
＜平成 28年度ツキノワグマ目撃情報（最終更新 H28.11.1）＞ 

年月日 大字 場所 地点 ※ 状況 

H28.11.8 松前沢 畠山自動車付近 Ｄ771 右下 目撃 

H28.11.8 切牛 
黎明台団地より北側 
（主要地方道岩泉平井賀普代線） 

Ｄ674 左上 目撃 

H28.10.18 真木沢 - Ｄ674 左下 農業被害 

H28.9.15 和野 村道 田野畑・平井賀線 Ｄ771 右上 目撃・親子 

H28.9.6 年呂部 - Ｄ673 左下 農業被害 

H28.9.3 切牛 黎明台団地付近 Ｄ674 左上 目撃 

H28.9.1 和野 拓洋台団地付近 Ｄ771 右上 目撃・子グマ 2 頭 

H28.8.30 浜岩泉 浜岩泉地区農業会館付近 Ｄ673 右上 目撃・複数 

H28.8.24 浜岩泉 思惟の大橋の下 Ｄ673 右上 目撃 

H28.8.23 机 - Ｄ774 左下 目撃 

H28.8.14 一の渡 巣合公民館より北東へ約 500ｍ Ｄ764 右下 農業被害 

H28.8.13 室場 - Ｄ664 右上 農業被害 

H28.8.10 浜岩泉 農道浜岩泉線付近 Ｄ673 右上 目撃 

H28.8.9 三沢 村道亀山線付近 Ｄ663 右上 農業被害 

H28.8.9 滝ノ沢 村道長嶺線改良工事現場付近 Ｄ762 右上 農業被害 

H28.8.7 北山 北山崎園地内 Ｄ774 左上 目撃 

H28.8.6 机 若宮神社付近 Ｄ774 左下 目撃 

H28.8.6 田野畑 診療所より北東へ約 100ｍ Ｄ771 左上 目撃 

H28.8.1 北山 北山崎交差点付近 Ｄ774 左上 目撃 

H28.8.1 子木地 村道甲地 2 号線付近 Ｄ762 右上 農業被害 

H28.7.31 浜岩泉 農業会館付近 Ｄ673 右上 目撃 

H28.7.29 北山 北山崎駐車場 D774 左上 目撃 

H28.7.21 川平 村道長嶺線 工事現場付近 D762 右上 目撃 

H28.7.15 菅窪 村道松前沢線 D673 左上 目撃 

H28.7.13 北山 北山崎園地内 D774 左上 目撃 

H28.7.9 切牛 菅原神社付近 D674 左上 目撃 

H28.7.7 明戸 池名地区 D773 右下 痕跡 

H28.7.6 明戸 池名地区 D773 右下 痕跡 

H28.7.6 七滝 村道鉄山線入口付近 D673 左上 目撃・親子 

H28.7.6 切牛 望洋館より西へ約 400ｍ D674 左上 目撃 

H28.7.5 一の渡 国道 45 号 寺田橋と才の神橋との中間 D764 右下 目撃 

H28.7.4 切牛 黎明台団地 D674 左上 目撃 

H28.7.4 切牛 望洋館より西へ約 300ｍ D674 左上 目撃 

H28.6.28 切牛 間口商店付近 D674 左上 目撃 

H28.6.28 島越 
島の沢浜岩泉線 田野畑クラフトより南東約 300
ｍ 

D673 右上 痕跡 

H28.6.27 島越 
島の沢浜岩泉線  田野畑クラフトより南東約
300ｍ 

D673 右上 目撃 

H28.6.27 北山 北山崎交差点より北へ約 100ｍ D774 左上 目撃 

H28.6.26 浜岩泉 国道 45 号 農業会館より東へ約 400ｍ D673 右上 目撃 

H28.6.26 浜岩泉 国道 45 号 農業会館より東へ約 400ｍ D673 右上 目撃 

H28.6.26  浜岩泉 浜岩泉地区農業会館付近 D673 右上 目撃 

H28.6.25 浜岩泉 村道松前沢線 D673 左上 目撃 

H28.6.23 浜岩泉 農道浜岩泉線 農業会館より北へ約 600ｍ D673 右上 目撃 

H28.6.22  菅窪 思惟の大橋公園付近 D673 右上 目撃 



H28.6.21 浜岩泉 浜岩泉地区農業会館付近 D673 右上 目撃 

H28.6.20 浜岩泉 浜岩泉地区農業会館付近 D673 右上 目撃 

H28.6.17 切牛 黎明台団地付近 D674 左上 目撃 2 件・親子 

H28.6.17 切牛 
白池川河口より南西約 1km（主要地方道岩泉平井
賀普代線） 

D674 左上 目撃 

H28.6.16 和野 村道和野平井賀線 D771 左下 目撃 

H28.6.16 千足 村民バス バス停千足口付近 D764 左下 痕跡 

H28.6.15 千足 村民バス バス停千足口付近 D764 左下 痕跡 

H28.6.14 浜岩泉 浜岩泉地区農業会館付近 D673 右上 目撃 

H28.6.14 三沢  石割桜付近 D664 左上 目撃 

H28.6.11 田野畑  民俗資料館より北へ約 400ｍ D771 右上 痕跡 

H28.6.10 七滝 村道鉄山線（鉄山口より西へ約 1ｋｍ） D673 左上 目撃 

H28.6.9 島越 島の沢 D674 左上 目撃 

H28.6.8 猿山 国道 455 号 D673 左下 目撃 

H28.6.6 尾肝要 尾肝要トンネル入口（北側）付近 D762 右上 目撃 

H28.6.6 机  - D774 左下 目撃 

H28.6.2 島越 田野畑牧場付近 D673 右上 目撃 

H28.6.1 北山 北山崎交差点付近 D774 左上 目撃 

H28.5.26 浜岩泉 浜岩泉地区農業会館付近 D673 右上 目撃 

H28.5.21 和野 ハイペ線 D771 右下 目撃 

H28.5.21 羅賀 東団地付近 D772 左上 目撃 

H28.5.20 机 弁天トンネル付近 D772 左下 目撃 

H28.5.15 和野 ハイペ線 D772 左下 目撃・親子 

H28.5.10 机 弁天トンネル内 D772 左上 目撃 

H28.5.7 和野 村民バス バス停ハイペ線口より東へ約 400ｍ D771 右下 目撃 

H28.4.26 松前沢 島越トンネル（ハイペ側入口付近） D772 左下 目撃 

H28.4.18 一の渡 農畜産物加工施設付近 D762 左上 目撃 

H28.4.17 七滝 たたら橋付近 D664 右上 目撃 

H28.4.16 一の渡 農畜産物加工施設付近 D762 左上 目撃・親子 

H28.4.16 七滝 バス停大谷地口付近 D664 右上 目撃・親子３頭 

H28.4.14 七滝 バス停大谷地口付近 D664 右上 目撃・親子３頭 

H28.4.13 七滝 バス停大谷地口付近 D664 右上 目撃・親子３頭 

H28.4.8 和野 和野公民館付近 D771 右下 目撃 

H28.4.2 和野 ハイペ線 D772 左下 目撃 

 


