
令和元年度　クマ目撃情報

No 月日 時刻 目撃・痕跡状況

193 1月27日 午後4時50分 能生地域 槙地内 下倉入口バス停南側 市道槙下線付近 子グマ1頭を目撃

192 12月10日 午後4時10分 糸魚川地域 大野地区 小坂ふれあいセンター付近 子グマ1頭を目撃

191 12月3日 午後4時35分 青海地域 名引地区 名引山公園付近 親グマ１頭と子グマ１頭を目撃

190 11月23日 午前8時 青海地域 田海地区 田海支館北側付近 クマの痕跡を発見

189 11月20日 午後7時40分 糸魚川地域 上刈地区 糸魚川中学校グランド付近 クマ１頭を目撃

188 11月15日 午後6時 青海地域 名引地区 名引山公園付近 南の方向へ向かうクマ１頭を目撃

187 11月15日 午後5時 能生地域 磯部地区 仙納地内（仙納集落開発センター付近） クマ２頭を目撃

186 11月15日 午後1時30分 青海地域 名引山公園付近 北の方向へ向かうクマ１頭を目撃

185 11月15日 午前7時30分 青海地域 名引地区 宮の上橋南側 クマ１頭を目撃

184 11月14日 午後3時15分 青海地域 青海町商工会付近 親グマ１頭と子グマ１頭を目撃

183 11月13日 午後5時20分 青海地域 青海地区 名引公園付近 クマ１頭を目撃

182 11月11日 午前7時10分 青海地域 青海地区 石曽根地内 子グマ１頭を目撃

181 11月10日 午後4時30分 青海地域 青海地区 石曽根地内 子グマ１頭を目撃

180 11月10日 午前9時30分 糸魚川地域 小滝地区 夏中会館付近 クマ１頭を目撃

179 11月10日 午前4時45分 青海地域 寺地地区 名引公園付近 クマ１頭を目撃

178 11月9日 午前11時 青海地域 青海地区石曽根地内 子グマ１頭を目撃

177 11月8日 午後6時10分 青海地域 名引地区 名引山公園付近 クマ１頭を目撃

176 11月8日 午後4時40分 青海地域 青海地区 大沢地内 大沢バス停付近 子グマ２頭を目撃

175 11月8日 午後1時30分 青海地域 青海地区 青海小学校付近 子グマ１頭を目撃

174 11月8日 午後0時10 青海地域 青海地区 中央支館付近 親グマ１頭と子グマ１頭を目撃

173 11月7日 午前9時30分 糸魚川地域 上早川地区 砂場地内 市道三津屋線土砂崩れ現場付近 親グマ１頭と子グマ２頭を目撃

172 11月7日 午前5時30分 糸魚川地域 上刈地区 白嶺高校付近 東の方向に向かうクマ１頭を目撃

171 11月5日 午後6時20分 糸魚川地域 上刈5丁目 北陸自動車道側道付近 北の方向へ向かうクマ１頭を目撃

170 11月5日 午後1時15分 青海地域 青海地区 大沢地内 大沢児童公園付近 クマ２頭を目撃

169 11月5日 午前7時15分 能生地域 西能生地区 桂地内 桂神社付近 桂神社付近から山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

168 11月4日 午後1時25分 青海地域 今村新田地内 木に登っている子グマ１頭を目撃

167 11月4日 午前8時30分 糸魚川地域 平牛地区 糸魚川高校南側諏訪社付近 クマ１頭を目撃

166 11月3日 午前7時 青海地域 今村新田地内 子グマ１頭を目撃

165 11月3日 午前6時50分 能生地域 上小見地区 龍光寺前バス停付近 山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

164 11月2日 午後7時 糸魚川地域 美山陸上競技場東側付近 クマ１頭を目撃

163 11月2日 午後4時30分 青海地域 今村新田地内 子グマ1頭を目撃

162 11月1日 午後7時25分 糸魚川地域 根知地区 山口地内 山口公会堂付近 山口公会堂付近から北の方向へ向かうクマ１頭を目撃

161 11月1日 午後4時50分 能生地域 磯部地区 仙納地内 柿の木にクマの痕跡

160 11月1日 午前10時45分 糸魚川地域 蓮台寺地区 蓮台寺公会堂付近
木造住宅の壁をはがし、内側にあるハチの巣を食べた痕跡あ

り

159 11月1日 午前7時50分 糸魚川地域 大野地区 大野公民館付近 大野神社で子グマ１棟を目撃

158 11月1日 午前7時20分 糸魚川地域 上刈地区 市営美山住宅付近 総合体育館の方向へ行くクマ１頭を目撃

157 11月1日 午前7時20分 糸魚川地域 上刈地区 玉水バス停（糸魚川中学校側）付近 民家柿の木から北の方向へ行くクマ１頭を目撃

出没場所
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156 10月31日 午後6時30分 糸魚川地域 原山団地付近 西の方向へ向かうクマ１頭を目撃

155 10月31日 午前10時 糸魚川地域 根知地区 和泉下バス停と和泉バス停間の畑 柿の木や畑にクマの痕跡あり

154 10月31日 午前９時 糸魚川地域 清崎地区 市民会館付近　民家路地 路地上にクマの痕跡あり

153 10月30日 午後10時 能生地域 磯部地区 仙納地内 仙納集落開発センター付近でクマ１頭を目撃

152 10月30日 午後7時30分 糸魚川地域 一の宮地区 糸魚川斎場付近 東の方向へ向かうクマ1頭を目撃

151 10月30日 午後3時40分 青海地域 名引地区 深田バス停付近 バス停付近の線路南側でクマ１頭を目撃

150 10月29日 午後5時50分 青海地域 青海地区 大沢地内(大沢児童公園付近) クマ２頭を目撃

149 10月29日 午後5時15分 青海地域 高畑地区 倉谷橋付近 クマ１頭を目撃

148 10月29日 午前10時10分 糸魚川地域 西海地区 川島地内　羅漢堂付近
羅漢堂付近の田んぼから海川の方向へ向かう子グマ１頭を目

撃

147 10月29日 午前8時15分 青海地域 青海地区 北斗町地内 青海川方向へ向かうクマ２頭を目撃

146 10月28日 午後6時 能生地域 木浦地区 浜木浦地内 県道中尾水込線脇の柿の木にクマの痕跡を発見

145 10月28日 午後6時 糸魚川地域 蓮台寺 五百羅漢堂付近 クマ1頭を目撃

144 10月28日 午後5時 能生地域 上南地区 槇地内(県道西飛山能生線堂沢川付近) クマ2頭を目撃

143 10月28日 午後4時 糸魚川地域 上刈5丁目地内 北陸自動車道側道付近 高架橋下から北の方向へ向かうクマ1頭を目撃

142 10月28日 午後2時 能生地域 上南地区 槇地内
市道槙島道線槙地内集落側から山の方向へ向かうクマ1頭を目

撃

141 10月28日 午前3時40分 青海地域 青海地区 青海駅付近 クマに遭遇し男性が負傷

140 10月28日 午前3時 糸魚川地域 大野地区 小坂ふれあいセンター付近 付近住宅の柿の木にクマの痕跡あり

139 10月27日 午後10時30分 糸魚川地域 根知地区 根小屋地内根小屋会館付近 付近を歩く子グマ１頭を目撃

138 10月27日 午後8時 糸魚川地域 西海地区釜沢地内 釜沢下バス停付近 付近の柿の木にクマの痕跡あり

137 10月27日 午後6時30分 青海地域 青海地区 青海駅付近 国道8号から海の方へ向かうクマ1頭を目撃

136 10月27日 午後2時30分 青海地域 石曾根地内 山の方へ逃げていくクマ1頭を目撃

135 10月25日 午後5時45分 糸魚川地域 下早川地区 上覚地内　広域農道平牛上覚線と市道上覚東海線の交差点付近 クマ1頭を目撃

134 10月25日 午前10時45分 青海地域 青海地区 青海小学校付近 子グマ1頭を目撃

133 10月25日 午前6時40分 糸魚川地域 大野地区 翡翠橋付近 子グマ2頭を目撃

132 10月25日 午前5時 青海地域 大沢地区 大沢バス停付近 子グマ1頭を目撃

131 10月24日 午後7時30分 糸魚川地域 根知地区 根小屋会館付近 クマ1頭を目撃

130 10月24日 午前6時 能生地域 木浦地区 新戸地内 新戸集落開発センター南側付近でクマ１頭を目撃

129 10月23日 午後7時54分 糸魚川地域 大野地区 頚城大野駅付近 駅付近の民家敷地内の柿の木でクマ１頭を目撃

128 10月23日 午後7時20分 糸魚川地域 根知地区 根小屋会館付近 クマ１頭を目撃

127 10月23日 午後2時55分 糸魚川地域 西海地区釜沢 釜沢生活改善センター付近 クマ１頭を目撃

126 10月22日 午後6時10分 糸魚川地域 西海地区 釜沢地内 釜沢下バス停付近の柿の木に登っているクマ１頭を目撃

125 10月22日 午前11時45分 青海地域 青海地区 青海総合グラウンド付近 クマ１頭を目撃

124 10月21日 午後5時30分 青海地域 今村新田地内 山に向かうクマ２頭（親１、子１）を目撃

123 10月21日 午後3時 能生地域 能生地区 学校町地内(旧ありのみ荘南側) クマの痕跡を複数発見

122 10月20日 午後５時55分 糸魚川地域 上刈地区 水前神社付近 水前神社付近から北に向かうクマ１頭を目撃

121 10月20日 午後5時20分 能生地域 上南地区 柵口地内 クマ１頭を目撃
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120 10月20日 午前11時40分 糸魚川地域 寺島地区 国道８号　姫川大橋付近 子グマ１頭を目撃

119 10月20日 午前10時 能生地域 木浦地区新戸地内 尾花バス停下付近でクマ１頭を目撃

118 10月19日 午後6時10分 糸魚川地域 京ヶ峰２丁目付近 京ヶ峰２丁目付近から北の方向へ向かうクマ１頭を目撃

117 10月19日 午後4時20分 糸魚川地域 上刈5丁目付近 上刈５丁目付近から美山方面へ向かうクマ１頭を目撃

116 10月19日 午前6時30分 糸魚川地域 大野地区 大野保育園付近
大野保育園から姫川を渡り、今井地区の方向へ向かうクマ１

頭を目撃

115 10月18日 午後4時40分 糸魚川地域 上早川地区 三ツ屋地内　白山神社付近 神社の方向へ向かう子グマ１頭を目撃

114 10月18日 午後1時5分 糸魚川地域 一の宮地区 一の宮会館付近 柿の木にクマの痕跡を発見

113 10月18日 午前7時20分 青海地域 青海地区 青海総合グラウンド付近 グラウンドから山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

112 10月17日 午後8時 青海地域 北陸自動車道 高畑トンネル付近 クマ１頭を目撃

111 10月17日 午後7時20分 糸魚川地域 上刈地区 水前神社付近 クマ１頭を目撃

110 10月17日 午前11時 青海地域 青海地区 青海小学校グラウンド付近 グラウンドから東の山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

109 10月17日 午前6時40分 青海地域 青海地区 栄町（大沢）付近 クマ２頭（親グマ1頭、子グマ1頭）を目撃

108 10月16日 午後8時30分 糸魚川地域 下早川地区 東海地内　東海集落センター付近 柿の木に登る子グマ１頭を目撃

107 10月16日 午後6時50分 青海地域 青海地区 大沢地内 子グマ１頭を目撃

106 10月16日 午後0時 青海地域 須沢地区 若宮社水神社付近 クマ１頭を目撃

105 10月16日 午前10時40分 青海地域 寺地地区 青海中学校グラウンド付近 グラウンド付近から松尾社の方向に向かうクマ１頭

104 10月16日 午前5時 糸魚川地域 越地区 岩山バス停 バス停付近から山側に向かうクマ１頭を目撃

103 10月15日 午後7時30分 糸魚川地域 大野地区 翡翠橋付近　国道148号側 子グマ１頭を目撃

102 10月15日 午前11時50分 糸魚川地域 大野地区 大野保育園付近 大野保育園から国道148号へ向かう子グマ１頭を目撃

101 10月15日 午前7時45分 糸魚川地域 大野地区 大野保育園付近 子グマ２頭を目撃

100 10月14日 午前9時 糸魚川地域 大野地区 姫川コミュニティセンター付近 クマ１頭を目撃

99 10月12日 午後8時15分 糸魚川地域 一の宮地区 一の宮２丁目付近 クマ１頭を目撃

98 10月11日 午後1時 能生地域 中能生地区 大沢地内 柿の木にクマの痕跡を発見

97 10月10日 午後7時 能生地域 磯部地区 筒石地内　中郷西バス停付近　久比岐自転車道 クマ１頭を目撃

96 10月10日 午後5時20分 糸魚川地域 一ノ宮地区 糸魚川市斎場付近 南側に向かうクマ1頭を目撃

95 10月10日 午前10時20分 能生地域 西能生地区 下小見地内　下小見研修センター付近 付近の柿の木にクマの痕跡を発見

94 10月10日 午前9時30分 能生地域 磯部地区 筒石地内　大谷橋より100ｍ北側付近 付近の柿の木にクマの痕跡を発見

93 10月10日 午前6時 糸魚川地域 大野地区 翡翠橋付近　国道148号 クマ2頭を目撃

92 10月9日 午後5時50分 能生地域 磯部地区 筒石地内　磯部小学校から南西へ250ｍ付近 付近の柿の木周辺にクマの痕跡を発見

91 10月9日 午前10時 糸魚川地域 下早川地区 東海神社付近 付近の柿の木にクマの痕跡を発見

90 10月9日 午前6時30分 糸魚川地域 一の宮地区 糸魚川中学校付近 北側に向かうクマ1頭を目撃

89 10月8日 午後5時 能生地域 中能生地区 島道地内　明了寺バス停付近 西側の山へ入るクマ１頭を目撃

88 10月7日 午後8時30分 能生地域 磯部地区 徳合地内　徳合公民館 クマ1頭を目撃

87 10月7日 午後4時 糸魚川地域 京ヶ峰２丁目地内 クマの痕跡を発見

86 10月7日 午前7時 糸魚川地域 下早川地区 滝川原地内 クマ1頭に遭遇し女性が負傷

85 10月7日 午前6時50分 糸魚川地域 西海地区 水保地内 柿の木にクマの痕跡を発見

84 10月6日 午後9時35分 糸魚川地域 京ヶ峰2丁目地内 クマ1頭を目撃
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83 10月6日 午後3時15分 能生地域 磯部地区 筒石地内　筒石駅付近 クマ1頭を目撃

82 10月4日 午後１時50分 糸魚川地域 根知地区 フォッサマグナパーク駐車場付近
フォッサマグナパーク駐車場付近から山の方へ向かうクマ１

頭を目撃

81 10月2日 午後2時30分 能生地域 上南地区 大字柵口字ヘグリ付近 南側に向かうクマ１頭を目撃

80 9月27日 午前5時30分 青海地域 大字青海地内 青海川跨線橋付近 青海川を東から西に向かう親グマ1頭、子グマ2頭を目撃

79 9月11日 午前6時15分 糸魚川地域 根知地区 山口地内　羽黒社付近 羽黒社の階段を登るクマ１頭を目撃

78 9月11日 午前5時50分 青海地域 寺地地内 松尾神社付近 木に登っているクマ3頭を目撃

77 9月5日 午後４時頃 青海地域 境川付近 海側から山の方面へ向かう子グマ１頭を目撃

76 9月4日 午後６時50分 能生地域 中尾地内 中尾多目的集会施設東側付近 墓石付近でクマの痕跡を発見

75 8月31日 午前7時30分 糸魚川地域 西海地内 真光寺付近 真光寺から稲坂方面へ向かう子グマ1頭を目撃

74 8月9日 午後4時 糸魚川地域 大字東中地内 根知川沿い遊歩道付近 山に向かう子グマ１頭を目撃

73 7月20日 午前7時20分 糸魚川地域 大和川地内 市道大原4号線　終点より100北側付近 山に向かうクマ１頭を目撃

72 7月18日 午後1時 青海地域 田海地区 田海ヶ池付近 山に向かうクマ１頭を目撃

71 7月16日 午前9時 能生地域 上南地区 西飛山地内　西飛山バス停付近 山へ向かう子グマ１頭を目撃

70 7月13日 午後3時40分 青海地域 青海地内 石曽根付近 クマ１頭を目撃

69 7月13日 午後1時30分 糸魚川地域 広域農道大野平牛線 美山陸上競技場付近 クマ１頭を目撃

68 7月13日 午前10時10分 糸魚川地域 大所地内 県道平岩停車場蒲原線　ざらめき橋付近 クマ１頭を目撃

67 7月11日 午後2時 糸魚川地域 小滝地内 国道148号　大前洞門（小滝側） 山側から川の方向へ横切るクマ１頭を目撃

66 7月10日 午前8時30分 糸魚川地域 小滝地内 小滝公民館北付近 クマ２頭を目撃

65 7月10日 午前7時45分 糸魚川地域 寺島地内 消防本部ヘリポート付近 子グマ１頭を目撃

64 7月9日 午後7時40分 糸魚川地域 上刈地内 消防本部北東付近 子グマ１頭を目撃

63 7月9日 午後1時45分 糸魚川地域 根知地内 杉之当付近 クマ２頭を目撃

62 7月9日 午後1時20分 青海地域 青海地内 石曽根付近 クマ１頭を目撃

61 7月9日 午前9時45分 糸魚川地域 小滝地内 林道岡倉谷線　不動滝方向 クマ１頭を目撃

60 7月8日 午後5時15分 糸魚川地域 上刈地内 美山市営住宅付近 子グマ1頭を目撃

59 7月7日 午後1時55分 糸魚川地域 上刈地内 美山市営住宅付近 子グマ1頭を目撃

58 7月7日 午前8時 糸魚川地域 上刈地内 糸魚川市民総合体育館付近 子グマ1頭を目撃

57 7月7日 午前6時15分 糸魚川地域 上刈地内 糸魚川市民総合体育館付近 子グマ1頭を目撃

56 7月6日 午後5時50分 糸魚川地域 上刈地内 糸魚川市斎場付近 子グマ1頭を目撃

55 7月6日 午前11時 糸魚川地域 上刈地内 糸魚川市斎場付近 子グマ1頭を目撃

54 7月6日 午前7時50分 糸魚川地域 上刈地内 糸魚川中学校付近 子グマ1頭を目撃

53 7月5日 午後6時35分 糸魚川地域 清崎地内 白嶺高校グラウンド付近 子グマ1頭を目撃

52 7月5日 午後6時10分 糸魚川地域 上刈地内 上刈会館付近 子グマ1頭を目撃

51 7月5日 午後5時45分 糸魚川地域 上刈地内 美山市営住宅付近 子グマ1頭を目撃

50 7月4日 午前7時30分頃 糸魚川地域 田伏地内 糸魚川東バイパス田伏トンネル付近 子グマ1頭を目撃

49 7月3日 午後6時20分 糸魚川地域 大字一ノ宮地内 北陸自動車道上りサービスエリア付近の畑 畑の中にいるクマ１頭を目撃

48 7月1日 午後6時50分 能生地域 木浦地区 新戸地内　尾花バス停付近 西の山へ向かう子グマ1頭を目撃

47 6月30日 午前11時10分 糸魚川地域 上刈地内 高速道路　インターチェンジ下付近 子グマ1頭を目撃



令和元年度　クマ目撃情報

No 月日 時刻 目撃・痕跡状況出没場所

46 6月30日 午前10時 能生地域 上南地区西飛山地内 チェーン脱着所北側付近 クマ1頭を目撃

45 6月30日 午前7時35分 糸魚川地域 上刈地内 高速道路　インターチェンジ下付近 子グマ1頭を目撃

44 6月28日 午後3時50分 糸魚川地域 上刈地内 高速道路　インターチェンジ下付近 子グマ１頭を目撃

43 6月28日 午後3時50分 糸魚川地域 小滝地内 瀬野田会館付近 クマ２頭を目撃

42 6月27日 午後1時05分 糸魚川地域 上刈地内 水前神社付近 クマ１頭を目撃

41 6月26日 午前1時55分 糸魚川地域 上刈地内 水前神社付近 子グマ１頭を目撃

40 6月26日 午前9時5分 糸魚川地域 上刈地内 上刈会館南西付近 クマの痕跡を発見

39 6月25日 午前9時35分 糸魚川地域 小滝地内 小滝駅　姫川対岸付近 クマ１頭を目撃

38 6月22日 午前5時55分 糸魚川地域 上刈地内 水前神社付近 山へ向かう子グマ１頭を目撃

37 6月21日 午前10時25分 糸魚川地域 蓮台寺地内 蓮台寺パーキングエリア下り付近 山へ向かう子グマ１頭を目撃

36 6月21日 午前9時10分 糸魚川地域 田伏地内 糸魚川東バイパス田伏トンネルから大和川東交差点付近 子グマ１頭を目撃

35 6月20日 午前11時20分 糸魚川地域 田伏地内 糸魚川東バイパス田伏トンネル付近 子グマ１頭を目撃

34 6月20日 午前4時45分 糸魚川地域 南寺島地内 消防本部付近 姫川方向へ向かうクマ１頭を目撃

33 6月19日 午後1時30分 糸魚川地域 蓮台寺１丁目地内 子グマ１頭を目撃

32 6月19日 午前8時45分 糸魚川地域 大字一ノ宮地内 市道後生山線　後生山橋付近 子グマ1頭を目撃

31 6月18日 午後7時 青海地域 宮花町（青海川）付近 東に向かい川を渡るクマ１頭を目撃

30 6月17日 午前11時 青海地域 高畑地内 青海ガス水道局南付近 クマの痕跡を発見

29 6月16日 午後2時20分 糸魚川地域 大野地内 みやまの里付近 山の方向へ向かう子グマ１頭を目撃

28 6月16日 午前10時50分 糸魚川地域 一の宮地内 天津神社付近 子グマ１頭を目撃

27 6月15日 午前7時 糸魚川地域 上刈地内 糸魚川中学校付近 美山公園方向へ向かう子グマ１頭を目撃

26 6月15日 午前5時40分 能生地域 木浦地区 鬼伏地内久比岐自転車道付近（古川周辺） 山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

25 6月14日 午前11時50分 能生地域 西能生地区 大平寺地内布引グラウンド付近 子グマ１頭を目撃

24 6月14日 午前9時25分 糸魚川地域 美山テニスコート駐車場付近 子グマ１頭を目撃

23 6月13日 午前8時15分 糸魚川地域 下早川地区 出集落センター北側付近 クマ1頭を目撃

22 6月12日 午前7時10分 糸魚川地域 一の宮地区 糸魚川市斎場付近 東の山へ向かうクマ１頭を目撃

21 6月11日 午前7時25分 糸魚川地域 根知地区 山口地内　根知保育園付近 山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

20 6月10日 午前6時25分 糸魚川地域 下早川地区 谷根地内　重吉橋付近 山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

19 6月8日 午後7時5分 糸魚川地域 梶屋敷地区 立壁神社付近 山の方向へ向かう子グマ１頭を目撃

18 6月8日 午後4時 糸魚川地域 根知地区 和泉地内　和泉下バス停付近 山の方向へ向かう子グマ１頭を目撃

17 6月7日 午後6時 糸魚川地域 根知地区 和泉地内　和泉下バス停付近 川の方向へ向かう子グマ１頭を目撃

16 6月5日 午後1時50分 糸魚川地域 根知地区 山口地内市道山口線と県道の交差点から200ｍほど南付近 川の方向へ向かうクマ１頭を目撃

15 6月5日 午前11時30分 糸魚川地域 平牛地内 広域農道付近 子グマ１頭を目撃

14 6月5日 午前6時30分 糸魚川地域 根知地区 山口地内　塩の道資料館付近 クマ1頭を目撃

13 6月4日 午後9時15分 糸魚川地域 美山公園付近の広域農道 クマ１頭を目撃

12 6月2日 午前8時 糸魚川地域 美山公園付近の広域農道 クマ1頭を目撃

11 5月30日 午後6時 糸魚川地域 平牛地内 広域農道付近 クマ1頭を目撃

10 5月28日 午前11時 糸魚川地域 小滝地内小滝郵便局付近 クマ1頭を目撃

9 5月18日 午前９時30分 能生地域 木浦地区 新戸地内　新戸バス停東側付近 クマ１頭を目撃



令和元年度　クマ目撃情報
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8 5月17日 午前10時50分 能生地域 鬼伏地区 古川より西側の久比岐自転車道上 山に入るクマ１頭を目撃

7 5月17日 午前8時50分 糸魚川地域 間脇地区～能生地域 鬼伏地区の間の久比岐自転車道上 東側へ向かうクマ１頭を目撃

6 5月16日 午前８時10分 能生地域 浜木浦・鬼舞・鬼伏地内 久比岐自転車道付近 山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

5 5月11日 午後4時45分 能生地域 木浦地内中尾集落裏農地付近 クマ１頭を目撃

4 5月8日 午後１時00分 能生地域 鬼伏地内北陸自動車道付近 クマ１頭を目撃

3 5月3日 午前８時40分 糸魚川地域 大字大所 大網橋付近 山の方向へ向かうクマ１頭を目撃

2 4月26日 午後５時15分 能生地域 木浦地区 セカンドハウス南側付近 クマの痕跡を発見

1 4月24日 午後２時20分 糸魚川地域 山之坊地区 国道148号平岩パーキング付近 国道脇にいるクマ１頭を目撃


