
No. 発生日時 頭数 体長 目撃者 目撃場所

1 　令和３年４月２４日　午後5時40分頃 1 大型犬程度 市民 根室市槍昔

2 令和３年５月３日午前８時３５分頃 1
人間並み
か、やや大き

い

市民（車
を運転
中）

市道別当賀川口線

3 令和３年5月5日午前9時５０分頃 3
人間並み
か、やや大き

い
市民 市道東梅別当賀線

4 令和3年5月11日午後3時30分頃 1人間並みか、やや大きい
市民（車
を運転
中）

道道根室浜中釧路線

5 令和3年5月12日午後6時30分頃 2 人間の2、3倍以上
市民（車
を運転
中）

道道根室浜中釧路線

6 令和3年5月13日午前11時20分頃 不明 不明

市民（車
を運転
中）

道道根室浜中釧路線

7 令和3年5月15日午後0時45分 1 大型

市民（車
内休憩
中）

道道根室半島線35号線

8 令和3年5月25日午後4時55分 3
人間並み
か、やや大き

い

市民（車
を運転
中）

市道東梅別当賀線

9 令和3年5月27日午前11時30分 不明 不明 市民 市道槍昔ふ化場線

10 令和3年5月30日午前8時55分 2
大型犬
程度

JR運転手 JR根室本線

令和３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。

状況

根室市槍昔37番地９飛騨牧場付近道路上において、車を運転中
の市民が、道路を横断するヒグマ1頭を目撃したもの。
ヒグマはその後、風連川方向へ立ち去ったとのこと。

道路を横断するヒグマ1頭を目撃。付近の森林部へ立ち去った。

林道周辺をうろつく親子ヒグマ3頭（親1子2）を目撃。その後、東部
森林部へ立ち去った。

道道を横断するヒグマ1頭を目撃したもの。その後、長節方向へ立
ち去ったもの。

道道を横断する親子グマ2頭（親1、子1）を目撃したもの。その後、
西和田方向へ立ち去ったもの。

市民より、道路上に動物の毛皮が落ちている旨の情報提供を受
け、市職員が現場確認をしたところ、付近にヒグマの足跡のような
ものを発見したもの。その後、西和田方向へ立ち去ったもの。

市民より根室市北浜町2丁目石橋牧場裏手付近で大型のヒグマを
目撃したと市へ情報提供があったもの。その後納沙布岬方面へ立
ち去ったとのこと。

市民より、根室市別当賀177番地石橋牧場から約300メートル別当
賀方向の地点において、市民が親子グマ（親１、子2）が市道を横
断するのを目撃。その後、ヒグマは東側森林へ立ち去ったもの。

市道槍昔ふ化場線上の3地点において、市民がヒグマと思われる
糞を発見したもの。ヒグマの目撃はなし。

JR根室本線・別当賀駅から落石寄り約3キロ地点の道路脇にて、
JR運転手がヒグマ（子2）を目撃。その後、ヒグマは東側へ立ち
去ったとのこと。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃者 目撃場所

11 令和3年6月3日午後7時20分頃 1
人間並
みかや
や大きい

市民（車
を運転
中）

道道根室浜中釧路線

12 令和3年6月4日 1
人間並み
かやや大
きい

JR運転手 道道根室浜中釧路（142号
線）

13 令和3年6月15日 2
人間並み
かやや大
きい

市民（車
を運転
中）

道道根室浜中釧路線（142
号線）

14 令和3年6月20日午前4時25分頃 1
人間並みか
やや大きい

市民（車
を運転
中）

道道根室浜中釧路線（142
号線）

15 令和3年6月21日午後8時00分頃 不明
人間並みか
やや大きい

市民（車
を運転
中）

（国道44号線）根室市厚床
線

16 令和3年7月2日午後4時15分頃 2 不明 市民 市道東梅別当賀線

17 令和3年7月4日 1
大型犬を太
らせたくらい

市民 道道根室浜中釧路線（142
号線）

18 令和3年7月8日午後3時30分頃 2 不明 JR運転手 JR落石駅から別当賀駅方
向約4キロ地点

19 令和3年7月9日午後7時３５分頃 2
大型犬を
太らせた
くらい

JR運転手 R落石駅から別当賀駅方向
約4キロ地点

20 令和3年7月10日午前9時44分頃 不明 不明
歴史と自
然の資料
館学芸員

道の駅スワン44木道付近

令和３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

JR昆布盛駅から長節方向へ1.5キロメートルの地点の道道上を横
断するヒグマ1頭を目撃したもの。ヒグマはいずれかへ立ち去り。

JR昆布盛駅から長節方向へ1キロの地点の線路上を横断するヒ
グマ1頭を目撃したもの。ヒグマはその後、内陸部側へ立ち去った
とのこと。

道路上を横断している親子のヒグマ各1頭が目撃されたもの。ヒグ
マはその後長節湖方面へ立ち去ったとのこと。

道道根室浜中線四番沢川付近の道路付近でヒグマ1頭が目撃さ
れたもの。ヒグマはその後長節湖方面へ立ち去ったとのこと。

厚床会館から根室市方向へ200メートル地点の道路脇において、
市民がヒグマ1頭を目撃し110番通報したのち、市に情報提供が
あったもの。

根室市別当賀177番地石橋牧場から300メートル別当賀方向の地
点において、市民が親子グマ2頭を目撃したもの。目撃したヒグマ
については、その後南西側へ立ち去ったとのこと。

道路上においてヒグマ1頭を目撃したもの。ヒグマはその後長節湖
方面へ立ち去ったとのこと。

JR運転手が親子グマ（親1子1）を目撃したもの。ヒグマはその後、
北側森林部へ立ち去ったもの。

JR運転手が親子グマ（親1子1）を目撃したため、運転手からJR厚
岸駅員を通じ、根室市役所へ情報提供があったもの。ヒグマはそ
の後、北側森林部へ立ち去ったもの。

ヒグマの足跡をスワン44職員が目撃し、市役所へ連絡があったも
の。市役所職員と学芸員が確認し、ヒグマの足跡と判断したもの。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃者 目撃場所

21 令和3年7月11日午9時40分頃 1 不明 市民 川口地区・国道44号線

22 令和3年７月18日午前4時45分頃 1 不明
市民（車
運転中）

道道根室浜中釧路線（142
号線）

23 令和3年7月30日午前10時03分頃 1 不明 JR運転手 JR厚岸駅から根室方面へ
1.5キロ地点

24 令和3年8月12日午前9時45分頃 3 不明 市民 道道根室浜中釧路線（142
号線）

25 令和3年8月29日午前8時45分頃 2
大型犬を
太らせたく
らい

市民 道道根室浜中釧路線（142
号線）の道路上

26 令和3年9月6日午後4時00分頃 2 不明 市民 道道根室浜中釧路線（142
号線）

27 令和3年9月13日正午頃 不明 不明 市民 市道天狗岩線

28 令和3年9月27日午後5時6分頃 3
人間並み
かやや大
きい

市民 豊里　北方原生花園付近

29 令和3年9月27日午後4時53分頃 1
人間並み
かやや大
きい

市民 道道根室浜中釧路線（142
号線）

30 令和3年9月27日午後6時25分頃 3
人間並み
かやや大
きい

JR運転手 落石神社から西に500メート
ル地点の線路沿い

令和３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
根室管内さけ・ます増養殖事業協会　別当賀第3ふ化場付近の国
道44号線にて、道路を横断するヒグマ1頭を目撃したため、市へ情
報提供があった。ヒグマはその後、別当賀第3ふ化場方面へ立ち
去った。
市民が長節踏切近辺の道道沿いにおいて、ヒグマ1頭を目撃した
ため、根室警察署を通じて、市へ情報提供があったもの。ヒグマの
その後の動向は不明。

JR運転手が線路を横断するヒグマ1頭を目撃したため、JR職員を
通じ、根室市役所へ連絡があったもの。ヒグマはその後浜中町方
面へ移動したとのこと。

市民がJR落石駅から約1キロ浜松方向の道道上を横断する親子
グマ3頭（親1子2）を目撃したもの。ヒグマは、森林方向から海方向
へ立ち去ったもの。

市民が浜松地区の道道根室浜中釧路線（142号線）の道路上を横断する
親子グマ2頭（親1子1）を目撃。ヒグマは、海方向から森林方向へ立ち去っ
たもの。

市民が別当賀地区の道道根室浜中釧路線（142号線）フレシマ育成牧場入
口付近から付近から約1キロ初田牛側の道路上を横断する親子ヒグマ2頭
（親1子1）を目撃。ヒグマは南側へ立ち去った。

市民がヒグマのものと思われる糞を発見し、令和3年9月16日に市に情報
が寄せられたもの。ヒグマの目撃はなし。

車を運転中の市民が、北方原生花園付近で親子グマ（親1子2）を目撃し、
根室警察をとおし市へ情報が寄せられたもの。

JR昆布盛駅から約200メートルの道路上において、市民がヒグマ1頭を目
撃したため、市へ情報提供があったもの。その後、北側西和田方面へ立ち
去った。

落石神社から西に約500メートル地点の線路沿いで、親子グマ（親1子2）を
目撃。運転手からJR駅員を通じ、根室市役所へ情報提供があったもの。そ
の後、北側森林部へ立ち去った。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃者 目撃場所

31 令和3年10月3日午後8時30分頃 1
人間並み
かやや大
きい

市民 長節入口から根室側300
メートル付近

32 令和3年10月5日午後8時５８分頃 1 不明 JR運転手
JR旧初田牛駅から根室市
内方向約3.5キロの地点の

線路脇

33 令和3年10月7日午後2時40分頃 1

中型犬と
同じくらい
かやや大
きい

市民 国道44号線

34 令和3年10月10日午前6時30分頃 1 不明 市民 長節踏切付近線路沿い

35 令和3年10月10日午前10時05分頃 1
人間並み
かやや大
きい

市民 明郷農事会付近の国道243
号線上

36 令和3年10月11日午後7時00分頃 1
大型犬を
太らせたく
らい

市民
道道根室浜中釧路線上旧
初田牛駅から安藤牧場方
向約1キロの地点

37 令和3年10月11日午後7時00分頃 3 不明 市民 道道根室浜中釧路線上昆
布盛駅踏切付近の道路脇

38 令和3年10月12日午前10時00分頃 不明 不明 市民
道道根室浜中釧路線上の
JR西和田駅から落石方向

へ2キロの地点

39 令和3年10月13日午前8時50分頃 2
大型犬を
太らせたく
らい

市民
道道根室浜中釧路線上JR
別当賀踏切から落石方向
へ約3.5キロの地点

40 令和3年10月13日午後3時23分頃 1
中型犬より
小さい

JR運転手 JR厚床駅から別当賀駅方
向へ約1キロの地点

令和３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

市民が長節入口から根室側300メートル付近にて、道路を横断するヒグマ1
頭を目撃したため、令和3年10月4日市への情報提供があったもの。ヒグマ
はその後、防雪柵を西から東へ立ち去った。

JR運転手がヒグマ1頭を目撃したため、市への情報提供があったもの。ヒ
グマはその後、太平洋方向へ立ち去った。

市民が別当賀方面から酪陽方面へ向かって道路上を横断するヒ
グマ1頭を目撃したため、市へ情報提供があったもの。ヒグマはそ
の後、森林の中へ立ち去った。

市民がヒグマ1頭を目撃したもの。その後ヒグマは昆布盛方面へ
立ち去った。

市民が明郷農事付近の国道243号線上を横断するヒグマ1頭を目
撃したもの。その後、ヒグマは昆布盛方向へ立ち去ったもの。

市民が道道根室浜中釧路線上の旧初田牛駅から安藤牧場方向約1キロ
の地点で道路を横断するヒグマ1頭を目撃したため、市へ情報提供があっ
たもの。ヒグマはその後いずれかへ立ち去ったもの。

市民が道道根室浜中釧路線上のJR昆布盛駅踏切付近の道路脇
にヒグマ3頭（親1子2）を目撃したため、市へ情報が寄せられたも
の。その後のヒグマの立ち去り方向は不明

市民が、道道根室浜中釧路線上のJR西和田駅から落石方向約2キロの地
点において、ヒグマの足跡を発見したため、市へ情報が寄せられたもの。
発見時、ヒグマの姿はなく、立ち去り方向は不明。

市民が、道道根室浜中釧路線上のJR別当賀踏切から落石方向
約3.5キロの地点において、ヒグマ2頭が道路を横断するのを目撃
し、市へ情報が寄せられたもの。その後ヒグマは、落石東・別当賀
方向へ立ち去ったもの。
JR運転手がJR厚床駅から別当賀駅方向約1キロの地点の線路上
においてヒグマ1頭（子グマ）を目撃し、市へ情報提供が寄せられ
たもの。その後ヒグマは、厚陽方向へ立ち去ったもの。



No. 発生日時 頭数 体長 目撃者 目撃場所

41 令和3年10月15日午後8時26分頃 1
中型犬よ
り小さい

市民
国道44号線　東梅橋から釧
路方向約200メートルの地

点

42 令和3年10月16日午後6時20分頃 2 不明
列車の乗
務員

JR落石駅から約3キロ別当
賀方面の線路脇

43 令和3年10月15日午後9時15分頃 1
人間並み
かやや大
きい

市民
国道44号線　道の駅スワン
44ねむろから釧路方向約
50メートルの地点

44 令和3年10月20日午前6時20分頃 1

中型犬と
同じくらい
かやや大
きい

市民 根室市宝林町4丁目付近

45 令和3年11月1日午後6時25分頃 1
中型犬よ
り小さい

JR運転手 JR落石駅から別当賀方向
へやく2.5キロの線路上

46 令和3年11月5日午前7時20分頃 1
人間並み
かやや大
きい

市民 根室市西和田　温根沼の
東四番沢川付近

47 令和3年11月13日午前8時00分頃 不明 不明
猟友会根
室支部会
員

市道（槍昔連絡道路）上　
槍昔集落より800メートル手

前市道上

48 令和3年12月3日午前8時50分頃 不明 不明 市民 根室市別当賀　市道天狗
岩線上

49 令和4年3月20日午後5時30分頃 1

中型犬と
同じくらい
かやや大
きい

市民 国道44号線沿い　酪陽会
館の交差点付近

50

令和３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

市民が国道44号線　東梅橋から釧路方向約200メートルの地点においてヒ
グマ1頭（子グマ）を目撃し、市へ情報が寄せられたもの。ヒグマは海方向
へ立ち去った。

列車の乗務員がJR落石駅から約3キロ別当賀方面の線路脇でヒグマを目
撃し、市へ情報が寄せられたもの。その後ヒグマは、北側山林内へ立ち
去ったもの。

市民国道44号線道の駅スワン44ねむろから釧路方向約50メートルの地点
の道路上にてヒグマ1頭を目撃し、市へ情報が寄せられたもの。その後ヒ
グマは別当賀方向へ立ち去ったもの。

市民が目撃場所において、ヒグマ1頭を目撃したもの。その後ヒグマは月
岡町方面へ立ち去ったもの。

JR運転手がJR落石駅から別当賀方向へ約2.5キロの地点におい
てヒグマ1頭（子グマ）を目撃したもの。その後ヒグマは、山方面へ
立ち去った。

市民が温根沼の東四番沢川付近において、ヒグマ1頭（人間並み
かやや大きい）を目撃したもの。その後ヒグマは南方面へ立ち去っ
たもの。

猟友会根室支部会員が槍昔集落より800メートル手前市道上でヒ
グマの糞を発見し、市に情報が寄せられたもの。ヒグマの目撃は
なし。

市民が根室市別当賀の市道天狗岩線上でヒグマの糞を発見し、
市へ情報が寄せられたもの。ヒグマの目撃情報はなし。

市民が国道44号線沿い　酪陽会館の交差点付近でヒグマ1頭（子
グマ）を目撃し,根室警察署を通じ市へ情報が寄せられたもの。ヒ
グマ湖方向へ立ち去った。


