
日　時 場　　所 通報内容

1月21日 越前町道口地係（遭遇）

17：00頃 ＜山麓部：山麓＞

1月4日 福井市浜北山（痕跡）

14：30頃 ＜山地部：山林内＞

12月6日 坂井市丸岡町（遭遇）

16：35頃 ＜平野部：集落、農村部＞

11月30日 勝山市平泉寺町（遭遇）

17：00頃 ＜山麓部：山麓＞

11月27日 勝山市野向町聖丸（遭遇）

10：30頃 ＜山麓部：集落＞

11月23日 永平寺町寺本（遭遇）

16：20頃 ＜山麓部：農耕地＞

11月22日 敦賀市白木（遭遇）

00：50頃 ＜山麓部：山麓＞

11月17日 敦賀市白木（遭遇）

22：00頃 ＜山麓部：山麓＞

11月13日 若狭町神子（遭遇）

12：00頃 ＜山麓部：集落＞

10月29日 あわら市山室（遭遇）

15：00頃 ＜山麓部：山麓＞

10月27日 高浜町六路谷（遭遇）

23：00頃 ＜山麓部：山麓＞

10月25日 高浜町鎌倉（遭遇）

7：00頃 ＜山麓部：山麓＞

10月17日 永平寺町光明寺（遭遇）

13：50頃 ＜平野部：集落＞

10月14日 高浜町中山（遭遇）

8：30頃 ＜山麓部：山麓＞

10月13日 越前町厨（遭遇）

2：00頃 ＜山地部：山林内＞

10月12日 福井市大丹生町（遭遇）

7：30頃 ＜山麓部：集落＞

10月12日 福井市大丹生町（遭遇）

7：10頃 ＜山麓部：農耕地＞

地元住民が歩くクマ1頭を目撃。クマは南下していった。

地元警察が車を運転中、クマ1頭を目撃。クマは南進して
いった。

地元住民がクマの成獣1頭を目撃。クマは気付かずそのま
ま山側に去って行った。

地元住民が車で通勤中、クマの成獣1頭を目撃。

地元住民が散歩中、横になっていたクマの亜成獣1頭を目
撃。クマは目撃位置からそのまま動かなかった。

地元住民が山側へ移動中のクマの成獣1頭を目撃。

地元住民が車を運転中、クマの亜成獣１頭を目撃。クマは
西方向へ歩いていった。

地元住民が山側へ移動中のクマ1頭を目撃。

地元住民が山の周辺を歩いていたクマの幼獣1頭を目撃。
クマは北東の山の奥のほうに行った。

地元住民が国道に座っていたクマの幼獣1頭を目撃。クラ
クションを鳴らし山側へ追い払った。

観光客がクマの幼獣1頭を目撃。クマは山の方へ入って
いった。

地元住民が歩いていたクマの成獣1頭を目撃。クマは山へ
帰っていった。

地元住民が車で通勤中、道路に座っていたクマの成獣1頭
を目撃。クマは片倉線を上がっていった。

　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１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。

地元猟友会員が、クマ2頭の足跡を発見。

地元住民が車を運転中、道路を横切ったクマの成獣1頭を
目撃。

地元住民が散歩中、山から下りてきたクマの幼獣2頭を目
撃。

地元住民が歩いていたクマの成獣1頭を目撃。クマは山へ
帰っていった。



10月7日 若狭町末野（遭遇）

13:45頃 ＜山麓部：集落＞

10月6日 大野市森目（痕跡）

9：00頃 ＜平野部：集落＞

10月3日 勝山市遅羽町（遭遇）

12：00頃 ＜山麓部：集落＞

10月3日 あわら市波松（痕跡）

8：30頃 ＜山麓部：農耕地＞

9月30日 福井市椙谷（遭遇）

16：00頃 ＜山麓部：集落＞

9月26日 敦賀市白木（遭遇）

14：00頃 ＜山麓部：集落＞

9月23日 若狭町末野（遭遇）

12：00頃 ＜山麓部：集落＞

9月13日 高浜町神野（遭遇）

16：00頃 ＜山麓部：集落＞

9月13日 高浜町山中（遭遇）

15：45頃 ＜山麓部：山麓＞

9月11日 越前町厨（遭遇）

18：20頃 ＜山地部：山林内＞

9月11日 高浜町山中（遭遇）

18：00頃 ＜山麓部：山麓＞

9月7日 大野市板倉地係（遭遇）

16：40頃 ＜山麓部：集落＞

9月3日 福井市西大味町（遭遇）

10：00頃 ＜山麓部：山麓＞

9月2日 大野市貝皿地係（遭遇）

17：15頃 ＜山麓部：集落＞

8月30日 福井市大畑町（遭遇）

16：00頃 ＜山地部：山林内＞

8月24日 高浜町鎌倉（痕跡）

6：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

8月12日 大野市下唯野（痕跡）

8：50頃 ＜山麓部：集落＞

8月11日 大野市西勝原（遭遇）

7：50頃 ＜山麓部：河川内＞

8月2日 高浜町鎌倉（遭遇）

19：00頃 ＜山麓部：山麓＞

地元警察がクマの足跡と、カキの食べ跡を発見。

地元住民が車を運転中、クマの幼獣1頭を目撃。クマは山
の方へ移動した。

地元住民が自宅の柿の木に登っているクマ１頭を目撃。ク
マは山に逃走したと思われる。

地元住民が柿の木の下にいたクマの幼獣１頭を目撃。
クマ棚・爪あと・糞などの痕跡があった。

もんじゅ関係者が車内からクマの成獣１頭を目撃。クマは
山の方へ歩いていった。

地元住民が車を運転中、山側へ移動するクマ１頭を目撃。
クマは国道沿いの柵をよじ登り、山へ移動していった。

地元住民が車を運転中、クマの成獣１頭を目撃。クマはそ
のまま山へ逃げていった。

地元住民が山側へ移動するクマの成獣１頭を目撃。クマは
そのまま山側へ移動していった。

地元住民が山側へ移動中のクマ１頭を目撃。クマはそのま
ま山側へ移動していった。

地元住民がクマの足跡を発見。

地元住民が車を運転中、クマ１頭を目撃。クマは県道から
西側の山へ登っていった。

地元住民が車を運転中、クマの幼獣１頭を目撃。クマは道
路を横断して林の中に消えた。

地元住民が食べ跡を発見。

地元住民がとうもろこしの食べ跡を発見。

地元住民が車を運転中、川の方から出て国道を渡り、山へ
戻るクマ１頭を目撃。クマはそのまま山へ入っていった。

地元住民が山側へ移動するクマの幼獣１頭を目撃。クマは
山側へ移動していった。

地元住民が車を運転中、県道を西から東へ横断中のクマの
成獣1頭とぶつかりそうになった。クマは対向車線を少し
歩いて、東側の林の中に入っていった。

地元住民がクマ２頭を目撃。

地元住民が山側を移動するクマ1頭を目撃。クマはそのま
ま山側へ移動していった。



7月31日 若狭町末野(遭遇）

20：00頃 ＜山麓部：集落＞

7月27日 小浜市加斗（遭遇）

19：00頃 ＜平野部：集落＞

7月27日 大野市下唯野地係(遭遇）

17：20頃 ＜山麓部：集落＞

7月27日 小浜市下田（遭遇）

5：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

7月24日 高浜町鎌倉（遭遇）

13：30頃 ＜山麓部：農耕地＞

7月24日 高浜町鎌倉（遭遇）

8：00頃 ＜山麓部：山麓＞

7月23日 美浜町菅浜（遭遇）

13：00頃 ＜平野部：集落＞

7月20日 大野市下大納地係（遭遇）

15：35頃 ＜山麓部：山麓＞

7月20日 鯖江市乙坂今北町（遭遇）

12：50頃 ＜山地部：山林内＞

7月18日 福井市吉山町（捕獲）

6：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

7月18日 福井市中手町（捕獲）

6：00頃 ＜山麓部：集落＞

7月13日 高浜町神野（遭遇）

6：20頃 ＜山麓部：山麓＞

7月11日 福井市中手町（遭遇）

1：30頃 ＜山麓部：集落＞

7月11日 大野市下山地係（遭遇）

19：20頃 ＜山麓部：山麓＞

7月11日 勝山市野向町（遭遇）

17：30頃 ＜山麓部：山麓＞

7月9日 高浜町鎌倉（遭遇）

18：00頃 ＜山麓部：山麓＞

7月8日 高浜町山中（遭遇）

17：30頃 ＜山麓部：山麓＞

7月7日 福井市朝谷町（遭遇）

12：50頃 ＜山麓部：山麓＞

7月6日 勝山市北谷町（遭遇）

17：05頃 ＜山麓部：山麓＞

地元住民がクマの成獣１頭を目撃。クマは山側へ移動して
いた。

地元住民が車の運転中、クマの成獣１頭と幼獣２頭を目撃
し、そのうち幼獣1頭をはねる。クマはそのまま山へ引き
返していった。
地元住民がクマの成獣１頭を目撃。

地元住民が車の運転中、線路上にいたクマを１頭目撃。ク
マは崖を登っていった。

地元住民がクマの成獣１頭を目撃。

登山者が林道を運転中、道を横切るクマの成獣1頭と幼獣2
頭を目撃。クマは山の中へ入っていった。

学校職員が車を運転中、クマを２頭目撃。クマは山の中へ
入っていった。

地元住民が市道を運転中、クマの親子を目撃。クマは山林
内へ逃走した。

地元住民が車を運転中、クマの幼獣1頭を目撃。クマは防
護柵の切れ目から山へ向かっていった。

イノシシ用箱わなによる錯誤捕獲。箱わなにはクマ脱出口が設
けられていたが、ふさがれていた。
その後放獣。

15日、鶏舎の飼料小屋に網を破って侵入。飼料（ヌカ・オカ
ラ）を食い荒らし飼料の入ったバケツを持ち去る。（鶏の被害
なし）17日、別の鶏舎の網を破り小屋に侵入。鶏11匹が死ぬ。
18日捕殺。

地元住民がクマの幼獣１頭を目撃。

地元住民がクマの成獣1頭を目撃。クマは山側へ移動して
いた。

地元住民がクマの成獣1頭を目撃。クマは山側へ移動して
いた。

地元住民が、クマの食べ跡・爪跡を発見。

県職員が古墳調査業務中、山林を歩くクマの亜成獣１頭を
目撃。クマは北方向へ移動していった。

地元住民が車の運転中、県道沿いにいるクマ１頭を目撃。
クマは県道から河川に下りていった。

地元住民がクマの成獣１頭を目撃。クマは山側へ移動して
いた。

地元住民がクマの成獣１頭を目撃。クマは山側へ移動して
いた。



7月5日 福井市朝谷町（遭遇）

19：20頃 ＜山麓部：山麓＞

7月5日 大野市後野（遭遇）

18：50頃 ＜山麓部：山麓＞

7月5日 勝山市村岡町（痕跡）

9：40頃 ＜山麓部：山麓＞

7月3日 美浜町丹生（遭遇）

18：00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞

6月28日 南越前町（捕獲）

10：40頃 その他（国道８号線）

6月27日 美浜町佐田（遭遇）

19：00頃 ＜平野部：市街地や新興住宅地＞

6月26日 高浜町高野（遭遇）

15：50頃 ＜山麓部：山麓＞

6月25日 美浜町寄戸（遭遇）

20：30頃 ＜山麓部：山麓＞

6月25日 敦賀市疋田（遭遇）

7：00頃 ＜山麓部：集落＞

6月24日 美浜町竹波（遭遇）

14：40頃 ＜平野部：農耕地＞

6月23日 美浜町佐田（遭遇）

6：30頃 ＜平野部：集落＞

6月22日 美浜町佐田（遭遇）

18：30頃 ＜平野部：集落＞

6月21日 美浜町太田（遭遇）

15：30頃 ＜平野部：集落＞

6月21日 福井市脇三ヶ町（遭遇）

12：40頃 ＜山麓部：山麓＞

6月20日 勝山市村岡町（痕跡）

15：00頃 ＜山麓部：集落＞

6月20日 敦賀市樫曲(遭遇）

14：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

6月20日 美浜町太田（遭遇）

11：00頃 ＜平野部：集落＞

6月17日 敦賀市沓見（遭遇）

17：30頃 ＜山麓部：山麓＞

6月17日 永平寺町山（遭遇）

15：40頃 ＜山麓部：山麓＞

地元住民が運転中、歩道を歩くクマの幼獣1頭を目撃。ク
マは国道の方へ逃げた。

地元住民がクマ1頭を目撃。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。

住民が車の助手席から、道路端を歩くクマの幼獣1頭を目
撃。そのまま車で通過。クマは東側山中へ逃走した。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。

地元住民がクマの幼獣1頭の足跡を発見。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。

地元住民が歩行中、歩くクマの幼獣1頭を目撃。クマは山
のほうへ逃げた。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。

地元住民がクマの成獣１頭と幼獣1頭を目撃。
クマは山側を移動していた。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。

国道８号線路肩で動けなくなっているクマの幼獣を発見。
治療困難なため捕殺。

地元住民が市道を運転中、クマの親子を目撃。山側から現
れ、足羽川左岸に下りた。30分ほど付近をうろつき、姿が
みえなくなる。檻を設置。

地元住民がクマの成獣1頭を目撃。
檻を設置。

大野市職員がランニング中、山から下りてきてダムを横切
り、ダム湖の方へ歩くクマを目撃。クマは再びダム湖から
山へ戻っていった。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。
檻を設置。

地元住民がクマの幼獣1頭を目撃。
檻を設置。

地元住民が犬の散歩中、クマの成獣1頭と幼獣3頭に遭遇。
親熊が住民に向かって歩いてきたので、危険を感じ逃走。
クマは山のほうへ逃げていった。

地元住民がクマ剥ぎを発見。



6月17日 勝山市村中町（痕跡） 住民がクマの糞を発見。

15：25頃 ＜山麓部：山麓＞

6月16日 越前町米ノ（遭遇）

20：00頃 ＜山麓部：山麓＞

6月15日 永平寺町松岡島（遭遇）

7：30頃 ＜山地部：山林内＞

6月13日 勝山市荒土町（痕跡）

8：30頃 ＜山麓部：集落＞

6月9日 若狭町三方（遭遇）

8：30頃 ＜山地部：山林内＞

6月9日 美浜町菅浜（遭遇）

6：30頃 その他

6月6日 鯖江市四方谷(遭遇）

18：00頃 ＜山麓部：山麓＞

6月6日 敦賀市白木（遭遇）

19：20頃 ＜山麓部：山麓＞

6月4日 おおい町川上（遭遇）

16:00頃 ＜平野部：集落＞

6月2日 永平寺町荒谷（遭遇）

19：10頃 ＜山麓部：山麓＞

6月2日 高浜町青（遭遇)

16：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

6月2日 永平寺町諏訪間(遭遇）

13：00頃 ＜山地部：山林内＞

6月2日 大野市蓑道地係（痕跡）

11：30頃 ＜山麓部：山麓＞

6月1日 敦賀市白木（遭遇）

18：10頃 ＜山麓部：山麓＞

5月31日 敦賀市沓（遭遇）

11：10頃 ＜山麓部：集落＞

5月28日 越前町梅浦（遭遇）

14：30頃 ＜山麓部：山麓＞

5月27日 鯖江市上戸口（遭遇）

18：20頃 ＜山麓部：山麓＞

5月27日 福井市寮町（遭遇）

15：30頃 ＜平野部：集落＞

5月25日 越前町六呂師（遭遇）

14：30頃 ＜山麓部：山麓＞

地元住民が草を踏み倒したクマの痕跡を発見。

地域住民が勤務中、職場に戻る車中でクマの成獣1頭を目
撃。山麓部へ向かっていった。

地域住民が家の裏から走っていったクマの成獣1頭を目
撃。

地域住民が墓参り時にクマの幼獣1頭と遭遇。

高速増殖炉もんじゅの警備員が敷地内を警備中、成獣1頭
を目撃。山へ逃走した。

地域住民が車で通行中、道路わきにいたクマの幼獣1頭と
遭遇。クマは山のほうへ逃げた。

地域住民が運転中、８０ｃｍ程の成獣1頭と遭遇。クマは
山麓部へ姿を消した。

丸岡町在住の方が3人で山菜を採取していたら、クマの成
獣1頭と幼獣2頭に遭遇。5分間ほど、クマと対峙。クマは
山中へ立ち去った。

高速増殖炉もんじゅの警備員が周辺を警備中、歩くクマの
成獣1頭を目撃。山へ逃走した。

地域住民が自宅より、京福線跡地を歩くクマの幼獣1頭を
目撃。クマは山中へ逃走した。

地域住民が歩行中、クマの幼獣1頭と遭遇。クマは山側へ
逃走した。

地域住民がクマ成獣1頭を目撃。クマは山づたいに下へお
りた。

地元住民がクマの成獣1頭を目撃。

地元住民が車を運転中、クマの成獣1頭を目撃。クラク
ションを鳴らしたら、クマは山の中へ逃げていった。

地元住民が家の窓から、2,30m先を歩くクマ１頭を目撃。
クマは山奥に歩いていった。

地元住民がクマの成獣1頭の足跡を発見。

住民が車を運転中、走るクマの成獣１頭を目撃。クマは車
に気付き、山麓部へ逃げた。

福井市職員がクマの幼獣1頭を目撃。クマは北側山中へ逃
走した。



5月25日 越前町六呂氏（遭遇）

14：30頃 ＜山麓部：山麓＞

5月23日 敦賀市白木(遭遇）

18：00頃 ＜山麓部：集落＞

5月21日 敦賀市白木(遭遇）

21：00頃 ＜その他＞

5月21日 敦賀市白木(遭遇）

6：00頃 ＜山麓部：集落＞

5月18日 おおい町名田庄小倉（痕跡）

10：00頃 ＜山麓部：集落＞

5月16日 高浜町田ノ浦（痕跡）

17：00頃 ＜山麓部：山麓＞

5月14日 鯖江市大正寺（遭遇）

15：30頃 ＜山麓部：山麓＞

5月13日 勝山市平泉寺町（痕跡）

9：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

5月13日 高浜町下（痕跡）

2:00頃 ＜山麓部：集落＞

5月10日 高浜町田ノ浦（痕跡）

7：50頃 ＜山麓部：山麓＞

5月9日 高浜町田ノ浦（痕跡）

12：50頃 ＜山麓部：山麓＞

5月6日 永平寺町志比（遭遇）

15：00頃 ＜山麓部：山麓＞

5月5日 高浜町田ノ浦（痕跡）

15：00頃 ＜山麓部：山麓＞

5月4日 敦賀市浦底（遭遇）

21：30頃 ＜山麓部：山麓＞

5月2日 福井市西大味町（遭遇）

9：00頃 ＜山地部：山林内＞

4月28日 越前町寺（遭遇）

11：30頃 ＜山麓部：山麓＞

4月27日 高浜町鎌倉（遭遇）

8：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

4月26日 高浜町鎌倉（痕跡）

7：30頃 ＜山麓部：農耕地＞

4月25日 大野市蕨生（痕跡）

16：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

関西電力高浜発電所の敷地内に設置された監視カメラによ
りクマの幼獣１頭を撮影。

警察車両が山際を移動中のクマの幼獣１頭を目撃。

永平寺川ダムの登山道入口付近でクマの幼獣１頭を目撃。

再び、封鎖された有害捕獲檻に、クマの幼獣１頭を目撃。
山間部へ逃走した。（4月22日、26日にも確認されてい
る。）
4月22日にクマが出入りしている痕跡が確認されたために
封鎖した有害捕獲檻の付近に、再びクマの足跡を確認。

畑の土の上にクマの足跡を確認。

木に登っていた幼獣１頭を目撃。１時間後地方道25号線の
東側で親子グマ（成獣１頭、幼獣１頭）を目撃。

鯖江織田104号線を車で運転中に、クマ1頭を目撃。

敦賀原子力発電所の警備員が付近を警備中、成獣1頭を目
撃。山へ逃走した。

高速増殖炉もんじゅの警備員が周辺を警備中、成獣1頭を
目撃。山へ逃走した。

高速増殖炉もんじゅの警備員が敷地内を警備中、成獣1頭
を目撃。山へ逃走した。

高速増殖炉もんじゅの警備員が周辺を警備中、成獣1頭を
目撃。山へ逃走した。

活発な人間活動のある山里集落で、地域住民が農林産物の
食べ跡を確認。

関西電力高浜発電所の敷地内に設置された監視カメラによ
りクマの幼獣１頭を撮影。

はちみつ巣箱2箱の食べ後を確認。

関西電力高浜発電所の敷地内に設置された監視カメラによ
りクマの幼獣１頭を撮影。

関西電力高浜発電所の敷地内に設置された監視カメラによ
りクマの幼獣１頭を撮影。

地元住民が米ぬかの食べ跡と、足跡を発見。（クマがイノ
シシ檻に入り、出て行った）

地元住民が勤務中、山麓部を歩くクマの成獣1頭を目撃。
クマは山麓部を北へ向かった。



4月25日 敦賀市曽々木（遭遇）

9：05頃 ＜山麓部：山麓＞

4月22日 高浜町鎌倉（痕跡）

7：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

4月19日 若狭町世久津（遭遇）

18：00頃 ＜山麓部：農耕地＞

4月17日 高浜町田ノ浦（痕跡）

19：00頃 ＜山麓部：山麓＞

4月17日 永平寺町山鹿（遭遇）

10：40頃 ＜山麓部：農耕地＞

4月12日 大野市大谷（遭遇）

15：50頃 ＜山地部：山林内＞

4月11日 大野市蕨生（遭遇）

15：00頃 ＜平野部：農耕地＞

4月7日 福井市間戸町（遭遇）

15：30頃 ＜山麓部：集落＞

4月1日 鯖江市南井町（遭遇）

不明 ＜山麓部：山麓＞

住民がクマ１頭を目撃。

地域住民が、市道間戸線を車で南進中に、剣神社付近の山
林内で立ち止まっているクマ１頭を目撃。16時45分頃再度
目撃。

関西電力高浜発電所の敷地内に設置された監視カメラによ
りクマの幼獣１頭を撮影。

文殊山への登山者が登山道入口から約50ｍ先の山中でクマ
1頭を目撃。

国道185号線を車で運転中に側溝内を歩いていたクマの幼
獣１頭を目撃。

地域住民が、山鹿地係の町道を南方面へ歩くクマ1頭を目
撃。その後北側山中へ移動。

住民が車を運転中、梅畑の中にいたクマ１頭を目撃。車の
接近に気づいたのか山の方へ移動。

有害捕獲の檻にクマが出入りしていることを確認。（脱出
口有）米ヌカに誘引されたと思われる。

国道8号線を車で運転中、道路脇にいたクマ１頭を目撃。


