
No. 発生日時 頭数 体長 目撃場所

1 平成３０年　４月　２日（月）　午後　６時４０分頃 1 1.6ｍ
国道44号線
（川口地区）

2 平成３０年　４月１０日（火）　午後　６時２０分頃 1 1.6ｍ
JR花咲線線路上

（落石地区）

3 平成３０年　４月１１日（水）午後　４時４０分頃 2
1.8m
0.8m

道道浜中釧路線
（別当賀地区）

4 平成３０年　４月２３日（月）午後　３時００分頃 1 不明 友知

5 平成３０年　４月２９日（日）午後　６時００分頃 1 1.6ｍ
豊里サンコタン橋

付近

6 平成３０年　５月１４日（月）午前　８時５０分頃 3
1.6m
0.8m
不明

JR花咲線線路上
（別当賀地区）

7 平成３０年　５月２６日（土）午前　９時００分頃 1 0.8m
国道44号線

（初田牛地区）

8 平成３０年　６月　２日（土）午前　７時３０分頃 2
1.8m
0.8m

JR花咲線線路上
（別当賀地区）

9 平成３０年　６月　４日（月）午前　７時２０分頃 1 0.8m
国道44号線

（別当賀地区）

10 平成３０年　６月２８日（木）午後　４時４８分頃 1 0.8m
JR根室本線線路

上
（別当賀地区）

平成３０年度　ヒグマ目撃情報　№１
市内でのヒグマ目撃情報がありました。

お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

　国道44号線（別当賀橋付近）で、車の運転手が国道を横断する
子グマ１頭を目撃。

　別当賀駅から釧路方面へ向かう約１ｋｍ地点の線路脇で目撃。

状況

　国道44号線川口地区にて、車を運転中の市内在住者が、南か
ら北へ国道を横断する姿を目撃。

　別当賀駅から落石駅に向かう約5㎞地点付近の線路を横断する
姿を目撃。

　別当賀夢原館から初田牛へ向かう道道の1.2ｋｍ地点で、車を運
転中の市内在住者が、親子連れのヒグマを目撃。

根室ゴルフコース場手前市街地方面沢付近で山菜採り中
の市内在住者が、ヒグマ１頭を目撃。

豊里サンコタン橋付近牧草地で市内在住者が、ヒグマ１頭
を目撃。

　別当賀駅から落石駅に向かう約3㎞地点の線路上で目撃。

　国道44号線と新酪道路との交差点付近で、車の運転手が、道
路沿いの南側で目撃。

　別当賀駅から落石駅に向かう約2㎞地点の線路上で目撃。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃場所

11 平成３０年　７月　４日（水）　午後　４時４０分頃 1 不明
国道44号線
（東梅地区）

12 平成３０年　７月　９日（月）　午後　１時００分頃 1 0.8m
道道浜中釧路線
（昆布盛地区）

13 平成３０年　７月１０日（火）　午後　６時３１分頃 1 1.6ｍ
JR根室本線線路

上
（西和田地区）

14 平成３０年　７月２４日（火）　午後　１時４５分頃 1 1.6ｍ
道道別当賀洛陽

線
（別当賀地区）

15 平成３０年　８月　２日（木）　午前　８時１５分頃 1 1.8ｍ
風露荘付近
（東梅地区）

16 平成３０年　８月　6日（月 ）　午後１２時５８分頃 3
1.6m
0.8m
不明

JR花咲線線路上
（別当賀地区）

17 平成３０年　８月　８日（水）　午前１１時２０分頃 1 1.6ｍ
市道別当賀１号

線
（別当賀地区）

18 平成３０年　８月１４日（火）　午前　９時１８分頃 1 1.6ｍ 春国岱地区

19 平成３０年　８月１９日（日）　午後　３時１７分頃 1 1.8ｍ
市道東梅別当賀

線
（別当賀地区）

20 平成３０年　８月２１日（火）　午後１２時００分頃 ― ― 春国岱地区

市道別当賀１号線の佐久間牧場付近で、建設作業員がヒグマ１
頭を目撃。

　スワン４４レストランから春国岱を覗いた真向いの海岸で
ヒグマ１頭を目撃。

市道東梅別当賀線　風露荘から別当賀方面に向かう約２００ｍ付
近の道路上で車の運転手がヒグマ１頭を目撃。

春国岱駐車場木道入口付近でヒグマの足跡を発見。

　落石循環林道入り口付近の道路上で、ヒグマ１頭を目撃。

　昆布盛駅から根室方面へ向かう３００ｋｍ地点の線路上で目撃。

主要道道根室浜中釧路線と道道別当賀酪陽線の交差点
から、国道４４線に向かう約１km地点で車の運転手がヒグ
マ1頭を目撃。

東梅地区の風露荘の窓の前で、管理者がヒグマ１頭を目
撃。

　別当賀駅から落石駅に向かう約3㎞地点の線路上で目撃。

平成３０年度　ヒグマ目撃情報　№2
市内でのヒグマ目撃情報がありました。

お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

状況

　国道44号線ペンケ東梅川を釧路方面へ向かう約300ｍ地点の
道路脇で、車の運転手がヒグマ1頭を目撃。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃場所

21 平成３０年　８月２４日（金）　午後　３時　５分頃 1 2.0ｍ
国道44号線
（東梅地区）

22 平成３０年　８月２５日（土）　午後　２時３０分頃 1 不明
国道44号線
（東梅地区）

23 平成３０年　８月２９日（水）　午前１１時２０分頃 1 1.8ｍ
国道44号線
（東梅地区）

24 平成３０年　９月　２日（日）　午前５時００分頃 ― ―
市道川口１号線

（川口地区）

25 平成３０年　９月　２日（日）　午後３時３０分頃 1 1.8ｍ
風蓮湖

（槍昔付近）

26 平成３０年　９月　３日（月）　午後３時３０分頃 1 不明
国道44号線
（東梅地区）

27 平成３０年　９月　９日（日）　午後３時２０分頃 1 1.8ｍ
国道44号線
（東梅地区）

28 平成３０年　９月１３日（木）　午後３時００分頃 1 0.8m
ペンケ東梅川上

流付近
（東梅地区）

29 平成３０年　９月１５日（土）　午前６時００分頃 1 不明
国道44号線
（酪陽地区）

30 平成３０年　９月１７日（月）　午後６時１５分頃 2 不明
国道44号線
（川口地区）

平成３０年度　ヒグマ目撃情報　№3
市内でのヒグマ目撃情報がありました。

お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

状況

スワン４４から約500m根室寄りの国道４４号線上で、車の運転手
が国道を南から北に（風蓮湖側に）横断するヒグマ1頭を目撃。

スワン４４から約100m根室寄りの国道４４号線上で、車の運転手
が国道を南から北（風蓮湖側）に横断するヒグマ1頭を目撃。

石橋牧場より東約７００ｍ　ペンケ東梅川上流付近で、作業中の
市民がヒグマ1頭を目撃。

スワン４４から約50m根室寄りの国道４４号線上で、車の運転手が
国道をうろつくヒグマ1頭を目撃。

国道４４号線上で、車の運転手が国道を南から北に横断する親
子グマ（２頭）を目撃。

スワン４４から約100m釧路寄りの国道４４号線上で、車の運転手
が国道を南から北に（風蓮湖側に）横断するヒグマ1頭を目撃。

スワン４４から約100m根室寄りの国道４４号線上で、車の運転手
が国道を北から南に横断し、フェンスをよじのぼって森林内部へと
立ち去ったヒグマ1頭を目撃。

市道川口１号線上でヒグマの足跡を発見。

槍昔の白鳥橋の北側約４００ｍ地点の風蓮湖で、西から東（川口
方面）に向かって泳いでいるヒグマ1頭を目撃。

　国道44号線ペンケ東梅川を釧路方面へ向かう約200ｍ地点で、
道路警備作業に従事している方がヒグマ1頭を目撃。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃場所

31 平成３０年　９月１３日（木）　午後　１時３０分頃 1 1.8ｍ
道道釧路浜中根

室線
（落石地区）

32 平成３０年　９月２７日（木 ）　午後　４時１０分頃 3
2.0m 1頭
0.8m 2頭

国道44号線
（川口地区）

33 平成３０年　９月２８日（金 ）　午前　７時２５分頃 1 不明
JR花咲線線路上
（東厚床地区）

34 平成３０年　９月２８日（金 ）　午後　６時２０分頃 1 不明
JR花咲線線路上
（落石東地区）

35 平成３０年　９月２９日（土 ）　午前　８時１０分頃 2 不明
国道44号線
（酪陽地区）

36 平成３０年　９月２９日（土）　午前１１時１０分頃 1 1.5m
国道44号線
（酪陽地区）

37 平成３０年１０月　４日（木）　午後　３時５０分頃 2 不明 東厚床地区

38 平成３０年１０月１２日（金 ）　午後　７時３３分頃 3 不明
JR花咲線線路上
（別当賀地区）

39 平成３０年１０月１４日（日）　午前　６時１８分頃 2
1.7m
1.0m

国道44号線
（湖南地区）

40 平成３０年１０月２２日（月）　午前　９時３０分頃 1 1.8m
道道根室浜中釧

路線
（別当賀地区）

東厚床会館から根室方面へ約600m地点の牧草地で市民がヒグ
マ２頭を目撃。

　落石駅から別当賀駅に向かう約５㎞地点の線路上でヒグマ３頭
を目撃。

国道４４号線と初田牛２号線（初田牛橋へと向かう道路）の交差点
から約550m釧路寄りの国道４４号線上で、車の運転手が国道を
北から南へ横断する親子グマ（２頭）を目撃。

別当賀駅から約３km初田牛寄り道道根室浜中釧路線上で、車の
運転手が道道を北から南へ横断するヒグマ1頭を目撃。

武隈牧場から約50m釧路よりの国道４４号線上で、車の運転手が
国道を南から北に横断する親子グマ（３頭）を目撃。

　厚床駅から根室方面に向かう約1㎞地点の線路上で目撃。

　落石駅から別当賀駅に向かう約４㎞地点の線路脇（南側）で目
撃。

酪陽会館付近の国道４４号線上で、車の運転手が国道をうろつく
ヒグマ2頭を目撃。

スワン４４から約500m釧路寄りの国道４４号線上で、車の運転手
が国道を北から南へ横断するヒグマ1頭を目撃。

平成３０年度　ヒグマ目撃情報　№4
市内でのヒグマ目撃情報がありました。

お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

状況

道道釧路浜中根室線上で、車の運転手が道路を横断するヒグマ
1頭を目撃。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃場所

41 平成３０年１１月２５日（日）　午前　１時００分頃 1 0.8ｍ
国道44号線
（酪陽地区）

42 平成３０年１２月９日（日 ）　午後　４時００分頃 1 不明
光洋団地付近

（光洋町４丁目）

43 平成３１年　３月２５日（月 ）　午前１１時５０分頃 1 不明
道道釧路浜中根

室線
（別当賀地区）

44 平成３１年　３月２９日（金 ）　午後　３時３０分頃 1 2.0m
市道初田牛２号

線
（初田牛地区）

平成３０年度　ヒグマ目撃情報　№5
市内でのヒグマ目撃情報がありました。

お出かけの際は、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

状況

国道44号線上で、車の運転手が道路を走っているヒグマ1頭を目
撃。

光洋団地１－１号棟北側付近でヒグマ１頭を目撃。

馬場牧場から約５００ｍ落石寄り道道根室浜中釧路線上で、車の
運転手がヒグマ1頭を目撃。

和嶋牧場から約４００ｍ南、市道初田牛２号線上で、車の運転手
が市道を西から東へ横断するヒグマ1頭を目撃。


