体を発見。

茂みに姿を隠す。 

4月 20日 

17:00頃 

鯖江市別所町   【痕跡】 
＜山麓部：山麓＞ 

山林内で、近くの住民が、林道沿いにクマのものと疑われる

糞（ギンナンの実を含む）を発見。 

4月 21日 

7:30頃 

勝山市野向町   【目撃】 
＜山麓部：農耕地＞ 

山林沿いの水田で、付近の住人が話しをしていたところ、水

田の畔を歩く、体長約１ｍの成獣とみられる１頭のクマを目

撃。そのまま、南東へ向けて山林内へ姿を消した。 

4月 21日 

18:00頃 

大野市上五条方  【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

山の斜面の地上で、付近の住人が、亜成獣と見られる１頭の

クマが移動しているところを目撃。そのまま姿を消す。 

4月 23日 

12:00頃 

大野市下山    【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

山林内で、山菜採りに入山した地元の住民が、山林内にいる

クマを１頭目撃。目撃者は、刺激しないようにゆっくり、そ

の場を離れた。クマも姿を消す。 

4月 23日 

15:00頃 

小浜市岡津    【目撃】 
＜山麓部：山林内＞ 

国道近くの山林内で、集団下校途中の児童が、クマ１頭を目

撃。山林内を移動しそのまま姿を消す。 

4月 24日 

7:20頃 

高浜町下     【目撃】 
＜山麓部：山林内＞ 

県道沿いの山林で通勤途中の方が車を運転中、前方 10ｍの道

路脇の山林内に、体長１ｍ程度のクマ１頭を目撃。そのまま

車で通過し、見失う。 

4月 24日 

10:00頃 

勝山市三頭山北部 【目撃】    
＜山地部：山林内＞ 

奥山の山林内で、入山した工事作業員が作業中に、付近の山

林内を移動中の体長１ｍの母親クマ 1個体と子グマ 2頭を目

撃。そのまま、山林内に姿を消す。 

4月 26日 

6:45頃 

美浜町佐田    【目撃】    
＜山地部：山林内＞ 

県道沿いの山林で、地元の住民が車で走行中、10ｍ前方に道

路脇まで出てきたクマ１頭を目撃。車に驚き、山林内へ逃走

し、そのまま姿を消す。 

4月 26日 

20:00頃 

美浜町丹生    【目撃】 関電事務所敷地内に設置された監視カメラにより親子とみ

られるクマ２頭を撮影。その後撮影なし。 

4月 27日 

14:00頃 

勝山市鹿谷町   【目撃】    
＜山地部：山林内＞ 

山林内で、山菜採りに入山した地元の住民が、山林内にいる

クマを１頭目撃。そのまま姿を消す。 



 日 時 場  所 通報内容 

4月 28日 

7:30頃 

高浜町日引    【目撃】    
＜山麓部：山麓＞ 

県道沿いで、集団登校途中の小学生が、山林内にいる親子と

見られるクマ２頭を目撃。速やかにその場を離れた。クマの

姿は、そのまま見失う。 

4月 29日 

11:30頃 

勝山市矢戸口   【捕獲】    
＜山麓部：集落内＞ 

山麓の民家の敷地（庭・畑）内に体長 30ｃｍの幼獣１頭を住

人が発見。勝山市捕獲隊により、捕獲後奥山に放獣。パトロ

ールの結果、付近に母クマの姿はなかった。 

4月 29日 

11:30頃 

勝山市村岡町   【目撃】    
＜山地部：山林内＞ 

御立山の山中で、登山目的で入山した地元の方が、クマ１頭

を目撃。速やかにその場を離れた。クマの姿はそのまま見失

う。 

4月 29日 

17:15頃 

鯖江市金谷町   【目撃】    
＜山麓部：山麓＞ 

県道（鯖江美山線）で車を運転中の方が、山林内の山肌を駆

け上がる体長１ｍ程度の成獣と見られるクマ１頭を目撃。そ

のまま見失う。 

4月 30日 

16:00頃 

大野市下大納   【目撃】 
     ＜山地部：山林内＞ 

林道を走行中の方が、山林内で成獣と見られるクマ１頭を目

撃。クマは西側の谷を上方へと移動し姿を消した。 

5月１日 

11:15頃 

敦賀市金ヶ崎   【目撃】    
＜山麓部：集落＞ 

金ヶ崎城跡の山中で、散策中の方が、山林内で体長１ｍ弱の

成獣と見られるクマ 1頭を目撃。地元の住民へ通報。敦賀市

によるパトロールの結果、その後クマの姿なし。 

5月 3日 

9:35頃 

越前町八田蛇が池 【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

山地の池の付近で山菜採りの方が、30ｍ離れたところを移動

している体長約 80～90cm 程の亜成獣のクマ１頭を目撃。目

撃者はゆっくりその場を離れたためクマの姿は見失った。 

5月７日 

18:00頃 

越前町佐々生   【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

県道 187号線を車で走行中の方が、体長１ｍ程度の成獣のク

マ１頭が、道路を東側から西側へ横断し、西の山林内へ移動

するところを目撃。目撃者は車を止めて様子を見たが、その

まま姿を見失った。 

5月 8日 

16:00頃 

越前市大滝町   【目撃】 
＜平野部：市街地等＞ 

付近の住人が、自宅の庭から 30mほど離れた付近の山の斜面

を北方向へ移動している、体長 50cm程度のクマ１頭を目撃。

クマは、北の方角へ向かって山を上がっていった後、姿を見

失う。 

5月 8日 

21:00頃 

敦賀市藤が丘町  【目撃】 
      ＜平野部：集落＞ 

近くの住人が物音に気づいて懐中電灯を持って確認に出た

ところ、クマ１頭が山の斜面にいるのを発見。目撃者は、そ

のまま、その場を離れた。翌日のパトロールによりその後出

没はない。 

5月 9日 

16:30頃 

池田町大本    【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

県道 34 号線を車で走行中の方が、山側から道路を横断し、

道路下の河川へ移動するクマを１頭目撃。そのまま車で通り

過ぎ見失う。 

5月 10日 

10:15頃 

越前町道口    【目撃】 
     ＜山麓部：山麓＞ 

県道 264 号線を車で走行中の方が、体長 1m50cm 程度の成獣

とみられるクマ１頭が道路沿いの落石防止ネットにもたれ

ているところを目撃。クマは道路を横断し、南側の山中へ移

動。車を止めて車中からクマの行方を見たが、そのまま姿を

見失う。 

5月 20日 

11:45頃 

南越前町清水   【目撃】 
     ＜山麓部：農耕地＞ 

農地の山ぎわをとおる車道を、越前市側から車で走行中の方

が、体長 70cm 程度とみられるクマ１頭を目撃。クマは田ん

ぼ側から山側へ向けて横断しようと道路沿いへ出てきたが、

道路を横断せずに田んぼへ引き返し、北東へと姿を消した。

4月 11日にも付近の越前市国兼で目撃情報があった。 

5月 22日 

8：50頃 

永平寺町栃原   【目撃】 
     ＜山地部：山地内＞ 

県道 17号線を勝山方面へ車で走行中の方が、体長 70cm程度

のクマが１頭を目撃。クマは道路を九頭竜川の方へ横断し、

南の方角へ姿を消す 

5月 22日 

12:55頃 

勝山市遅羽町比島 【目撃】 
     ＜山地部：山地内＞ 

越前鉄道の線路内で、電車の運転手が運転中に線路内から県

道 168号線へ移動した体長 1.2m程度のクマ 1頭を目撃。ク

マは、九頭竜川の方へと移動した。電車でそのまま通り過ぎ

たため姿を見失う。 



 日 時 場  所 通報内容 

5月 25日 

17:10頃 

敦賀市浦底    【目撃】 
  ＜その他：敦賀原電構内＞ 

敦賀原子力発電所構内で、パトロール中の警備員が、山ぎわ

から山林内へ移動する幼獣とみられる小型のクマ１頭を目

撃。そのまま見失う。 

5月 26日 

8:00頃 

福井市花野谷町  【目撃】 
     ＜山地部：山地内＞ 

地元の住人が、車の運転中に県道 113号線を横断した体長 1m

程度の成獣とみられるクマ 1頭を目撃。クマは、そのまま山

林内へ移動し姿を消した。 

5月 26日 

16:00頃 

福井市鹿俣町   【目撃】 
    ＜山麓部：農耕地＞ 

山麓の水田で、地元の住人が草取り中に親子とみられる成獣

１頭と幼獣 2頭が連れ立って、東側の山から西側の山へ畑を

横断しているところを目撃。クマは人に気づいて西側の山林

へ逃走。そのまま姿を消す。 

5月 26日 

19:20頃 

越前市朽飯町   【目撃】 
     ＜平野部：市街地＞ 

集落をとおる県道武生・美山線で付近の住民が帰宅途中に、

南側の山林の山ぎわに設置された砂防擁壁の上を移動中の

クマ１頭を目撃。夕暮れで暗かったためすぐに見失う。 

5月 26日 

21:00頃 

勝山市栄町    【目撃】 
＜平野部：市街地＞ 

九頭竜川河川敷に接する住宅地で、会社員が帰宅のために建

物から駐車場へ出たところ、体長１ｍほどのクマが駐車場か

ら河川敷の方へ移動するところを目撃。目撃者は身の危険を

感じ、車に乗り込みその場を離れた。 

5月 27日 

7:50頃 

勝山市栄町    【捕獲】 
＜平野部：河川敷内＞ 

5月 26日の目撃地点周辺の九頭竜川河川敷で、藪地内に姿を

隠したクマ 1頭を目撃。住宅地付近で人身被害の恐れがある

ため、藪から出てきたクマを射殺。 

5月 28日 

18:50頃 

高浜町神野    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

高浜町神野の山間部を走る県道で、地元の住人が車を運転中

に神野小学校のグランドから県道 21 号線を横断し北東の山

林へ移動する親子と見られる母クマ１頭と子グマ 2 頭を目

撃。クマはそのまま山林内に姿を消す。 

5月 29日 

14:40頃 

敦賀市天筒町   【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

天筒山の都市公園山林内で、散策中の地元住民が、散策路を

横切る 60-70ｃｍほどのクマ１頭を目撃。クマは山林内へ姿

を消した。 

5月 29日 

18:50頃 

高浜町山中     【目撃】
＜山麓部：集落＞ 

高浜町山中で地元住民が、山麓部集落をとおる県道 21 号線

を車で運転中、道路を横断し南へと移動する亜成獣とみられ

るクマ１頭を目撃。車でそのまま通過したため見失う。 

5月 31日 

7:00頃 

勝山市荒土町妙金島 【目撃】
＜平野部：集落＞ 

畑作業中の地元住民が農地を通る道を移動中のクマ１頭を

目撃。目撃者は怖くなってすぐにその場を離れ帰宅したた

め、クマの行方は不明。 

6月 1日 

15:40頃 

福井市東天田町   【目撃】 
      ＜山麓部：河川内＞ 

地元住民が車で県道 2号線を走行中、道路と並行して流れる

足羽川を右岸から左岸へ横断し、西へ移動する幼獣とみられ

るクマ１頭を目撃。山林内へ姿を消したため見失う。 

6月 2日 

6:00頃 

福井市小路町    【目撃】
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が山ぎわの道を犬と散歩中、水路をはさんで向かい

側の山林内で、体長１ｍ程度の成獣とみられるクマ１頭を目

撃。連れていた犬が吠えたため、クマは南西へ逃走。クマは

山林内へ姿を消した。 

6月 2日 

18:45頃 

美浜町佐田     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

車を走行中に成獣とみられるクマ１頭を目撃。北方向へ向け

て山林内へ姿を消した。4月 26日にも出没履歴あり。 

6月 3日 

11:30頃 

おおい町名田庄槙谷 【目撃】
＜山麓部：山麓＞ 

地元の方が車で町道を走行中、道を横断中の幼獣とみられる

クマ１頭を目撃。目撃者に気づき山林内へ移動したため、見

失う。 

6月 3日 

16:05頃 

美浜町丹生     【目撃】 
＜山地部：山地内＞ 

美浜町丹生の県道 141号線を車で走行中の郵便局員が、近く

の山林で親子と見られる成獣クマ1頭、幼獣クマ１頭を目撃。

そのまま通過したため、見失った。 

6月 4日 

8：35頃 

敦賀市樫曲     【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が越坂地区から樫曲地区方面へ車で走行中、体長１

mほどのクマを 1頭目撃。道路を西から東に横断して、山林

内へ姿を消した。 

 



 日 時 場  所 通報内容 

6月 4日 

13：00頃 

高浜町難波江    【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が自転車を走行中に成獣とみられるクマ１頭を目

撃。道路を横断して、山林へ向けて南東に移動。山林内に姿

を消した。 

6月 4日 

14：15頃 

高浜町難波江    【目撃】 
＜山麓部：農耕地＞ 

農地所有者が草刈り中に、体長 80cm 程のクマ１頭を目撃。

クマは水田を歩き、南東へ向けて山林内に姿を消した。現場

には足跡が有り。1 時間程前に約 400ｍ離れた場所でクマの

出没があり、周辺調査中に居合わせた農業者を聴取したとこ

ろ、大きさが異なるという、別の個体であると思われる目撃

情報を得た。 

6月 4日 

15：20頃 

坂井市田屋     【目撃】
＜山麓部：山麓＞ 

旧丸岡町田屋で、目撃者が車を運転中にクマを目撃。目撃時

は山林内を北に移動。車でそのまま通過したため、見失う。

目撃者は警察に通報。 

6月 6日 

15：10頃 

高浜町小和田    【目撃】 
＜平野部：農耕地＞ 

地元小学生が成獣とみられるクマ１頭が田んぼの脇を歩い

て北東へ移動するところを目撃。通報を受けた役場職員と猟

友会員が、現地へ行ったところ、発見場所から南へ 200ｍ離

れた神社の森へ姿を隠す。約２時間後、午後 5時過ぎに森か

ら出て畑を北へ移動し山林へ入って見失う。 

6月 9日 

7:35頃 

越前町青野     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

県道 189号線で、出勤途中の方が車の運転中に、成獣と見ら

れるクマ１頭が東側の山林から西側の山林へと道路を横断

し移動するところを目撃。山林内に姿を隠したため見失う。 

6月 9日 

8:25頃 

高浜町小黒飯    【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

自動車を運転中の方が、亜成獣と見られるクマ１頭が道路脇

の山林を北東方向へ移動するところを目撃。そのまま、山林

内へ姿を隠したため見失う。 

6月 9日 

13:00頃 

高浜町坂田     【痕跡】 
＜山麓部：山麓＞ 

山麓部の山林内にあるお堂の外壁板にクマと見られる爪跡

を地元住民が発見した。過去に同所でクマの出没履歴があ

る。 

6月 9日 

16:50頃 

高浜町小和田    【目撃】 
      ＜山麓部：市街地＞ 

集落付近の森で、地元の小学生が林の中へ入っていくクマを

1頭目撃。そのまま見失う。 

6月 10日 

14:45頃 

小浜市阿納尻内外海 【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

エンゼルライン料金所付近で、自動車で走行中の方が道路上

から山林内へ移動中の成獣と見られるクマ１頭を目撃。その

まま、山林内へ姿を隠したため見失う。 

6月 10日 

19:05頃 

おおい町野尻    【目撃】 
＜山麓部：河川敷内＞ 

県道１号線沿いで、自動車を運転中の方が、山ぎわを流れる

佐分利川河川敷から、道路脇へ出て道路を横断しようとす

る、成獣と見られるクマ１頭を目撃。クマは車に気づき、河

川敷内へ引き返した後、山林の方へ移動したため、そのまま

見失う 

6月 10日 大野市上大納言   【痕跡】 
＜山麓部：集落＞ 

山麓の神社社殿の柱に爪跡が残されているのを発見。 

周辺はクマの生息地であり多数出没のある場所。 

6月 11日 

16:30頃 

あわら市権世市野々 【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山ぎわを通る道で、バスの運転手が、道路を走って移動する

成獣と見られるクマを１頭目撃。クマは、バスに追われるよ

うに１０ｍほど走行後、東側の山林内へ姿を隠したため見失

う。 

6月 12日 

18:10頃 

福井市篠尾     【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

山麓部集落の山ぎわで、地元住民が山林を移動中のクマを１

頭目撃。山林内へ姿を消したため、そのまま見失う。 

6月 12日 

17:30頃 

小浜市田烏     【目撃】 
      ＜山地部：山地＞ 

国立青少年自然の家付近の山林内で、自然の家の職員が、ハ

イキングコースを下見中に、林内にいる成獣とみられるクマ

1頭を目撃。クマに向かって大きな声を出したところ、南西

方向へ向けて山林内へ姿を消した。 

6月 13日 

9:30頃 

おおい町神崎    【目撃】 
＜山麓部：農地＞ 

山ぎわの農地で、地元住民が、農地を移動中の幼獣と見られ

るクマ１頭を目撃。クマは目撃者に気づき、山地内へ姿を消

したため見失う。6月 10には、同じ佐分利川の東へ３ｋｍほ

ど離れたところでクマの出没があった。 



 日 時 場  所 通報内容 

6月 13日 

16:30頃 

勝山市坂東島    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山麓部の集落で、車を運転中の方が、林道を走っていた幼獣

と見られるクマ 1頭を目撃。そのまま、山林内に姿を消した

ため見失う。 

6月 13日 

17:00頃 

勝山市片瀬     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山ぎわ集落で、地元住民が約 80m離れた山林内を移動中の成

獣と見られるクマ 1頭を目撃。そのまま、山林内へ姿を消し

た。 

6月 13日 

17:25頃 

高浜町小和田    【目撃】 
＜平野部：市街地＞ 

集落内で地元の会社員が、亜成獣と見られるクマ１頭が事務

所建物横の駐車場を横切って、南の藪地へ移動するところを

目撃。そのまま藪地に姿を消したため、すぐに役場に通報。 

6月 13日 

18:00頃 

高浜町小和田    【捕獲】 
＜平野部：河川内＞ 

高浜町役場職員と捕獲隊員が、クマが姿を隠した藪地内か

ら、藪を踏む音を聞くと同時に、姿を目撃。藪周辺は東側に

小学校や住宅に囲まれていたため、放置することは危険と判

断。藪地の南側から、捕獲隊員ほか４名が関屋側へ向けて追

い出しを行った後、関屋川河川敷内へ侵入したクマ１頭を、

銃により射殺。 

6月 15日 

18:00頃 

高浜町神野     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山麓部の集落付近で、自動車を運転中の方が道路を横断する

亜成獣と見られるクマ 1頭を目撃。クマは山林内に移動した

ため見失う。5月 28日にも付近で目撃情報がある。 

6月 19日 

21:30頃 

高浜町高野     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

午後 9 時 30 分頃、の山麓部集落で、集落の住人が家屋の裏

の竹やぶを歩く 2頭のクマに気づく（姿は見えず）。1時間ほ

ど徘徊したあと、山奥へ立ち去った。翌朝、足跡と竹の食跡

よりクマと確認。昨秋に同じ場所に出没した履歴あり。 

6月 23日 

10:25頃 

高浜町神野    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山麓部で自動車を運転中の方が、県道 21 道路を横断してい

るクマ 2頭を目撃。車で近づくと山林内へ入って見失う。 

5月 28日、6月 15日にも付近で目撃情報がある。 

6月 23日 

9:45頃 

大野市矢      【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が山ぎわの水田の畔を歩いている体長１ｍほどの

クマ１頭を目撃。背後の山林はクマの生息地であり多数出没

のある場所。 

6月 23日 

20:40頃 

越前町青野     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

自動車を運転中の方が、県道 189号線を横断する成獣と見ら

れるクマ 1頭を目撃。クマは山林内を西へと移動したため見

失う。5月７日にも付近で目撃情報がある。 

6月 24日 

16:10頃 

高浜町神野     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山麓部県道で自動車を運転中の方が、道路沿いでクマ１頭を

目撃。自動車に気づき、山林内を南東へ移動し姿を消す。 

6月 25日 

5：00頃 

大野市矢      【目撃】 
＜山麓部：農地＞ 

地元住民が山麓部農地で、山林内でクマと思われる鳴き声を

聞いた。6月 23日でも付近で目撃情報があった。 

6月 25日 

7:30頃 

越前町佐々生    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

県道 187号線で自動車を運転中の方が、道路を横断中のクマ

１頭を目撃。クマは車に気づき、山林内を北へ移動し、姿を

消す。5月 7日と 6月 23日にも付近で目撃情報あり。 

6月 25日 

9:25頃 

福井市西市布町   【目撃】 
＜山麓部：集落＞  

国道 476号線で、自動車を運転中の方が、集落裏の山林内を

北へ移動中の成獣とみられるクマ１頭を目撃。そのまま見失

う。付近に桑の実を食べに出没したと思われる。 

6月 25日 

22:00頃 

 

鯖江市大正寺町  【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

地元住民が自動車で帰宅途中に、道路脇の山林で体長１ｍ程

度の成獣と見られるクマ１頭を目撃。車のライトに気づき、

山林内を南東へ逃走し、姿を消す。 

6月 26日 

22:10頃 

敦賀市神明    【目撃】 
＜その他：敦賀原電＞ 

敦賀原電の敷地内で、監視カメラにより成獣と見られるクマ

1頭を撮影。5月 25日にも同じ敷地内で目撃情報があった。 

6月 27日 

11:00頃 

 

越前町陶の谷   【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

自動車を運転中の方が、県道 104号線を横断する成獣と見ら

れるクマ 1頭を目撃。クマは山林内を北へと移動したため見

失う。5月 7日～6月 25日に周囲 2km範囲で 4件の目撃情報

があった。 

6月 28日 

7:30頃 

美浜町新庄    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

車を運転中の地元住民が、山中に逃げていく亜成獣とみられ

るクマを 1頭目撃。そのまま見失う。 



 日 時 場  所 通報内容 

7月 2日 

15:45頃 

大野市南六呂師   【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

自然保護センター敷地内で、林道を移動中の職員が体長約

60cm 程度の幼獣と見られるクマ 1 頭と 8ｍ程の近距離で遭

遇。クマはそのまま逃走。 

7月 4日 

17:50頃 

坂井市丸岡町川上   
＜山麓部：集落＞ 

山麓部集落付近で、地元住民が山林内を移動中のクマを目

撃。すぐに姿を消したため大きさなどは不明。 

7月 6日 

6:40頃 

鯖江市四方谷町   【痕跡】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

神社境内で地元の住民が大きな物音がしたので見に行った

ところ、拝殿にハチの巣があり、クマの爪跡があった。 

7月 6日 

7:45頃 

高浜町中山     【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が犬と散歩中、亜成獣と見られるクマ 1頭が、路上

を小走り渡り、道路脇の山林を西の方角へ姿を消した。 

7月 7日 

 

美浜町丹生     【目撃】 
＜その他：美浜原電構内＞ 

監視カメラにクマ 1頭が撮影。 

7月 7日 

8:20頃 

美浜町丹生     【捕獲】 
＜その他：美浜原電構内＞ 

美浜原子力発電所構内に設置した檻により亜成獣クマを1頭

捕獲。同日に山奥へ放獣。 

7月 8日 

11:00頃 

高浜町音海     【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

小学校の児童が、校舎内から道路上を山林内へ歩いていくク

マを 1頭目撃。そのまま南の方角へ姿を消した。 

7月 9日 

14:00頃 

鯖江市大野町    【痕跡】 
＜山麓部：山麓＞ 

春日神社東で、地元住民が蜂の巣を食べに出没したと見られ

るクマの爪跡を発見。7月 6日にも近隣集落の神社に出没 

7月 10日 

18:00頃 

越前市下中津原   【目撃】 
＜山麓部：農耕地＞ 

農地で地元住民が農作業中、山林内から農地へ出てきた成獣

と見られるクマ 1頭を目撃。そのまま、山林内へ姿を消した。 

7月 11日 

19:35頃 

福井市寮町     【目撃】 
＜山麓部：農耕地＞ 

運動公園付近を通る道で車を運転中の方が、道路を横切る成

獣とみられるクマ 1頭を目撃。そのまま見失う。 

7月 13日 

19:00頃 

勝山市鹿谷町保田  【目撃】 
＜平野部：農耕地＞ 

地元住民が集落から 400ｍほど離れた農道を散歩中、水路沿

いを歩く亜成獣とみられるクマ 1頭を目撃。クマは逃走した

ため、発見者はすぐに帰宅した。 

7月 24日 

19:00頃 

越前市湯谷町    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

自動車を運転中の方が、県道 206号線上にいる小型のクマ 1

頭を目撃。クマはガードレールをくぐり、県道から南方向の

山林に移動した。 

8月 1日 

16:00頃 

越前町米ノ     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

自動車を運転中の町職員が、道路脇から山林内へ移動中のク

マを 1頭目撃。そのまま見失う。 

8月 8日 

15:30頃 

越前市千合谷町   【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

農作業中の地元住民が、山の茂みから県道 19 号線へ出てき

た成獣と見られるクマ 1頭を目撃。クマは、人に気づきすぐ

に山中へと姿を隠す。 

8月 11日 

16:00頃 

池田町千代谷町  【目撃】 
＜山地部：山地＞ 

松ヶ谷宝慶寺大野線よりさらに南西へ山林内に立ち入った

場所で、工事作業員が、約２０ｍ離れた谷を挟んだ斜面沿い

を移動中のクマ１頭を発見。クマは、人に気づき藪内へ逃走。

作業員も、その場をすぐに離れた。 

8月 22日 

16:15頃 

高浜町神野     【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

県道で、自動車を運転中の方が、亜成獣とみられるクマ 1頭

が道路を横断するところを目撃。クマはそのまま山林内へ姿

を消した。 

8月 24日 

6:15頃 

高浜町小黒飯    【目撃】 
＜平野部：集落＞ 

集落付近で、自動車を運転中の方が、道路を横断するクマ 1

頭を目撃。クマは東の海岸の方へ移動しそのまま見失う。 

その後のパトロールでは、姿や痕跡は確認されなかった。 

8月 25日 

6:10頃 

小浜市谷田部    【目撃】 
＜山麓部：農耕地＞ 

舞鶴若狭道の工事車道を自動車で走行中の方が、亜成獣と見

られるクマ 1頭を目撃。車で後を追ったところ、北西の山林

内へ逃走、そのまま見失う。 

8月 26日 

19:30頃 

坂井市丸岡町長畝  【目撃】 
＜平野部：河川敷＞ 

竹田川沿いの林で成獣と見られるクマ１頭が、柿の木に上が

って柿を食べているところを目撃。暗かったため、そのまま

姿を見失う。 

9月 2日 

6:00頃 

小浜市田烏     【目撃】 
＜山地部：山林内＞ 

獅子ヶ崎半島と黒崎半島との間で、漁船に乗って釣りをして

いた方が、海岸沿いの山林に成獣と見られるクマ1頭を目撃。

そのまま、山林内を北東へ姿を隠し見失う。 

 



 日 時 場  所 通報内容 

9月 4日 高浜町鎌倉     【痕跡】 
＜山麓部：集落＞ 

養蜂所で、蜂の巣を食べに出没したクマの痕跡を発見。爪跡

と、蜂の巣箱４箱を壊され、蜂蜜を食べた跡があった。現場

の状況から４～５日前の出没と思われる。 

9月 4日 

18:30頃 

高浜町宮尾     【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

自動車を運転中の方が、県道 21 号線を横断するクマ 1 頭を

目撃。クマはそのまま山林内を西へと移動した。 

 

9月 5日 

18:30頃 

あわら市中川    【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が、畑の近くのオニグルミの実を食べている体長１

ｍほどのクマを目撃。人に気づき山林内へ姿を消した。 

同日 23 時過ぎに、付近の道沿いに同一個体と見られるクマ

をパトロール中の警察によるり発見。そのまま見失う。 

9月 7日 

7:00頃 

高浜町鎌倉     【痕跡】 
＜山麓部：集落＞ 

電気柵を乗り越え、民家に置かれた養蜂箱に接近。周辺にク

マの足跡が残されていた。 

9月 7日 

10:10頃 

高浜町鎌倉     【捕獲】 
＜山麓部：集落＞ 

集落内に設置された檻により成獣メス 1頭を捕獲。1週間程

前から繰り返し出没したため、捕殺。 

9月 7日 

17:30頃 

大野市南六呂師   【目撃】 
      ＜山麓部：集落＞ 

自然保護センター付近で、センター来館者が自動車を運転

中、道路を横切ろうとした成獣と見られるクマ１頭を目撃。

クマは車に気づき、横断せずに引き返し山林内へ姿を消し

た。 

9月 8日 

19:40頃 

勝山市荒土町   【目撃】 
      ＜平野部：集落＞ 

住宅地付近で、クマの出没情報を受けてパトロール中の警察

官が、車中から路上を歩くクマ１頭を発見。そのまま付近の

山林に姿を消す。 

9月 9日 

 8:40頃 

勝山市荒土町   【捕獲】 
      ＜平野部：集落＞ 

住宅地を、パトロール中の市職員等が、田の畔から草むらへ

姿を隠すクマ 1頭を目撃。8時 40分頃、草むらから出てきた

ところを、射殺。付近は住宅や小学校が立ち並ぶ住宅地。 

9月 12日 

 10:15頃 

勝山市村岡町   【痕跡】 
    ＜山地部：都市公園＞ 

長尾山公園のかつやま恐竜の森を、パトロール中の市職員等

が、アベマキの堅果を食べに出没したと思われるクマの足跡

と樹木に残された爪跡、クマ棚を発見。 

9月 16日 

 8:10頃 

大野市野尻    【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

九頭竜ダムの国道付近で、電源開発の作業員が車で走行中、

母グマ 1頭と子グマ 2頭を道路上で発見。山林内へ逃走した。 

付近のカキとクリを食べていたと考えられる。 

9月 16日 

 10:00頃 

福井市前波町   【痕跡】 
＜山麓部：集落＞ 

集落内にカキを食べに出没したと思われるクマの足跡とカ

キの樹木に残されたくま棚と爪跡が地元住民により発見。 

9月 16日 

 16:00頃 

越前町上戸    【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

車で走行中の方が、亜成獣とみられるクマ１頭を目撃。クマ

はそのまま山林内へ逃走。そのまま見失う。 

9月 17日 

  5:30頃 

勝山市荒土町   【目撃】 
      ＜平野部：農耕地＞ 

地元住民が、農地から川の土手へ移動姿を隠す小型のクマ 1

頭を目撃。そのまま、見失う。 

9月 19日 

14:00頃 

大野市伊月    【目撃】 
      ＜山地部：山林内＞ 

河川沿いの作業道で、車を運転中の方が、作業道上を逃走す

る小型のクマ 1頭を目撃。そのまま見失う。付近のカキ、ク

リを食べていたと思われる。 

9月 20日 

 14:30頃 

永平寺町法寺岡  【目撃】 
      ＜山地部：山林内＞ 

墓地に参拝中の地元住民が、山林内を移動中のクマを 1頭目

撃。そのまま見失う。 

9月 20日 池田町稲荷    【痕跡】 
      ＜山麓部：集落＞ 

民家裏の鶏小屋に近づいたクマの痕跡（爪跡と足跡）を発見。

金網を破られ、小屋内の鶏が消えていた。 

9月 27日 勝山市村岡町   【痕跡】 
     ＜山地部：都市公園＞ 

長尾山公園のかつやま恐竜の森で、どんぐりを食べに出没し

たとクマの足跡と樹木に残された爪跡とクマ棚を発見。 

9月 28日 勝山市平泉寺町  【痕跡】 
      ＜山麓部：集落＞ 

地元住民が柿の実を食べに出没したとクマの爪跡、食べ跡、

糞を発見。 

9月 30日 池田町稲荷    【痕跡】 
      ＜山麓部：集落＞ 

地元住民が、柿の木に登ったクマの痕跡（爪あと、足跡、食

べ跡、糞）を発見。 

 

 



 日 時 場  所 通報内容 

9月 30日 勝山市村岡町   【痕跡】 
      ＜山麓部：農耕地＞ 

地元住民が、山際の畑でクマの足跡を発見。付近には柿の木

と、どんぐりの木が多い。 

10月 1日 福井市折立町   【出没】 
      ＜山麓部：集落＞ 

地元住民が、親子と見られるクマ 4頭を目撃。クマは足羽川

を渡り山林内へ姿を消した。河川敷にある柿の木に誘引され

たと思われる。 

10月 2日 鯖江市上戸口町  【痕跡】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

地元住民が付近の柿の木にクマ棚と食跡、爪跡を発見。 

10月 4日 

 13:25頃 

大野市伏石    【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

車を運転中の方が、道路を横断し山林内へ移動する体長 60cm

程度のクマ１頭を目撃。そのまま見失う。 

10月 5日 勝山市鹿谷町保田 【痕跡】 
      ＜平野部：集落＞ 

越前鉄道保田駅付近の柿の木にクマ棚と食跡を地元住民が

発見。10月 4日～5日の未明に出没したと見られる。 

10月 5日 大野市小矢戸   【痕跡】 
      ＜平野部：集落＞ 

地元住民が民家横の柿の木に食跡、爪跡などを発見。10月 4

日～5日の未明に出没したと見られる。 

10月 6日 

 11:30頃 

越前町朝日地区青野【目撃】 
     ＜山麓部：農耕地＞ 

車を運転中の方が、山林沿いの農地から山林内へ移動する体

長１m程度のクマ１頭を目撃。そのまま見失う。柿に誘引さ

れたと見られる。 

10月 20日 

 22:35頃 

勝山市村岡町寺尾 【目撃】 
      ＜山麓部：集落＞ 

地元住民が自宅前で、亜成獣と見られるクマ１頭を目撃。ク

マは、市道を横断し、南の山林内へ移動し、そのまま姿を消

した。 

10月 26日 

 17:00頃 

勝山市鹿谷町保田 【目撃】 
      ＜山麓部：農耕地＞ 

自転車で市道を走行中の地元住民が、水田の畦を歩いてい

る、体長１ｍ程度のクマ１頭を目撃。クマは南の山林内へ移

動した。 

10月 30日 

 11:20頃 

高浜町鎌倉    【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

高浜町鎌倉の県道舞鶴野原港高浜線で、地元の小中学校生徒

と教諭が校外学習中に、約 100ｍ離れた路上に出てきた成獣

と見られるクマを１頭目撃。クマはそのまま引き返し、山林

内へ姿を隠し見失う。 

10月 31日 

  

大野市吉     【痕跡】 
      ＜平野部：農耕地＞ 

10月 31日未明、大野市吉の真名川の堤防沿いの柿畑で、地

元住民がクマの食痕と爪跡、足跡を発見。 

11月 5日 鯖江市河和田   【痕跡】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

地元の公民館職員が、山林内の柿の木にクマの爪跡と食痕を

発見。11月 5日未明に出没したと思われる 

 

11月 8日 

 16:30頃 

大野市南六呂師  【目撃】 
      ＜山麓部：山麓＞ 

自然保護センター内自然観察の森で成獣1頭が歩いていると

ころを県職員が目撃。そのまま、山林内へ入っていき見失う。 

11月 21日 

 21:30頃 

勝山市村岡町黒原 【目撃】 
      ＜山麓部：集落＞ 

住宅敷地内の柿の木の下に、成獣と見られるクマ１頭を、帰

宅した住人が発見。すぐに建物に入り、警察に通報。 

11月 23日 

 6:40頃 

勝山市村岡町黒原 【捕獲】 
      ＜山麓部：集落＞ 

勝山市村岡町黒原の民家に設置していた檻にクマ成獣1頭が

捕獲。同日 9時 20分頃山奥へ放獣。 

12月 1日 

 19:00頃 

敦賀市浦底    【目撃】 
  ＜その他：敦賀原電構内＞ 

敦賀原子力発電所構内で、パトロール中の職員が、幼獣とみ

られるクマ１頭を目撃。そのまま見失う。 

12月 11日 

 7:45頃 

越前市小野町   【目撃】 
  ＜山麓部：山麓＞ 

自動車で走行中の市職員が、武生米ノ線を横断する幼獣と見

られるクマ１頭を目撃。クマは隣接する吉野瀬川を横断し、

北側の山林に移動した。 

12月 11日 

 13:40頃 

福井市五太子町  【目撃】 
  ＜山麓部：山麓＞ 

自動車で走行中の市職員が、林道北山線を横断する幼獣１頭

を目撃。クマは林道から南側の茂みに移動し、姿を消した。 

2月 2日 

 14:05頃 

越前市池ノ上町  【目撃】 
  ＜平野部：集落＞ 

会社建物内の会社職員が、妙法寺山の西側斜面を移動するク

マ成獣１頭、幼獣 1頭を目撃。クマは山腹を北に移動した。 

3月 8日 

14：00頃 

大野市朝日    【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

猟友会会員がクマ幼獣２頭を目撃。クマは北側の山へ逃げ

た。 

3月 17日 

7：00頃 

大野市貝皿    【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

地元住民が集落の裏の山林で、成獣とみられるクマ１頭を目

撃。クマは西の山林へ逃げた。 

 

 



 日 時 場  所 通報内容 

3月 17日 

10：00頃 

大野市下山    【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

地元住民が、山林内で成獣と見られるクマ１頭を目撃。クマ

はそのまま山林内へ逃げた。 

3月 19日 

10：00頃 

あわら市熊坂   【目撃】 
＜山麓部：山麓＞ 

山林内で、犬の散歩中の地元の方がクマ１頭を目撃。クマは

そのまま山林を南の方角へ移動、姿を消した。 

3月 21日 

19:00頃 

 

鯖江市東清水町  【目撃】 
＜山麓部：農耕地＞ 

河和田川沿いで、犬の散歩中の地元の方が堤防を降りて山林

へ走るクマ１頭を目撃。クマはそのまま山林へ姿を消した。 

3月 25日 

17:30頃 

 

勝山市荒土町堀名中清水【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

神社で地元の住民が作業中に山林内を北へ移動する成獣の

クマ 1頭を目撃。クマは人に気づいた様子もなく山林内へ姿

を消した。 

3月 30日 

7:10頃 

福井市小和清水町 【目撃】 
      ＜山麓部：集落＞ 

集落内の小屋内で作業中の住民が、小屋の 2m の距離のとこ

ろを歩いて通過していく成獣クマ１頭を目撃。クマは屋内の

人に気づいた様子はなく、北東へ向けて足羽川の河川敷へ姿

を消した。 

3月 30日 

17:00頃 

福井市小和清水町 【目撃】 
＜山麓部：集落＞ 

早朝にクマが出没した同場所の小屋内で、住民が小屋の西側

の山の斜面へ移動するクマ 1頭を目撃。そのまま姿を消す。

早朝の目撃と同一個体かどうかは不明。 

 


