
平成30年度 クマ目撃・痕跡情報一覧 2019/4/25現在

日付 時間 地域 地名 区分 状況等

H31.02.12 05:00 西部 西伯郡大山町羽田井 目撃 移動していた、県道
H30.12.08 中部 東伯郡三朝町柿谷 痕跡 柿の食害、爪痕
H30.12.05 08:45 東部 鳥取市用瀬町金屋 痕跡 柿の食害、爪痕、腰掛
H30.11.27 11:20 東部 鳥取市用瀬町金屋 痕跡 柿の食害、爪痕、糞
H30.11.27 07:30 東部 鳥取市用瀬町古用瀬 痕跡 有害捕獲罠にかかったシカの食害、クマの糞
H30.11.26 10:00 東部 八頭郡八頭町日田 痕跡 柿の食害、爪痕、糞
H30.11.21 03:00 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 柿を食べていた
H30.11.20 10:00 東部 鳥取市用瀬町金屋 痕跡 柿の食害、爪痕
H30.11.16 夜中 東部 八頭郡若桜町大炊 目撃 移動していた、柿の木周辺
H30.11.12 17:00 東部 八頭郡若桜町小船 目撃 移動していた、民家敷地→山
H30.11.12 10:00 東部 八頭郡八頭町見槻中 痕跡 柿の食害、爪痕
H30.11.12 09:00 東部 八頭郡八頭町見槻中 痕跡 爪痕
H30.11.12 06:00 東部 八頭郡八頭町用呂 目撃 移動していた、山林
H30.11.04 19:30 東部 八頭郡若桜町香田 痕跡 移動していた、国道→山林
H30.11.04 11:00 東部 鳥取市河原町釜口 痕跡 足跡・爪痕・糞・食痕、柿・シカ捕獲個体
H30.10.31 05:00 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 柿を食べていた
H30.10.25 22:30 西部 西伯郡伯耆町須村 目撃 移動していた、県道→山林
H30.10.24 05:00 東部 鳥取市国府町山根 痕跡 柿の食害
H30.10.20 06:52 東部 鳥取市福部町湯山 目撃 移動していた、田
H30.10.17 13:30 西部 日野郡日野町板井原 目撃 移動していた、山林
H30.10.05 15:00 西部 日野郡江府町御机 目撃 移動していた、放牧場
H30.10.04 17:10 中部 倉吉市大原 目撃 移動していた、山中
H30.10.02 16:00 東部 八頭郡若桜町小船 目撃 移動していた、国道
H30.10.02 14:30 東部 八頭郡八頭町日下部 目撃 移動していた、山林
H30.09.27 07:00 東部 岩美郡岩美町長郷 痕跡 足跡、畑
H30.09.26 18:30 西部 日野郡日南町生山 目撃 移動していた、山林→道路→日野川
H30.09.21 18:20 西部 西伯郡大山町赤松 目撃 休んでいた、農道
H30.09.20 10:15 東部 八頭郡八頭町郡家殿 目撃 移動していた、田
H30.09.17 17:00 東部 鳥取市用瀬町江波 目撃 移動していた、川→県道
H30.09.17 15:00 東部 鳥取市覚寺 目撃 墓の横でたたずんでいた
H30.09.12 21:30 西部 米子市淀江町稲吉 目撃 移動していた、市道→山
H30.09.12 08:20 東部 鳥取市覚寺 目撃 移動していた、市道→山
H30.09.06 13:30 西部 西伯郡南部町大木屋 目撃 移動していた、バス停付近
H30.09.03 17:30 西部 日野郡日南町下阿毘縁 目撃 移動していた、町道→山
H30.08.30 18:50 東部 鳥取市用瀬町川中 目撃 移動していた、山→国道→山
H30.08.28 19:25 東部 八頭郡智頭町市瀬 目撃 移動していた、千代川
H30.08.27 03:20 東部 八頭郡智頭町市瀬 目撃 移動していた、千代川
H30.08.23 06:00 東部 八頭郡八頭町才代 痕跡 梨の食害（30個位）
H30.08.23 13:12 中部 東伯郡三朝町福本 目撃 移動していた、国道
H30.08.19 07:00 東部 八頭郡若桜町つく米 目撃 移動していた、登山道→山
H30.08.18 08:30 西部 米子市淀江町福岡 目撃 檻の外のエサを食べていた→山中に逃げた
H30.08.08 18:30 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 足跡（ラッキョウ畑）
H30.08.07 06:00 西部 日野郡日野町三土 目撃 移動していた、県道→山林
H30.08.06 07:40 西部 日野郡日野町福長 目撃 移動していた、山林→国道→日野川
H30.08.03 16:00 東部 鳥取市佐治町畑 痕跡 梨の食害（30個位）
H30.08.02 18:10 西部 日野郡江府町俣野 目撃 移動していた
H30.08.02 08:00 中部 東伯郡三朝町久原 目撃 移動していた、農道→山
H30.08.01 12:00 西部 米子市淀江町稲吉 痕跡 足跡
H30.07.31 早朝 東部 八頭郡智頭町芦津 目撃 飼料を食べていた
H30.07.30 22:00 東部 八頭郡智頭町芦津 目撃 移動していた
H30.07.29 不明 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 梨の食害(7/21と同じ場所）
H30.07.28 16:18 東部 鳥取市福部町八重原 目撃 移動していた、県道→山
H30.07.28 14:00 東部 鳥取市河原町谷一木 痕跡 梨の食害(50個位）
H30.07.26 07:50 東部 鳥取市桂見 目撃 移動していた、住宅地→田
H30.07.25 08:30 東部 鳥取市用瀬町赤波 痕跡 梨の食害(400個位）
H30.07.24 08:20 東部 鳥取市用瀬町旭ヶ丘 目撃 柿の食害
H30.07.22 18:00 西部 西伯郡大山町宮内 目撃 クマらしきものに後を追われた、登山道

H30.07.22 17:45 東部 鳥取市用瀬町江波 目撃 移動していた、県道→山

H30.07.22 09:00 中部 東伯郡三朝町西小鹿 痕跡 足跡、車道

H30.07.22 14:20 東部 八頭郡若桜町三倉 痕跡 登山道で糞を確認

H30.07.21 不明 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 梨の食害(200個位）

H30.07.19 08:00 東部 鳥取市用瀬町赤波 痕跡 梨の食害(100個位）

H30.07.19 06:00 東部 八頭郡八頭町日下部 痕跡 梨の食害(30個位）

H30.07.18 18:00 東部 八頭郡八頭町茂田 痕跡 梨の食害(150個位）

H30.07.17 19:50 西部 日野郡江府町武庫 目撃 移動していた、車道

H30.07.17 15:45 東部 鳥取市福部町海士 目撃 移動していた、ラッキョウ畑→林

H30.07.17 09:20 中部 東伯郡三朝町吉田 痕跡 梨の食害(被害木３本）

H30.07.16 05:30 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 梨の木に登り梨を食べていた、食害90個
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H30.07.15 10:10 東部 鳥取市福部町細川 目撃 移動していた、畑→農道

H30.07.13 12:30 中部 東伯郡三朝町坂本 痕跡 梨の食害(被害木2本）

H30.07.13 17:00 中部 東伯郡湯梨浜町泊 目撃 移動していた、道路→山

H30.07.12 19:40 東部 鳥取市福部町細川 目撃 移動していた

H30.07.12 13:30 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた、国道
H30.07.12 11:30 中部 東伯郡三朝町坂本 痕跡 梨の食害
H30.07.11 14:00 西部 米子市淀江町稲吉 痕跡 道路に足跡確認
H30.07.11 06:00 東部 八頭郡若桜町茗荷谷 目撃 移動していた、国道
H30.07.10 16:00 東部 八頭郡八頭町日下部 痕跡 梨の食害50個位
H30.07.09 16:10 西部 西伯郡南部町大木屋 目撃 移動していた、国道
H30.07.04 11:30 西部 西伯郡大山町鈑戸 目撃 移動していた、山中
H30.07.03 07:00 東部 八頭郡八頭町富枝 痕跡 足跡、民家周辺
H30.07.02 11:30 東部 八頭郡若桜町つく米 目撃 移動していた、国道→川
H30.07.02 08:00 東部 鳥取市百谷 目撃 移動していた、作業小屋
H30.06.30 17:15 中部 倉吉市関金町山口 目撃 移動していた、町道
H30.06.27 10:00 東部 鳥取市用瀬町用瀬 痕跡 スモモの木の付近に糞
H30.06.26 17:00 中部 東伯郡三朝町恩地 目撃 移動していた、町道
H30.06.25 19:20 東部 八頭郡智頭町篠坂 目撃 移動していた、国道→山
H30.06.25 12:30 東部 八頭郡智頭町芦津 目撃 移動していた、県道→川→山
H30.06.24 09:30 東部 八頭郡若桜町落折 目撃 移動していた、国道
H30.06.24 07:30 東部 鳥取市用瀬町金屋 痕跡 養蜂ミツバチの巣を食べられた、自宅横手の裏山
H30.06.23 07:30 東部 鳥取市用瀬町金屋 痕跡 養蜂ミツバチの巣を食べられた、農道横手
H30.06.21 15:50 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた、国道
H30.06.21 09:40 東部 鳥取市用瀬町宮原 痕跡 クマらしき糞、市道の路上
H30.06.21 09:00 西部 米子市淀江町福岡 痕跡 足跡、田
H30.06.19 08:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた、民家付近
H30.06.18 08:00 東部 八頭郡若桜町つく米 目撃 移動していた、キャンプ場
H30.06.17 15:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた、河川
H30.06.15 16:00 西部 西伯郡大山町殿河内 目撃 移動していた、人家の裏
H30.06.15 15:00 東部 岩美郡岩美町岩井 目撃 移動していた、県道
H30.06.15 13:20 東部 八頭郡若桜町赤松 目撃 移動していた、川～県道
H30.06.15 07:40 西部 日野郡日南町福万来 目撃 移動していた、山中
H30.06.14 19:00 西部 西伯郡大山町松河原 目撃 移動していた、畑
H30.06.13 19:00 東部 八頭郡智頭町尾見 目撃 移動していた、農道
H30.06.07 17:00 西部 西伯郡伯耆町二部 目撃 移動していた、県道
H30.06.07 17:00 東部 鳥取市用瀬町鷹狩 目撃 移動していた、国道・県道三叉路
H30.06.07 16:25 東部 鳥取市用瀬町鷹狩 目撃 移動していた、農免道路
H30.06.07 10:00 東部 鳥取市用瀬町用瀬 目撃 移動していた、団地近辺の空地から山へ
H30.06.05 17:30 西部 日野郡日野町下黒坂 目撃 移動していた、国道
H30.06.04 08:45 西部 西伯郡大山町名和 目撃 移動していた、農村広場
H30.06.03 06:45 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 移動していた、国道脇
H30.06.02 18:45 西部 西伯郡大山町鈑戸 目撃 移動していた、県道
H30.06.01 18:30 西部 西伯郡大山町赤松 目撃 移動していた、主要地方道
H30.05.31 18:58 東部 鳥取市滝山 目撃 移動していた、JR線路上
H30.05.30 07:30 西部 西伯郡伯耆町白水 目撃 バス停の建物内侵入
H30.05.28 14:50 東部 鳥取市用瀬町樟原 目撃 移動していた、河川～倉庫侵入
H30.05.27 13:07 東部 鳥取市用瀬町用瀬 目撃 移動していた、農免道路
H30.05.26 18:30 西部 西伯郡伯耆町間地 目撃 移動していた、県道
H30.05.25 17:15 西部 日野郡日南町神福 目撃 移動していた、町道
H30.05.24 12:00 東部 八頭郡智頭町大呂 目撃 移動していた、農道
H30.05.24 07:00 東部 八頭郡八頭町郡家 目撃 移動していた、山中
H30.05.22 16:00 東部 鳥取市国府町荒舟 目撃 罠にかかったシカを食べていた
H30.05.22 07:45 東部 鳥取市用瀬町赤波 目撃 移動していた、作業道
H30.05.22 07:00 東部 鳥取市国府町神垣 目撃 移動していた、農道
H30.05.21 20:30 東部 鳥取市用瀬町鷹狩 目撃 列車に接触、逃走
H30.05.20 18:45 東部 八頭郡八頭町花原 目撃 移動していた、県道
H30.05.20 14:00 東部 鳥取市河原町三谷 目撃 移動していた、市道
H30.05.19 17:30 東部 鳥取市用瀬町安蔵 目撃 移動していた、裏山
H30.05.18 08:30 東部 鳥取市国府町中河原 目撃 移動していた、県道
H30.05.18 07:30 東部 岩美郡岩美町岩本 目撃 移動していた、国道
H30.05.17 10:30 西部 日野郡日野町福長 目撃 移動していた、河川
H30.05.17 午前 西部 日野郡日南町霞 目撃 移動していた、田畑
H30.05.16 19:00 東部 鳥取市用瀬町鷹狩 目撃 移動していた、川
H30.05.15 不明 東部 鳥取市河原町山手 痕跡 足跡、田
H30.05.13 05:00 東部 八頭郡若桜町岸野 目撃 タケノコを食べていた、住居裏山
H30.05.12 17:00 東部 岩美郡岩美町高住 痕跡 足跡、集落から果樹園
H30.05.12 13:00 東部 鳥取市福部町細川 目撃 移動していた、線路（駟馳山峠、山側へ）
H30.05.12 06:40 東部 鳥取市用瀬町鷹狩 目撃 移動していた、川
H30.05.11 15:30 東部 鳥取市用瀬町江波 目撃 移動していた、県道
H30.05.10 16:30 西部 西伯郡大山町赤松 目撃 移動していた、車道
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H30.05.09 15:15 東部 八頭郡八頭町下濃 目撃 移動していた
H30.05.09 06:10 東部 八頭郡若桜町湯原 目撃 移動していた、神社裏
H30.05.09 東部 鳥取市浜坂 痕跡 足跡、砂丘
H30.05.08 17:19 東部 八頭郡八頭町西御門 目撃 移動していた、車道
H30.05.08 14:13 西部 日野郡日南町霞 目撃 移動していた、県道
H30.05.06 14:00 東部 鳥取市福部町細川 目撃 移動していた、国道（駟馳山峠、海側へ）
H30.05.05 19:30 東部 鳥取市河内 目撃 移動していた、県道（安蔵森林公園付近）
H30.05.03 18:55 西部 日野郡日野町中菅 目撃 移動していた、河川
H30.05.01 14:00 西部 日野郡江府町助沢 目撃 移動していた、山林
H30.04.30 13:00 西部 西伯郡南部町大木屋 目撃 移動していた、国道
H30.04.22 07:30 東部 鳥取市杉崎 目撃 休んでいた
H30.04.17 午後 西部 日野郡江府町御机 痕跡 足跡、登山道（烏ヶ山）
H30.04.16 10:30 西部 日野郡日南町神福 目撃 移動していた
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