
令和２(2020)年度 クマ目撃・痕跡情報一覧

（2021/3/19までに県に報告があったもの）

日付 時間 地域 地名 区分 状況等

R03.02.10 20:00 東部 鳥取市佐治町福園 痕跡 橋を渡った足跡（雪の上）
R03.02.04 07:00 東部 鳥取市国府町町屋 目撃 川の土手にたたずんでいた
R03.02.03 10:50 東部 鳥取市上町 目撃 1m超のクマが移動していた。大宮池から約

100m上流。
R03.01.17 15:30 東部 八頭郡若桜町長砂 目撃 子グマが移動していた
R03.01.14 06:50 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 公民館付近を移動していた
R03.01.04 17:20 東部 八頭郡八頭町稗谷 目撃 移動していた
R02.12.30 11:38 東部 八頭郡若桜町諸鹿 目撃 道路を移動していた
R02.12.25 11:20 東部 八頭郡八頭町茂田 痕跡 雪の上に足跡
R02.12.11 10:00 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 家の玄関を出たところでクマに襲われ負傷

（人身事故）
R02.12.09 04:00 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 住宅付近を移動していた
R02.12.07 02:00 東部 鳥取市国府町上地 目撃 県道沿いのゴミステーション付近で柿を食べ

ていた
R02.12.05 14:00 西部 日野郡江府町俣野 痕跡 熊棚を確認、林道上に糞あり
R02.12.05 午前 東部 鳥取市青谷町小畑 痕跡 集落の墓道（裏山）に足跡
R02.12.03 15:55 東部 鳥取市用瀬町赤波 目撃 林道八頭中央線を移動していた
R02.11.26 09:00 西部 日野郡江府町俣野 痕跡 山林の柿を食べていた食痕
R02.11.25 09:00 東部 鳥取市青谷町絹見 痕跡 畑の柿の木に爪痕
R02.11.24 18:20 東部 八頭郡若桜町須澄 目撃 国道29号線須澄橋付近を移動していた
R02.11.23 22:15 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 集落内の柿木に登り食べていた
R02.11.19 23:00 東部 八頭郡八頭町下野 目撃 集落内の道路・柿畑を移動していた
R02.11.19 19:56 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 公民館付近を移動していた
R02.11.18 09:00 西部 日野郡江府町俣野 痕跡 柿の食痕、熊棚を作ろうとした痕跡あり
R02.11.17 13:30 東部 八頭郡八頭町日下部 痕跡 畑・住宅地付近の柿の食害
R02.11.17 07:30 東部 八頭郡八頭町大門 目撃 集落裏の山中の柿を食べていた
R02.11.17 07:00 中部 東伯郡三朝町西小鹿 痕跡 柿の食痕、足跡
R02.11.16 06:30 東部 鳥取市国府町高岡 目撃 柿の木に登り、枝を折り、座って柿を食べて

いた。
R02.11.04 09:30 東部 鳥取市久松 目撃 道路を横切ったところを目撃
R02.11.01 10:29 東部 八頭郡若桜町茗荷谷 目撃 移動していた
R02.10.27 17:00 東部 八頭郡若桜町岩屋堂 目撃 測量中にクマを目撃し、こちらに気づくと山

に逃げて行った
R02.10.27 不明 東部 鳥取市福部町左近 痕跡 柿の木の枝が折られていた
R02.10.26 12:00 東部 鳥取市東町 目撃 久松山の登山道を下るクマを目撃
R02.10.25 17:10 東部 鳥取市福部町久志羅 目撃 フォレストロード脇で目撃し、クラクション

を鳴らすと逃げた
R02.10.24 不明 東部 鳥取市福部町左近 痕跡 柿の食害
R02.10.24 不明 東部 鳥取市福部町左近 痕跡 民家裏の柿の食害・爪痕
R02.10.21 11:00 西部 日野郡日野町板井原 目撃 山を移動するクマを目撃
R02.10.19 18:00 西部 西伯郡大山町赤松 目撃 県道から山へ移動していた
R02.10.16 11:00 東部 八頭郡八頭町延命寺 痕跡 柿の食痕（果樹園外で近くの養蜂箱を狙って

いたようす）、糞
R02.10.14 08:00 東部 八頭郡智頭町智頭 目撃 道沿いを移動し山へ登って行った
R02.10.11 不明 東部 八頭郡八頭町市谷 痕跡 柿の食害（10個位）
R02.10.11 17:30 東部 八頭郡八頭町下峰寺 目撃 移動していた。
R02.10.05 09:00 中部 東伯郡三朝町吉田 痕跡 梨園内で梨の食害、ワイヤーメッシュ棚の変
R02.10.05 18:05 西部 日野郡日南町印賀 目撃 県道を移動していた
R02.09.27 18:05 中部 東伯郡三朝町東小鹿 目撃 県道を横断し、ワイヤーメッシュ柵をよじ登

り、山へ移動していた
R02.09.24 17:10 東部 八頭郡八頭町大門 目撃 移動していた。
R02.09.18 09:00 中部 東伯郡三朝町牧 目撃 河川敷を移動していた
R02.09.16 13:30 中部 東伯郡三朝町三徳 痕跡 林道にクマの足跡
R02.09.15 14:30 西部 日野郡日南町笠木 目撃 県道沿いを移動していた
R02.09.08 09:00 東部 八頭郡若桜町三倉 痕跡 若桜鬼ヶ城入り口付近に糞
R02.09.06 10:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 水路清掃中にクマに襲われ負傷（人身事故）
R02.08.30 不明 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 梨園内で梨の食害
R02.08.25 朝方 東部 鳥取市佐治町栃原 痕跡 梨園内で梨の食害（50個位）
R02.08.23 23:00 東部 八頭郡八頭町山上 痕跡 梨園内で梨の食害（1000個位）
R02.08.23 06:00 東部 鳥取市佐治町つく谷 痕跡 梨園内で梨の食害（50個位）
R02.08.21 08:00 西部 日野郡日南町湯河 目撃 林道を移動していた
R02.08.20 07:00 東部 鳥取市佐治町余戸 痕跡 梨園内で梨の食害（200個位）
R02.08.18 16:00 東部 鳥取市佐治町加茂 痕跡 梨園内で梨の食害（60個位）
R02.08.18 朝 東部 鳥取市佐治町つく谷 痕跡 梨園内で梨の食害（30個程度）
R02.08.17 21:00 東部 鳥取市佐治町つく谷 目撃 農道を横断して山へ登って行った
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R02.08.17 22:00 東部 八頭郡智頭町芦津 目撃 県道を移動していた
R02.08.17 06:15 東部 鳥取市青谷町長和瀬 目撃 住宅裏庭で目撃、その後林へ逃げた
R02.08.17 早朝 中部 倉吉市関金町関金宿 痕跡 市道に足跡
R02.08.16 不明 東部 鳥取市滝山 痕跡 梨園内で梨の食害
R02.08.14 19:10 東部 八頭郡八頭町横田 目撃 果樹園付近を移動していた
R02.08.10 21:00 東部 鳥取市越路 目撃 県道を移動していた
R02.08.09 東部 八頭郡八頭町稗谷 痕跡 梨園内で梨の食害（100個位）。8/12にも食害
R02.08.09 19:00 東部 八頭郡若桜町吉川 目撃 豚舎内に出没後、山へ入っていった
R02.08.08 17:30 東部 鳥取市青谷町河原 目撃 集落内の道路上を移動後、山へ入っていった
R02.08.08 17:20 中部 東伯郡三朝町下畑 目撃 県道を横断した後、山へ入っていった
R02.08.06 04:00 東部 八頭郡八頭町安井宿 痕跡 梨園内で梨の食害（100個位）
R02.08.06 04:00 東部 八頭郡八頭町安井宿 痕跡 梨園内で梨の食害（750個位）
R02.08.06 04:00 東部 八頭郡八頭町上津黒 痕跡 梨園内で梨の食害（100個位）
R02.08.04 不明 東部 鳥取市福部町高江 痕跡 梨園内で梨の食害
R02.08.04 04:00 東部 八頭郡八頭町岩淵 痕跡 梨園内で梨の食害（100個位）
R02.08.04 04:00 東部 八頭郡八頭町上津黒 痕跡 梨園内で梨の食害（250個位）
R02.08.03 17:30 東部 鳥取市国府町美歎 目撃 市道をサイクリング中に目撃（場所不明）。

移動していた
R02.08.03 04:00 東部 八頭郡八頭町福井 痕跡 梨園内で梨の食害（100個位）
R02.08.01 04:00 東部 八頭郡八頭町花原 痕跡 梨園内で梨の食害（100個位）
R02.07.31 14:45 東部 鳥取市覚寺 目撃 クマらしき動物が公園付近の山に入っていっ
R02.07.26 20:30 東部 鳥取市浜坂 目撃 道路上を移動していた
R02.07.26 04:00 東部 八頭郡八頭町茂田 痕跡 梨園内で梨の食害（600個位）
R02.07.25 08:00 東部 鳥取市祢宜谷 目撃 国道２９号を移動していた
R02.07.23 19:10 東部 鳥取市国府町糸谷 目撃 県道を郵便局方向に移動していた
R02.07.22 13:10 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 梨園内で梨の食害（7/10から22日までに1000

個程度）
R02.07.22 10:45 東部 鳥取市国府町雨滝 目撃 市道を横切っていた
R02.07.21 09:30 東部 鳥取市国府町雨滝 目撃 中国自然歩道を移動中、山林内を移動してい

るクマを目撃
R02.07.21 朝方 東部 鳥取市佐治町栃原 痕跡 果樹園内でリンゴの食害（30個位）
R02.07.20 06:30 東部 鳥取市滝山 痕跡 山中にある樹木の中のミツバチの巣に食痕
R02.07.20 06:30 東部 鳥取市小西谷 痕跡 市道上にクマらしき足跡
R02.07.19 17:44 東部 鳥取市東町 目撃 久松山登山道9合目付近でクマを目撃。下山で

きなくなり警察官4名が救助に向かい下山し
た。

R02.07.19 04:00 東部 八頭郡八頭町日下部 痕跡 梨園内で梨の食害（50個位）
R02.07.18 12:00 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 砂の美術館敷地内の梨園で梨の食害（20個
R02.07.18 06:00 東部 八頭郡八頭町別府 痕跡 農道を移動していた
R02.07.17 06:30 東部 鳥取市浜坂 目撃 摩尼川の土手を移動していた（掘り起こし跡

があるためイノシシの可能性あり）
R02.07.16 11:30 東部 鳥取市東町 目撃 久松山登山道6～7合目でとイノシシ3匹と黒く

て大きいクマらしき動物を目撃（うなり声も
聞いた。イノシシの可能性あり）

R02.07.14 20:50 東部 鳥取市国府町谷 目撃 市道に出没後山側に移動した
R02.07.14 08:54 東部 鳥取市国府町玉鉾 目撃 宇部簡易水道組合前の増水した袋川を流され

てきたクマが土手に上がる姿を目撃
R02.07.12 15:50 中部 東伯郡琴浦町松谷 目撃 中部広域農道を移動していた
R02.07.11 11:40 東部 鳥取市東町 目撃 久松山登山道8合目付近でクマの後ろ姿を目撃
R02.07.10 不明 東部 鳥取市福部町湯山 痕跡 果樹園で梨の食害
R02.07.10 08:40 西部 日野郡江府町武庫 目撃 県道から俣野川へ移動していた
R02.07.08 20:00 東部 八頭郡智頭町奥本 目撃 県道を横切り、国道53号線の方へ登って行っ
R02.07.06 09:30 西部 日野郡江府町江尾 目撃 町道から山林へ移動していた（7/8にも目撃）
R02.07.04 23:00 東部 鳥取市浜坂 目撃 鳥大乾燥地研究センター内で目撃。林に向

かって移動していた
R02.07.03 17:30 東部 鳥取市東町 目撃 久松山登山道7合目付近を黒くて大きな動物が

移動していた（クマかイノシシか不明）
R02.07.03 16:15 東部 鳥取市福部町湯山 目撃 国道9号福部IC降り口付近を移動していた
R02.07.02 18:30 東部 鳥取市福部町細川 目撃 駟馳山峠山頂付近を移動していた
R02.07.01 15:30 東部 八頭郡若桜町つく米 目撃 氷ノ山響きの森地内
R02.07.01 12:10 中部 倉吉市耳 痕跡 田んぼに足跡
R02.07.01 12:45 東部 鳥取市覚寺 目撃 覚寺地内の市道を移動していた
R02.06.30 21:15 東部 岩美郡岩美町浦富 目撃 国道178号を移動していた
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R02.06.29 22:55 東部 鳥取市浜坂 目撃 鳥大乾燥地研究センター前の市道を移動する
体長1.2m位の動物を目撃（クマかイノシシか
不明）

R02.06.26 19:10 西部 日野郡日野町福長 目撃 国道を横断し、印賀川を移動していた
R02.06.26 13:50 東部 鳥取市福部町細川 目撃 山に向かって移動していた
R02.06.24 19:15 西部 日野郡日野町上管 目撃 農道を横断し山林へ移動した
R02.06.23 16:00 西部 日野郡日野町中管 目撃 移動していた
R02.06.23 04:30 東部 鳥取市岩倉 目撃 集落内の道を移動していた
R02.06.22 16:40 東部 鳥取市浜坂 目撃 集落内の道を移動していた（浜坂小学校東約

100m地点）
R02.06.22 08:00 東部 八頭郡若桜町諸鹿 目撃 移動していた（更に6/23にも集落内で休んで

いたところを目撃）
R02.06.22 19:50 東部 鳥取市津ノ井 目撃 車道脇に立ち止まっていた
R02.06.21 20:00 西部 西伯郡大山町加茂 目撃 移動していた
R02.06.21 18:00 東部 八頭郡八頭町上峰寺 目撃 移動していた
R02.06.21 16:00 東部 鳥取市東町 目撃 久松山登山道8合目付近で目撃、鳴き声で威嚇

された
R02.06.21 10:25 東部 鳥取市国府町石井谷 目撃 川付近のヤブの中を移動していた
R02.06.20 23:20 東部 鳥取市浜坂 目撃 鳥大乾燥地研究センター前の市道脇の茂みの

中に逃げた
R02.06.20 16:30 中部 東伯郡三朝町片柴 目撃 車で県道を走行中にクマが飛び出し衝突。ク

マは山林に逃げた
R02.06.19 18:30 東部 鳥取市国府町岡益 目撃 袋川の土手沿いを移動していた
R02.06.19 07:35 東部 八頭郡八頭町西谷 目撃 町道を移動していた
R02.06.17 22:00 東部 鳥取市覚寺 目撃 県道を移動していた
R02.06.17 15:00 西部 西伯郡大山町平木 痕跡 防草シートに足跡
R02.06.11 18:10 東部 鳥取市福部町細川 目撃 県道（駟馳山峠付近）を移動していた
R02.06.09 18:45 東部 八頭郡智頭町福原 目撃 国道を移動していた
R02.06.09 09:20 東部 鳥取市国府町谷 目撃 県道を横断し山へ逃走
R02.06.08 07:30 西部 西伯郡大山町大山 目撃 鳥取森林管理署大山治山事業所付近の県道を

移動していた
R02.06.01 23:00 西部 日野郡日野町別所 目撃 明智峠展望台付近で移動していた
R02.05.29 18:30 東部 八頭郡八頭町郡家殿 目撃 農道を移動していた
R02.05.27 11:00 中部 東伯郡三朝町三徳 痕跡 養蜂箱を壊された
R02.05.24 13:05 西部 日野郡日南町福万来 目撃 県道を移動していた
R02.05.22 19:50 東部 鳥取市福部町箭溪 目撃 移動していた（車道→畑）
R02.05.22 14:00 東部 鳥取市東町 目撃 太閤ヶ平付近で休んでいた
R02.05.21 12:45 東部 鳥取市浜坂 目撃 砂丘西側の市道から林の中へ移動していた
R02.05.15 06:00 東部 鳥取市福部町細川 目撃 JR高架下農道を移動していた（2頭）
R02.05.12 18:40 西部 西伯郡大山町東坪 目撃 移動していた（道路を横断）
R02.05.12 18:00 東部 鳥取市福部町八重原 目撃 移動していた（道路を横断）
R02.05.12 15:00 東部 鳥取市河内 痕跡 樹木の爪とぎ跡（安蔵森林公園の登山道）
R02.05.12 05:10 東部 鳥取市上町 目撃 移動していた（鳥取東照宮から太閤ヶ平への

歩道、鳥居から800ｍ付近の道を横断）
R02.05.05 08:00 中部 東伯郡琴浦町福永 目撃 道にいたのを目撃
R02.05.03 08:30 東部 鳥取市青谷町蔵内 痕跡 足跡
R02.05.02 08:00 東部 岩美郡岩美町本庄 目撃 移動していた（岩美インターチェンジ付近）
R02.04.15 16:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 休んでいた
R02.04.14 09:30 東部 岩美郡岩美町牧谷 目撃 木に登っていた
R02.04.08 11:00 東部 八頭郡若桜町渕見 目撃 捕獲檻付近で糠を食べていた、休んでいた

（更に4/9、15(2回)、17、5/12にも同じ場所
で目撃）
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