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1 2022/4/9 15:40頃 身延町 身延町常葉地内 晴れ
国道300号の新常葉川橋付近を横
断して山方向へ歩いていった。

外出中 道路 無し コドモ 1 防災無線にて注意喚起

2 2022/5/6 10:40頃 南部町 南部町下佐野地内 曇り
川側から町道佐野線上へ出てき
たが、川側に戻っていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
警察、猟友会へ情報共有
町内放送で注意喚起

3 2022/5/10 14:00頃 富士河口湖町 富士河口湖町西湖地内 晴れ
雪頭ヶ岳登山道を下り、いやし
の里根場に向かう際に目撃し、
山中へ移動した。

登山中 登山道 無し オトナ 1
猟友会のパトロールと登山者への注意喚
起

4 2022/5/10 15:45頃 南アルプス市 南アルプス市上市之瀬地内 晴れ
南伊奈ヶ湖から北伊奈ヶ湖への
山道付近の山林斜面を歩行し、
下って逃げて行った。

歩行中 山林 無し オトナ 1
猟友会、関係機関、警察に情報提供
注意喚起看板設置、現場の巡回

5 2022/5/15 8:45頃 笛吹市２ 笛吹市境川町大窪地内 晴れ
神明神社付近の住宅地を歩行
し、その後、姿が見えなくなっ
た。

静観 住宅地 無し オトナ 1
猟友会が現場を確認
注意喚起の放送

6 2022/5/19 9:30頃 上野原市 上野原市大野地内（大目地区） 晴れ

県道野田尻四方津停車場線のコ
モアしおつ入口付近におり、コ
モアしおつ方向の山へ逃げて
行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
警察、猟友会がパトロール
防災無線で注意喚起

7 2022/5/20 13:00頃 中央市 中央市大鳥居地内 曇り
登山者用駐車場付近の川岸を歩
行後、山へ逃げていった。

静観 山林 無し コドモ 1 -

8 2022/5/23 16:30頃 大月市 大月市賑岡町岩殿地内　 晴れ
神倉バス停付近の道路を歩いて
おり、道路脇（西側の山）に向
かっていった。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
市役所でパトロール、防災無線で注意喚
起
警察に情報提供

9 2022/5/26 7:40頃 大月市 大月市賑岡町畑倉地内　 晴れ
市道宮古橋線の宮古橋付近を歩
いており、その後、走って行っ
た。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
市役所でパトロール、防災無線で注意喚
起
教育委員会に情報提供

10 2022/5/26 17:10頃 大月市 大月市七保町奈良子地内 晴れ
用沢川沿いを歩いており、その
後は不明。

自動車運転中 山林 無し オトナ 1
市役所でパトロール、防災無線で注意喚
起
警察に情報提供

11 2022/5/26 17:15頃 大月市 大月市賑岡町強瀬地内　 晴れ
大月市学校給食センター付近の
道を歩いており、その後は不
明。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
市役所でパトロール、防災無線で注意喚
起
警察、教育委員会に情報提供

12 2022/5/26 18:15頃 大月市 大月市七保町瀬戸地内 晴れ
瀬戸公民館付近の山の法面を歩
いており、その後は不明。

自宅待機 山林 無し オトナ 1
市役所でパトロール、防災無線で注意喚
起
警察に情報提供

13 2022/6/2 10:00頃 大月市 大月市賑岡町奥山地内　 晴れ
賑岡公民館東奥山分館付近の道
路を横断し、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
市役所でパトロール、防災無線で注意喚
起
警察、教育委員会に情報提供

14 2022/6/3 12:30頃 都留市 都留市井倉地内 曇り
井倉団地付近のフェンス越しに
て目撃。その後はフェンス越し
に付近をうろうろしていた。

自宅から避難 山林 無し オトナ・コドモ 2
防災無線・メールにて住民へ周知、自治
長へ連絡
教育委員会から学校関係機関へ周知

15 2022/6/5 13:40頃 大月市 大月市七保町葛野地内 曇り
御嶽神社付近の山を歩いてお
り、その後は不明。

自宅待機 山林 無し オトナ・コドモ 2
警察でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起

16 2022/6/5 17:40頃 大月市 大月市七保町葛野地内 曇り
御嶽神社付近の民家の柿や桑の
木に登り、その後は不明。

自宅待機 山林 無し オトナ・コドモ 3
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

17 2022/6/8 12:00頃 富士河口湖町 富士河口湖町河口地内 曇り
西川林道から外れた獣道を歩い
ており、山を下って行った。

歩行中 山林 無し オトナ 1
猟友会のパトロール、登山者への注意喚
起

18 2022/6/8 15:40頃 大月市 大月市七保町奈良子地内 曇り
菅沼バス停付近の市道を横断
し、奈良子川に降りて行った。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

19 2022/6/9 7:00頃 小菅村 小菅村中組地区山沢地内 曇り
（木下養魚場のエサ箱が荒らさ
れていた。）

- 山林 無し 不明 1 役場職員でパトロール

20 2022/6/10 8:00頃 身延町 身延町和田地内 晴れ
竹炭企業組合付近の県道富士川
身延線を徘徊し、山の奥に去っ
て行った。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意放送
関係機関へ情報提供
パトロールを実施

21 2022/6/12 6:00頃 大月市 大月市大月町真木地内 晴れ
NEC大月事業所付近の市道を歩い
ており、山側に行った。

歩行中 道路 無し オトナ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

22 2022/6/12 23:30頃 都留市 都留市大野地内 曇り
県道都留道志線の道坂トンネル
付近を横切り、山中へ走って
行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 関係機関へ情報提供

23 2022/6/13 18:00頃 大月市 大月市七保町葛野地内 曇り
福泉寺付近の木に登っており、
山の方に向かって行った。

歩行中 山林 無し オトナ・コドモ 2
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

24 2022/6/13 16:45頃 身延町 身延町道地内 曇り
下部衛生社付近の県道古関割子
を横切り、山に去って行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線で注意放送
関係機関へ情報提供

25 2022/6/13 19:15頃 身延町 身延町相又地内 曇り
妙久寺入り口付近の国道52号を
横切り、山に去って行った。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意放送
関係機関へ情報提供

26 2022/6/14 9:45頃 山梨市 山梨市三富川浦地内 晴れ
国道140号の鶏冠山大橋付近の山
の斜面を歩行し、山林内へ去っ
ていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 猟友会へ情報共有

27 2022/6/14 朝 中央市 中央市大鳥居地内 曇り
(登山者用駐車場付近の養蜂巣箱
が壊され、中の蜜を食い荒らさ
れていた。）

- 山林 無し 不明 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起
猟友会による罠の設置予定

28 2022/6/14 15:00頃 北杜市２ 北杜市白州町白須地内 曇り
日向山山頂の砂場と森林の際を
歩いており、林の中へ入って
行った。

登山中 山林 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
登山道入口に注意看板設置

29 2022/6/14 17:00頃 大月市 大月市七保町瀬戸地内 雨
国道139号から新竹の向橋を渡っ
た先の道を歩いており、その後
は不明。

自宅待機 道路 無し コドモ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

30 2022/6/15 12:00頃 富士河口湖町 富士河口湖町河口地内 曇り
木無山～三ッ峠荘間の登山道を
歩いており、山中へ逃げて行っ
た。

登山中 登山道 無し コドモ 1
猟友会、警察に情報提供
猟友会によるパトロール、登山者への注
意喚起

31 2022/6/15 15:20頃 身延町 身延町相又地内 曇り
平沢付近の山林内を歩いてお
り、山頂方向へ逃げて行った。

作業中 山林 無し コドモ 1
防災無線で注意放送
関係機関へ情報提供

32 2022/6/16 11:00頃 大月市 大月市七保町奈良子地内 曇り
春日神社から約１ｋｍ奥の市道
を横断し、小俣川側に降りて
行った。

歩行中 道路 無し オトナ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

33 2022/6/18 5:45頃 身延町 波木井三区地内 曇り
自宅裏を歩いており、その後は
山へ登っていった。

自宅待機 住宅地 無し オトナ 1
区長へ連絡
地区放送で注意喚起

34 2022/6/18 10:00頃 大月市 大月市賑岡町畑倉地内　 曇り
市道宮古橋線の東京濾器付近を
歩いており、その後、走って
行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起

35 2022/6/19 11:10頃 大月市 大月市賑岡町岩殿地内　 晴れ
大月自動車学校付近の道を歩い
ており、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

36 2022/6/19 13:00頃 富士河口湖町 富士河口湖町本栖地内 晴れ
国道139号の本栖チェーン脱着場
付近におり、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
警察、観光協会、猟友会に連絡
猟友会によるパトロール

37 2022/6/19 18:10頃 身延町 下部北川地区 曇り
国道300号北川橋付近の道路上を
歩いており、その後は山の方へ
歩いて行った。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
警察署へ連絡
防災無線で注意喚起

38 2022/6/21 7:00頃 大月市 大月市賑岡町強瀬地内　 曇り
大月税務署付近の桂川を歩いて
おり、山の方に向かった。

釣り中 川 無し オトナ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

39 2022/6/22 14:00頃 大月市 大月市賑岡町畑倉地内　 雨
日影入口バス停付近の民家の庭
を歩いており、その後は不明。

自宅待機 住宅地 無し コドモ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

40 2022/6/24 11:00頃 大月市 大月市猿橋町猿橋地内 晴れ
猿橋公園付近の川沿いから住宅
地へ上がり、その後は不明。

自宅待機 住宅地 無し コドモ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会、教育委員会に情報提供

41 2022/6/24 10:30頃 都留市 都留市東桂鹿留沖地内 晴れ
FISH・ON鹿留付近の鹿留林道を
横切り、山の中へ向かった。

静観 山林 無し オトナ 1
市役所でパトロール
防災無線等で注意喚起
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42 2022/6/25 7:00頃 富士吉田市 富士吉田市上吉田 晴れ
馬返しの手前の吉田口登山道を
横切り、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
警察、猟友会によるパトロール、注意喚
起

43 2022/6/25 12:00頃 富士吉田市 富士吉田市上吉田 晴れ
猟友会によるパトロール中に遭
遇し、襲われ負傷。

パトロール中 山林 有り オトナ 1
警察、猟友会によるパトロール、注意喚
起

44 2022/6/27 6:10頃 甲府市 甲府市古関町 晴れ
国道358号の見返橋付近で目撃
し、北方面へ逃げた。

自動車運転中 山林 無し オトナ 1
注意看板を設置
地元自治会へ情報提供

45 2022/6/28 16:00頃 大月市 大月市賑岡町強瀬地内　 晴れ
桂川を歩いており、その後は不
明。

釣り中 川 無し オトナ・コドモ 2
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

46 2022/6/29 10:15頃 大月市 大月市駒橋三丁目 晴れ
山側から国道20号を横切り、そ
の後は不明。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
警察、市役所で注意喚起

47 2022/6/29 12:00頃 身延町 身延町下部地区根子地内 晴れ
県道折門古関線新開橋付近の道
路上におり、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1 -

48 2022/6/29 19:10頃 身延町 身延町八木沢地内 晴れ
下部温泉早川IC付近の山側から
出てきたが、山側に戻っていっ
た。

自動車運転中 山林 無し コドモ 1 防災無線で注意喚起

49 2022/7/1 14:00頃 身延町 身延町相又地内 晴れ
国道52号を横切り、コンクリー
ト壁の間を抜けて山へ去って
行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関等へ情報提供

50 2022/7/3 12:30頃 大月市 大月市七保町葛野地内 曇り
涼泉寺付近の道を歩いており、
山の方へ向かっていった。

歩行中 道路 無し コドモ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

51 2022/7/3 13:30頃 上野原市 上野原地内 曇り
西沢付近の鶴川を渡り、西側の
山の方へ走っていった。

釣り中 川 無し オトナ 1 関係機関へ情報提供

52 2022/7/5 13:00頃 南部町 南部町楮根・福士 雨
（養蜂用の巣箱が壊され、中身
が荒らされていた。）

- 住宅地 無し 不明 1 -

53 2022/7/7 16:00頃 南アルプス市 南アルプス市芦安安通 晴れ

御勅使川の河川敷で水を飲み、
県道甲斐・芦安線に向かって歩
いた後、山の方へ逃げていっ
た。

自動車運転中 川 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
注意喚起看板設置
現場の巡回

54 2022/7/10 15:10頃 都留市 都留市戸沢地内 晴れ
月待ちの湯付近の戸沢川の川向
こうを歩いており、その後は不
明。

川遊び中 川 無し 不明 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起
猟友会によるパトロール

55 2022/7/10 12:00頃 上野原市 上野原市大野地内 晴れ

大野地区側のコモアしおつ入口
付近の県道野田尻四方津停車場
線を横切り、谷田川方面へ向
かった。

不明 道路 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起

56 2022/7/11 8:20頃 身延町 身延町下山地内 晴れ
杉山集落と杉山橋の間の県道身
延本栖線におり、東側の沢を
下っていった。

作業中 道路 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起

57 2022/7/12 10:40頃 小菅村 小菅村今川地内 曇り
今川峠付近の県道18号上野原丹
波山線沿いの山林におり、山林
内へ逃げていった。

自動車運転中 山林 無し オトナ・コドモ 2 防災無線で注意喚起

58 2022/7/16 6:30頃 南部町 南部町楮根地内 晴れ
馬込製茶工場付近の楮根川内に
おり、楮根川沿いに下って行っ
た。

歩行中 川 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
町内放送で注意喚起
現場の巡回

59 2022/7/16 7:55頃 身延町 身延町切房木地内 曇り
切房木集会所付近の県道古関割
子線を横断し、三沢川の川向こ
うへ消えていった。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起

60 2022/7/16 10:30頃 小菅村 小菅村横道地内 曇り
国道139号の松姫トンネルの事枡
橋側から山に入った畑付近にお
り、山林へ逃げて行った。

作業中 畑 無し オトナ・コドモ 3 防災無線で注意喚起

61 2022/7/16 20:26頃 都留市 都留市厚原地内 雨
熊野神社から南西へ400ｍ程の山
から農道平栗大久保線へ下りて
きて、その後は不明。

作業中 道路 無し オトナ 1 関係機関へ情報提供

62 2022/7/17 16:00頃 富士河口湖町 富士河口湖町河口地内 晴れ
峠の茶屋付近の国道137号を横断
し、山へ入っていった。

建物内待機 道路 無し コドモ 1 地元猟友会によるパトロール

63 2022/7/17 19:30頃 都留市 都留市大幡地内 曇り

（県道高畑谷村停車場線沿いの
緊急時ヘリコプター離着陸場付
近の山林から鳴き声が聞こえ、
その後は不明。）

歩行中 道路 無し 不明 1 関係機関へ情報提供

64 2022/7/19 13:15頃 南部町 南部町大和地内 雨
大和峠付近の国道52号を横断
し、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
町内放送で注意喚起
現場の確認

65 2022/7/19 17:30頃 甲府市 甲府市古関町地内 曇り
精進湖トンネル北側の山葵沢橋
付近の国道358号を横切り、沢方
面へ逃げていった。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起

66 2022/7/25 15:45頃 大月市 大月市賑岡町畑倉地内 晴れ
東原バス停付近の国道139号を歩
いており、沢へ下りていった。

歩行中 道路 無し オトナ 1
警察、市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
猟友会に情報提供

67 2022/7/28 14:00頃 都留市 都留市大野地内 晴れ

ボディーショップSUGIMOTOと杉
本商店の間付近の県道都留道志
線を西方面から東方面へ横切
り、その後は不明。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起

68 2022/7/29 7:40頃 上野原市 コモアしおつ地内 晴れ
スポーツ公園付近を走ってお
り、東側へ逃げていった。

不明 住宅地 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報共有

69 2022/8/1 12:30頃 身延町 身延町古関地内 晴れ

道の駅しもべ付近の常葉川の河
川敷を歩いており、長塩集落方
面である下流側へ走っていっ
た。

静観 川 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起
役場職員でパトロール

70 2022/8/8 18:05頃 富士吉田市 富士吉田市富士見５丁目地内 晴れ
日代御子大神社付近を歩いてお
り、西側山林へ逃げていった。

自転車走行中 山林 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
警察、猟友会に情報共有

71 2022/8/14 8:00頃 甲州市 甲州市塩山上萩原地内 晴れ
丸川峠登山口から40分ほど登山
道を上った付近に現れ、しばら
くして森へ帰っていった。

静観 登山道 無し コドモ 1 登山客への注意喚起

72 2022/8/14 11:00頃 笛吹市 笛吹市八代町奈良原地内 晴れ
信濃沢付近の果樹園に現れ、周
囲をうろついた後、藪に入って
消えた。

自動車運転中 果樹園 無し オトナ 1 地区放送で注意喚起

73 2022/8/14 夕方 山中湖村 山中湖村平野地区地内 晴れ
寺之沢橋付近の国道４１３号を
横断し、大堀川の方へ行った。

不明 道路 無し オトナ 1 猟友会による見回り

74 2022/8/16 18:10頃 南部町 南部町福士向田区地内 晴れ
高根神社付近に現れ、一小路
（六地蔵公園）方向へ向かっ
た。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
全戸放送で注意喚起
警察、猟友会によるパトロール

75 2022/8/17 18:00頃 山中湖村 山中湖村長池地区地内 曇り
大平山登山道付近の道路を歩い
ており、その後は不明。

不明 道路 無し オトナ 1 防災無線で注意喚起

76 2022/8/18 17:45頃 忍野村 忍野村内野地内 晴れ
田辺養鶏場付近の村道水呑線を
横切り、西側の林に入っていっ
た。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起
パトロールを実施

77 2022/8/18 18:00頃 山中湖村 山中湖村長池地区地内 晴れ
芙蓉台別荘地内で目撃し、その
後は不明。

不明 住宅地 無し オトナ 1 防災無線で注意喚起

78 2022/8/19 16:10頃 都留市 都留市大野地内 晴れ
県道都留道志線の落合橋付近の
森林組合作業場のゲートにお
り、その後は不明。

商店利用中 作業場 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

79 2022/8/21 9:00頃 大月市 大月市七保町下和田地内 晴れ
和田美術館付近の道路に現れ、
山方面へ逃げていった。

歩行中 道路 無し コドモ 1
警察・市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

80 2022/8/31 14:00頃 南アルプス市 南アルプス市上市之瀬地内 晴れ
みはらし平の駐車場内を歩いて
おり、山林の中へ逃げていっ
た。

作業中 駐車場 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
注意喚起看板設置
現場の巡回

81 2022/9/3 13:00頃 南アルプス市 南アルプス市大嵐地内 晴れ
御庵沢小武川林道上を歩いてお
り、山林の中へ逃げていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
注意喚起看板設置
現場の巡回
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82 2022/9/4 7:00頃 身延町 身延町切房木地内 晴れ
県道古関割子線の上切房木バス
停付近におり、その後は不明。

不明 山林に近い集落 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関等へ情報提供
現場の巡回

83 2022/9/5 2:00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
上を歩いており、山林の中へ逃
げていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
注意喚起看板設置
現場の巡回

84 2022/9/5 8:10頃 身延町 身延町大城地内 晴れ
県道大城小田船原線の奥川橋付
近におり、その後は不明。

不明 山林に近い集落 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関等へ情報提供

85 2022/9/5 14:00頃 大月市 大月市富浜町宮谷地内 晴れ
県立もえぎ寮付近の南側の藪に
おり、その後は不明。

作業中 山林 無し オトナ 1
警察・市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

86 2022/9/12 11:30頃 大月市 大月市七保町浅川地内 晴れ
浅川公民館付近のクルミの木に
登っており、北の方へ歩いて
いった。

作業中 畑 無し オトナ 1
警察・市役所でパトロール、広報活動
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

87 2022/9/12 18:00頃 身延町 身延町岩欠地内 晴れ
県道栃代常葉線の杉山橋付近を
横切り、山に去っていった。

歩行中 道路 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

88 2022/9/14 0:10頃 南部町 南部町柳島温井地内 晴れ
県道釜の口塩沢線の成島との境
界付近の住宅の池の金魚が食べ
られていた。

- 山林に近い集落 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供

89 2022/9/14 14:30頃 身延町 身延町常葉地内 晴れ
国道300号新常葉川橋付近の道路
上を歩いており、その後は川の
方へ歩いて行った。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

90 2022/9/15 15:05頃 身延町 身延町常葉地内 晴れ
常葉川の河川敷を歩いており、
その後は山の方へ去って行っ
た。

釣り中 川 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

91 2022/9/15 7:00頃 南部町 南部町井出地内 晴れ
八幡神社付近の栗の木に向かっ
て歩いていた。その後は不明。

歩行中 山林に近い集落 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

92 2022/9/22 8:20頃 身延町 身延町相又地内 曇り

旧相又峡パークから相又川上流
300m付近の河川敷を歩いてお
り、その後は山へ逃げていっ
た。

作業中 川 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

93 2022/9/27 19:30頃 身延町 身延町遅沢地内 晴れ

清柳荘付近の住宅のヤギ小屋の
中でヤギに襲いかかっており、
小屋の裏側から河川敷の方へ逃
げていった。

- 山林に近い集落 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
警察、猟友会、町役場で現場の確認
関係機関へ情報提供

94 2022/10/4 9:00頃 南部町 南部町下佐野地内 晴れ
柿元地区より約２km手前の町道
佐野線上におり、佐野川へ降り
ていった。

- 道路 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
全戸放送で注意喚起

95 2022/10/10 12:30頃 身延町 身延町横根中地内 雨
中村集落付近のクルミの木にた
かっており、1時間ほど経過した
後にいなくなった。

静観 山林に近い集落 無し オトナ 1
関係機関へ情報提供
現地の確認
防災無線で注意喚起

96 2022/10/11 9:00頃 南アルプス市 南アルプス市上宮地地内 晴れ
電気柵設置箇所の山側を歩いて
おり、山林の奥に逃げていっ
た。

自動車運転中 山林 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
防災無線で注意喚起
現場の巡回

97 2022/10/13 9:30頃 富士吉田市 富士吉田市新屋地内 曇り
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財
産保護組合の西側付近の道路を
横断し、山林へ逃げていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供
市役所、警察および猟友会でパトロール

98 2022/10/20 11:30頃 身延町 身延町北川地内 晴れ
県道市川三郷身延線の下部トン
ネル付近の道路を横断し、山の
中へ逃げていった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

99 2022/10/20 12:50頃 身延町 身延町北川地内 晴れ
国道300号の長塩トンネル付近の
道路を歩いており、森の方へ消
えた。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供
警察でパトロール

100 2022/10/30 7:00頃 身延町 身延町古関地内 晴れ
国道300号の聖トンネル付近の道
路を横切り、森の方へ消えて
いった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 防災無線で注意喚起

101 2022/10/30 7:20頃 上野原市 上野原市巌地内 晴れ

国道２０号の上野原西中入口の
信号から東京方面へ５００メー
トル先付近の道路を走ってお
り、北側の方へ行った。

自動車運転中 道路 無し オトナ・コドモ 2 関係機関へ情報提供

102 2022/10/31 4:30頃 富士河口湖町 富士河口湖町小立地内 晴れ

国道139号沿いの郷土料理ほうと
う庄屋乃家から南へ100mほど
入った町道を横断し、茂みへ
入っていった。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
防災放送で注意喚起
猟友会でパトロール

103 2022/11/11 19:15頃 身延町 身延町相又地内 晴れ
相又下公民館付近の国道52号を
歩いており、その後は不明。

不明 道路 無し オトナ 1 防災無線で注意喚起

104 2022/11/14 13:20頃 身延町 身延町常葉地内 晴れ

新常葉川橋から本栖湖方面へ
300m先付近の国道300号沿いの木
に登っており、しばらくしてい
なくなった。

不明 山林に近い集落 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

105 2022/11/20 18:00頃 笛吹市 笛吹市芦川町鶯宿地内 晴れ
県道笛吹市川三郷線の新倉沢橋
付近の路肩に座り込んでおり、
その後移動した。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 関係機関へ情報提供

106 2022/11/21 10:00頃 身延町 身延町常葉地内 晴れ
三澤屋石油付近の道路におり、
身延線の線路を渡り、山の方に
入って行った。

建物内待機 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

107 2022/11/25 16:20頃 身延町 身延町三澤地内 晴れ
勝坂公民館付近の道路上を横切
り、山の方に入っていった。

自動車運転中 山林に近い集落 無し オトナ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

108 2022/11/30 8:40頃 身延町 身延町北川地内 晴れ
県道市川三郷身延線の下部トン
ネル付近の道路上を横切り、山
の方に入っていった。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

109 2022/11/30 14:10頃 身延町 身延町北川地内 晴れ
木喰の里微笑館付近の道路上を
歩いており、山の方に消えた。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

110 2022/11/30 15:00頃 身延町 身延町北川地内 晴れ
横手集落付近の道路上を歩いて
おり、山の方に入っていった。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

111 2022/12/7 8:40頃 身延町 身延町久保地内 晴れ
熊澤・久保集落間付近の県道山
保久那土線上を歩いており、山
間部から川の方へ移動した。

自動車運転中 道路 無し コドモ 3
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

112 2022/12/12 22:50頃 身延町 身延町北川地内 晴れ
木喰の里微笑館付近の道路上を
歩いており、山の方に消えた。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
防災無線で注意喚起
関係機関へ情報提供

113 2023/1/31 17:45頃 上野原市 上野原市上野原地内 雨

県道佐野川上野原線の上野原工
業団地入口の交差点から北方面
へ１５０メートル先付近の道路
を走っており、西から東へ横断
した。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1 関係機関へ情報提供

114 2023/2/8 19:00頃 身延町 身延町夜子沢地内 晴れ
川平集落付近の県道遅沢静川線
上を横切り、山の方へ登って
いった。

自動車運転中 道路 無し オトナ 1 防災無線で注意喚起

115 2023/2/19 16:45頃 上野原市 上野原市巌地内 晴れ
四方津トンネル付近の山林を
走っており、その後は不明。

不明 山林に近い集落 無し コドモ 1 関係機関へ情報提供

116 2023/2/26 9:00頃 富士河口湖町 船津地内 晴れ
産業道路を西側から東側に横
切った。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1
関係機関へ情報提供
猟友会でパトロール

117 2023/2/28 17:35頃 上野原市 上野原市大野地内 晴れ

大野地区側のコモアしおつ入口
付近の県道野田尻四方津停車場
線を横切り、北側の山の方へ逃
げた。

自動車運転中 道路 無し コドモ 1 関係機関へ情報提供


