
№ 目撃年月日 時間 目撃市町村 場所 天候 目撃時のクマ 目撃時の目撃者の行動 目撃した環境 人身被害の有無 推定年齢 目撃頭数 その後の対応

1 2021/4/13 20:30頃 中央市 中央市浅利地内 曇り
竹藪から出没し、道路を横断し
て山に逃げていった。

自動車運転中 市街地 無し オトナ 1
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起
パトロールを実施

2 2021/4/23 15:30頃 笛吹市２
笛吹市境川町大窪

地内
晴れ

河川内を移動しており山に向
かっていった

静観しその場を離れた 河川 無し オトナ 1
関連機関・学校へ情報共有
地元猟友会に連絡

3 2021/4/23 6:00頃 北杜市２ 北杜市武川町柳澤 晴れ 不明 ランニング中 田畑 無し オトナ 1
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起

4 2021/4/23 17:30頃 大月市 大月市花咲地内 晴れ 不明 不明 市街地 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起

5 2021/4/26 12:15頃 身延町 身延町下山地内 晴れ 人に気づいた後、逃げていった 自動車内で休憩中 田畑 無し オトナ・コドモ 2
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起
地元猟友会による捜索

6 2021/4/28 20:30頃 市川三郷町
市川三郷町落居地

内
晴れ

道路におり山林方面に向かって
いた

自動車運転中 市街地 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
パトロールを実施

7 2021/4/29 13:40頃 都留市
都留市禾生田野倉

地内
曇り

河川から道路に上がり、南側に
走っていった。

不明 河川 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
地元猟友会への連絡

8 2021/4/30 14:30頃 大月市
大月市猿橋町桂台

地内
晴れ

山林の上の方から降りてきて、
谷に降っていった

不明 山林 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

9 2021/5/2 7:30頃 大月市
大月市猿橋町桂台

地内
晴れ

道を歩いていたが、谷に降って
いった

不明 山林 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

10 2021/5/2 10:30頃 大月市
大月市大月町真木

恵能生野地区
晴れ

道を歩いていたが、山に向かっ
ていった

不明 山林 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

11 2021/5/5 5:50頃 甲府市 甲府市黒平町地内 晴れ
市営林道御岳線を歩いていた
が、荒川方面に逃げていった

不明 山林 無し オトナ・コドモ 2
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
注意看板の設置

12 2021/5/5 11:00頃 身延町 身延町横根中地内 曇り 川に逃げていった 不明 河川 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

13 2021/5/6 6:30頃 南部町 南部町内船上区 晴れ 林道の路上にいた 自動車運転中 山林 無し コドモ 1
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起
地元猟友会による捜索

14 2021/5/8 15:30頃 上野原市
上野原市八ツ沢地

内
晴れ

高速道路側道を歩いていたが逃
げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

15 2021/5/9 5:55頃 上野原市 上野原市大椚地内 晴れ
高速道路側道を歩いていたが逃
げていった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

16 2021/5/10 7:55頃 上野原市 上野原市大野地内 晴れ
旧大目小学校の体育館裏を歩い
ていたが、逃げた

不明 市街地 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

17 2021/5/10 16:00頃 市川三郷町
市川三郷町市川大

門地内
晴れ

クマが先に気づき、逃げていっ
た

登山中 山林 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
町・警察によるパトロール

18 2021/5/11 10:30頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
曇り

国道２０号を横断し、川に向
かっていった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

19 2021/5/12 朝方 上野原市
上野原市秋山地内

原付近
晴れ

（水田沿いから川方面に向かっ
て足跡があった）

不明 田畑 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

20 2021/5/14 16:50頃 上野原市 上野原市巌地内 晴れ
松留バス停付近の国道20号を横
切り、北側の山に逃げた

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

21 2021/5/18 11:50頃 甲府市 甲府市御岳町地内 晴れ
燕岩付近の林道に熊がうずく
まっていたが、沢方面に逃げた

自動車運転中 山林 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
注意看板の設置

22 2021/5/19 12:20頃 富士川町 富士川町平林地内 雨
下川原バス停付近で目撃、その
後逃げていった

不明 道路 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

23 2021/5/19 16:00頃 富士河口湖町
富士河口湖町河口

地内
雨

旧国道137号を横切って山林に逃
げていった

不明 道路 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
猟友会によるパトロール

24 2021/5/20 6:30頃 南部町 南部町中野区地内 曇り 不明 不明 河川 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

25 2021/5/20 6:30頃 上野原市 上野原市大野地内 晴れ
談合坂ＳＡ付近の高速道路の側
壁をよじ登っていた

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

26 2021/5/20 11:30頃 北杜市１
北杜市須玉町大豆

生田地内
雨

国道141号上を歩いていたが、須
玉川方面に向かった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
(隣接する韮崎市明野町でも防災無線放送
を行った)

27 2021/5/20 不明 富士川町 富士川町鰍沢地内 雨
県道で死亡していたものが発見
された

- 道路 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

28 2021/5/23 19:00頃 笛吹市２
笛吹市一宮町金沢

地内
曇り

民家裏の畑をうろついていた
が、逃走した

自宅から目撃 市街地 無し オトナ 1
市・地元猟友会で現地確認
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起

29 2021/5/24 13:30頃 北杜市２
北杜市武川町黒澤

地内
曇り 宝前院方面に歩いて行った 不明 山林 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

30 2021/5/25 13:30頃 大月市
大月市七保町林地

内
晴れ

林入り口バス停付近の市道を横
断し川方面に向かっていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

31 2021/5/26 11:30頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
東山梨観光バス車庫付近で目撃
され、鶴川方面に南下していっ
た

自動車運転中 山林 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

32 2021/5/26 14:00頃 忍野村 忍野村忍草地内 晴れ
鐘山橋付近で目撃された後、山
に向かっていった

工事作業中 河川 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
村・猟友会・警察によるパトロール

33 2021/5/26 17:30頃 忍野村 忍野村忍草地内 晴れ
村営美術館裏の林にいたが、山
の上方に向かっていった

帰宅中 市街地 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

34 2021/5/26 17:30頃 大月市
大月市賑岡町岩殿

地内
晴れ

岩殿山駐車場西側から北に向
かって道を歩いて行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
市・警察によるパトロール

35 2021/5/27 19:20頃 身延町 身延町根子地内 曇り
日本軽金属本栖発電所付近県道
に飛び出してきたが、川方面に
逃げていった

自動車運転中 山林 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

36 2021/5/28 6:00頃 大月市
大月市葛野大島地

内
晴れ

サイクリングロードを歩いてい
たが、山の方に向かっていった

ウォーキング中 河川 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
市によるパトロール

37 2021/5/30 9:00頃 甲府市
甲府市山宮町山宮

地内
晴れ

山宮ハイタウン近くの森林にい
たが、森林の奥に逃げた

自宅から目撃 山林 無し オトナ 1
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起
注意看板の設置

38 2021/5/31 13:30頃 市川三郷町
市川三郷町川浦地

内
晴れ

光勝寺付近の路上に居たが、川
方面に逃げた

自動車運転中 道路 無し オトナ 1

関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
村・有志・警察によるパトロール
注意看板の設置

39 2021/6/1 17:30頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
晴れ

桂川ウェルネスパーク内の側道
脇を歩いていたが、山に向かっ
ていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
市によるパトロール

40 2021/6/1 18:00頃 身延町 身延町熊沢地内 曇り
県道山保久那土線の山側法面に
いたが、逃げていった

ゴミ捨てのために外出中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
猟友会によるパトロール

41 2021/6/2 6:45頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
猪丸橋付近の県道を横断し、鶴
川方面に逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

42 2021/6/2 9:50頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
東山梨観光バス車庫付近の木に
登っていたが、鶴川方面に逃げ
ていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

２０２１年度ツキノワグマ出没・目撃情報（2022年3月18日現在）



43 2021/6/3 4:00頃 大月市
大月市七保町下和

田地内
晴れ

百蔵地区の民家裏で目撃された
が、山に逃げていった

自宅から目撃 住宅地 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
市によるパトロール

44 2021/6/3 14:30頃 身延町 身延町樋田地内 曇り
県道山保久那土線を横切って、
川方面に逃げていった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1 防災無線にて注意喚起

45 2021/6/4 9:00頃 富士河口湖町
富士河口湖町精進

地内
雨

国道139号の青木ヶ原衛生セン
ター入口付近を南側から北側へ
横切っていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
猟友会による追い払い活動
猟友会によるパトロール

46 2021/6/6 12:30頃 甲府市 甲府市高町地内 晴れ
荒川ダム付近で目撃し、山に逃
げていった

不明 不明 無し コドモ 1
関連機関・学校へ情報共有
防災無線にて注意喚起
注意看板の設置

47 2021/6/6 15:00頃 上野原市
上野原市上野原地

内
晴れ

境川橋上に居たが、上野原方面
に逃げた

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
(隣接する相模原市にも連絡)
防災無線にて注意喚起

48 2021/6/7 7:45頃 身延町 身延町身延地内 曇り
大林坊付近の道を走っていた
が、沢方面に逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

49 2021/6/8 4:30頃 笛吹市２
笛吹市御坂町上黒

駒地内
晴れ

上黒駒戸倉区の畑に居たが、さ
くら公園方面に逃げていった

不明 田畑 無し オトナ 1 市、猟友会、警察で現場確認

50 2021/6/8 17:00頃 南部町
南部町徳間区下村

地内
晴れ

県道高瀬福士線に山から出てき
たが、その後逃げた

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
町によるパトロール

51 2021/6/9 16:10頃 身延町 身延町三沢地内 晴れ
県道市川三郷身延線沿い、三沢
川の河川敷で目撃

自動車運転中 河川 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

52 2021/6/11 11:00頃 富士河口湖町
富士河口湖町本栖

地内
晴れ

竜ヶ岳登山道の中腹付近で登山
道を横切っていった

登山中 山林 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
猟友会による追い払い活動とパトロール

53 2021/6/12 13:00頃 大月市 大月市初狩町地内 晴れ
滝子山登山道で登山道を横切
り、初狩駅方面に向かっていっ
た

登山中 山中 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

54 2021/6/13 13:00頃 富士河口湖町
富士河口湖町西湖

地内
曇り

雪頭ヶ岳登山道をいやしの里根
場方面に向かう途中で道を横
切っていった

登山中 山中 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
猟友会による追い払い活動とパトロール

55 2021/6/13 16:10頃 富士川町 富士川町最勝寺区 曇り 殿原砂垈線付近で目撃 自動車運転中 山中 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起

56 2021/6/17 15:00頃 南アルプス市
南アルプス市駒場

地内
晴れ 河川敷で小熊を目撃した 不明 河川 無し コドモ 1 関係機関へ情報提供

57 2021/6/17 18:30頃 甲府市 甲府市梯町地内 曇り
梯橋付近の栗畑にいたが、山に
逃げた

犬の散歩中 田畑 無し オトナ･コドモ 2
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
注意看板の設置

58 2021/6/18 10:10頃 南部町
南部町内船区小鷹

通地内
曇り

県道10号の南部町と身延町の境
界付近を横切り、山から富士川
方面に向かっていった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1 関係機関へ情報提供

59 2021/6/18 19:00頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
晴れ

富浜公民館小向袴着分館付近の
道を歩いており、北に向かって
いった

散歩中 道路 無し オトナ･コドモ 2
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
パトロール

60 2021/6/19 15:30頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
曇り

大月カントリークラブのコース
内を歩いていたが、山方面に向
かっていった。

野外業務中 草地 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起
警察によるパトロール

61 2021/6/19 16:00頃 山中湖村 山中湖村平野地内 雨
芙蓉台別荘地の管理道路付近を
歩いていたが、山林内に向かっ
ていった

自動車運転中 道路 無し オトナ･コドモ 3
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
村・猟友会によるパトロール

62 2021/6/22 16:25頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
東山梨観光バス車庫付近の県道
18号を横断し、鶴川方面に逃げ
ていった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

63 2021/6/22 16:00頃 甲州市
甲州市塩山上萩原

地内
曇り

民家前の河川内堤防を歩いてい
たが、山林に逃げていった

自宅から出た際 道路 無し オトナ 2
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
猟友会によるパトロール

64 2021/6/24 10:00頃 山梨市
山梨市三富川浦地

内
晴れ

道の駅みとみ付近林道でうろつ
いていた

工事作業中 山林 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

65 2021/6/25 16:30頃 身延町 身延町遅沢地内 晴れ
遅沢のリニア工事現場付近で歩
いていたが、目撃後逃げた

工事作業中 山林 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

66 2021/6/29 13:10頃 上野原市 上野原市秋山地内 曇り
桜井隧道の北側入口付近を横
切って金山地区方面に逃げて
いった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

67 2021/6/29 18:50頃 笛吹市２ 笛吹市一宮町地内 晴れ
東新居付近の道を歩いており、
山宮神社方面に向かっていった

不明 道路 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

68 2021/6/30 8:40頃 小菅村
小菅村川池地区小

峰地内
曇り

林道棚沢今川線沿いヘリポート
付近の山林にいた

散歩中 山林 無し オトナ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

69 2021/7/1 19:20頃 都留市 都留市大野地内 雨
都留文科大学付属小学校から南
東へ500m付近の県道におり、市
街地方面に逃げた

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

70 2021/7/4 13:00頃 甲府市 甲府市猪狩町地内 曇り
昇仙峡遊歩道の仙娥滝南側にい
た

観光中 山中 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
注意看板の設置

71 2021/7/6 7:30頃 北杜市
北杜市白州町鳥原

地内
曇り

白州体育館西側付近の林を歩い
ており、南側の神宮川方面に向
かっていった

散歩中 山林 無し オトナ･コドモ 3
関連機関への情報共有
防災無線にて注意喚起

72 2021/7/7 15:30頃 大月市
大月市浜町宮谷万

代地区
曇り

万代地区工場敷地内に侵入した
が、その後見失った

仕事中 市街地 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
警察・市でパトロール

73 2021/7/7 17:30頃 笛吹市
笛吹市御坂町上黒

駒地内
曇り

廣徳寺奥の桃畑にいたが、柵を
越えて逃げていった

不明 田畑 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
有害捕獲としてはこわなを設置

74 2021/7/8 14:00頃 市川三郷町
市川三郷町落居地

内神有地区
雨

集落内の山田川にいたが、山へ
逃げていった

仕事中 河川 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
警察・町でパトロール

75 2021/7/8 18:30頃 身延町 身延町身延地内 雨
積善坊付近の階段を走っていた
が、山へ逃げていった

自動車降車時 住宅地 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報提供

76 2021/7/9 12:00頃 身延町
身延町小田船原地

内
曇り

夫婦橋付近を歩いていたが、山
へ逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報提供
防災無線にて注意喚起
パトロールを実施

77 2021/7/9 12:00頃 身延町 身延町夜子沢地内 曇り
川平集落付近の県道遅沢静川線
に川側から飛び出してきて、川
側へ逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

78 2021/7/9 15:00頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
曇り

富浜公民館小向袴着分館前の道
を歩いていたが、北に向かって
いった

散歩中 道路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
警察・市でパトロール

79 2021/7/10 8:45頃 身延町 身延町下部地内 晴れ
湯平橋付近の農地にいたが、川
側に逃げていった。

不明 田畑 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

80 2021/7/10 14:30頃 身延町 身延町三沢地内 晴れ
新宇野尾トンネル付近を川側か
ら山側へ走って行った

農作業中 田畑 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

81 2021/7/10 17:30頃 大月市
大月市猿橋町猿橋

地内
晴れ

大月市勤労青年センターから大
月市営野球場に向かっていった

自動車運転中 市街地 無し コドモ 1
関連機関へ情報提供
防災無線にて注意喚起
警察でパトロールを実施

82 2021/7/10 18:10頃 忍野村 忍野村内野地内 晴れ
民家近くの林から出てきたが、
しばらくして北の山側の林に向
かっていった

自宅から目撃 住宅地 無し コドモ 1
関連機関へ情報提供
防災無線にて注意喚起
村による現地確認

83 2021/7/10 18:45頃 忍野村 忍野村忍草地内 晴れ
民家近くの農地にいたが、隣地
の草むらに向かっていった

自宅から目撃 住宅地 無し コドモ 1
関連機関へ情報提供
防災無線にて注意喚起
村による現地確認



84 2021/7/11 12:00頃 甲州市
甲州市塩山上萩原

地内
晴れ

ペンションすずらん付近で目撃
されたが、しばらくして森に向
かった

不明 山林 無し オトナ 1
周辺住民への注意喚起
注意看板の設置

85 2021/7/12 6:00頃 身延町
身延町北川丸畑地

内
晴れ

丸畑地内墓地にいたが、逃げて
いった

自動車運転中 墓地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

86 2021/7/14 16:00頃 大月市
大月市大月町真木

地内
曇り

真木公民館付近の林道花咲山線
を歩いていた

ウォーキング中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市、警察で地元住民への注意喚起

87 2021/7/14 19:30頃 忍野村 忍野村内野地内 曇り
二十曲峠から忍野村中心方面に
300m下った付近の林から出てき
たが、林の奥に向かっていった

ランニング中 山林 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
村での現地確認

88 2021/7/15 14:00頃 大月市 大月市駒橋地内 曇り
横尾橋バス停付近のＪR線路沿い
法面を歩いていた

電車運転中 線路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市、警察で地元住民への注意喚起

89 2021/7/15 19:45頃 甲府市 甲府市古関町地内 晴れ
国道358号の精進湖トンネル甲府
市側入り口付近にいたが、逃げ
ていった

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
地元自治会への注意喚起
注意看板の設置

90 2021/7/16 7:40頃 富士川町 富士川町平林地内 晴れ
平林区新梨の道路脇の水田にい
たが、逃げていった

自動車運転中 田畑 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

91 2021/7/18 11:00頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
梅久保バス停北側付近にいた
が、北側の山に逃げていった

自動車運転中 住宅地 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

92 2021/7/20 15:30頃 小菅村
小菅村川池地区小

峰地内
晴れ

林道棚沢今川線のヘリポート付
近にいたが、山林へ逃げていっ
た

自動車運転中 道路 無し コドモ 1 防災無線にて注意喚起

93 2021/7/21 8:00頃 笛吹市
笛吹市御坂町上黒

駒地内
晴れ

上黒駒十郎付近の道を横切っ
て、斜面を下っていった

工事作業中 道路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

94 2021/7/21 18:45頃 都留市
都留市川棚旭ヶ丘

地内
晴れ 市道城山厚原線を横断していた 不明 道路 無し コドモ 1

関連機関へ情報共有
市でパトロールを実施

95 2021/7/22 7:10頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
東山梨観光バス車庫付近の道を
横断し、東側の山へ逃げていっ
た

自宅から目撃 道路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

96 2021/7/22 11:00頃 都留市 都留市上谷地内 晴れ
普門寺付近の桂川護岸沿いで目
撃

釣り中 河川 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市でパトロールを実施

97 2021/7/22 16:50頃 都留市 都留市上谷地内 晴れ 普門寺踏切付近の線路内で目撃 自動車運転中 線路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市でパトロールを実施

98 2021/7/22 17:00頃 富士河口湖町
富士河口湖町富

士ヶ嶺地内
晴れ

富士ドクタービレッジ内の車道
を横断し、樹海へ入っていった

不明 道路 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
猟友会で追い払い・パトロールを実施

99 2021/7/23 18:00頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
晴れ

桂川ウェルネスパーク東側高速
道路側道脇の草むらにいた

自宅から目撃 住宅地 無し オトナ・コドモ 3
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
警察でパトロールを実施

100 2021/7/24 6:10頃 笛吹市
笛吹市芦川町鶯宿

地内
晴れ

芦川グリーンロッジ北側の山か
ら南の河川へ向かっていった。

不明 山林 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

101 2021/7/24 18:30頃 富士河口湖町
富士河口湖町浅川

地内
晴れ

個人宅敷地内の畑にいたが、山
林方面に登っていった

自宅から目撃 田畑 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
猟友会で追い払い・パトロールを実施

102 2021/7/25 9:00頃 西桂町 西桂町下暮地地内 晴れ
下暮地滝入の山林で管理捕獲中
に遭遇し、逃げていった

管理捕獲中 山林 無し オトナ・コドモ 2 関連機関へ情報共有

103 2021/7/26 6:20頃 大月市
大月市猿橋町小沢

地内
晴れ

田川原橋付近の県道朝日小沢猿
橋線で川の方から山の方（北）
に歩いていた

散歩中 道路 無し コドモ 1 防災無線にて注意喚起

104 2021/7/27 19:15頃 忍野村 忍野村忍草地内 曇り
株式会社シャローム付近の住宅
地で目撃

自動車運転中 住宅地 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
村で現地確認

105 2021/7/28 23:00頃 富士吉田市
富士吉田市新倉地

内
晴れ

辨天神社付近の民家のセンサー
カメラに写っていた

- 住宅地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
猟友会で現地確認

106 2021/8/1 5:30頃 大月市
大月市大月町真木

地内
晴れ

県道桑西下真木線の遊仙橋付近
で、道を横切り山の方に向かっ
ていった

ウォーキング中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

107 2021/8/1 8:30頃 身延町 身延町身延地内 晴れ
身延山久遠寺鬼子母神堂付近の
道に出てきたが、逃げていった

ハイキング中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

108 2021/8/6 13:00頃 甲州市
甲州市勝沼町菱山

地内
晴れ

大滝不動尊奥宮駐車場付近の林
道沿いにいたが、しばらくして
森に帰った

不明 道路 無し コドモ 2 関連機関へ情報共有

109 2021/8/9 19:40頃 上野原市
上野原市四方津地

内
曇り

県道野田尻四方津停車場線のコ
モアしおつ入り口付近の道路に
いたが、山側に逃げた

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

110 2021/8/10 9:00頃 甲州市
甲州市塩山一ノ瀬

高橋地内
晴れ

鶏冠神社付近の集落にいたが、
しばらくして森に帰った

草刈中 住宅地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

111 2021/8/10 16:20頃 甲府市 甲府市御岳町地内 晴れ
市営林道池の平線の森林浴広場
付近にいたが、山に逃げていっ
た

不明 道路 無し オトナ 1 注意看板の設置

112 2021/8/16 14:30頃 身延町 身延町椿草里地内 雨
町道椿川線の峯の沢橋付近で、
椿川から町道に出てきて、山側
に逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

113 2021/8/22 13:45頃 都留市
都留市朝日曽雌地

区
晴れ

雛鶴神社付近にいたが、神社裏
の大旅川に逃げていった

不明 山林 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
市でパトロールを実施

114 2021/8/26 13:30頃 身延町 身延町横根中地内 晴れ
榧ノ木隧道付近の林道を親子２
頭で歩いていたが、山に逃げて
いった

自転車で走行中 道路 無し オトナ・コドモ 2
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

115 2021/9/1 1:50頃 身延町 身延町粟倉地内 曇り
早川橋付近の県道を熊２頭が歩
いていたが、その後早川へ逃げ
ていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 2
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
警察でパトロールを実施

116 2021/9/3 17:50頃 身延町 身延町光子沢地内 雨 県道光子沢大野線で目撃された 自動車運転中 道路 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

117 2021/9/4 17:00頃 南部町
南部町本郷西川地

内
曇り

個人宅の庭木（柿の木）へ登り
柿を食べていたが、個人宅裏側
の山へ逃げていった

自宅庭から目撃 住宅地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

118 2021/9/10 15:20頃 富士川町 富士川町平林地内 晴れ 赤石温泉付近の林道沿いにいた 不明 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

119 2021/9/11 17:30頃 都留市 都留市菅野地内 曇り
県道都留道志線沿いのキャンプ
場近くの廃屋付近から、山（菅
野川）方面に逃げていった

不明 山林 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
市でパトロールを実施

120 2021/9/15 7:45頃 上野原市 上野原市鶴川地内 曇り
八米入口バス停付近にいたが、
西側の山へ逃げていった

通行中 住宅地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

121 2021/9/15 8:10頃 大月市 大月市笹子町地内 曇り 国道20号の笹一酒造付近で目撃 自動車運転中 不明 無し 不明 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市・警察でパトロールを実施

122 2021/9/15 12:40頃 南アルプス市
南アルプス市上市

之瀬地内
晴れ

南伊奈ヶ湖付近の道路を歩いて
いたが、山中に逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
注意看板の設置
関連機関へ情報共有
市・警察でパトロールを実施

123 2021/9/24 10:50頃 富士河口湖町
富士河口湖町西湖

地内
晴れ

雪頭ヶ岳登山道入口付近でクマ
が山を登っていたが、北側に向
かっていった

登山中 山林 無し コドモ 1
関連機関へ情報共有
猟友会でパトロールを実施

124 2021/9/30 16:00頃 忍野村 忍野村忍草地内 曇り
忍野村中学校北側の山林で目撃
された

下校中 山林 無し 不明 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
村・警察でパトロールを実施



125 2021/10/5 10:15頃 上野原市 上野原市棡原地内 晴れ
軍刀利神社付近にいたが、北西
の山に逃げていった

湧き水を汲みに行く途中 山林 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

126 2021/10/5 14:00頃 南部町
南部町内船小内船

地内
晴れ

JR身延線の甲斐大島-内船間の線
路横法面の上方にいたが、身延
方面から南部方面に歩いていっ
た

作業中 山林 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
町・猟友会で現場確認

127 2021/10/9 12:20頃 都留市
都留市朝日曽雌地

区
晴れ

旧盛里幼稚園近くの県道四日市
場上野原線を横切り、大旅川方
面へ逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

128 2021/10/11 14:00頃 身延町
身延町下山地区と

粟倉地区の境
晴れ

県道南アルプス公園線の下山地
区、粟倉地区の境界付近で目撃
があった

歩行中 山林 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

129 2021/10/12 14:00頃 甲州市
甲州市勝沼町深沢

地内
晴れ

深沢地区の県道217号線沿いの畑
にいたが、しばらくして森に
帰った

農作業中 田畑 無し オトナ 1 有害捕獲検討中

130 2021/10/12 19:30頃 北杜市
北杜市白州町鳥原

地内
曇り

広域農道千ヶ松橋付近の川沿い
を歩いていた

不明 河川 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

131 2021/10/13 19:55頃 北杜市
北杜市白州町鳥原

地内
雨

荒田の信号付近からサントリー
白州工場方面へ向かっていった

不明 不明 無し コドモ 1 関連機関へ情報共有

132 2021/10/14 5:30頃 大月市
大月市富浜町鳥沢

地内
曇り

桂川ウェルネスパーク里山大橋
の鳥沢側付近の栗の木に登って
いた

散歩中 公園 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

133 2021/10/21 12:30頃 忍野村 忍野村忍草地内 晴れ
富士見橋北側の果樹園にうずく
まっていたが、網をくぐって出
て行った

果樹園施設管理中 果樹園 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
村でパトロールを実施

134 2021/10/24 16:30頃 甲府市 甲府市梯町地内 晴れ
梯橋付近にいたのを目撃し、爆
竹で追い払ったところ山に逃げ
ていった

不明 河川敷 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

135 2021/10/25 13:15頃 都留市 都留市法能地内 雨

愛宕神社付近の墓地の上の山際
にたたずんでいたが、山中（住
吉球場方面）に走り去っていっ
た

自動車運転中 山間部の集落内 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市でパトロールを実施

136 2021/10/28 15:20頃 小菅村 小菅村小永田地区 晴れ
浅間神社付近の山林にいたが、
山奥へ逃げていった

不明 山林 無し オトナ 1 防災無線にて注意喚起

137 2021/10/29 10:00頃 甲府市 甲府市梯町地内 晴れ 梯橋付近の栗畑で目撃された 自動車運転中 田畑 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
注意看板の設置

138 2021/11/1 15:30頃 富士河口湖町
富士河口湖町大石

地内
晴れ

新道峠山頂付近で、クマが山を
登っているのを目撃した

登山中 山林 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
猟友会でパトロールを実施

139 2021/11/3 18:00頃 身延町 身延町清子地内 晴れ
県道光子沢大野線を横切って、
しばらく県道を徘徊した後、富
士川方面へ逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

140 2021/11/4 7:45頃 南部町
南部町内船富岡地

内
晴れ

住宅付近の貯水槽近くにいた
が、その後、竹林内へ降りて
行った。

墓掃除に向かう途中 住宅地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

141 2021/11/7 17:00頃 富士吉田市
富士吉田市新屋地

内
晴れ

新屋山神社境内におり、神社南
側の山の方へ逃げていった

歩行中 住宅地 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市、猟友会、警察でパトロールを実施

141 2021/11/11 16:30頃 大月市
大月市七保町瀬戸

地内
晴れ

県道浅川瀬戸線の紅葉橋付近の
柿の木に登っていたが、その
後、川の方に向かっていった

自動車運転中 住宅地 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

142 2021/11/12 不明 富士吉田市
富士吉田市上吉田

地内
晴れ

富士山科学研究所付近の雑木林
で目撃された

不明 山林 無し オトナ・コドモ 2
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市、猟友会、警察でパトロールを実施

143 2021/11/13 8:30頃 富士吉田市
富士吉田市上吉田

地内
晴れ

富士山科学研究所東側の雑木林
で目撃された

工事中 山林 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
市、猟友会、警察でパトロールを実施

144 2021/11/18 15:00頃 南アルプス市
南アルプス市芦安

安通地内
晴れ

芦安キャンプサイト付近の道路
を歩いていたが、山林に逃げて
いった

自動車運転中 道路 無し コドモ 2
関連機関へ情報共有
注意看板の設置
市、猟友会でパトロールを実施

145 2021/11/25 21:00頃 富士河口湖町
富士河口湖町西湖

地内
晴れ

西湖いやしの里根場付近で目撃
された

不明 不明 無し 不明 1
関連機関へ情報共有
猟友会パトロールを実施

146 2021/12/3 8:40頃 南部町
南部町福士徳間地

内
晴れ

山水徳間の里から奥山温泉方面
に300m付近で目撃され、山水徳
間の里方面に下っていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有
猟友会でパトロールを実施

147 2021/12/6 17:54頃 北杜市
北杜市白州町鳥原

地内
曇り

林道雨乞尾白川線の石尊神社か
ら500m北側付近で、林道を横切
り、山の中に逃げていった

自動車運転中 道路 無し オトナ 1

148 2021/12/8 7:30頃 北杜市
北杜市白州町鳥原

地内
雨

林道石空川線と林道釜無川右岸
線の交差点付近の路肩の茂みか
ら出てきて、山の中に逃げて
いった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 関連機関へ情報共有

149 2021/12/12 14:00頃 北杜市
北杜市白州町大坊

地内
晴れ

大武川に架かる大平橋から500m
程北の山林で、狩猟同行中にク
マに襲われた（軽傷）。その
後、山の中へ去っていった。

狩猟同行中 山林 有 オトナ 1
関連機関へ情報共有
防災無線にて注意喚起
猟友会、警察でパトロールを実施

150 2022/1/6 16:03頃 甲府市 甲府市白井町地内 曇り
白井河原橋付近の河川敷で目撃
され、その後東側に行った。

不明 河川敷 無し オトナ 1
関連機関へ情報共有
注意看板の設置

151 2022/2/24 11:10頃 上野原市 上野原市西原地内 晴れ
西原地区の初戸橋から約1.3km奥
の真野付近の林道を横切り、川
へ下って行った。

不明 山林 無し コドモ 1
防災無線にて注意喚起
関連機関へ情報共有

152 2022/3/15 8:00頃 鳴沢村 鳴沢村村内 晴れ 鳴沢ゴルフ倶楽部で目撃された 確認中 確認中 無し 確認中 1 確認中

153 2022/3/18 6:35頃 甲府市 甲府市緑ヶ丘地内 曇り 道路を横切り、山に行った。 散歩中 道路 無し オトナ 1
注意看板の設置
関係機関へ情報共有
パトロールを実施


