
 

 

 

 

 

２－６ 河川・侵入経路での自動撮影装置（FC/DC）で撮影された動物写真 

 

 



7月6日～7月16日

キツネ_04

藻南1

キツネ_01

キツネ_06

アライグマ_01

キツネ_07

キツネ_03キツネ_02

キツネ_05



8月21日～9月6日

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_08

キツネ_01 キツネ_02

アライグマ_01 エゾシカ_01

藻南1



アライグマ_02 キツネ_06

エゾシカ_02 キツネ_05

キツネ_07 エゾシカ_03

エゾシカ_04



9月7日～9月25日

キツネ_01 ハイタカ属猛禽類_01

藻南1

キツネ_05 キツネ_06

ハイタカ属猛禽類_02 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04



キツネ_12

キツネ_07 キツネ_08

キツネ_13 キツネ_14

キツネ_09 キツネ_10

キツネ_11



エゾシカ_01 キツネ_20

キツネ_19 アライグマ_01

キツネ_17 キツネ_18

キツネ_15 キツネ_16



7月6日～7月21日

キツネ_07 キツネ_08

キツネ_05 キツネ_06

キツネ_03 キツネ_04

藻南2

キツネ_01 キツネ_02



8月21日～9月5日 藻南2

キツネ_01 カラス_01

キツネ_13

キツネ_11 キツネ_12

キツネ_09 キツネ_10



エゾシカ_01 キツネ_06

キツネ_07 カラス_02

キツネ_04 キツネ_05

キツネ_02 キツネ_03



9月5日～9月27日 藻南2

アライグマ_01

エゾシカ_03 キツネ_10

アライグマ_01 エゾシカ_02

キツネ_08 キツネ_09



7月26日～9月5日

タヌキ_03 コウモリ_01

タヌキ_02 エゾシカ_04

エゾシカ_02 エゾシカ_03

タヌキ_01 エゾシカ_01

野牛山



タヌキ_04 エゾシカ_09

エゾシカ_07 エゾシカ_08

コウモリ_01 エゾシカ_06

エゾシカ_05 鳥類_01



9月5日～9月25日

エゾシカ_06 タヌキ_02

エゾシカ_04 エゾシカ_05

エゾシカ_03 タヌキ_01

エゾシカ_01 エゾシカ_02

野牛山



エゾシカ_07



7月25日～8月24日

鳥類_01

エゾシカ_03エゾシカ_02

有明の滝

エゾシカ_01

エゾシカ_04



7月31日～8月15日

9月5日～9月28日

手稲市民の森

キツネ_02 アライグマ_01

キツネ_01 ノスリ_03

コウモリ_01 ネコ_01

ノスリ_01 ノスリ_02

手稲市民の森



キツネ_04 キツネ_05

鳥類_01 タヌキ_02

鳥類_01 キツネ_03

タヌキ_01 鳥類_02



エゾリス_02 エゾシカ_01

キツネ_06 キツネ_07



7月31日～8月14日

9月5日～9月28日

鳥類_01 不明個体_01

キツネ_01

エゾシカ_01 ヤマシギ_01

藻岩山

藻岩山



7月31日～8月14日

エゾシカ_01 キツネ_01

キツネ_02 キツネ_03

藤野野鳥の森

キツネ_4 タヌキ_01

キツネ_05 エゾシカ_02



7月17日～7月31日 真羊橋右岸

鳥類_01



11月15日～12月13日

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 エゾシカ_01

エゾシカ_02 エゾシカ_03

エゾシカ_04 キツネ_04

藻南1



12月13日～1月4日

キツネ_05 キツネ_06

キツネ_01

藻南1

キツネ_07



11月15日～12月12日 藻南2

アライグマ_01 アライグマ_02

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05 キツネ_06



キツネ_07 キツネ_08

エゾシカ_01 キツネ_09

キツネ_10 アライグマ_03

キツネ_11 キツネ_12



キツネ_13 キツネ_14

キツネ_15 キツネ_16

エゾリス_01 エゾリス_02

キツネ_17 アライグマ_04



キツネ_18



11月14日～12月12日 野牛山

エゾシカ_01 エゾシカ_02



10月18日～11月14日

11月14日～12月12日

有明の滝

エゾシカ_01アカゲラ_01

エゾシカ_04

エゾシカ_02

エゾシカ_02エゾシカ_01

有明の滝

エゾシカ_03



キツネ_01 エゾシカ_07

エゾシカ_05 アライグマ_01

アライグマ_02 エゾシカ_06

エゾシカ_08 エゾシカ_09



エゾシカ_12 キツネ_02

エゾシカ_10 エゾシカ_11

キツネ_03 エゾシカ_13



10月20日～11月14日

エゾシカ_01 エゾシカ_02

手稲市民の森

エゾシカ_05 エゾシカ_06

エゾシカ_03 エゾシカ_04

エゾシカ_07 エゾシカ_08



11月14日～11月25日

11月27日～12月13日 手稲市民の森

キツネ_03

手稲市民の森

エゾシカ_01 クマ_01

エゾシカ_01

エゾシカ_02 テン_01

キツネ_01 キツネ_02



キツネ_04 テン_04

エゾシカ_03 エゾシカ_04

テン_02 テン_03



10月20日～11月15日

エゾシカ_04 エゾシカ_05

エゾシカ_02 エゾシカ_03

キツネ_02 エゾシカ_01

藻岩山

キツネ_01 アライグマ_01



11月15日～12月12日

エゾシカ_05 エゾシカ_06

エゾシカ_03 エゾシカ_04

エゾシカ_01 エゾシカ_02

キツネ_03

藻岩山



11月10日～12月10日

キツネ_02 キツネ_03

エゾシカ_03 エゾシカ_04

エゾシカ_01 エゾシカ_02

藤野野鳥の森

テン_01 キツネ_01



エゾシカ_11 エゾシカ_12

エゾシカ_09 エゾシカ_10

エゾシカ_07 エゾシカ_08

エゾシカ_05 エゾシカ_06



12月12日～1月5日

エゾシカ_02 キツネ_02

キツネ_01 エゾシカ_01

エゾシカ_15

エゾシカ_13 エゾシカ_14

藤野野鳥の森



12月25日～1月12日

エゾシカ_01

真羊橋右岸



11月9日～11月24日

11月24日～12月23日 星置の滝

キツネ_03 テン_02

タヌキ_01キツネ_01

キツネ_02テン_01

星置の滝

キツネ_04 キツネ_05



12月23日～1月11日 星置の滝

キツネ_07 キツネ_08

キツネ_05 キツネ_06

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_01 キツネ_02



テン_01 キツネ_11

キツネ_12

キツネ_09 キツネ_10



1月4日～1月26日

1月26日～2月16日 藻南1

アライグマ_01 テン_02

キツネ_02 キツネ_03

テン_01 キツネ_01

藻南1

キツネ_01 エゾリス_01



キツネ_06 キツネ_07

キツネ_08 キツネ_09

キツネ_10 キツネ_11

キツネ_04 キツネ_05



2月16日～3月2日 藻南1

キツネ_12 キツネ_13

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05 キツネ_06



キツネ_07 テン_01

テン_02 _エゾリス_01

テン_03 キツネ_08



1月26日～2月16日 藻南2

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05 キツネ_06

キツネ_07



2月16日～3月2日

1月24日～2 月13日

2月16日～3 月2日

野牛山

手稲市民の森

キツネ_01

藻南2

キツネ_01

キツネ_01 キツネ_02



1月5日～1 月25日 藻岩山

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

ウサギ_01 キツネ_05

キツネ_06



2月14日 藻岩山

キツネ_01 ウサギ_01

エゾリス_01



1月26日～2 月15日 真羊橋右岸

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05 キツネ_06

キツネ_07 キツネ_08



2月15日～2 月28日 真羊橋右岸

キツネ_09 キツネ_10

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05 キツネ_06

キツネ_01 キツネ_02



2月15日～2 月28日

キツネ_07

真羊橋左岸

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05 キツネ_06



1月12日～1 月26日

2月15日～2 月28日 野津幌川

野津幌川

キツネ_01

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05



1月11日～1 月27日 星置の滝

キツネ_01 キツネ_02

キツネ_03 キツネ_04

キツネ_05



1月27日～2 月19日

キツネ_06 キツネ_07

キツネ_05 テン_01

キツネ_03 キツネ_04

星置の滝

キツネ_01 キツネ_02



キツネ_12 キツネ_13

キツネ_10 キツネ_11

キツネ_08 キツネ_09

テン_02



3月2日 星置の滝

キツネ_02 タヌキ_01

テン_01 キツネ_01

キツネ_03 キツネ_03



7月26日～8月15日

9月5日～9月25日

9月5日～9月27日 有明の滝

エゾシカ_03

エゾシカ_01

エゾシカ_02エゾシカ_01

野牛山

エゾシカ_02

野牛山

エゾシカ_01



10月20日～11月15日

10月20日～11月10日

10月18日～11月14日

藤野野鳥の森

野牛山

エゾシカ_03 エゾシカ_04

エゾシカ_01 エゾシカ_02

藻岩山

エゾシカ_01

エゾシカ_01



12月12日～1月4日

2月14日～2月29日 藻岩山

有明の滝

エゾシカ_01

エゾシカ_01 エゾシカ_02




