
月/日 時刻 地区 詳細 不明 有

1 4/4 15:00 美沢
苫東中央インターより数百ｍ
北側の林道

目撃
車で走行中、体長約1.5mのヒグマ1頭が北
側の山中へ走り去った。

2 4/6 11:00 植苗 白鳥湖より西側の市道付近 目撃
車で走行中、ヒグマ1頭が北から南へ道路
横断

3 4/6 11:40 高丘 高丘森林公園内 目撃 通行中、体長約1.2mのヒグマ1頭を目撃

4 4/6 12:00 高丘
国道276号線上、高丘霊葬
場と第二霊園の間辺り

目撃
車で走行中、体長約1.5mのヒグマ1頭が南
から北へ道路横断

5 4/11 16:40 植苗
苫小牧東インターより数百m
東側

目撃
車で走行中、体長約1.5mのヒグマ1頭が南
から北へ道路横断

6 4/12 18:30 植苗
新植苗橋より北西へ約600m
【国道36号線より西側奥】

目撃
体長約1.5mのヒグマ1頭が山林（北西）方
面へ歩いて行った。

7 4/21 7:40 植苗 新植苗橋より南東へ約100m 目撃
体長約1mのヒグマ1頭が雑木林の奥へ歩
いて行った。

8 4/21 3:50 東開町 東開町1丁目付近の市道 目撃
体長約2mのヒグマ1頭が東から西へ道路
横断【範囲広げ周囲創作するも痕跡等は
確認できず】

9 4/23 11:30 静川
静川第一こ線橋より数百m
北

目撃
車で走行中、体長約1m以下のヒグマ1頭
が西へ走り去った。

10 5/8 15:10 植苗 字植苗437付近の市道上 目撃
車で走行中、体長約1mのヒグマ1頭が北
側へ道路横断

11 5/17 8:40 柏原 字柏原169付近の山林 足跡
車で走行中、体長約1.2mのヒグマ1頭が北
側の山中へ走り去った。

12 5/19 20:20 丸山
国道276号線上、KP115地点
付近

目撃
ドライバーが車をおりたところ、道路脇3～
4mの距離でヒグマらしき野生動物の目と
唸り声を確認

13 5/25 15:10 植苗 字植苗437付近の山林 足跡
体長約1.5mのヒグマ1頭が南西方面へ歩
いて行った。

14 6/5 8:40 弁天
コンテナヤードより約500m西
側の市道

目撃
車で走行中、子グマ1頭が南から北へ道
路横断

15 6/5 22:40 勇払
道道781号線（勇払跨線橋）
と安平川の間付近

目撃 線路脇にヒグマらしきもの1頭を目撃

16 6/9 10:50 高丘
動物火葬場より約200m支笏
湖方面へ進んだ道路脇

目撃
車で走行中、体長約1.2のヒグマ1頭を目
撃

17 6/9 20:20 静川
苫東石油備蓄㈱事務所前の
交差点（T字路）より約100m
西側の市道

目撃
車で走行中、体長約2mのヒグマ1頭が北
から南へ道路横断

18 6/10 22:30 美沢
字美沢434より約100m北側
付近

目撃 車で走行中、子グマ2頭を目撃

19 6/15 20:50 静川
国道235号線つた森山林付
近

目撃
車で走行中、体長約1.5mのヒグマ1頭が北
から南へ道路横断

20 6/17 17:00 柏原 国道235号線柏原東こ道橋 目撃 車で走行中、ヒグマ2頭が林道を西へ横断

21 6/18 6:40 静川 静川遺跡付近 目撃 ヒグマらしきもの2頭を目撃

22 6/19 6:50 静川
道道259号線と苫東石油備
蓄基地西側道路との交差点
より約300m南側

目撃 ヒグマ1頭が東側へ歩いていった。

23 6/20
①3:00
②4:00

柏原
①国道235号線上、柏原こ道
橋付近②道道259号線上（①
の南側）

目撃
①車で走行中、体長約1.5mのヒグマ1頭が
南から北へ横断②ヒグマ1頭を目撃（※時
間帯、場所から見て同一個体と推定）

24 6/21 7:10 高丘
国道276号線上、第二霊園
より北

目撃
車で走行中、体長約1.2mのヒグマ1頭が東
から西へ道路横断

25 6/21 21:00 柏原 字柏原1-4付近 目撃 ヒグマ1頭を目撃
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26 6/23 19:30 丸山
国道276号線上、千歳市との
境界付近

目撃
車で走行中、体長約1.7mのヒグマ1頭が東
から西へ道路横断

27 6/23 22:20 静川
国道235号線上、静川橋付
近

目撃
車で走行中、体長約1mのヒグマ1頭が北
から南へ道路横断

28 6/25 4:30 静川 字静川307-2付近 目撃 体長1～1.5mのヒグマ1頭を目撃

29 6/28 19:00 高丘
国道276号線上、第二霊園
より約300m北側

目撃
体長1.5～2mのヒグマ1頭が東から西へ道
路横断

30 7/6 11:40 美沢
道道130号線と道道1091号
線との交差点付近

目撃
体長約1.5mのヒグマ1頭が東から西へ道
路横断

31 7/9 20:30 樽前
樽前ガロー（上ガロー橋）の
東側辺り

目撃
体長約1.5mのヒグマ1頭が茂みの中を歩
いており、そのまま奥へ入っていった。

32 7/20 18:00 美沢
道道130号線と道道1091号
線との交差点より約2km千
歳方面へ進んだ辺り

目撃
体長約1mのヒグマ1頭が西から東へ道路
横断

33 8/16 6:20 高丘
水源池付近（道央道より約
2km北）

足跡
体長約1.5mのヒグマ1頭が西から東へ道
路横断

34 8/19 13:30 柏原
国道234号線バス停（遠浅
橋）より約400m南側の市道

足跡
体長約1.5mのヒグマ1頭が西から東へ道
路横断

35 8/27 16:40 美沢 字美沢52付近 食痕 畑の作物が荒らされた形跡を確認

36 9/15 17:30 錦岡
樽前サービスエリア付近の
高架下

目撃 体長約2mのヒグマ1頭が東へ走り去った。

37 9/30 21:20 植苗 新植苗橋付近の国道36号線 目撃 子グマ1頭が東から西へ道路横断

38 10/21 6:20 はまなす町
はまなす町2丁目啓明橋付
近

目撃
ヒグマ1頭が市道から東の山林へ歩き去っ
た。

39 10/21 22:50 植苗
道道130号線と国道36号線
との交差点より約300m南

目撃 ヒグマ1頭が西から東へ道路横断

40 10/27 7:30 高丘 森林公園内 糞・足跡 糞及び足跡を確認

41 10/29 7:30 高丘 森林公園内 糞・足跡 糞及び足跡を確認

42 11/5 5:30 静川 国道235号線、静川橋付近 目撃
車で走行中、体長約2mのヒグマ1頭を道
路脇で目撃

43 11/3 日中 静川 静川遺跡内 足跡
フン及び足跡を確認（足跡から成獣と推
定）

44 11/24 12:10 柏原
国道235号線上、沼ノ端東イ
ンター付近

目撃
車で走行中、北側の林に体長約1.5mのヒ
グマ1頭を目撃

45 12/1 18:40 静川
国道235号線上、静川遺跡
入口のバス停付近

目撃
体長約2mのヒグマ1頭が静川遺跡側へ道
路横断

46 12/11 8:00 高丘 森林公園内 糞 糞を確認

47 3/20 16:00 高丘 国道276号線上 目撃
体長約1.5mのヒグマ1頭が西から東へ道
路横断

48 3/24 16:30 柏原 国道234号線上 目撃 ヒグマ1頭が南東から北西へ道路横断


