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R02.03.27 17:30 東部 八頭郡若桜町岩屋堂 目撃 移動していた（田→山）
R02.03.26 19:50 西部 西伯郡伯耆町上野 目撃 移動していた（町道沿い）
R02.03.23 08:30 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 イノシシ檻のエサを食べていた（更に3/26,27

にも目撃）
R02.03.19 13:30 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた（町道沿い）
R02.01.06 07:10 西部 日野郡江府町助澤 目撃 移動していた（町道→山）、黒くて犬くらい

の大きさの動物
R01.12.30 12:00 西部 西伯郡大山町赤松 目撃 移動していた、体長50cm程度
R01.12.26 17:00 西部 西伯郡大山町赤松 目撃 移動していた（県道を横断）
R01.12.12 18:00 西部 西伯郡伯耆町三部 目撃 町道を移動していた
R01.12.10 10:00 東部 鳥取市青谷町紙屋 痕跡 集落近くの柿の木の枝折れ、食痕、爪痕、糞
R01.12.09 15:35 東部 八頭郡若桜町岩屋堂 目撃 移動していた（川→畑）
R01.12.07 16:30 東部 八頭郡八頭町坂田 痕跡 集落内の畑に足跡
R01.12.07 10:00 東部 八頭郡八頭町坂田 痕跡 小学校校庭に糞
R01.12.03 09:30 東部 鳥取市青谷町紙屋 痕跡 山中の柿の食痕
R01.11.29 20:00 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 車で走行中に遭遇。爪でバンパーに傷つけら

れた
R01.11.27 20:30 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 車の走行中に目撃。山に逃げて行った。
R01.11.27 東部 八頭郡智頭町山根 目撃 柿を食べていた
R01.11.20 東部 八頭郡智頭町山根 目撃 道路と集落を横切って山へ入っていった
R01.11.14 04:00 東部 鳥取市佐治町福園 目撃 県道を横断していた
R01.11.13 17:00 東部 鳥取市用瀬町宮原 痕跡 蜂の巣箱の食害
R01.11.11 10:00 東部 八頭郡八頭町福井 痕跡 木に爪痕
R01.11.10 22:00 東部 八頭郡八頭町日下部 目撃 安部駅付近を移動していた
R01.11.10 22:00 東部 八頭郡八頭町横田 目撃 移動していた（県道→山）
R01.11.10 10:30 東部 鳥取市青谷町小畑 痕跡 柿の食痕、爪痕、クマ棚、糞
R01.11.09 東部 鳥取市佐治町尾際 痕跡 柿の食痕、枝が折られていた
R01.11.08 13:00 西部 西伯郡伯耆町長山 痕跡 柿の食痕、爪痕
R01.11.08 10:30 東部 八頭郡八頭町才代 痕跡 柿の食痕、爪痕
R01.11.08 07:00 東部 八頭郡八頭町橋本 痕跡 柿の食痕、爪痕、糞
R01.11.08 06:10 東部 八頭郡八頭町才代 目撃 移動していた（6:00にも付近の線路上で目撃

あり）
R01.11.07 東部 鳥取市佐治町河本 痕跡 柿の食害（30個位）
R01.11.07 東部 鳥取市佐治町高山 痕跡 柿の食害（20個位）
R01.11.07 18:30 東部 八頭郡八頭町下野 目撃 移動していた
R01.11.07 09:20 西部 西伯郡伯耆町栃原 目撃 移動していた（県道→川）
R01.11.07 07:00 東部 鳥取市用瀬町宮原 目撃 柿の木に登っていた、爪痕、糞
R01.11.06 17:00 東部 鳥取市用瀬町古用瀬 痕跡 糞
R01.11.06 13:30 東部 八頭郡八頭町用呂 目撃 民家裏の柿を食べていた
R01.11.06 09:00 西部 西伯郡伯耆町長山 痕跡 柿の食痕、爪痕
R01.11.05 15:50 東部 鳥取市福部町湯山 目撃 休んでいた（草原）
R01.11.05 11:02 東部 八頭郡智頭町福原 目撃 移動していた（川→山）
R01.11.05 08:30 東部 鳥取市青谷町紙屋 目撃 山中の柿の食痕、爪痕、糞
R01.11.05 07:20 東部 八頭郡智頭町早瀬 目撃 移動していた（山中）
R01.11.01 東部 鳥取市佐治町余戸 痕跡 シカ、イノシシの埋設地を掘り起こしていた
R01.11.01 東部 鳥取市佐治町大井 痕跡 柿の食害（20個位）、糞
R01.11.01 東部 鳥取市佐治町高山 痕跡 梨の食害（20個位）、糞
R01.10.30 14:00 東部 八頭郡若桜町諸鹿 目撃 移動していた（山へ逃げた）
R01.10.30 09:00 中部 東伯郡三朝町俵原 痕跡 田（耕作放棄地）に足跡
R01.10.29 09:00 東部 鳥取市用瀬町別府 痕跡 柿の木に爪痕、糞、足跡
R01.10.29 07:00 西部 西伯郡伯耆町栃原 痕跡 柿の食害、爪痕、クマ棚、糞
R01.10.28 09:00 東部 鳥取市用瀬町別府 痕跡 柿の木に爪痕、糞
R01.10.28 14:00 東部 鳥取市青谷町八葉寺 痕跡 山菜取りにて山中の柿の木辺りに爪痕等の痕
R01.10.27 22:00 東部 鳥取市浜坂 目撃 移動していた（山へ逃げた）
R01.10.27 東部 鳥取市岩倉 痕跡 柿畑の柿の食害、爪痕が残っていた
R01.10.27 17:30 西部 日野郡江府町下蚊屋 目撃 移動していた（国道→山）
R01.10.26 21:20 西部 西伯郡伯耆町貴住 目撃 養蜂巣箱を壊しあさっていた
R01.10.26 11:00 東部 八頭郡八頭町塩上 目撃 住宅裏の養蜂巣箱近くで目撃
R01.10.26 10:00 東部 八頭郡八頭町篠波 痕跡 畑付近に糞
R01.10.25 13:38 東部 鳥取市国府町玉鉾 目撃 移動していた（川を西から東に横断）
R01.10.21 18:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた（国道）
R01.10.21 14:00 東部 八頭郡若桜町つく米 目撃 移動していた（登山道脇）
R01.10.17 15:00 東部 鳥取市用瀬町用瀬 目撃 公園に至る階段に座っていた
R01.10.14 夜 中部 東伯郡三朝町神倉 痕跡 柿の食害
R01.10.14 17:15 西部 米子市淀江町福岡 目撃 移動していた（県道）
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R01.10.12 11:00 西部 日野郡江府町柿原 目撃 移動していた（町道→山）
R01.10.10 09:30 中部 東伯郡琴浦町野井倉 目撃 移動していた（キャンプ場付近の遊歩道）
R01.10.08 13:20 中部 東伯郡琴浦町野井倉 目撃 移動していた（キャンプ場付近の遊歩道）
R01.10.08 東部 鳥取市佐治町津野 痕跡 リンゴの食害（15個）
R01.10.05 東部 八頭郡智頭町篠坂 目撃 移動していた（国道）
R01.10.06 08:40 東部 八頭郡若桜町つく米 目撃 移動していた（氷ノ山越付近の登山道を横
R01.09.29 08:19 東部 鳥取市覚寺 目撃 移動していた（車道で車と並走し逃げた）
R01.09.27 06:00 東部 鳥取市上町 目撃 移動していた（樗谿公園 東照宮）
R01.09.25 06:00 東部 鳥取市上町 目撃 移動していた（樗谿公園 東照宮）
R01.09.24 東部 八頭郡智頭町芦津 目撃 柿を食べていた
R01.09.21 09:30 東部 鳥取市槇原 目撃 移動していた（県道）
R01.09.17 08:00 東部 八頭郡八頭町姫路 痕跡 栗の食害（足跡・爪痕有り）
R01.09.13 10:00 東部 鳥取市佐治町河本 痕跡 リンゴの食害（30個位。更に9/15までに30個

位）
R01.09.09 13:30 東部 鳥取市国府町雨滝 目撃 移動していた（筥滝への遊歩道付近）
R01.09.06 10:30 東部 鳥取市福部町湯山 目撃 移動していた（梨果樹園、食害あり）
R01.09.02 19:00 西部 日野郡日南町阿毘縁 目撃 移動していた（道路脇の山中）
R01.09.02 06:00 中部 東伯郡琴浦町野井倉 目撃 移動していた（キャンプ場付近の遊歩道）
R01.08.28 東部 鳥取市佐治町栃原 痕跡 梨の食害（50個位。更に8/30までに30個

位）、国道に糞
R01.08.28 東部 鳥取市佐治町余戸 痕跡 梨の食害（50個位）
R01.08.28 06:00 中部 東伯郡琴浦町野井倉 目撃 移動していた（キャンプ場付近の遊歩道）
R01.08.22 16:00 東部 鳥取市福部町高江 痕跡 足跡（農免道路を山から里方向へ横断）
R01.08.22 16:00 東部 八頭郡八頭町覚王寺 痕跡 梨の食害（20個位）
R01.08.21 17:00 東部 鳥取市佐治町つく谷 痕跡 梨の食害（25個位）
R01.08.21 10:00 東部 岩美郡岩美町田河内 痕跡 柿の木が折られ、足跡が有り
R01.08.21 09:40 西部 西伯郡伯耆町二部 目撃 間地トンネル出た所を横切った
R01.08.19 05:15 西部 日野郡江府町俣野 目撃 水田で休んでいたが犬が吠えたので山へ逃げ
R01.08.18 09:00 東部 八頭郡八頭町西御門 痕跡 梨の食害（30個位）
R01.08.15 08:00 中部 東伯郡三朝町坂本 痕跡 梨の木3本程度被害
R01.08.14 09:00 東部 八頭郡八頭町上津黒 痕跡 梨の食害（200個位）
R01.08.13 05:30 東部 鳥取市福部町海士 目撃 移動していた（ふれあい会館近くの遊歩道）
R01.08.11 19:00 東部 鳥取市青谷町蔵内 目撃 移動していた（市道）
R01.08.07 中部 東伯郡三朝町吉田 痕跡 梨の食害（300個位）
R01.08.05 14:50 西部 日野郡江府町洲河崎 目撃 町民プール付近の山林を移動していた
R01.08.05 08:50 東部 八頭郡八頭町郡家殿 痕跡 梨の食害(30個位）
R01.08.05 08:00 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 移動していた（町道から山へ）
R01.08.05 07:30 中部 東伯郡三朝町片柴 痕跡 梨の食害(25個位）
R01.08.04 18:00 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 豚舎内の餌を食べていた（更に8/5も目撃）
R01.08.01 10:00 東部 八頭郡八頭町中 痕跡 梨の食害(30個位）
R01.08.01 10:00 東部 八頭郡八頭町安井宿 痕跡 梨の食害(30個位）
R01.07.29 10:20 東部 鳥取市福部町海士 痕跡 梨の食害(300個位）
R01.07.26 15:15 西部 日野郡日南町菅沢 目撃 移動していた（国道横断）
R01.07.26 11:12 東部 鳥取市用瀬町赤波 目撃 移動していた（林道）
R01.07.25 17:07 西部 日野郡江府町洲河崎 目撃 移動していた（町道から山へ）
R01.07.24 19:00 東部 八頭郡若桜町大野 目撃 移動していた（町道）
R01.07.23 10:00 東部 八頭郡八頭町茂田 痕跡 梨の食害(300個位）
R01.07.22 14:30 西部 日野郡江府町俣野 目撃 移動していた（道路横断）
R01.07.22 10:00 東部 八頭郡八頭町茂田 痕跡 梨の食害(100個位）
R01.07.18 09:00 東部 八頭郡八頭町日下部 痕跡 梨の食害(20個位）
R01.07.16 東部 鳥取市佐治町余戸 痕跡 梨の食害(30個位）
R01.07.15 18:50 東部 鳥取市福部町細川 目撃 移動していた（道路横断）
R01.07.10 17:45 東部 八頭郡智頭町大屋 目撃 移動していた（森林）
R01.07.09 14:00 東部 八頭郡八頭町妻鹿野 目撃 移動していた（森林）
R01.07.06 18:11 西部 日野郡江府町柿原 目撃 移動していた（駐車場→山）
R01.07.02 07:00 東部 八頭郡若桜町岩屋堂 目撃 移動していた（田）
R01.07.01 23:35 西部 日野郡江府町柿原 目撃 移動していた（町道）
R01.07.01 20:00 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 移動していた（森林）
R01.07.01 19:15 西部 日野郡江府町久連 目撃 移動していた（町道）
R01.07.01 14:00 東部 八頭郡若桜町小船 目撃 移動していた（田）
R01.07.01 14:00 東部 八頭郡若桜町大野 目撃 移動していた（集落内道路）
R01.06.29 18:30 中部 東伯郡三朝町吉原 目撃 県道を横断して乗用車に衝突し、山へ入って

いった
R01.06.24 20:00 東部 鳥取市福部町南海士 目撃 移動していた（農道）
R01.06.21 09:00 東部 八頭郡若桜町中原 目撃 休んでいた（河川内）
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R01.06.20 早朝 西部 西伯郡南部町鴨部 目撃 移動していた、田に足跡
R01.06.19 20:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 木に登っていた
R01.06.19 18:48 中部 東伯郡三朝町福吉 目撃 移動していた（町道）
R01.06.16 08:20 西部 日野郡日野町福長 目撃 移動していた（国道、鉄道）
R01.06.14 20:00 東部 岩美郡岩美町新井 目撃 移動していた（国道）
R01.06.13 19:30 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 桑の木に登っていた（更に6/18,19にも目撃）
R01.06.13 15:00 東部 八頭郡智頭町駒帰 目撃 移動していた（トンネル周辺）
R01.06.11 14:00 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 移動していた（山）
R01.06.11 05:55 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた（休耕田）
R01.06.09 11:00 東部 岩美郡岩美町大谷 目撃 移動していた（国道）
R01.06.08 09:30 中部 東伯郡琴浦町宮場 痕跡 畑に多数の足跡
R01.06.08 09:00 中部 東伯郡三朝町余戸 痕跡 足跡
R01.06.07 17:50 東部 八頭郡若桜町岩屋堂 目撃 移動していた（畑）
R01.06.06 06:30 東部 八頭郡智頭町福原 目撃 移動していた（民家裏）
R01.06.02 19:00 東部 岩美郡岩美町長郷 目撃 移動していた（県道）
R01.06.02 18:00 東部 岩美郡岩美町大谷 目撃 移動していた（旧国道）
R01.06.01 06:00 西部 日野郡江府町下蚊屋 目撃 移動していた（山へ）
R01.05.29 17:00 東部 八頭郡八頭町三浦 目撃 移動していた（町道）
R01.05.28 19:10 西部 西伯郡伯耆町清山 目撃 移動していた（町道）
R01.05.26 11:00 東部 鳥取市青谷町八葉寺 目撃 移動していた（山林内）
R01.05.24 12:40 東部 鳥取市福部町細川 目撃 移動していた（道路横断）
R01.05.24 11:30 東部 八頭郡智頭町板井原 目撃 移動していた（県道）
R01.05.22 14:40 東部 鳥取市用瀬町樟原 痕跡 足跡（畑から裏山へ）
R01.05.22 12:00 中部 東伯郡三朝町坂本 痕跡 養蜂巣箱が倒され、ハチの巣に噛みついた痕
R01.05.21 08:00 中部 東伯郡琴浦町田越 目撃 移動していた（道路横断）
R01.05.20 07:35 西部 西伯郡伯耆町久古 目撃 移動していた（町道）
R01.05.18 16:30 東部 岩美郡岩美町田後 目撃 移動していた（県道）
R01.05.17 18:00 東部 岩美郡岩美町新井 目撃 移動していた（梨園付近）
R01.05.16 23:00 東部 岩美郡岩美町新井 目撃 移動していた（道路横断）
R01.05.03 07:00 東部 鳥取市福部町八重原 目撃 移動していた（道路横断）
R01.05.02 18:00 中部 東伯郡三朝町福山 目撃 休んでいた（砕石場出入口）
R01.05.01 16:00 西部 日野郡江府町俣野 目撃 移動していた（畑）
H31.04.26 17:50 東部 八頭郡若桜町須澄 目撃 移動していた（道路脇）
H31.04.17 12:35 東部 鳥取市福部町八重原 目撃 移動していた（道路横断）
H31.04.04 13:10 中部 倉吉市関金町山口 目撃 移動していた（市道から山へ）
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