
日　時 場　　所 通報内容
3月23日 福井市八ツ俣町（目撃）

14：30頃 ＜山地部：山林＞

3月8日 敦賀市樫曲（中池見）（目撃）

14：55頃 ＜山麓部：山麓＞

1月11日 勝山市平泉寺町笹尾（捕殺）

9:00頃 ＜山麓部：集落＞

1月7日 勝山市平泉寺町笹尾（目撃）

16:00頃 ＜山麓部：集落＞

12月16日 越前市室谷町（目撃）
9:00頃 ＜平野部：集落＞
12月14日 鯖江市大野町（捕獲）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
12月14日 敦賀市白木（目撃）
5:30頃 ＜その他＞
12月12日 鯖江市大野町（捕獲）
6:00頃 ＜山麓部：集落＞
12月10日 永平寺町市野々（目撃）
16:50頃 ＜平野部：集落＞
12月9日 鯖江市大野町（捕獲）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
12月9日 福井市三本木町（目撃）（捕獲）
8:55頃 ＜平野部：農耕地＞
12月9日 おおい町名田庄西谷（目撃）
7:45頃 ＜山麓部：集落＞
12月4日 敦賀市中（捕獲）
22:40頃 ＜平野部：集落＞
12月4日 大野市柿ヶ嶋地係（目撃）
18:40頃 ＜平野部：農耕地＞
12月4日 鯖江市大野町（捕獲）
7:30頃 ＜山麓部：集落＞
12月3日 鯖江市大野町（目撃）
6:30頃 ＜山麓部：集落＞

人身被害
12月2日 敦賀市中（目撃）
18:00頃 ＜平野部：集落＞
12月1日 敦賀市深山寺（捕獲）
16:00頃 ＜山麓部：山麓＞
12月1日 敦賀市深山寺（目撃）
16:10頃 ＜山麓部：山麓＞
12月1日 敦賀市吉河（目撃）
19:00頃 ＜平野部：集落＞
12月1日 敦賀市中（目撃）
19:20頃 ＜平野部：集落＞
12月1日 敦賀市樫曲（その他）
12:00頃 ＜その他：北陸自動車道＞
11月30日 永平寺町荒川（目撃）
17:40頃 ＜山麓部：山麓＞
11月30日 若狭町下タ中（目撃）
4:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月27日 福井市河水町（痕跡）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞

地元住民が自動車運転中にクマ３頭を目撃。クマの移動
方向は不明。

勝山市が住民からの通報を受けて、自宅付近の倉庫内を
検索したところ、クマの幼獣１頭を発見。その後北東方
向の山中に逃走

地元住民が自動車運転中に川に向けて移動する幼獣のク
マ１頭を目撃。クマは山中へ移動。

クマ捕獲檻でクマ１頭を捕獲し、奥山へ放獣。

地元住民がクマ捕獲檻近くで、幼獣のクマ１頭を目撃。
クマは目撃者に気がつき東の山へ逃走。

地元住民が自動車運転中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
は西の方角へ移動。

県職員が現場確認のため山道を歩いていたら、クマの幼
獣1頭を目撃。

クマ捕獲檻でクマ１頭を捕獲。人身に被害を及ぼす危険
性があるため、捕殺

クマ捕獲檻でクマの幼獣１頭を捕獲。人身に被害を及ぼ
す危険性があるため、捕殺

クマ捕獲檻でクマの幼獣１頭を捕獲。人身に被害を及ぼ
す危険性があるため、捕殺

市生活安全パトロール隊が山の斜面を登っているクマの
幼獣1頭を目撃。そのまま山の斜面を登っていった。

勝山市が住民からの通報を受けて、自宅付近の倉庫内を
検索したところ、クマの幼獣１頭を発見。その後捕殺。

日本原子力開発機構施設で職員がクマ１頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

新聞配達員がカキの木に登る幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マは目撃者に気がつき山へ逃走。

平成２２年度の県内の出没情報

　平成２２年９月２日～平成２３年３月２３日までに福井県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。

地元住民が物音に気がつき外を確認したところ、自宅敷
地内でクマの痕跡（足跡）を発見。

クマ捕獲檻で幼獣のクマ１頭を捕獲。県外施設へ受け渡
し。

クマ捕獲檻でクマ１頭を捕獲。過去に捕獲された痕跡の
あるクマであったため翌日捕殺。

地元住民が橋の下にいる幼獣のクマ１頭を目撃。クマの
移動方向は不明。

会社倉庫内に幼獣のクマ１頭が侵入。同日捕獲し、奥山
へ放獣。

学校関係者がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

電車運転手が運転中にクマ１頭を目撃。クマの移動方向
は不明。

交通事故による死体回収

地元住民が自宅敷地内の畑でクマに遭遇し頭部をひっか
かれ負傷（軽傷）。クマは逃走し不明。

地元住民が自動車運転中に道路を横切るクマ１頭を目
撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマは目撃者に気が
つき逃走。



11月27日 大野市五条方地係（目撃）
17:35頃 ＜平野部：農耕地＞
11月26日 福井市三尾野町（目撃）
6:40頃 ＜平野部：農耕地＞
11月25日 福井市帆谷町（目撃）
6:00頃 ＜山麓部：山麓＞
11月25日 越前町下糸生地係（痕跡）
17:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月24日 大野市友兼地係（痕跡）
14:00頃 ＜平野部：集落＞
11月24日 敦賀市坂下（痕跡）
11:30頃 ＜平野部：集落＞
11月24日 小浜市西勢（目撃）
12:00頃 ＜山麓部：山林内＞
11月23日 鯖江市上戸口町（目撃）
18:20頃 ＜山地部：山林内＞
11月23日 大野市松丸地係（目撃）
19:45頃 ＜山麓部：集落＞
11月23日 若狭町瓜生（捕獲）
8:15頃 ＜山麓部：集落＞
11月22日 敦賀市金山（目撃）
19:05頃 ＜平野部：農耕地＞
11月22日 南越前町湯尾（目撃）
17:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月22日 南越前町宇津尾（目撃）
18:25頃 ＜山麓部：集落＞
11月21日 大野市上大納地籍（捕獲）
5:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月21日 大野市南六呂師（目撃）
8:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月21日 南越前町大門（目撃）
16:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月21日 若狭町安賀里（捕獲）
9:20頃 ＜山麓部：集落＞
11月20日 福井市下馬（捕獲）
10:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月20日 大野市上大納地係（痕跡）
11:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月20日 敦賀市泉ヶ丘（目撃）
17:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月20日 敦賀市長谷（目撃）
10:45頃 ＜山麓部：集落＞
11月20日 敦賀市高野（痕跡）
16:40頃 ＜山麓部：集落＞
11月20日 南越前町牧谷（痕跡）
10:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月20日 南越前町鋳物師（痕跡）
11:00頃 ＜平野部：農耕地＞
11月20日 南越前町今庄（目撃）
8:40頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月20日 南越前町南今庄（目撃）
10:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月19日 福井市和布町（目撃）
10:00頃 ＜その他：海岸＞
11月19日 大野市医王寺（痕跡）
8:45頃 ＜平野部：集落＞
11月19日 大野市新田地係（目撃）（痕跡）
7:00頃 ＜平野部：集落＞
11月19日 大野市上大納地係（痕跡）

地元住民が自動車運転中に、道路上でクマ１頭を目撃。
クマは山中へ逃走。

地元住民が自動車運転中に道路上で幼獣のクマ２頭を目
撃。クマは東の方角へ移動。

地元住民が自動車運転中に道路を横断する体長約１００
ｃｍのクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民がハチの巣にクマの痕跡（足跡、家屋損壊）を
発見。

地元住民がクマの痕跡を発見。近くに漬物

地元住民が自動車運転中に道路脇にいる体長約１００ｃ
ｍのクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が道路を横断するクマ１頭を目撃。クマは西の
河川の方角へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

イノシシ捕獲檻でクマ１頭を錯誤捕獲。近隣で目撃が続
いており、保育所や新興住宅地が近い場所であるため捕
殺。

地元住民が自動車運転中に、道路上でクマ１頭を目撃。
クマは西の農地へ移動。

地元住民がクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞）を発見。

地元住民が体長約１２０ｃｍのクマ１頭を目撃。クマは
北西の山中へ移動。

地元住民が自宅から出たところでクマ１頭を目撃。クマ
は南東の方角へ逃走。イチョウの木のクマの痕跡（足
跡、糞）を発見。

病院職員が病院内からクマ１頭を目撃。クマの移動方向
は不明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

新聞配達員がイチョウの木の下を歩く幼獣のクマ１頭を
目撃。クマは南東の山へ逃走。

イノシシ檻（狩猟）による錯誤捕獲。奥山へ放獣。

地元住民がクマの痕跡（爪あと、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に山の斜面にいるクマ１頭を目
撃。クマは南西の山林内へ移動。

地元住民がクマの痕跡（クマ剥ぎ）を発見。

バス運転手が歩道上を歩くクマ１頭を目撃。クマは山の
方角へ逃走。

地元住民がイヌの散歩中に線路上を歩くクマ１頭を目
撃。クマは山の方角へ逃走。

地元住民が生ゴミにクマの痕跡を発見。

イノシシ檻で錯誤捕獲。周辺で頻繁に目撃されているた
め捕殺。

地元住民がイチョウの木に登る体長約６０ｃｍのクマ１
頭を目撃。クマは東の河川内へ移動。

地元住民が自動車運転中に県道を移動する体長約１００
ｃｍのクマ１頭を目撃。クマは北の河川の方角へ移動。

地元住民が山際にいる幼獣のクマ１頭を目撃。クマは海
岸沿いの遊歩道へ降りていった。

地元住民がイノシシ捕獲檻にクマの痕跡（毛）を発見。



10:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月19日 勝山市元町１丁目（痕跡）
9:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月19日 敦賀市鳩原（目撃）
19:30頃 ＜平野部：集落＞
11月19日 敦賀市泉ヶ丘（目撃）
16:10頃 ＜山麓部：集落＞
11月19日 小浜市池河内（捕獲）
16:10頃 ＜山麓部：集落＞
11月18日 勝山市昭和町（目撃）
7:20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月18日 小浜市池河内（捕獲）
18:45頃 ＜山麓部：集落＞
11月18日 越前市下平吹町（目撃）
16:30頃 ＜平野部：集落＞
11月18日 高浜町宮尾（目撃）
9:00頃 ＜山麓部：山麓＞
11月18日 若狭町日笠（目撃）
8:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月17日 勝山市平泉寺町岡横江（痕跡）
9:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月17日 勝山市北郷町上森川（痕跡）
14:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月17日 越前市行松町（目撃）
7:50頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月17日 越前市文室町（痕跡）
11:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月17日 南越前町河野（痕跡）
11:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月16日 福井市東郷中島町（痕跡）

＜平野部：河川敷＞
11月16日 大野市新田地係（痕跡）
9:40頃 ＜平野部：集落＞
11月16日 大野市森目地係（目撃）
00:15頃 ＜平野部：農耕地＞
11月16日 勝山市滝波町（痕跡）
11:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月16日 永平寺町竹原（目撃）
22:50頃 ＜平野部：集落＞
11月16日 南越前町湯尾（目撃）
11:25頃 ＜平野部：河川敷＞
11月16日 若狭町安賀里（捕獲）
8:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月15日 おおい町久保（痕跡）
8:40頃 ＜山麓部：集落＞
11月15日 南越前町河野（目撃）
18:15頃 ＜平野部：集落＞
11月15日 勝山市猪野（痕跡）
9:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月13日 福井市安波賀中島町（痕跡）

＜山麓部：河川内＞
11月13日 大野市新田地係（捕獲）
9:00頃 ＜平野部：河川敷＞
11月13日 大野市貝皿地係（捕獲）
8:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月13日 勝山市平泉寺大渡（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：河川内＞
11月13日 南越前町上牧谷（目撃）
13:30頃 ＜山麓部：集落＞

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（爪あと、糞）を
発見。

地元住民が雪囲い作業中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（糞、枝折り）を
発見。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（食べ跡、糞）を
発見。

地元住民が農地を移動するクマ１頭を目撃。クマは北東
の川の方角へ移動。

地元住民が河川の近くのクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（食べ跡、糞）を発
見。

地元住民がクマの痕跡を発見。近くに漬物

病院職員が病院内から駐車場にいるクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

民家周辺で繰り返し目撃されているため捕殺。

地元住民が農作業中に河川敷の茂みに隠れるクマ１頭を
目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（爪あと、食べ
跡、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中にクマ１頭を目撃。クマの移動
方向は不明。

地元住民がクリ、カキの木にクマの痕跡（爪あと、糞）
を発見。

地元住民が自宅内から近くを歩く幼獣のクマ２頭を目
撃。クマは東の方角へ移動。

地元住民が河川敷でクマ１頭を目撃。クマは東の山へ移
動。

地元住民がイチョウの木の近くでクマ１頭を目撃。クマ
は東の山へ移動。

地元住民が自動車運転中に県道上でクマ１頭を目撃。ク
マは北西の山へ移動。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。近隣で頻繁に目撃されてお
り、誘引物除去後も出没が続いているため捕殺。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、糞）を発
見。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。繰り返し作業小屋へ侵入して
いるため翌日捕殺。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民がクマの痕跡（食べ跡、足跡、小屋損壊）を発
見。

地元住民が散歩中に、河川内の茂みに隠れる親子のクマ
（成１亜２）を目撃。クマは東の方角へ逃走。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）、農耕地に
クマの痕跡（足跡、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中にクマ１頭を目撃。クマの移動
方向は不明。



11月12日 勝山市野向町聖丸（目撃）
14:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月12日 勝山市遅羽町蓬生（痕跡）
16:25頃 ＜山麓部：集落＞
11月12日 南越前町大門（目撃）
14:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月12日 敦賀市吉河（目撃）
8:30頃 ＜平野部：集落＞
11月12日 敦賀市山（目撃）
8:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月12日 敦賀市新道（目撃）
13:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月12日 福井市免鳥町（目撃）
6:55頃 ＜平野部：農耕地＞
11月12日 福井市栃泉町（目撃）
6:55頃 ＜山麓部：集落＞
11月12日 福井市西方（痕跡）
14:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月12日 小浜市西相生（痕跡）
8:30頃 ＜山麓部：山麓＞
11月11日 福井市西方（痕跡）
16:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月11日 福井市和田中（痕跡）
17:00頃 ＜平野部：河川敷＞
11月11日 越前市大屋町（その他）
23:40頃 ＜平野部：集落＞
11月11日 若狭町気山（目撃）
17:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月11日 福井市和布町（目撃）
7:30頃 ＜平野部：農耕地＞
11月11日 福井市和布町（目撃）
8:30頃 ＜平野部：農耕地＞
11月11日 敦賀市樫曲（痕跡）
6:00頃 ＜平野部：集落＞
11月11日 敦賀市関（目撃）
15:20頃 ＜平野部：集落＞
11月11日 敦賀市吉河（目撃）
16:30頃 ＜平野部：集落＞
11月11日 勝山市平泉寺町平泉寺（目撃）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月10日 福井市蓑町（目撃）
15:50頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月10日 大野市坂戸地係（目撃）
18:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月10日 福井市鮎川町（目撃）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月10日 勝山市野向町聖丸（目撃）
7:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月10日 勝山市荒土町別所（目撃）
11:50頃 ＜山麓部：河川内＞
11月9日 若狭町安賀里（目撃）
18:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月9日 大野市上野地係（目撃）
6:30頃 ＜平野部：集落＞
11月9日 大野市柿ヶ嶋地係（捕獲）
16:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月9日 勝山市遅羽町比島（目撃）
8:15頃 ＜山麓部：河川内＞
11月9日 鯖江市沢町（目撃）

イノシシ捕獲檻で親子のクマ（成１幼１）を錯誤捕獲。
クマは天井の脱出口から脱出。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民が山から降りてきて国道を横断するクマ１頭を
目撃。

地元住民が自動車運転中に国道を横切ろうとする幼獣の
クマ１頭を目撃。クマは山中へ移動。

地元住民がカキの木に登るクマ１頭を目撃。クマは南の
山へ戻っていった。

地元住民が農地にクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が自動車運転中にイチョウの木に登る幼獣のク
マ１頭を目撃。クマは県道を横切り東の川の方角へ移
動。地元住民が自宅内からカキの木に登る幼獣のクマ１頭を
目撃。クマは東の山へ逃走。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマ（成１幼２）を
目撃。クマは目撃者に気が付き山中へ移動。

高速道路ではねられ死亡したクマの死体を回収。

地元住民が自動車運転中に、幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マは東の山へ逃走。

地元住民が農地にクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が河川敷の農地にクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が自動車運転中に、川へ向かうクマを目撃。

地元住民が山中でイチョウの木に登るクマ１頭を目撃。
クマの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に、道路を横断するクマ１頭を
目撃。クマは南東の茂みの中へ入っていった。

地元住民が河川敷内でクマを目撃。クマの移動方向は不
明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。翌日奥山へ放獣。

地元住民が自動車運転中に、県道を横切る幼獣のクマ１
頭を目撃。クマは西の山へ移動。

地元住民が自宅内からカキの木に登る幼獣のクマ１頭を
目撃。クマは東の山へ逃走。

地元住民が自宅裏のイチョウの木に登る幼獣のクマを目
撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が道路を横断するクマ１頭を目撃。クマは南側
の山へ移動。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（枝折り）を発
見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（枝折り）を発見。

地元住民が自動車運転中に、道路上に座るクマ１頭を目
撃。クマは北の山の方角へ逃走。

地元住民が畑のカキの木でクマ１頭を目撃。クマの移動
方向は不明。

地元住民が自宅からイチョウの木から降りるクマ１頭を
目撃。クマは山の方角へ逃走。

地元住民が山側から国道を横断してくる幼獣のクマ１頭
を目撃。クマは竹やぶに入っていった。

地元住民が草刈作業中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマは
竹やぶの中へ逃走。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（糞）を発見。



11:30頃 ＜山麓部：山麓＞
11月9日 越前市西尾町（目撃）
7:45頃 ＜平野部：集落＞
11月9日 敦賀市樫曲（目撃）
18:30頃 ＜平野部：集落＞
11月9日 若狭町安賀里（目撃）
6:00頃 ＜山麓部：山麓＞
11月9日 福井市下馬（痕跡）
6:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月9日 越前市余川町（痕跡）
8:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月9日 敦賀市元比田地係（目撃）
7:50頃 ＜山麓部：集落＞
11月9日 南越前町荒井（目撃）
17:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月9日 池田町柿ヶ原（捕獲）
11:00頃
11月8日 大野市中丁地係（捕獲）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月8日 大野市萩ヶ野地係（捕獲）
13:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月8日 勝山市野向町深谷（目撃）
14:15頃 ＜山麓部：山麓＞
11月8日 永平寺町轟（痕跡）
16:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月8日 大野市牛ヶ原地係（痕跡）
11:30頃 ＜山麓部：山麓＞
11月8日 若狭町安賀里（目撃）
16:30頃 ＜山麓部：山麓＞
11月8日 鯖江市大野町（目撃）
6:10頃 ＜山麓部：集落＞
11月8日 池田町千代谷（捕獲）
11:30頃
11月8日 敦賀市樫曲地係（目撃）
22:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月8日 若狭町下野木（目撃）
7:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月8日 若狭町下野木（目撃）
7:30頃 ＜山麓部：集落＞

11月8日 永平寺町谷口（目撃）
4：30頃 ＜平野部：市街地、新興住宅地＞
11月7日 勝山市荒土町北新在家（目撃）
6:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月7日 勝山市野向町薬師神谷（目撃）
7:50頃 ＜山麓部：集落＞
11月7日 勝山市野向町深谷（目撃）
10:45頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月7日 勝山市栄町（目撃）
10:55頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月7日 勝山市昭和町（痕跡）
12:10頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月7日 勝山市西妙金島（目撃）
18:20頃 ＜平野部：農耕地＞
11月7日 勝山市北郷町上野（痕跡）
18:15頃 ＜山麓部：集落＞

11月7日 敦賀市樫曲（目撃）
16：30頃 ＜平野部：集落＞
11月7日 永平寺町光明寺（痕跡）
15：00頃 ＜平野部：集落＞

地元住民が自宅から、どんぐりの木に登っている親子の
クマ（成１幼２）を目撃。クマは山の中へ逃げていっ
た。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（糞、枝折り）を
発見。

地元住民が親子のクマ（成１幼２）を目撃。クマは東の
川の方角へ移動。付近のカキの木にはクマの痕跡（爪あ
と、食べ跡、糞）。

地元住民が山中でイチョウの木に登るクマ１頭を目撃。
クマの移動方向は不明。

地元住民が自転車走行中に、山の斜面を登るクマ３頭を
目撃。クマは山中へ移動。

地元住民がイチョウにクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、糞、足跡）を発見。

クマ警戒パトロール中の猟友会員が、東の山へ向かって
歩く親子のクマ（成１、幼２）を目撃。

地元住民が自動車運転中に、クマ1頭を目撃。クマは南
側の草むらへ移動。

体育館近くの道路脇のイチョウの木に登る成獣のクマ１
頭を発見。民家が近いため捕殺。

地元住民が自宅から幼獣のクマ２頭を目撃。クマは目撃
者に気が付き、東の山へ逃走。

地元住民がイチョウの木に登る幼獣のクマ２頭を目撃。
クマは山へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、足跡）を発
見。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

新聞配達員がクマの親子（成１幼２）を目撃。クマの移
動方向は不明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。集落が近く繰り返し目撃され
ているため捕殺。

国道近くの水路で自動車にはねられ瀕死状態の幼獣のク
マ１頭を発見。クマは死亡。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が、農地にクマの足跡と河川敷のカキの木にク
マの食べ跡を発見。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマは目撃者に気が
付き川沿いを下流へ逃走。

地元住民が民家近くでクマ１頭を目撃。クマの移動方向
は不明。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民がギンナンを食べるクマ２頭を目撃。クマは北
の山の方角へ逃走。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（爪あと、クマ剥
ぎ）を発見。

地元住民が自動車運転中に国道を横断するクマ１頭を目
撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
は川の方角へ移動。

地元住民が河川沿いの農耕地を走るクマ３頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民が自宅から親子のクマ（成１幼２）を目撃。ク
マは目撃者に気が付き南西の山へ逃走。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民が川沿いを歩くクマ１頭を目撃。クマは西の方
角へ移動。



11月7日 鯖江市大野町（目撃）
8：00頃 ＜平野部：集落＞
11月7日 越前市西尾町東運動公園横付近（目撃）
7：00頃 ＜平野部：市街地、新興住宅地＞
11月7日 坂井市丸岡町山竹田（目撃）
18:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月7日 若狭町脇袋（目撃）
7:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月7日 美浜町新庄（捕獲）
10:30頃 ＜山麓部：山麓＞
11月6日 福井市奈良瀬町（捕獲）
8:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月6日 大野市不動堂地係（目撃）
8:40頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月6日 大野市長野地係（目撃）
10:20頃 ＜山地部：山林内＞
11月6日 大野市横枕地係（痕跡）
10:20頃 ＜平野部：集落＞
11月6日 大野市南新在家地係（痕跡）
10:30頃 ＜平野部：集落＞
11月6日 小浜市国分（捕獲）
6:40頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月6日 若狭町関（目撃）
8:00頃 ＜山麓部：山麓＞
11月6日 若狭町日笠（目撃）
12:00頃 ＜山麓部：集落＞

11月6日 永平寺町荒川（目撃）
19：50頃 ＜平野部：河川敷＞
11月6日 勝山市北郷町上森川（目撃）
7:10頃 ＜山麓部：集落＞
11月5日 若狭町日笠（目撃）
20:30頃 ＜山麓部：山麓＞
11月5日 福井市鉾ヶ崎町（痕跡）
15：00頃 ＜山麗部：集落＞
11月5日 大野市清龍（捕獲）
14：00頃
11月5日 大野市坂戸地係（痕跡）
10：30頃 ＜山麗部：集落＞
11月5日 大野市新河原地係（目撃）
9：00頃 ＜平野部：集落＞
11月5日 大野市中丁地係（痕跡）
7:40頃 ＜山麓部：集落＞
11月5日 大野市新河原地係（目撃）
8:20頃 ＜平野部：集落＞
11月5日 南越前町赤萩（目撃）
7:40頃 ＜山麓部：集落＞
11月5日 敦賀市樫曲（痕跡）
6:30頃 ＜平野部：集落＞
11月5日 越前町宇須尾（痕跡）
15:00頃 ＜平野部：農耕地＞
11月5日 勝山市上高島（目撃）
6:55頃 ＜平野部：集落＞

人身被害
11月5日 勝山市片瀬（目撃）
8:25頃 ＜山麓部：集落＞
11月5日 勝山市平泉寺町壁倉（目撃）
18:40頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 勝山市北郷町森川（目撃）
4:20頃 ＜平野部：農耕地＞

地元住民がクマの痕跡（爪あと、食べ跡、足跡）を発
見。

地元住民が自動車運転中に、国道を歩くクマ１頭を目
撃。クマは山の中へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（枝折り）を発見。

地元住民が自宅裏の畑で作業中にクマに遭遇し、左肩を
ひっかかれ負傷（軽傷）。クマは逃走。

地元住民が畑を歩いているクマ１頭を目撃。クマは北東
の河原に向かって歩いていった。

地元住民が自宅近くでカキの木に登るクマ１頭を目撃。
クマは山へ移動。

電源開発職員が自動車運転中に、山へ登っていく幼獣の
クマ１頭を目撃。

地元住民がギンナンの木にクマの痕跡（爪あと、食べ
跡、糞）を発見。

地元住民が山中を移動する親子のクマ（成１幼１）を目
撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に、国道上でクマ１頭を目撃。
クマは西の方角へ移動。

地元住民が国道近くでクマの痕跡（糞、足跡）を発見。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。民家周辺で繰り返し目撃され
ているため捕殺。

地元住民がカキの木に登っているクマの親子（成１幼
２）を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が犬を連れて散歩中にクマを目撃。クマは竹や
ぶ内に入っていった。

地元住民が農地を歩くクマ１頭を目撃。クマは北東の河
原に向かって移動。

地元住民がギンナン、クルミ、カキの木にクマの痕跡
（爪あと、糞、足跡）を発見。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

消防団員がパトロール中に県道を歩いているクマ１頭を
目撃。クマは北の河川敷へ逃げていった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民が体長約1.2ｍのクマ１頭を目撃。

地元住民が自動車運転中に、クマ３頭を目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、糞）を発見。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

イノシシ捕獲檻でクマ１頭を錯誤捕獲。同日奥山へ放
獣。

地元住民が自動車運転中に、農地を歩く幼獣のクマ1頭
を目撃。クマは東の山の方角へ移動。

防犯パトロール中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマは神社
の茂みの中へ入っていった。

地元住民が川を移動するクマ１頭を目撃。

地元住民が工場敷地内を歩くクマ１頭を目撃。クマの移
動方向は不明。



11月4日 勝山市平泉寺岩ヶ野（痕跡）
8:45頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 勝山市平泉寺町赤尾（目撃）
14:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 勝山市平泉寺町大渡（痕跡）
15:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 勝山市野向町聖丸（目撃）
19:15頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 勝山市荒土町松ヶ崎（目撃）
19:50頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月4日 福井市朝宮町（目撃）
21:15頃 ＜平野部：河川敷＞
11月4日 敦賀市奥野地区（目撃）
6:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 南越前町湯尾（目撃）
6:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月4日 南越前町杉谷（目撃）
11:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月4日 南越前町社谷（目撃）
13:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 南越前町鯖波（目撃）
13:55頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月4日 南越前町清水（目撃）
16:10頃 ＜平野部：農耕地＞
11月4日 若狭町熊川（目撃）
17:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月4日 坂井市丸岡町山竹田（目撃）
6:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 福井市稲津町（痕跡）

＜平野部：集落＞
11月3日 福井市栂野町（痕跡）

＜平野部：河川敷＞
11月3日 大野市中丁地係（痕跡）
9:00頃 ＜山麓部：山麓＞
11月3日 大野市東大月地係（痕跡）
12:20頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 勝山市野向町深谷（目撃）
6:55頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 勝山市荒土町堀名中清水（目撃）
17:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 勝山市遅羽町ほう崎（目撃）
19:35頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 勝山市荒土町布市（痕跡）
21:10頃 ＜平野部：集落＞
11月3日 小浜市下田（捕獲）
8:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 美浜町新庄（目撃）
6:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月3日 美浜町興道寺（目撃）
10:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月3日 鯖江市河和田町（目撃）
17:30頃 ＜平野部：市街地や振興住宅地＞
11月3日 坂井市丸岡町八ヶ郷（目撃）
00:20頃 ＜平野部：集落＞
11月3日 坂井市丸岡町八ヶ郷（目撃）
4:10頃 ＜平野部：集落＞
11月3日 坂井市丸岡町八ヶ郷（目撃）
6:15頃 ＜平野部：集落＞
11月3日 坂井市丸岡町八ヶ郷（目撃）

地元住民がカキの木にクマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が自宅から親子のクマ（成１幼１）を目撃。ク
マは西の方角へ移動。

地元住民が農作業中に、水田内を歩くクマ１頭を目撃。
クマは集落を抜け、山へ移動。

地元住民が自動車運転中に、道路上を歩くクマ１頭を目
撃。クマは西の山へ移動。

地元住民が自宅内から自宅前を歩くクマ１頭を目撃。ク
マは西の山へ移動。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマは東側の山の方角へ移
動。

帰宅中の中学生が県道を渡り山へ入っていく親子のクマ
（成１幼１）を目撃。

地元住民が自動車運転中に、民家付近から竹林を通り山
へ入っていくクマ１頭を目撃。

地元住民が自宅内から、カキの木に登るクマ１頭を目
撃。クマは南の川の方角へ移動。

地元住民が水田内でクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民がクマによりドラム缶の肥料が荒らされている
のを発見。

地元住民が自動車運転中に県道上で幼獣のクマ１頭を目
撃。クマは東の川の方角へ移動。

地元住民が自動車運転中に堤防上にいるクマ１頭を目
撃。クマは南の山へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、糞）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民が北側の山から降りてくるクマ１頭を目撃。ク
マは国道を渡り、南側の山中へ移動。

地元住民が蔵の前でクマ１頭を目撃。クマの移動方向は
不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、枝
折り）を発見。

地元住民が農作業中に、クマ１頭を目撃。クマは北の山
へ移動。

地元住民が自動車運転中に、カキを食べる親子のクマ
（成１幼３）を目撃。クマは西に山へ移動。

地元住民が茂みの近くでクマ２頭（成２）を目撃。クマ
の移動方向は不明。

地元住民がクマの痕跡（食べ跡、糞）を発見。

地元住民が山中にいるクマ１頭を目撃。クマの移動方向
は不明。

地元住民が山中にいるクマ１頭を目撃。クマの移動方向
は不明。

地元住民が自動車運転中に道路を横断しようとするクマ
１頭を目撃。クマは横断できず川の方角へ逃走。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。学校や集落が近いため捕殺。

地元住民がクマ２頭を目撃。クマの移動方向は不明。

新聞配達員がクマ２頭（成２）を目撃。クマは茂みの中
へ入っていった。



16:10頃 ＜平野部：集落＞
11月3日 おおい町名田庄小倉畑（捕獲）
6:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月3日 永平寺町牧福島（目撃）
17:30頃 ＜平野部：河川敷＞
11月2日 福井市鉾ヶ崎町（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月2日 勝山市平泉寺町神野（目撃）
7:40頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月2日 勝山市野向町深谷（目撃）
11:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月2日 坂井市丸岡町八ヶ郷（目撃）
4:10頃 ＜平野部：集落＞
11月2日 坂井市丸岡町篠岡（目撃）
6:15頃 ＜平野部：集落＞
11月2日 大野市麻生嶋（捕獲）
8:30頃 ＜平野部：河川敷＞
11月2日 若狭町日笠（目撃）
15:25頃 ＜山麓部：集落＞
11月2日 永平寺町飯島（目撃）
5:00頃 ＜平野部：集落＞
11月1日 大野市土布子（目撃）
6:00頃 ＜山麓部：山麓＞
11月1日 大野市土布子（目撃）
6:30頃 ＜平野部：集落＞
11月1日 敦賀市曽々木（目撃）
6:40頃 ＜山麓部：集落＞
11月1日 敦賀市小河（目撃）
17:10頃 ＜山麓部：山麓＞
11月1日 おおい町名田庄小倉畑（痕跡）
11:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月1日 福井市深見町（痕跡）
6:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月1日 小浜市上野（目撃）
6:00頃 ＜山麓部：集落＞
11月1日 坂井市丸岡町八ヶ郷地係（目撃）
4:05頃 ＜平野部：集落＞
11月1日 永平寺町谷口（目撃）
6:50頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
11月1日 永平寺町上浄法寺（痕跡）

＜山麓部：集落＞
11月1日 永平寺町藤巻（目撃）
10:20頃 ＜山麓部：山麓＞
11月1日 勝山市北郷町伊知地（痕跡）
9:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月1日 勝山市栄町（痕跡）
13:00頃 ＜平野部：市街地や振興住宅地＞
11月1日 勝山市猪野口（目撃）
14:30頃 ＜平野部：集落＞
11月1日 勝山市北谷町中尾（目撃）
14:30頃 ＜山麓部：集落＞
11月1日 勝山市鹿谷町保田（目撃）
15:10頃 ＜山麓部：山麓＞
11月1日 勝山市野向町深谷（目撃）
16:50頃 ＜山麓部：農耕地＞
11月1日 勝山市栄町（目撃）
17:25頃 ＜平野部：市街地や振興住宅地＞
10月31日 鯖江市南井町（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞

新聞配達員が成獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は
不明。

地元住民が藪の中を歩くクマ１頭を目撃。クマは藪の中
を北西へ移動。

地元住民が親子のクマ（成１幼２）を目撃。クマは川へ
向かって移動。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマは南東の川へ移
動。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。集落近くであり、学校がある
ため捕殺。

地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマは南西へ移動し
ていった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（糞、足跡）を発見。

地元住民が自動車運転中に、クマ１頭を目撃。クマは藪
の中へ入っていった。

地元住民がクマの痕跡（食べ跡）を発見。

電車運転中が幼獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は
不明。

地元住民がクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が幼獣のクマ２頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民が自動車運転中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

バス運転中が走行中に、親子のクマ（成１幼２）を目
撃。クマは山へ逃走。

地元住民がイヌの散歩中に、幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マはイヌに気が付き、河川敷の藪な中へ逃走。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（食べ跡、足跡）を発
見。

地元住民が親子のクマ（成１亜１）を目撃。クマの移動
方向は不明。

地元住民が親子のクマ（成１亜１）を目撃。クマの移動
方向は不明。付近の民家のカキの木にクマの痕跡（食べ
跡、足跡）捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が自動車運転中に、山から降りてきて国道を渡
ろうとするクマ１頭を目撃。クマは国道を渡れず山へ
戻っていった。

地元住民が市道を横断するクマ１頭を目撃。クマは南側
の茂みへ入っていった。

地元住民が親子のクマ（成１幼１）を目撃。クマの移動
方向は不明。

地元住民が自宅内からカキの木に向かうクマ１頭を目
撃。その後のクマの移動方向は不明。

地元住民がクマの痕跡（食べ跡、糞）を発見。

地元住民が茂みの中を歩くクマ１頭を目撃。クマは北側
の山へ移動。

地元住民が山中にいるクマ１頭を目撃。クマの移動方向
は不明。

地元住民がクマを目撃。また、カキの木にクマの痕跡
（爪あと、枝折り）を発見。

地元住民が農作業中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民が畑を歩くクマ１頭を目撃。クマは南東の山の
方角へ移動。

地元住民がクマ２頭を目撃。クマの移動方向は不明。



10月31日 福井市国山町（目撃）
8:30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月31日 小浜市和久里（目撃）
19:10頃 ＜平野部：農耕地＞
10月31日 小浜市生守（目撃）
21:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月31日 小浜市下田（捕獲）
16:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月31日 大野市土布子地係（痕跡）
8:00頃 ＜平野部：集落＞
10月31日 大野市坂戸地係（痕跡）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月31日 大野市下唯野地係（目撃）
9:30頃 ＜平野部：集落＞
10月31日 大野市田野地係（痕跡）
11:55頃 ＜平野部：集落＞
10月31日 勝山市荒土町清水島（目撃）
6:30頃 ＜山麓部：集落＞

人身被害
10月31日 勝山市荒土町松田（捕獲）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月31日 坂井市丸岡町八ヶ郷地係（目撃）
6:50頃 ＜平野部：集落＞
10月31日 池田町水海（痕跡）
7:00頃 ＜山麓部：河川内＞
10月30日 大野市坂戸地係（痕跡）
7:50頃 ＜平野部：集落＞
10月30日 大野市花山地係（痕跡）
9:30頃 ＜平野部：集落＞
10月30日 大野市菖蒲池（目撃）
22:40頃 ＜平野部：河川敷＞
10月30日 南越前町湯尾（痕跡）
8:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月30日 南越前町荒井（目撃）
17:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月30日 南越前町孫谷（目撃）
21:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月30日 福井市脇三ヶ町（痕跡）
8:00頃 ＜山地部：山林内＞
10月30日 福井市生野町（目撃）
21:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月30日 福井市生野町（目撃）
23:20頃 ＜山麓部：集落＞
10月30日 坂井市三国町池上（目撃）
15:30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月30日 おおい町石山（痕跡）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月30日 若狭町安賀里（目撃）
18:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月29日 小浜市下田（痕跡）
21:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月29日 大野市新田地係（目撃）
17:10頃 ＜平野部：農耕地＞
10月29日 大野市下唯野地係（目撃）
18:10頃 ＜平野部：集落＞
10月29日 鯖江市四方谷（痕跡）
6:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月29日 鯖江市中戸口（目撃）
13:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞

地元住民が集落内のカキの木にクマの痕跡（爪あと）を
発見。

地元住民が民家裏の水路を歩くクマ１頭を目撃。クマは
水路を下流方面へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞、足跡）を発見。

地元住民が自宅内よりカキを食べるクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中にカキを食べる幼獣のクマ１頭
を目撃。クマは西側へ逃走。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（食べ跡、枝折
り）を発見。

地元住民が自動車運転中に、橋を渡るクマ１頭を目撃。
クマは北東へ移動。

人身被害現場付近で成獣のクマ１頭を発見し捕殺。

地元住民が自宅を出たところ、自宅敷地内で成獣のクマ
１頭に襲われ、右足太ももと足首に軽傷。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（爪あと）を発
見。

地元住民が水路へ入る幼獣のクマ１頭を目撃。クマは河
川敷へ移動。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマは西へ移動していっ
た。

地元住民が農道のカキの木にクマの痕跡（食べ跡、糞）
を発見。

地元住民が道路上でクマ１頭を目撃。クマの移動方向は
不明。

地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマは南東へ移動。

地元住民が自転車走行中に、クマ１頭と遭遇。クマは目
撃者へ近づいてきた。クマの移動方向は不明。

地元住民がクリ、カキの木の枝が折れる音を確認。

地元住民が田んぼの中にいるクマを目撃。クマの移動方
向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民が散歩中に里山近くの道路を横断するクマ２頭
（成１亜１）を目撃。クマは南の方角へ移動。

地元住民が農作業中に、北方面へ向かって走る幼獣のク
マ１頭を目撃。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞）を発見。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（食べ跡）を発
見。

地元住民がカキの木に登る幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
は山へ移動。

地元住民がナツウメの木にクマの痕跡（食べ跡、糞、足
跡）を発見。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（爪あと）を発
見。

地元住民がカキの木に登るクマ１頭を目撃。クマの移動
方向は不明。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。集落が近いため捕殺。



10月29日 永平寺町光明寺（捕獲）
6:20頃 ＜平野部：集落＞
10月29日 永平寺町鳴鹿山鹿（捕獲）
6:40頃 ＜山麓部：山麓＞
10月29日 永平寺町鳴鹿山鹿（捕獲）
6:40頃 ＜山麓部：山麓＞
10月29日 南越前町孫谷（目撃）
15:30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月29日 若狭町安賀里（痕跡）
12:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月29日 若狭町新道（目撃）
17:40頃 ＜山麓部：山麓＞
10月28日 大野市川合（捕獲）
6:30頃 ＜山地部：山林内＞
10月28日 大野市富嶋地係（痕跡）
9:10頃 ＜平野部：農耕地＞
10月28日 鯖江市別司町（目撃）
20:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月28日 越前市岩内町（目撃）
8:20頃 ＜平野部：集落＞
10月28日 坂井市丸岡町小黒（目撃）
17:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月28日 南越前町湯尾（痕跡）
12:45頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月28日 越前町漆本（目撃）
10:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月28日 大野市新塚原地係（目撃）
17:05頃 ＜平野部：農耕地＞
10月27日 大野市泉町（捕獲）
6:30頃 ＜平野部：市街地や振興住宅地＞
10月27日 大野市新河原（捕獲）
11:00頃 ＜平野部：河川敷＞
10月27日 大野市伏石地係（痕跡）
16:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月27日 福井市生野町（目撃）
18:30頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月27日 敦賀市元比田（痕跡）
19:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月27日 小浜市上野（目撃）
13:20頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月27日 小浜市上野（捕獲）
14:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月27日 大野市堂本地係（痕跡）
6:20頃 ＜平野部：農耕地＞
10月27日 大野市堂本地係（目撃）
6:20頃 ＜平野部：農耕地＞
10月27日 大野市菖蒲池地係（痕跡）
7:40頃 ＜平野部：農耕地＞
10月27日 大野市吉地係（痕跡）
10:30頃 ＜平野部：集落＞
10月27日 大野市阿難祖領家地係（痕跡）
13:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月27日 大野市伏石地係（痕跡）
16:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月27日 永平寺町光明寺（捕獲）
7:30頃 ＜平野部：集落＞
10月27日 永平寺町鳴鹿山鹿（捕獲）
7:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月27日 南越前町上温谷（目撃）

地元住民が農地を歩くクマ１頭を目撃。クマは北側の林
へ移動。

地元住民がクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞、枝折り）を発見。

地元住民がカキの木に登るクマの親子（成１幼２）を目
撃。クマは目撃者に気が付き北側の山へ逃走。

集落近くでクマを発見し、捕殺。

市街地へ出没した親子のクマを捕獲。成獣は捕殺。幼獣
は放獣。

地元住民が自動車運転中に、道路を横断する幼獣のクマ
１頭を目撃。クマは南側の山中へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民がクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が田んぼの中にいるクマを目撃。クマの移動方
向は不明。

バス運転手が、成獣のクマ１頭を目撃。クマは海岸方向
へ移動。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が自動車運転中に、国道を横断するクマ１頭を
目撃。クマは東の河川へ移動。

幼獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が農作業中に、クマ１頭を目撃。クマは北西の
山中へ移動。

親子のクマ（成１幼１）を捕獲。同日奥山へ放獣。

幼獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が電気柵の反対側にいる幼獣のクマ１頭を目
撃。クマの移動方向は不明。

幼獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が自動車運転中に成獣のクマ１頭を目撃。クマ
は目撃者に気が付き東の山中へ戻っていった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞、足跡）を発見。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が山の方向へ歩くクマ１頭を目撃。

住民が道路を横断し、山へ移動する成獣のクマ１頭を目
撃。



9:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月27日 南越前町湯尾（目撃）
22:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月27日 越前町岩倉・笹川（目撃）
17:00頃 ＜平野部：農耕地＞
10月26日 大野市下唯野（捕獲）
8:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月26日 大野市大矢戸地係（痕跡）
8:30頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月26日 大野市菖蒲池地係（痕跡）
11:15頃 ＜平野部：集落＞
10月26日 大野市柿ヶ島地係（痕跡）
9:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月26日 大野市下麻生島地係（痕跡）
13:30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月26日 大野市泉町地係（目撃）
17:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月26日 福井市成願寺町（痕跡）
7:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月26日 坂井市丸岡町内田地係（目撃）
16:50頃 ＜平野部：集落＞
10月26日 永平寺町鳴鹿（捕獲）
6:05頃 ＜山麓部：山麓＞
10月26日 永平寺町光明寺（目撃）
6:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月26日 若狭町神子（目撃）
7:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月26日 若狭町三方（捕獲）
10:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月26日 若狭町脇袋（目撃）
11:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月26日 若狭町有賀里（目撃） 地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不

明。17:15頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 大野市清瀧地係（痕跡）
8:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 永平寺町鳴鹿山鹿（目撃）
7:45頃 ＜山麓部：山麓＞
10月25日 福井市北山町（目撃）
21:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 大野市南六呂師地係（目撃）
4:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 大野市清瀧地係（目撃）
6:15頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 大野市深井地係（痕跡）
10:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 大野市清瀧地係（目撃）
17:20頃 ＜山麓部：集落＞
10月25日 越前市文室町（目撃）
00:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月25日 南越前町荒井（目撃）
8:20頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月25日 若狭町上吉田（目撃）
10:00頃 ＜平野部：集落＞
10月24日 大野市下麻生嶋（捕獲）
7:35頃 ＜平野部：河川敷＞
10月24日 大野市蕨生（捕獲）
7:45頃 ＜山地部：山林内＞
10月24日 大野市下唯野（捕獲）
9:30頃 ＜山麓部：集落＞

地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民が野良犬に追われる成獣のクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民が自宅横を歩く成獣のクマ１頭を目撃。クマの
移動方向は不明。近くにカキの木。

地元住民が物音に気が付き屋外を確認したところ、クマ
を目撃。クマは漬物を食べて立ち去る。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

捕獲檻でクマ２頭を捕獲。１頭捕殺、１頭は奥山へ放
獣。

地元住民がクルミの木に登りクルミを食べるクマの親子
（成１幼２）を目撃。

地元住民がクマの痕跡（爪あと、糞、枝折り）を発見。

地元住民がイノシシ檻点検中に、親子のクマ（成１幼
１）を目撃。クマは北側の山の中へ移動。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマを目撃。クマは
里山から西の集落方面へ移動。

地元住民が幼獣のクマ２頭を目撃。クマの移動方向は不
明。付近にカキの木。

地元住民が、工場敷地内で親子のクマを目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民がイチョウの木にクマの痕跡（食べ跡、糞）を
発見。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マは南の山へ移動。

成獣のクマ１頭を捕獲。付近の観光地で多数の目撃情報
があったため捕殺。

地元住民がクリ、カキの木にクマの痕跡（爪あと、糞、
枝折り）を発見。

地元住民がクマの痕跡（足跡）。クマによる門柱の破損
あり。

地元住民が自宅内から、庭のクルミの木に登るクマ１頭
を目撃。クマは西の山中へ移動。

地元住民が河川敷の農耕地でクマの痕跡（足跡）を発
見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡）を
発見。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

捕獲檻で成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が農作業中に、藪から出てくる成獣のクマ１頭
を目撃。クマの移動方向は不明。

民家近くの出没であり、頻繁に目撃されていたため捕
殺。

地元住民が自動車運転中に、道路を横断するクマ１頭を
目撃。クマは山中へ移動。

地元住民が民家敷地内のハチの巣にクマの痕跡（爪あ
と）を発見。クマによる家屋損壊（門）あり。

地元住民が農作業中に、クマ１頭を目撃。クマは北西の
山中へ移動。



10月24日 勝山市村岡町黒原地区（目撃）
8:00頃

人身被害
10月24日 鯖江市西袋町（目撃）
18:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月24日 大野市田野地係（目撃）
7:05頃 ＜平野部：集落＞
10月24日 大野市下唯野地係（目撃）
8:50頃 ＜山麓部：集落＞
10月24日 鯖江市吉谷町（痕跡）
20:15頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月24日 永平寺町山鹿（目撃）
7:50頃 ＜山麓部：山麓＞
10月23日 小浜市東勢（目撃）
20/10頃 ＜山地部：山林内＞
10月23日 大野市蕨生地係（目撃）
15:40頃 ＜平野部：農耕地＞
10月23日 大野市蕨生地係（目撃）
4:50頃 ＜平野部：農耕地＞
10月23日 大野市下麻生島地係（痕跡）
10:00頃 ＜平野部：農耕地＞
10月23日 大野市萩ヶ野地係（目撃）
11:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月23日 鯖江市吉谷町（目撃）
00:20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月23日 鯖江市別司町（目撃）
9:25頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月23日 福井市二上町（目撃）
22:35頃 ＜山麓部：集落＞
10月23日 福井市二上町（目撃）
23:55頃 ＜山麓部：集落＞
10月23日 坂井市丸岡町油為頭（痕跡）
7:00頃 ＜平野部：集落＞
10月23日 坂井市丸岡町山崎三ヶ地係
18:20頃 ＜平野部：集落＞
10月23日 永平寺町栃原（捕獲）
7:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月23日 大野市土打（捕獲）
7:40頃 ＜平野部：河川敷＞
10月22日 大野市横枕地係（痕跡）
7:10頃 ＜平野部：集落＞
10月22日 大野市篠座地係（痕跡）
8:00頃 ＜平野部：集落＞
10月22日 大野市松丸地係（目撃）
14:00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月22日 大野市八町（痕跡）
14:45頃 ＜山麓部：集落＞
10月22日 大野市太田地係（痕跡）
15:40頃 ＜山麓部：山麓＞
10月22日 大野市下唯野地係（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月22日 大野市七板地係（痕跡）
19:10頃 ＜平野部：集落＞
10月22日 おおい町本郷（目撃）
15:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月22日 福井市田治島町（痕跡）
15:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月22日 福井市半田町（目撃）
21:40頃 ＜山麓部：集落＞

地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマは北側の山へ移
動。

地元住民がカキの木に登る親子のクマを目撃。クマは林
へ移動。

地元住民がスギの木に登る成獣のクマ１頭を目撃。頻繁
に目撃されているため、捕殺。

地元住民が国道を横断する成獣のクマ１頭を目撃。クマ
は南側の川の方角へ移動したと思われる。

地元住民が、イノシシ捕獲檻の側で親子のクマを目撃。
クマの移動方向は不明。

住民が立てた物音に気が付いたクマが逃げようとして自
宅窓のガラスを割る。近くにカキの木。

地元住民が帰宅途中に、成獣のクマ１頭を目撃。クマの
移動方向は不明。

滝波川中乃橋付近で農作業中に、クマが現れ、顔面および両
膝に負傷。救急車で病院へ搬送された。

工事作業員が林道を自動車で走行中に、成獣のクマ１頭
を目撃。クマは沢の方向へ移動していった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、糞）を発
見。

地元住民が、南側の山へ向かって移動する親子のクマを
目撃。

地元住民が、カキの木に登るに幼獣のクマ１頭を目撃。
クマの移動方向は不明。

亜成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が、カキの木の側にいる親子のクマを目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民がカキの木の付近で、クマを目撃。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（食べ跡、枝折り）を
発見。

地元住民がクマを目撃。近くのカキの木にクマの痕跡
（クマ棚、爪あと、食べ跡、糞、足跡、枝折り）。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞、枝折り）を発見。

地元住民がカキの木の付近で、クマの痕跡（足跡、踏み
倒し）を発見。

地元住民がイノシシ檻を確認に行ったところ、クマの痕
跡（足跡）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、糞）を発見。

捕獲檻で成獣のクマ１頭を捕獲。檻を破ったため捕殺。

地元住民がイヌの散歩中に、親子のクマを目撃。クマの
移動方向は不明。近くにカキの木。

地元住民がカキ、クリの木にクマの痕跡（食べ跡、糞、
枝折り）を発見。

地元住民が自宅内から、成獣のクマ１頭を目撃。クマは
北側の山へ逃走。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に、クマ１頭を目撃。クマは東
の山へ向かって移動。

地元住民が自宅内から、クルミを食べる成獣のクマ１頭
を目撃。

地元住民が山際を歩くクマを目撃。クマは山へ移動。



10月22日 越前市四郎丸町（痕跡）
8:00頃 ＜平野部：集落＞
10月22日 越前市西谷町（目撃）
16:15頃 ＜山麓部：集落＞
10月22日 越前市国兼町（目撃）
18:45頃 ＜山麓部：集落＞
10月22日 越前町小曽原（目撃）
17:15頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月22日 おおい町石山（痕跡）
19:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月22日 若狭町藤井（目撃）
4:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月21日 福井市半田町（目撃）
22:10頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 福井市脇三ヶ町（痕跡）
17:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 敦賀市五幡（目撃）
10:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月21日 大野市千歳（目撃）
6:50頃 ＜平野部：農耕地＞
10月21日 大野市御給地係（痕跡）
8:00頃 ＜平野部：集落＞
10月21日 大野市下唯野（目撃）
8:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 勝山市平泉寺壁倉（目撃）
4:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 勝山市荒土町松田（目撃）
8:50頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 坂井市丸岡町内田地係（目撃）
8:00頃 ＜平野部：集落＞
10月21日 永平寺町志比（目撃）
13:00頃 ＜山地部：山林内＞
10月21日 南越前町清水（目撃）
14:10頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月21日 南越前町清水（目撃）
16:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月21日 福井市大宮町（目撃）
12:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 小浜市須縄（目撃）
13:05頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 永平寺町栃原（回収）
4:50頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 南越前町牧谷（痕跡）
8:15頃 ＜山麓部：集落＞
10月21日 越前町道口（目撃）
7:30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月20日 大野市下山（捕獲）
8:30頃 ＜山地部：山林内＞
10月20日 小浜市旧エンゼルランド料金所（目撃）

11:45頃 ＜山地部：山林内＞
10月20日 大野市冨塚地係（痕跡）
16:35頃 ＜平野部：集落＞
10月20日 大野市上野（目撃）
18:30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月20日 福井市深見町（目撃）
10:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月20日 福井市国山町（目撃）
10:00頃 ＜山地部：山林内＞
10月20日 福井市半田町（目撃）

地元住民が自動車運転中に幼獣のクマ２頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

地元住民がソバ畑を歩く体長１ｍ程度のクマ１頭を目
撃。付近にカキの木。

地元住民がカキの木、クリの木にクマの痕跡（爪あと、
食べ跡）を発見。

地元住民がイヌの散歩中に、体長約１ｍのクマ1頭を目
撃。クマは南側の山へ移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、足跡）を発見。

地元住民が自宅から外へ出たところで幼獣のクマ１頭を
目撃。クマは北側の山へ向かって移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと）を
発見。

地元住民が農作業中に山の斜面を登るクマ２頭を目撃。

地元住民が農地を走る成獣のクマ１頭を目撃。クマは南
西の山へ向かって移動。

地元住民が物音に気が付き外を見たところ、カキの木に
登る幼獣のクマ１頭を目撃。クマは目撃者の声に気が付
き逃走。

地元住民が自動車運転中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
は北東へ向かって移動。

地元住民が自動車運転中に、クマ１頭を目撃。クマは東
の山へ向かって移動。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡）を
発見。

パス運転中が道路を移動中の親子のクマを目撃。クマは
バスと衝突しそうになり山へ逃走。

地元住民が親子のクマを目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
は藪へ入っていった。

地元住民が、南側の山へ向かって移動する親子のクマを
目撃。

地元住民が、クマの痕跡（足跡）を発見。近くにカキの
木。

地元住民が家の中からカキの木に登る幼獣のクマ２頭を
目撃。クマは北東方向の山へ逃走。

地元住民がイヌの散歩中に、カキを食べるクマ１頭を目
撃。イヌが威嚇したところ、クマは南の山へ移動。

工事業者が作業道を歩く成獣のクマ１頭を目撃。クラク
ションを鳴らすとクマは逃走した。

地元住民が自宅からカキの木に登りカキを食べる親子の
クマを目撃。クマは目撃者に気が付き西側の山へ逃走。

地元住民が自宅からカキの木に登りカキを食べる親子の
クマを目撃。クマは目撃者に気が付き西側の山へ逃走。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマは山へ向かって
移動。

地元住民が住宅裏のイチョウの木にクマの痕跡（爪あ
と、食べ跡、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に道路を横断するクマ１頭を目
撃。クマは北へ向かって移動。

地元住民が家の中からカキを食べるクマを目撃。クマは
１時間程へ山で戻っていった。

路上で幼獣のクマの死体を回収。

捕獲檻で成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

学校関係者が川を上流から下流へ移動する幼獣のクマ１
頭を目撃。



21:30頃 ＜山麓部：集落＞

10月20日 福井市深見町（目撃）
21:50頃 ＜山麓部：集落＞
10月20日 敦賀市樫曲（痕跡）
6:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月20日 小浜市阿納尻（目撃）
6:00頃 ＜山地部：山林内＞
10月20日 大野市森政領家（痕跡）
8:30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月20日 大野市七板地係（目撃）
9:10頃 ＜平野部：集落＞
10月20日 大野市堂本地係（痕跡）
10:50頃 ＜平野部：農耕地＞
10月20日 大野市深井地係（痕跡）
13:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月20日 大野市猪島地係（目撃）
16:30頃 ＜平野部：河川敷＞
10月20日 若狭町三宅（目撃）
11:35頃 ＜山麓部：集落＞
10月20日 若狭町三宅（捕殺）
11:35頃 ＜山麓部：集落＞
10月20日 小浜市和多田（痕跡）
7:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月19日 小浜市国分（目撃）
22:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月19日 鯖江市落井町（目撃）
20:40頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月19日 大野市今井地係（目撃）
18:15頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月19日 大野市井ノ口地係（目撃）
21:40頃 ＜平野部：集落＞
10月19日 南越前町荒井（痕跡）
12:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月19日 若狭町遊子（目撃）
00:30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月19日 若狭町脇袋（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月19日 小浜市須縄（目撃）
16:55頃 ＜山麓部：河川内＞
10月19日 福井市深見町（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月19日 福井市新開町（目撃）
20:40頃 ＜平野部：農耕地＞
10月19日 勝山市滝波町（目撃）
17:50頃 ＜平野部：集落＞
10月19日 鯖江市別司町（痕跡）
9:30頃 ＜平野部：集落＞
10月19日 坂井市丸岡町曽々木地係（目撃）
15:30頃 ＜平野部：集落＞
10月19日 池田町水海（目撃）
18:20頃 ＜山麓部：山麓＞
10月19日 おおい町名田庄挙野（目撃）
17:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月19日 敦賀市深山寺（目撃）
20:20頃 ＜山麓部：集落＞
10月19日 永平寺町松岡清水（目撃）
4:30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月19日 おおい町名田庄納田終（捕獲）

地元住民がカキの木に登ろうとする親子のクマ（成１幼
２）を目撃。クマは目撃者に気が付き北東の集落方面へ
逃走。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マは北へ移動していった。

地元住民がイヌの散歩中に、ソバを食べるクマ１頭を目
撃。クマは山へ向かって移動。

地元住民が工場裏のカキの木にクマの痕跡（爪あと、食
べ跡、枝折り）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞、足跡）を発見。

地元住民がイチョウの木でクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に、幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マは川へ向かって移動。

地元住民が自動車運転中にクマの幼獣を目撃。クマは北
西の河川方面へ逃走。

地元住民が民家庭先でクリを食べる幼獣のクマ１頭を発
見。

地元住民が自動車運転中に、水田の中にいるクマの幼獣
を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が川から上ってくるクマの幼獣を目撃。クマの
移動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、
糞、枝折り）を発見。

地元住民が道路上でクマ１頭を目撃。クマの移動方向は
不明。

地元住民が物音に気が付き外を見たところ、カキの木に
登る幼獣のクマ１頭を目撃。クマは目撃者の声に気が付
き逃走。

地元住民が家の中からカキを食べるクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

有害捕獲檻で錯誤捕獲。個体が大きく脱出口から脱出で
きず、集落が近いため捕殺。

地元住民が玄関を出たところで、道路を歩くクマ１頭を
目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマを目撃。クマは
東の山中へ移動。

地元住民がトンネル付近で幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民が家の中からカキの木に登るクマ１頭を目撃。
クマの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に、道路を横断するクマ１頭を
目撃。クマは近くの山林内へ逃走。

地元住民が県道近くでクマ１頭を目撃。クマは南側へ移
動していった。

地元住民が家の中からカキの木に登るクマ１頭を目撃。
目撃者の声に気が付きクマは逃走。

地元住民が自動車運転中に道路を横切る成獣のクマ１頭
を目撃。クマは山へ向かって移動。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民がクルミの木に登るクマ１頭を目撃。クマは河
原に下りていった。

近隣で幼獣のクマの目撃が続いており、近くに保育園が
あるため、捕殺。



8:45頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月18日 大野市朝日地係（目撃）
8:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月18日 大野市菖蒲池地係（痕跡）
9:30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月18日 大野市堂本地係（痕跡）
11:00頃 ＜平野部：農耕地＞
10月18日 鯖江市河和田町（目撃）
19:25頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞

10月18日 越前市平林町、荒谷町（目撃）
12:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月18日 坂井市丸岡町寄永地係（目撃）
17:30頃 ＜平野部：集落＞
10月18日 坂井市坂井町河和田地係（痕跡）
9:00頃 ＜平野部：集落＞
10月18日 おおい町名田庄納田終（目撃）
7:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月18日 坂井市丸岡町油為頭地係（痕跡）
7:00頃 ＜平野部：集落＞
10月18日 坂井市丸岡町下久米田地係（痕跡）
10：00頃 ＜平野部：集落＞
10月18日 永平寺町上浄法寺（目撃）
8:20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月18日 南越前町大良（目撃）
10:30頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月18日 福井市風尾町（痕跡）
7:50頃 ＜山麓部：集落＞
10月18日 福井市寮町（捕獲）

＜山麓部：山麓＞
10月18日 福井市寮町（捕獲）

＜山麓部：山麓＞
10月17日 敦賀市長谷（目撃）
18:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月17日 大野市南六呂師（痕跡）
5:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月17日 大野市東大月（痕跡）
16:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月17日 大野市森政領家（目撃）
16:00頃 ＜平野部：河川敷＞
10月17日 大野市下唯野地係（目撃）（痕跡）
19:50頃 ＜山麓部：集落＞
10月17日 あわら市後山区（痕跡）
9:35頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月17日 南越前町阿久和（目撃）
15:05頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月17日 坂井市丸岡町田屋地係（目撃）
17:15頃 ＜平野部：集落＞
10月17日 坂井市丸岡町油為頭地係（目撃）
5:50頃 ＜平野部：集落＞
10月17日 鯖江市河和田町（目撃）
3:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月17日 鯖江市中戸口町（目撃）
17:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月16日 大野市不動堂地係（目撃）
10:30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月16日 大野市富嶋地係（痕跡）
7:00頃 ＜平野部：集落＞
10月16日 大野市松丸地係（痕跡）

地元住民が幼獣のクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が農作業中にカキの木に登りカキを食べる成獣
のクマを目撃。クマの移動方向は不明。

学校関係者がクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が自動車運転中にクマらしき動物を目撃。クマ
は南の山へ移動していった。

地元住民が里山の近くでカキを食べる親子のクマを目
撃。クマは東の山へ移動していった。

新聞配達員が新聞配達中に、クマの幼獣と遭遇。左ひざ
をかまれズボンが破れる。新聞配達員にケガはなし。

地元住民が物音に気が付き家の中から外を確認したとこ
ろ、カキの木に登りカキを食べるクマを目撃。

幼獣のクマを捕獲。２０日奥山へ放獣。

地元住民が散歩中に親子のクマを目撃。クマの移動方向
は不明。付近にカキとクリの木。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、枝折り）を発見。

地元住民が山を登るクマを目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民が集落内でクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民が里山の近くでカキの木にクマの痕跡（爪あ
と）を発見。

イノシシ捕獲檻で錯誤捕獲。クマは天井脱出口より脱
出。

地元住民が玄関を出たところで、庭のカキの木に登るク
マを目撃。クマは目撃者に気が付き逃走。

有害捕獲檻で錯誤捕獲。個体が大きく脱出口から脱出で
きず、集落が近いため捕殺。

地元住民が物音に気が付き外を確認したところ、カキの
木に登る成獣のクマを目撃。クマは目撃者に気が付き東
の山へ逃走。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、
糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に、国道上でクマの幼獣１頭を
目撃。クマは山へ入っていった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡、枝
折り）を発見。

地元住民がイヌの散歩中に、クルミの木に登るクマを目
撃。クマは近くの河原へ移動していった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、糞、枝折
り）を発見。

地元住民が山へ入っていくクマを目撃。近くのクリの木
にはクマの痕跡（爪あと、枝折り）。

地元住民が停車した車の中から、親子のクマを目撃。ク
マは日野山へ移動していった。

地元住民がカキの木に登るクマの幼獣を目撃。クマは目
撃者の声に気が付き、西の方向へ逃げていった。

地元住民がクマの痕跡（糞、足跡）を発見。

地元住民がクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。付
近のクリの木にクマの痕跡（食べ跡、爪あと）。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、糞、枝折
り、踏み倒し）を発見。

成獣のクマを捕獲。同日奥山へ放獣。



11:30頃 ＜山麓部：集落＞
10月16日 あわら市波松地区（痕跡）
17:30頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月16日 越前市国兼町（痕跡）

＜山麓部：集落＞
10月16日 坂井市丸岡町赤坂地係（目撃）
20:30頃 ＜平野部：集落＞
10月16日 坂井市丸岡町赤坂地係（目撃）
18:30頃 ＜平野部：集落＞
10月16日 南越前町二ツ屋（痕跡）
10:00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月16日 福井市重立町（目撃）
19:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月16日 大野市不動堂地係（目撃）
3：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月16日 大野市富嶋地係（痕跡）
7：00頃 ＜平野部：集落＞
10月16日 大野市松丸（痕跡）
11：30頃 ＜平野部：集落＞
10月16日 若狭町三方（目撃）

＜山麓部：山麓＞
10月15日 小浜市須縄（目撃）
15:25頃 ＜山麓部：河川内＞
10月15日 坂井市丸岡町川上地係（目撃）
16:30頃 ＜平野部：集落＞
10月15日 坂井市丸岡町赤坂地係（痕跡）
4:00頃 ＜平野部：集落＞
10月15日 坂井市丸岡町赤坂地係（痕跡）

＜平野部：集落＞
10月15日 鯖江市上戸口町（痕跡）
13:40頃 ＜山麓部：集落＞
10月15日 大野市川嶋地係（目撃）
20：45頃 ＜平野部：河川敷＞
10月15日 永平寺町松岡小畑（目撃）
17：50頃 ＜山麓部：山麓＞
10月15日 敦賀市鳩原（痕跡）
14：30頃 ＜山麓部：集落＞
10月15日 南越前町宇津尾（捕獲）
9：30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月15日 永平寺町吉波（捕獲）
8：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月15日 福井市小路町（目撃）
6：20頃 ＜平野部：集落＞
10月15日 福井市西大味町（目撃）
8：10頃 ＜山地部：山林内＞
10月15日 福井市国山町（目撃）
13：00頃 ＜山地部：山林内＞
10月15日 福井市寮町（目撃）
15：30頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月15日 大野市吉地係（痕跡）
8:10頃 ＜平野部：集落＞
10月15日 大野市萩ケ野（痕跡）
13:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月15日 大野市御給地係（痕跡）
15:20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月15日 大野市川嶋地係（目撃）（痕跡）
9:30頃 ＜平野部：河川敷＞
10月15日 おおい町父子（捕獲）
8:00頃 ＜山麓部：山麓＞

地元住民が山際でクマを目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、
糞）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、
糞）を発見。

地元住民が河川敷で、クマを目撃。クマの移動方向は不
明。また、近くのカキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あ
と、食べ跡）を発見。

地元住民が山林内で幼獣のクマ２頭を目撃。クマは林道
を横断し、山へ入っていった。

地元住民がナシを食べる親子のクマを目撃。クマは東の
山へ向かって移動していった。

地元住民が河川敷でクマを目撃。近くのカキの木にはク
マの痕跡（爪あと、食べ跡、足跡、枝折り）。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマを目撃。クマは
南側の山へ入っていった。

市職員がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民が家の中から幼獣のクマ２頭を目撃。クマは上
流へ向かって移動。

地元住民がカキを食べる親子のクマを目撃。クマは南の
山へ移動していった。

地元住民が里山近くのカキの木にクマの痕跡（枝折り）
を発見。

地元住民が里山近くのカキの木にクマの痕跡（枝折り）
を発見。

地元住民がクリの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、糞）を発見。

成獣のクマ１頭を捕獲。９月下旬より目撃が続いてお
り、集落付近の農耕地であるため捕殺。

地元住民が自動車運転中に親子のクマを目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚、糞）を発
見。

有害捕獲檻で錯誤捕獲。脱出口から脱出せず、集落が近
いため捕殺。

地元住民がクマの痕跡（糞、足跡）を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民がカキ、クリの木にクマの痕跡（食べ跡、糞、
足跡、枝折り）を発見。

地元住民が自動車運転中に親子のクマを目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民が成獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマを目撃。クマは
道路を横断し山へ移動していった。

地元住民が民家裏を歩く親子のクマを目撃。

新聞配達員が新聞配達中に、クマ１頭を目撃。

成獣のクマ１頭を捕獲。頻繁に出没が目撃されており、
観光地が近いため捕殺。

地元住民がクマの痕跡（糞）を発見。

地元住民がクルミの木にクマの痕跡（食べ跡、枝折り）
を発見。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、糞、枝折
り、踏み倒し）を発見。



10月15日 おおい町父子（目撃）
9:00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月15日 おおい町父子（目撃）
14:30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月14日 坂井市丸岡町末政地係（痕跡）
8:00頃 ＜平野部：集落＞
10月14日 鯖江市落井町（痕跡）
11:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月14日 若狭町藤井（痕跡）
8：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月14日 永平寺町北島（目撃）
20：35頃 ＜平野部：河川敷＞
10月14日 あわら市後山（目撃）
10：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月14日 大野市友兼地係（痕跡）
7：45頃 ＜平野部：集落＞
10月14日 大野市下麻生嶋地係（目撃）
8：45頃 ＜平野部：集落＞
10月14日 大野市上舌地係（痕跡）
10：40頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月14日 大野市下山地係（目撃）
10：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月14日 坂井市丸岡町上竹田地係（目撃）
18：20頃 ＜山麓部：集落＞
10月14日 敦賀市小河（捕獲）
9：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月14日 敦賀市井川（目撃）
6：10頃 ＜平野部：集落＞
10月14日 敦賀市高野（痕跡）
11：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月14日 永平寺町東古市（目撃）
6：20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月14日 おおい町岡田（痕跡）
13：30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月13日 大野市萩ケ野（目撃）
10：30頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 大野市下唯野地係（目撃）
9：40頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 大野市橋爪地係（目撃）
6：15頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 福井市下吉山町（痕跡）
8：30頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 福井市林道羽坂東平線（痕跡）
10：30頃 ＜山地部：山林内＞
10月13日 越前市帆山町（痕跡）
16：50頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 おおい町鹿野（痕跡）
13：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月13日 鯖江市別司町（痕跡）
8：50頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 鯖江市河和田町（痕跡）
10：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 坂井市丸岡町野中山王（目撃）
11：00頃 ＜平野部：集落＞
10月13日 福井市栃泉（痕跡）
7：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月13日 福井市東山（目撃）
16：30頃 ＜山地部：山林内＞
10月13日 勝山市野向町聖丸（捕獲）

地元住民が農地のカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ
跡、足跡）を発見。

地元住民が農地を歩く親子のクマを目撃。付近にクリの
木があり。

地元住民が山際のクリの木にクマの痕跡（クマ棚、食べ
跡、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に親子のクマを目撃。クマは山
へ入っていった。

地元住民が山際の畑でクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民がクリ拾い中に、親子のクマを目撃。クマは目
撃者に気が付き、山へ入っていった。

家屋侵入、家屋破壊、人身被害をおこした亜成獣のクマ
１頭を捕殺。

地元住民が山際で幼獣のクマ１頭を目撃。クマは西の山
へ入っていった。

地元住民が山際の集落のカキの木にクマの痕跡（クマ
棚、爪あと）を発見。

地元住民が自動車運転中に、クマを思われる動物を目
撃。クマは東側にあるクリの木へ移動していった。

イノシシ用檻で錯誤捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民が散歩中に、成獣のクマ１頭を目撃。クマは目
撃者に気が付き南東へ逃走。

地元住民がクリの木にクマの痕跡（枝折り）を発見。

地元住民が自宅から親子のクマを目撃。クマは西へ移動
していった。

地元住民がカキ、クリの木にクマの痕跡（足跡）を発
見。

地元住民が集落付近でクリを食べるクマの幼獣を目撃。
クマは南へ逃走。

地元住民がクリを食べるクマ１頭を目撃。

地元住民がドングリの木にクマの痕跡（食べ跡）を発
見。

地元住民がハチの巣にクマの痕跡（爪あと、食べ跡）を
発見。

地元住民がハチの巣にクマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民がクリ、カキの木にクマの痕跡（爪あと、糞）
を発見。

地元住民がクリの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食
べ跡、糞）を発見。

地元住民が山際で親子のクマを目撃。クマは南東の山へ
歩いていった。

地元住民が木にクマの痕跡（爪あと、クマはぎ）を発
見。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マは河川敷を北へ逃走した。

地元住民がクリの木に登りクリを食べる、クマの幼獣を
目撃。クマは山林内へ逃走。

地元住民が庭のカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発
見。前夜、イヌが吠えていた。

地元住民が水路でクマの幼獣を目撃。クマは目撃者に気
が付き水路を逃げていった。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと、食べ跡）を
発見。

地元住民が倉庫裏でクルミを食べる成獣のクマ１頭を目
撃。付近のクルミ、クリ、カキの木にクマの痕跡（食べ
跡、糞、足跡）を発見。



9：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月13日 池田町柿ケ原（捕獲）
9：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月13日 小浜市上田（目撃）
10:40頃 ＜山麓部：山麓＞
10月13日 小浜市須縄（捕獲）
11:15頃 ＜山麓部：集落＞
10月12日 小浜市須縄（目撃）
8:30頃 ＜山地部：山林内＞
10月12日 勝山市野向町聖丸（目撃）

7：30頃 ＜山麓部：山麓＞

人身被害

10月12日 坂井市丸岡町大森地係（目撃）
18：05頃 ＜平野部：集落＞
10月12日 大野市新庄地籍（捕獲）
14：30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月12日 大野市茜町（目撃）
10：20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月12日 高浜町神野（目撃）
19：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月12日 大野市森政領家地係（痕跡）
17：40頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月12日 永平寺町上浄法寺（捕獲）
9：20頃 ＜山麓部：山麓＞
10月12日 福井市東平町（目撃）
14：00頃 ＜山地部：山林内＞
10月12日 福井市風尾町（痕跡）
8：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月11日 大野市土打地係（痕跡）
9：35頃 ＜平野部：河川敷＞
10月11日 福井市高尾町（痕跡）
17：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月11日 若狭町熊川（目撃）
11：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月11日 敦賀市明神町（目撃）
21：15頃 ＜その他：発電所周辺＞
10月11日 大野市七板地係（目撃）
17：25頃 ＜平野部：農耕地＞
10月11日 大野市花房・萩ケ野地係（痕跡）
16：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月11日 大野市新塚原地係（痕跡）
12：30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月11日 大野市蕨生地係（痕跡）
11：20頃 ＜山麓部：集落＞
10月11日 大野市飯降地係（痕跡）
11：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月11日 大野市松丸地係（目撃）
9：40頃 ＜平野部：集落＞
10月10日 永平寺町上浄法寺（痕跡）
7：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月10日 若狭町天徳寺（目撃）
14：20頃 ＜山麓部：集落＞
10月9日 おおい町鹿野（捕獲）
22：30頃 ＜山麓部：集落＞
10月9日 鯖江市尾花町（目撃）
8：40頃 ＜山麓部：集落＞
10月9日 永平寺町藤巻（目撃）
6：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月9日 鯖江市尾花町（捕獲）

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマは南西へ向かっ
て移動。

地元住民が親子のクマを目撃。クマは西の川へ向かって
移動。

地元住民が発電所周辺で、幼獣のクマ２頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

地元住民が洗車中に、クマ１頭を目撃。クマは川へ向
かって歩いていった。

捕獲檻で成獣のクマ１頭を捕獲。集落が近く人身被害の
おそれがあるため捕殺。

地元住民が車を運転中、道路を横断している成獣のクマ
１頭を目撃。クマは東の方向へ走っていった。

地元住民が民家近くで、カキの木に登ってカキを食べて
いる体長７０ｃｍのクマ１頭を目撃。クマは山の方に向
かって逃げていった。

地元住民が川沿いの農耕地で幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マは川へ移動していった。

地元住民が山沿いの畑でのクリとカキの木に、クマの痕
跡（クマ棚、爪あと、食べ跡）を発見。

地元住民が、クマの痕跡（糞）を発見。

地元住民が玄関を開けた際に、数メートル先を歩く幼獣
のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

檻で成獣のクマ１頭を捕獲。小学校が近いため、捕殺。

地元住民が山沿いのカキとイチジクの木に、クマの痕跡
（クマ棚、爪あと）を発見。

地元住民が山沿いのカキの木に、クマの痕跡（クマ棚）
を発見。

体長130ｃｍのクマ１頭を捕獲。周辺で目撃、痕跡が多
く民家も近いため捕殺。

地元住民が林道の草刈中に、どんぐりの木に登っている
成獣のクマ１頭を目撃。クマは北西の山へ入っていっ
た。学校関係者が学校敷地内でクマの痕跡（足跡）を発見。

地元住民が川沿いの畑のクリの木に、クマの痕跡（クマ
棚、爪あと、糞、足跡）を発見。

地元住民が山際の農耕地のカキの木で、クマの痕跡（食
べ跡、足跡）を発見。

地元住民が散歩中、クリ・カキの木にクマの痕跡（食べ
跡、糞）を発見。

地元住民が幼獣のクマ１頭を目撃。クマは南の山へ移動
していった。

地元住民が店舗内から幼獣のクマ１頭を目撃。クマは山
へ移動していった。

家屋侵入、家屋破壊、人身被害をおこした亜成獣のクマ
１頭を捕殺。

地元住民が、山沿いの畑でカキの木に登るクマを目撃。
周辺は畑が広がり人身被害のおそれがあるため捕殺。

地元住民が犬の散歩中に、山沿いのカキの木のそばで親
子のクマを目撃。クマは東側の山へ入っていった。

地元住民が神社近くの道路を歩いている成獣のクマ１頭
を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（クマ棚）を発見。

パトロール中の市職員、捕獲隊が、民家近くの藪に隠れ
たクマ１頭を発見。市街地であるため捕殺。

医療法人職員が施設の玄関先で、両手首、左胸部、顔面
を引っかかれ負傷。救急車で病院に搬送された。クマは
施設内に侵入。

集落近くでクマを発見し、捕殺。



19：50頃 ＜山麓部：集落＞
10月9日 鯖江市尾花町（目撃）
15：50頃 ＜山麓部：集落＞
10月9日 鯖江市上戸口町（痕跡）
9：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月9日 大野市中野地係（目撃）
21：15頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月9日 おおい町父子（捕獲）
6：35頃 ＜山麓部：集落＞
10月8日 南越前町大谷（目撃）
19：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月8日 大野市井ノ口地係（痕跡）
16：00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月8日 大野市上五条方地係（痕跡）
9：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月8日 大野市松丸地係（痕跡）
9：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月8日 大野市下唯野地係（痕跡）
8：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月8日 若狭町新道（目撃）
20：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月8日 おおい町石山（その他）
7：30頃 ＜山麓部：集落＞
10月8日 あわら市山村地係（痕跡）
1：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月8日 南越前町今庄（荒目）（目撃）
5：50頃 ＜平野部：集落＞
10月7日 大野市下丁地係（目撃）
20：45頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月7日 勝山市村岡町寺尾（捕獲）
8：30頃 ＜山地部：山林部＞
10月7日 福井市小路町（目撃）
5：30頃 ＜平野部：集落＞
10月7日 福井市風尾町（痕跡）
7：50頃 ＜山麓部：集落＞
10月7日 敦賀市元比田（捕獲）
8：20頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月6日 池田町稲荷（目撃）
21：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月6日 おおい町鹿野（目撃）
9:00 ＜平野部：集落＞
10月6日 勝山市村岡町寺尾（捕獲）
10：30頃 ＜山地部：山林内＞
10月6日 勝山市遅羽町下荒井（捕獲）
10：30頃 ＜山麓部：集落＞
10月6日 大野市貝皿地係（目撃）
17：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月6日 勝山市村岡町黒原（捕獲）
9：00頃 ＜山地部：山林内＞
10月6日 永平寺町上浄法寺（痕跡）
16：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月6日 大野市森目地係（痕跡）
8：50頃 ＜平野部：農耕地＞
10月6日 福井市東大味（目撃）
5：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月6日 福井市大宮町（目撃）
12：50頃 ＜山麓部：農耕地＞

10月5日 永平寺町けやき台（痕跡）

地元住民が民家近くで、クリの木付近を徘徊している成
獣のクマ１頭を目撃。クマは近くの山林内に消えた。

地元住民が自宅の窓から、クリの木に登っている成獣の
クマ１頭を目撃。クマは自宅裏の山へ逃げていった。

地元住民が山際の自宅前で亜成獣のクマ１頭を目撃。ク
マは目撃者に気が付き西の山へ逃げていった。

学校関係者が学校のグラウンドで幼獣のクマの痕跡（足
跡）を発見。発見現場付近にクリの木。

体長約１４０ｃｍのクマ１頭を捕獲。山際の集落付近で
あり、人身被害のおそれがあるため捕殺。

地元住民がウォーキング中に、河川敷で成獣のクマ１頭
を目撃。クマは目撃者に気が付き東側の山へ逃走。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

消防職員がダム近くで、幼獣のクマ１頭を目撃。クマは
西側の山へ移動していった。

地元住民が山麓部のクリの木にクマの痕跡（クマ棚、食
べ跡）を発見。

地元住民が山際の農耕地のクリの木で、クマの痕跡（ク
マ棚）を発見

地元住民が山際の農耕地のクリの木で、クマの痕跡（ク
マ棚、足跡）を発見。

地元住民が自動車運転中に、クマ２頭を目撃。クマは北
の山へ移動。

地元住民がクマの鳴き声を聞いた。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民が山沿いの自宅近くで、カキの木に登りカキを
食べる成獣のクマを目撃。クマは北側の山へ移動した。

地元住民が河川近くの農耕地のカキの木にクマの痕跡
（クマ棚、爪あと、食べ跡、糞、足跡）を発見。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

地元住民が山沿いの自宅近くで、クリの木に登ったり山
際を移動したりしているクマを目撃。クマは北東の山へ
移動していった。

成獣のクマ１頭を捕獲。周囲で複数回目撃されており、
また、住宅地が近いため捕殺。

地元住民が、カキの木にクマの痕跡（食べ跡、足跡）を
発見。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

捕獲檻で成獣のクマ１頭を捕獲。集落が近く人身被害の
おそれがあるため捕殺。

地元住民が山沿いのクリの木に、クマの痕跡（爪あと、
糞、枝折り）を発見。

地元住民が、道路を横断する幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マは目撃者に気が付き南側の山中へ逃走。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マは南の農地へ移動していった。

成獣のクマ１頭を有害駆除檻で錯誤捕獲。檻の巡回者
（地元農家）が猟友会捕獲隊を呼びに行っている間に、
天井脱出口より脱出。

地元住民が平野部の農地のカキの木で、クマの痕跡（ク
マ棚、枝折り）を発見。

地元住民が河川敷のクリの木で、クマの痕跡（クマ棚、
糞）を発見。

地元住民が山際の自宅内から、クリの木に登る成獣のク
マ１頭を目撃。クマは山へ逃走。



7:05頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
10月5日 大野市森政領家地係（痕跡）
8：30頃 ＜平野部：河川敷＞
10月5日 おおい町名田庄小倉（目撃）
18：25頃 ＜山麓部：集落＞
10月5日 南越前町久喜（目撃）
5：30頃 ＜平野部：農耕地＞
10月5日 勝山市荒土町北宮地（捕獲）
9：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月4日 大野市下五条方（痕跡）
16：50頃 ＜平野部：農耕地＞
10月4日 美浜町佐田（目撃）
16：35頃 ＜山麓部：山麓＞
10月4日 南越前町今庄（目撃）
16：30頃 ＜山麓部：山麓＞
10月4日 若狭町遊子（目撃）
12：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月3日 大野市西山地係（目撃）
7：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月3日 勝山市荒土町松ヶ崎（捕獲）
12：00頃 ＜平野部：集落＞
10月3日 勝山市荒土町細野（捕獲）
9：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月3日 勝山市村岡町寺尾（捕獲）
9：20頃 ＜山地部：山林内＞
10月3日 大野市太田地係（目撃）
6：20頃 ＜平野部：農耕地＞
10月3日 勝山市平泉寺町平泉寺（目撃）
6:45頃 ＜山麓部：集落＞
10月2日 大野市上丁地係（痕跡）
14：30頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月2日 大野市蕨生地係（目撃）
6：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
10月2日 永平寺町下浄法寺（捕獲）
7：00頃 ＜山麓部：山麓＞
10月1日 おおい町名田庄小倉（痕跡）
20：00頃 ＜山麓部：集落＞
10月1日 大野市堂本地係（痕跡）
11：00頃 ＜平野部：農耕地＞
10月1日 勝山市荒土町伊波（目撃）
00:20頃 ＜山麓部：集落＞
10月1日 勝山市荒土町北宮地（目撃）
7:00頃 ＜山麓部：集落＞
10月1日 勝山市荒土町細野境（痕跡）
8:30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月30日 大野市中丁地係（痕跡）
11：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月30日 池田町東俣（目撃）
16：50頃 ＜山麓部：山麓＞
9月30日 敦賀市谷地係（その他）
22：40頃 ＜山麓部：山麓＞
9月30日 福井市計石町（目撃）
7：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月29日 若狭町上野（目撃）
12：50頃 ＜山地部：山林内＞
9月29日 おおい町神崎（痕跡）
14：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月29日 大野市木本領家地係（痕跡）
9：40頃 ＜山麓部：農耕地＞

地元住民が、クリの木に登りクリを食べている成獣のク
マ１頭を目撃。

北陸自動車道上り線で交通事故により死亡した成獣のク
マ１頭を発見。死骸を処理。

イノシシ捕獲檻を確認にいったところ、檻の中にクマ１
頭を確認。クマは脱出口から脱出し、山の中へ逃げて
いった。地元住民が、幼獣のクマ１頭を目撃。クマは山の中へ逃
げていった。

地元住民が、カキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、
クマ剥ぎ、食べ跡）を発見。

地元住民が、カキの木にクマの痕跡（爪あと、糞、足
跡）を発見。

成獣のクマ1頭を捕獲。過去にも同地で目撃されていた
ため捕殺。

地元住民が、クリの木、カキの木にクマの痕跡（糞、足
跡）を発見。

地元住民が、クリの木、カキの木にクマの痕跡（爪あ
と、足跡）を発見。

地元住民が、カキの木にクマの痕跡（クマ棚）を発見。

地元住民が庭のカキの木に登るクマを目撃。

地元住民が北側の山へ向かって歩く成獣のクマ１頭を目
撃。

地元住民がイノシシ檻の近くでクマの痕跡（糞）を発
見。

地元住民が、山麓部の畑のカキの木にクマの痕跡（食べ
跡、糞、枝折り）を発見。

地元住民が自宅の窓から、農業用水路付近を歩く親子の
クマを目撃。クマは山の方へ歩いていった。

地元住民が自動車運転中に、山の斜面にいる幼獣のクマ
１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が電気柵を確認に行ったところ、クマ１頭を目
撃。

地元住民がイヌの散歩中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

地元住民が農作業中に、土手を歩くクマ１頭を目撃。ク
マは川の茂みに入っていった。

親子のクマを捕獲。同日、奥山へ放獣。

地元住民が民家近くでクリを食べる親子のクマを目撃。
住宅地が近いため捕殺。

地元住民が犬の散歩から戻ったところ、山沿いの自宅近
くで、クリの木に登りクリを食べる成獣のクマを目撃。
クマは山へ逃げた。

地元住民が、カキの木にクマの痕跡（クマ棚、食べ跡、
糞）を発見。

地元住民が、畦畔を歩く成獣のクマを目撃。クマは川沿
いを北へ移動していった。

地元住民が、関峠を越える道路上で成獣のクマ１頭を目
撃。クマの移動方向は不明。

地元住民が、町営住宅裏の山沿いの川のクルミの木に登
りクルミを食べる親子のクマを目撃。クマは目撃者に気
が付き、北側の山へ逃走。

地元住民が河川敷のカキの木にクマの痕跡（爪あと、
糞、足跡、枝折り）を発見。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

地元住民がカキの木にクマの痕跡（爪あと）を発見。



9月29日 大野市不道堂地係（痕跡）
10：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月29日 あわら市牛山区（目撃）
18：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月29日 大野市鍬掛地係（目撃）
23：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月29日 池田町松ヶ谷（目撃）
6：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月28日 大野市下黒谷地係（目撃）
8：45頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月28日 高浜町東三松（目撃）
19：00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月28日 あわら市牛山区（目撃）
8：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月28日 福井市南野津又町（目撃）
18：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月28日 南越前町（目撃）
17：00頃 ＜平野部：農耕地＞
9月28日 永平寺町下浄法寺（目撃）
9：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月28日 おおい町名田庄納田終（捕獲）
7：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月27日 鯖江市別司（目撃）
8：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月27日 おおい町名田庄小倉（目撃）（痕跡）
8：45頃 ＜山麓部：集落＞
9月27日 越前町舟場地係（目撃）
18：00頃 ＜平野部：農耕地＞
9月27日 あわら市青ノ木地区（目撃）
9：15頃 ＜山麓部：集落＞
9月27日 大野市七坂地係（捕獲）
8：30頃 ＜平野部：河川敷＞
9月27日 小浜市須縄（目撃）
17：55頃 ＜山麓部：集落＞
9月27日 敦賀市関（目撃）
13：45頃 ＜山地部：山林内＞
9月26日 永平寺町吉波（捕獲）
7：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月26日
13：00頃
9月26日 大野市東大月地係（目撃）
8：30頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月25日 南越前町大良（その他）
21：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月25日 大野市西大月地係（目撃）
11：15頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月25日 大野市小矢戸地係（痕跡）
10：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月25日 大野市下麻生嶋地係（痕跡）
10：00頃 ＜平野部：河川敷＞
9月25日
7：00頃
9月25日 大野市清瀧地係（目撃）
12：00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月24日 大野市七板地係（痕跡）
15：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月24日 大野市深井地係（痕跡）
10：50頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月24日 大野市南六呂師地籍（痕跡）

地元住民がクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食べ跡）を発
見。

役場・県職員が、県青少年自然の家・自然観察の森周辺
でクマの痕跡（クマ棚）を発見。

地元住民がクマの痕跡（枝折り）を発見。

警察がクマの痕跡（足跡）を発見。

勝山市鹿谷町北西俣（捕獲） イノシシ用に設置した檻でクマ１頭を錯誤捕獲。穴が小
さく逃げられないため周辺で捕殺。

地元住民が犬の散歩中に、クマ１頭を目撃。クマは山の
中に向かって歩いて行った。

地元住民が、富田発電所近くでクマの痕跡（爪あと、枝
折り）を発見。

勝山市荒土町別所（捕獲） 河川敷で成獣のクマ１頭を発見。近くに民家があり危険
なため捕殺。

成獣のクマ１頭を捕獲。観光地付近であるため捕殺。

地元住民が家から外を見ていたところ、畑を歩いている
クマ１頭を目撃。クマは山中へ逃げ込んだと思われる。

国道８号線で交通事故によって死亡した成獣のクマ１頭
を発見。死骸を処理。

地元住民が農地を歩いているクマ１頭を目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民が、亜成獣のクマ１頭を目撃。クマは道路を横
断し山林内へ逃げていった。同地でクマの痕跡（クマ
棚、爪あと、食べ跡、糞、足跡）も発見された。地元住民が、自動車運転中にクマ１頭を目撃。クマの移
動方向は不明。

地元住民が、県道上で成獣のクマ１頭を目撃。クマは県
道を横断し東へ移動していった。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。

地元住民がイヌの鳴き声で戸外へ出たところ、幼獣のク
マ１頭を目撃。クマは川下から川上へ走り去った。

ＪＲ職員が関峠付近で、電車内から幼獣のクマ２頭を目
撃。

地元住民が自動車運転中に、幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民が、カキの木にクマの痕跡（クマ棚、爪あと、
食べ跡、足跡）を発見。

地元住民が、自宅作業小屋裏の物音を確認しに行ったこ
ところ、クマと思われる動物が森へ逃げていった。

地元住民が自宅の窓から、山へ向かって歩いていく成獣
のクマ１頭を目撃。

地元住民が自宅内の窓から、成獣を思われるクマ１頭を
目撃。栗の木に登り、栗を食べていた。

地元住民が車を運転中に、墓地の周囲を徘徊している成
獣のクマ１頭を目撃。クマの移動方向は不明。

南条中学校の生徒が帰宅中に、幼獣のクマ１頭を目撃。
クマは北の方向へ移動し日野山中へ入って行った。

地元住民が、車を運転中に成獣のクマ１頭を目撃。クマ
は北の方向へ移動し山へ入って行った。

成獣のクマ１頭を錯誤捕獲。観光施設が近く人身被害の
おそれがあるため捕殺。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マの移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に、幼獣のクマ１頭を目撃。ク
マは山へ逃げていった。

地元住民が、１ｍ程度のクマ１頭を目撃。クマは南の方
角へ移動していった。



10：40頃 ＜山地部：山林内＞
9月24日 大野市鍬掛地係（痕跡）
9：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月24日 永平寺町吉波（痕跡）
9：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月24日 福井市朝谷町（痕跡）
6：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月24日 小浜市忠野（目撃）
18：30頃 ＜山地部：山林内＞
9月24日 若狭町県道常神三方線（目撃）
7：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月24日 南越前町宇津尾（目撃）
8：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月24日 福井市朝谷町（痕跡）
6：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月23日 勝山市野向町深谷（目撃）
8：20頃 ＜山地部：河川内＞
9月23日 福井市寮町（目撃）
22：30頃 ＜山地部：山林内＞
9月22日 大野市下麻生嶋（捕獲）
8:45頃 ＜平野部：河川敷＞
9月22日 大野市大門地係（痕跡）
8：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月22日 敦賀市小河口（痕跡）
11：00頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月22日 大野市新河原地籍（痕跡）
14：00頃 ＜平野部：集落＞
9月22日 大野市下丁地籍（痕跡）
9：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月22日 勝山市荒土町堀名中清水（目撃）
10：50頃 ＜山地部：山林部＞
9月22日 福井市仁位町（目撃）
7：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月22日 勝山市野向町薬師神谷（目撃）
5：30頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月21日
7：20頃
9月21日 若狭町北前川（捕獲）
8：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月21日 若狭町神子（目撃）
6：30頃 ＜山麓部：山麓＞

9月20日 越前町下山中（目撃）
18：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月20日 勝山市野向町深谷（目撃）
21：35頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月20日 大野市上舌地係（痕跡）
17：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月20日 美浜町佐野（目撃）
7：00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月19日 坂井市丸岡町女形谷（目撃）
20：50頃 ＜山麓部：集落＞
9月19日 越前町下山中（目撃）
13：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月19日 大野市下唯野地係（目撃）
10：50頃 ＜平野部：河川敷＞
9月19日 大野市阿難祖地頭方地係（痕跡）
9：15頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月18日 大野市萩ヶ野地係（痕跡） クマの痕跡（爪あと、足跡）を発見。

クマの痕跡（クマ棚）を発見。

サル捕獲用檻にクマ１頭が錯誤捕獲。クマは、針金止め
の脱出口をこじ開け脱出した。クマの移動方向は不明。

車の中で帰宅準備中に、四足歩行中のクマ１頭を目撃。
クマは走り去った。

地元住民が車を運転中、クマ１頭を目撃。クマは山奥へ
行った。

地元住民が自宅前で、河川から堤防へ上がって来たクマ
１頭を目撃。クマは河川へ戻って行った。

クマの痕跡（枝折り）を発見。

勝山市村岡町寺尾（捕獲） 成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

体長約７０センチのクマを捕獲。観光地周辺であり、頻
繁に目撃されていたため捕殺。

県道常神三方線沿いを地元住民が運転中、子グマ１頭が
県道沿いを歩いていた。（親クマが近くにいたかは不
明）クマの移動方向は不明。

地元住民が車を運転中、道の横にいるクマ１頭を目撃。
クマは、山の中へ向かった。

田んぼの土手を歩いている成獣のクマ１頭を目撃。クマ
は川上に走って行った。

地元住民がクマの痕跡（爪あと、食べ跡、糞、枝折り）
を発見。

地元住民がクマの痕跡（爪あと）を発見。

地元住民がクマの痕跡（爪あと、糞）を発見。

イノシシ檻の中にいる成獣のクマ１頭を目撃。クマは、
脱出口から出て山の中へ逃げた。

イノシシ用の箱わなにクマ１頭錯誤捕獲。クマは脱出口
から脱出した。

滝波川左岸の田んぼ付近を地元住民が車を運転中、田ん
ぼを歩いている成獣のクマ１頭を目撃。クマは山に向
かって走って行った。

地元住民がバス乗車中に、成獣のクマ１頭を目撃。クマ
の移動方向は不明。

地元住民が自動車運転中に、成獣のクマ１頭を目撃。ク
マは南の山へ逃げていった。

地元住民がクマの痕跡（爪あと、食べ跡、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマを目撃。クマは
河川から出て山へ入っていった。

地元住民が自動車運転中に、親子のクマを目撃。クマは
南の山へ入っていった。

地元住民がクマの痕跡（クマ棚）を発見。

役場・県職員が、県青少年自然の家・自然観察の森周辺
でクマの痕跡（クマ棚）を発見。

地元住民が自宅裏でクマの痕跡（クマ棚、爪あと、食べ
跡）を発見。

地元住民がクマの痕跡（クマ棚、食べ跡、糞、足跡）を
発見。

地元住民がクマの痕跡（爪あと、食べ跡、糞）を発見。

地元住民が自動車運転中に、亜成獣のクマ１頭を目撃。
クマは東へ移動していった。

成獣のクマ１頭を捕獲。同日奥山へ放獣。



10：20頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月18日 大野市小矢戸地係（痕跡）
10：25頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月17日
7：00頃
9月17日 大野市蕨生地籍（痕跡）
8：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月17日 福井市獺ヶ口町（痕跡）
0：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月16日 越前町内郡（目撃）
20：20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月16日 永平寺町上浄法寺（目撃）
5：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月16日 大野市大月地籍（捕獲）
9：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月16日 美浜町新庄（目撃）
13：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月15日 敦賀市元比田（痕跡）
10：15頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月15日 敦賀市色（痕跡）
11：15頃 ＜山麓部：集落＞
9月15日 鯖江市吉谷町（目撃）
6：20頃 ＜山麓部：集落＞
9月14日 越前町六呂師地係（目撃）
16：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月14日 池田町稲荷（目撃）
6：00頃 ＜山麓部：集落＞
9月13日 美浜町菅浜（目撃）
16：20頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月12日 おおい町久保（目撃）
14：40頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月11日 大野市大月地籍（痕跡）
9：40頃 ＜山麓部：集落＞
9月11日 あわら市中川（目撃）
17：30頃 ＜山麓部：山麓＞
9月11日 勝山市平泉寺町笹尾（目撃）
7：40頃 ＜山麓部：集落＞
9月10日 美浜町新庄（痕跡）
8：30頃 ＜山麓部：集落＞
9月9日 永平寺町竹原（目撃）
19：20頃 ＜山麓部：農耕地＞
9月6日 小浜市門前、醒ケ井橋（目撃）
17：30頃 ＜山麓部：河川内＞
9月5日 小浜市加尾（目撃）
11：00頃 ＜山地部：山林内＞
9月4日 永平寺町下浄法寺（痕跡）
9：00頃 ＜山麓部：山麓＞
9月9日 大野市下麻生島地籍（痕跡）
10：30頃 ＜平野部：河川敷＞
9月9日 美浜町興道寺（目撃）
8：30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月9日 美浜町丹生（目撃）
13：30頃 ＜平野部：集落＞
9月7日 南越前町阿久和（目撃）
17：00頃 ＜平野部：集落＞
9月7日 大野市萩ヶ野地籍（捕獲）
8：30頃 ＜山麓部：河川内＞
9月6日 勝山市片瀬（目撃）
10：20頃 ＜山麓部：農耕地＞

地元住民が、親子のクマを目撃。クマは川を渡り山へ
入っていった。

地元住民が、幼獣のクマ１頭を目撃。クマは海側のがけ
へ移動していった。

地元住民が、クマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民が、クマの痕跡（食べ跡、足跡）を発見。

地元住民が作業中に、成獣のクマ１頭を目撃。クマの移
動方向等は不明。

地元住民が、子グマ１頭を目撃。クマの移動方向等は不
明。

地元住民が、体長約７０ｃｍのクマ１頭を目撃。クマは
南の山へ入っていった。

メスのクマ１頭を捕獲し、奥山へ放獣。

地元住民が、１ｍ程度のクマ１頭を目撃。クマは山の中
へ入っていった。移動方向は不明。

地元住民が、成獣のクマ１頭を目撃。クマは山の奥へ
入っていった。

地元住民が、カキの木に登っているクマ１頭を目撃。ク
マは木から落ちて、山へ逃げていった。

森林組合職員が、クルミの木に登っているクマ１頭を目
撃。クマは山の中へ入っていった。

地元住民が農作業中に、成獣のクマ１頭を目撃。クマは
山へ入っていった。

地元住民が、クマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民が、クマ２頭を目撃。クマは山へ入っていっ
た。

地元住民が、ジョキング中に道路上でクマ１頭を目撃。
クマの移動方向は不明。

地元住民が、自動車を運転中に、親子のクマを目撃。ク
マは西の方角へ移動していった。

地元住民が、自動車を運転中に、亜成獣のクマ1頭を目
撃。クマは道路を横切り山林内へ入っていった。

地元住民が、クマの痕跡（爪あと、食べ跡、枝折り）を
発見。

道路を横断しているクマ１頭を目撃。クマは北東の山へ
入っていった。保育園の方向へ向かった。

地元住民が、カキを食べる幼獣のクマ１頭を目撃。クマ
は山の中へ入っていった。

捕獲檻でクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

地元住民が、親子のクマを目撃。クマの移動方向は不
明。

地元住民が、クマの痕跡（爪あと、食べ跡、糞）を発
見。

地元住民が、クマの痕跡（食べ跡、足跡、枝折り）を発
見。

クマの痕跡（爪あと、足跡）を発見。

クマの痕跡（枝折り）を発見。

大野市下麻生嶋地籍（捕獲） 成獣のクマ１頭を捕獲。同日、奥山へ放獣。

クマの痕跡（クマ棚、爪あと）を発見。

地元住民の庭から音が聞こえ、朝確認したところ、クマ
の痕跡（爪あと、食べ跡）を発見。



9月4日 大野市萩ヶ野地籍（目撃）
6：30頃 ＜山麓部：河川内＞

美浜町新庄（痕跡）
＜山麓部：集落＞

9月2日 大野市清瀧（目撃）（痕跡）
23：30頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞
9月2日 大野市松丸地籍（目撃）
18：10頃 ＜山麓部：集落＞

地元住民が自動車を運転中に、子グマとみられるクマ１
頭を目撃。クマの移動方向は不明。

9月2日 地元住民が、クマの痕跡（食べ跡）を発見。

地元住民が、クルミを食べている親子と思われるクマを
目撃。クマの移動方向等は不明。

地元住民が、クルミを食べているクマ１頭を目撃。クマ
は目撃者に気が付き西の山は入っていった。


