
合計 合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12～3月

目撃 15 1 0 2 4 3 3 1 0 1

痕跡 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0

目撃 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0

痕跡 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0

目撃 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1

痕跡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目撃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

痕跡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目撃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

痕跡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目撃 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1

痕跡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目撃 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0

痕跡 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

目撃 68 3 6 10 15 6 14 10 3 1

痕跡 45 0 6 13 12 8 1 1 0 4

目撃 24 0 1 1 9 10 1 1 0 1

痕跡 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1

目撃 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0

痕跡 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0

目撃 121 4 9 14 31 21 18 14 5 5

痕跡 64 1 12 16 15 10 1 1 3 5

5 21 30 46 31 19 15 8 10

No. 区

1 南区

2 南区

3 清田区

4 南区

5 中央区

6 南区

7 南区

8 手稲区

9 手稲区

10 南区

11 西区

12 南区

13 清田区

14 手稲区

15 南区

16 南区

17 西区

18 南区

19 南区

20 手稲区

2

令和3年5月26日(水)

19:09
ヒグマを目撃

令和3年5月23日(日)

16:25
ヒグマを目撃

令和3年5月24日(月) 足跡を確認

令和3年5月25日(火)

17:00
ヒグマを目撃（親子）

西区山の手399番地付近

南区石山926番地3

南区簾舞513番地7付近

手稲区手稲本町593番地18付近

令和3年5月19日(水) フンを確認

令和3年5月21日(金) 食痕を確認

令和3年5月22日(土) フンを確認

令和3年5月15日(土) フン、爪痕を確認

令和3年5月15日(土)

7:45
ヒグマを目撃

令和3年5月16日(日) ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

南区簾舞無番地（国有林簾舞1131林班（兜岩の手前））

清田区有明278番地付近（「白旗山都市環境林」有明入口

から約1km付近）
手稲区西宮の沢無番地付近（西宮の沢6条1丁目2番地から

入る林道より500m付近）

南区滝野105番4地先河川敷地

南区簾舞512番地5付近

西区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」（源八沢

入口から1km地点）

爪痕、被毛を確認

令和3年5月12日(水) フンを確認

令和3年5月14日(金) フン、食痕、被毛を確認

令和3年4月22日(木)

6:25
ヒグマを確認

令和3年4月29日(木) 爪跡を確認

令和3年4月29日(木)

17:30
ヒグマを目撃

令和3年4月30日(金)

20:05
ヒグマを目撃

令和3年5月1日(土)

11:00
ヒグマを目撃

令和3年5月3日(月) ヒグマらしき動物を目撃

令和3年5月11日(火)

南区石山1条1丁目無番地（豊平川右岸河川敷）

手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」手稲本町入口から

1,600m付近でルートから外れた箇所
手稲区手稲本町市民の森（案内板3番から7番に向かって約

400mの地点）

南区豊滝425番地1付近

南区滝野無番地付近

清田区真栄439番地1付近

南区簾舞392番地5

中央区盤渓454番地1付近

南区自然歩道「藻岩山ルート」（北の沢入口から100m地

点）

令和３年度(2021年度)ヒグマ出没情報詳細

発生日時

令和3年4月21日(水)

19:10
南区豊滝412番地6付近 ヒグマを目撃

出没場所 状況

清田区 5

合計
185

185

令和３年度(2021年度)ヒグマ出没情報
#REF!

中央区 19

西区 30

手稲区 9

南区 113

厚別区 0

豊平区 3

白石区 0

北区 4

東区

札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課



21 南区

22 手稲区

23 南区

24 北区

25 南区

26 南区

27 南区

28 北区

29 南区

30 南区

31 南区

32 南区

33 南区

34 西区

35 南区

36 南区

37 南区

38 南区

39 北区

40 南区

41 南区

42 東区

43 南区

44 南区

45 南区

46 南区

47 南区

48 南区

49 南区

50 中央区

51 南区

52 南区

53 南区

54 南区

55 西区 令和3年6月28日(月) 西区平和437番地1付近 フンを確認

令和3年6月26日(土) 南区藤野546番地8付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年6月27日(日)
南区豊滝市民の森（散策路案内板10番～9番に向かう約

250m の散策路上）
フンを確認

令和3年6月27日(日)

14:00
南区定山渓温泉東4丁目1002番地付近 ヒグマを目撃（2頭）

令和3年6月23日(水) 南区豊滝538番地付近 フン、食痕を確認

令和3年6月23日(水)

14:45
中央区宮の森1274番地11付近 ヒグマを目撃

令和3年6月24日(木)

20:00
南区定山渓650番地2付近 ヒグマを目撃（親子）

令和3年6月21日(月) 南区南沢市民の森(入口から約600m地点) フンを確認

令和3年6月21日(月) 南区藤野1条7丁目159番地48付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年6月21日(月)

21:30
南区北ノ沢1961番地5付近 ヒグマを目撃

令和3年6月18日(金)

18:50
南区定山渓661番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年6月19日(土) 南区中ノ沢1812番地1455付近 食痕を確認

令和3年6月20日(日) 南区簾舞466番地1付近 フンを確認

令和3年6月16日(水) 南区豊滝531番地1付近 足跡を確認

令和3年6月17日(木) 南区豊滝277番地7付近 足跡を確認

令和3年6月18日(金)

11:16
東区丘珠町867番地3付近 ヒグマを捕獲

令和3年6月12日(土)
南区自然歩道｢中の沢~小林峠･源八沢ルｰト｣(小林峠入口か

ら約2km地点)
フンを確認

令和3年6月12日(土)

14:55
南区豊滝223番地付近（豊滝竜神の水の付近） ヒグマを目撃（親子）

令和3年6月16日(水) 北区篠路町拓北312番地2付近 フンを確認（一週間以上経過したもの）

令和3年6月8日(火)

18:30
西区平和313番地付近 ヒグマを目撃（親子）

令和3年6月11日(金)

22:10
南区定山渓9番地2付近(新錦トンネル近く) ヒグマを目撃

令和3年6月12日(土)
南区自然歩道｢中の沢～小林峠･源八沢ルｰト｣(小林峠入口か

ら約1km地点)
フンを確認

令和3年6月5日(土) フン、足跡、掘り跡を確認

令和3年6月7日(月)

14:10
ヒグマを目撃（2頭）

令和3年6月2日(水) フンを確認

令和3年6月2日(水) フンを確認

令和3年6月2日(水)

17:00
ヒグマを目撃（親子）

南区豊滝420番地5付近

南区簾舞492番地付近

南区豊滝97番地付近

南区自然歩道「藻岩山ルート」（小林峠入口から約1.5km

地点）

南区豊滝40番地1付近

令和3年5月31日(月) フンを確認

令和3年6月1日(火) フンを確認

令和3年6月1日(火) フンを確認

令和3年5月27日(木) フンを確認

令和3年5月29日(土)

18:50
ヒグマを目撃

令和3年5月29日(土)

6:00
ヒグマを目撃（2頭）

南区豊滝248番地3付近

北区篠路町拓北312番地2付近

南区豊滝96番地2付近

北区篠路町拓北無番地（波連湖付近）

南区簾舞705番地付近

南区藤野962番地（藤野富士登山道常盤ヒルズ分岐点）

令和3年5月26日(水)

8:10
ヒグマを目撃

令和3年5月27日(木) フンを確認
手稲区手稲本町市民の森（散策路から森林内へ50ｍ程度

入った箇所）

南区自然歩道｢藻岩山ルｰト｣(北の沢入口から100m地点)
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56 中央区

57 中央区

58 西区

59 西区

60 南区

61 南区

62 西区

63 南区

64 南区

65 南区

66 南区

67 南区

68 南区

69 西区

70 西区

71 中央区

72 西区

73 南区

74 西区

75 南区

76 南区

77 南区

78 南区

79 清田区

80 南区

81 南区

82 西区

83 南区

84 手稲区

85 南区

86 南区

87 南区

88 手稲区

89 南区

90 南区

令和3年7月11日(日) 南区豊滝71番地2付近 フンを確認

令和3年7月12日(月)

22:03
西区宮の沢4条4丁目11番付近 ヒグマを目撃

令和3年7月8日(木)

7:30

西区自然歩道「平和の滝ルート」平和の滝入口から約

300m付近
ヒグマを目撃

令和3年7月9日(金)

11:50
中央区界川4丁目495番地3付近（旭山記念公園内） ヒグマを目撃

令和3年7月10日(土)

8:00

西区平和437番地1（手稲平和霊園奥の林道入口から約

300mの地点）
ヒグマを目撃

令和3年7月6日(火)
南区自然歩道「藻岩山ルート」(北の沢入口から馬の背に向

かって約700m地点)
掘り跡を確認

令和3年7月7日(水) 南区澄川4条2丁目963番地付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年7月8日(木) 西区福井3丁目(左股川左岸河川敷) 堀り跡を確認（一週間程度経過したもの）

令和3年7月4日(日)

14:30
南区定山渓無番地(札幌岳冷水登山道入口約2kmの地点) ヒグマを目撃（2頭）

令和3年7月6日(火)
南区豊滝市民の森(散策路案内板11番～12番に向かって約

500m の散策路上)
フンを確認

令和3年7月6日(火)
南区自然歩道「藻岩山ルート」(T6分岐点から小林峠入口

に向かって約200mの地点)
掘り跡を確認

令和3年7月3日(土)

19:00
南区小金湯無番地(百松橋林道) ヒグマを目撃(2頭)

令和3年7月3日(土)

4:45
西区平和428番地4付近 ヒグマを目撃

令和3年7月4日(日)

12:00
南区定山渓無番地（定山渓取水場付近） ヒグマを目撃

令和3年7月2日(金)

18:30
西区福井5丁目（左股川左岸河川敷） ヒグマを目撃

令和3年7月2日(金)

20:40
西区小別沢98番地2付近 ヒグマを目撃

令和3年7月3日(土) 南区豊滝461番地8付近 フンを確認

令和3年6月30日(水)

18:00
中央区円山西町5丁目付近 ヒグマを目撃

令和3年7月1日(木)
中央区自然歩道「円山ルート」（山頂から八十八ヵ所入口

に向かって約200mの地点）
ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年7月13日(火) 南区豊滝87番地4付近 フン、枝折り、被毛を確認

令和3年7月13日(火) 南区豊滝市民の森（散策路案内板10番付近散策路上） フンを確認

令和3年7月13日(火)

19:57
南区中ノ沢1812番地274付近 ヒグマを確認

令和3年7月14日(水) 南区簾舞181番地4付近 フンを確認

令和3年7月14日(水) 清田区真栄410番地16付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年7月15日(木)

12:50

南区自然歩道「中の沢～小林峠・源八沢ルート」中の沢入

口から約1km付近
ヒグマを目撃

令和3年7月15日(木)

16:50
南区石山828番地付近 ヒグマを目撃

令和3年7月15日(木)

18:00
西区西野1006番地7付近 ヒグマを目撃

令和3年7月15日(木)

8:20

南区定山渓1039番地(薄別トンネルから札幌方面へ約3km

地点)
ヒグマを目撃（親子）

令和3年7月15日(木)

14:30
手稲区手稲本町593番地165付近 ヒグマを目撃

令和3年7月16日(金) 南区簾舞707番地付近 フンを確認

令和3年7月16日(金)

22:00
南区定山渓9番地2付近 ヒグマを目撃

令和3年7月20日(火) 南区豊滝87番地3付近 フン、食痕を確認

令和3年7月20日(火)

5:00
手稲区手稲本町592番地6付近 ヒグマを目撃（親子）

令和3年7月21日(水) 南区中ノ沢1812番地1092付近 フン、枝折り、被毛を確認

令和3年7月21日(水)

19:30
南区真駒内288番地4付近 ヒグマを目撃
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91 南区

92 中央区

93 中央区

94 南区

95 中央区

96 西区

97 南区

98 中央区

99 西区

100 南区

101 南区

102 南区

103 南区

104 南区

105 南区

106 南区

107 西区

108 南区

109 南区

110 西区

111 中央区

112 南区

113 南区

114 豊平区

115 南区

116 南区

117 西区

118 南区

119 西区

120 南区

121 中央区

122 西区

123 手稲区

124 南区

125 南区

令和3年7月23日(金)

21:30
南区南沢5条2丁目4番付近 ヒグマを目撃

令和3年7月24日(土) 中央区盤渓市民の森（散策路案内板7番付近） フンを確認

令和3年7月24日(土)

6:00
中央区双子山4丁目495番地2付近（旭山記念公園内） ヒグマを目撃

令和3年7月26日(月)

16:50
南区定山渓無番地（おしどり水処理場付近） ヒグマを目撃

令和3年7月28日(水) 中央区盤渓市民の森（散策路案内板3～20番付近） フンを確認

令和3年7月28日(水)

22:15
西区山の手7条8丁目6番付近 ヒグマを目撃

令和3年7月28日(水)

4:19
南区南沢1812番地994付近 ヒグマを確認

令和3年7月30日(金)
中央区自然歩道「藻岩山ルート」小林峠入口から600m地

点
ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年7月30日(金)

4:30
西区宮の沢490番地付近 ヒグマを目撃

令和3年7月30日(金)

5:30

南区小金湯674番地付近(砥山栄橋を定山渓方面に渡ってす

ぐ)
ヒグマを目撃

令和3年7月30日(金)

9:50
南区定山渓無番地(おしどり水処理場付近) ヒグマを目撃

令和3年7月31日(土) 南区豊滝286番地付近 フン、掘り跡を確認

令和3年8月1日(日)

23:20
南区白川1814番地119付近 ヒグマを目撃

令和3年8月3日(火) 南区豊滝492番地付近（旧豊滝小学校跡地） フンを確認

令和3年8月3日(火) 南区定山渓無番地(札幌岳登山道入口付近) ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年8月5日(木) 南区豊滝2丁目1番付近 足跡を確認

令和3年8月5日(木) 西区小別沢111番地2 踏み跡、被毛を確認

令和3年8月5日(木)

8:50

南区定山渓無番地(国際スキー場入口より朝里方面へ約1.7

ｋｍ地点)
ヒグマを目撃

令和3年8月6日(金)

11:16

南区定山渓無番地（中山峠頂上より札幌方向へ約200m地

点）
ヒグマを目撃

令和3年8月6日(金)

21:25
西区福井467番地6付近（五天山公園付近） ヒグマを目撃

令和3年8月6日(金)

6:02
中央区盤渓205番地2付近 ヒグマを目撃

令和3年8月7日(土) 南区豊滝503番地8付近 足跡、食痕、被毛を確認

令和3年8月7日(土)

13:37
南区北ノ沢1819番地68付近（藻岩山スキー場南斜面） ヒグマを目撃（親子）

令和3年8月8日(日) 豊平区西岡都市環境林（旧天文台付近） ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年8月8日(日) 南区豊滝市民の森（散策路案内板4～5番付近） フンを確認

令和3年8月8日(日)

18:50
南区真駒内120番地2付近 ヒグマを目撃

令和3年8月9日(月)

22:45
西区小別沢98番地１付近 ヒグマを目撃

令和3年8月11日(水) 南区豊滝260番地11付近 足跡、食痕、掘り跡を確認

令和3年8月12日(木)

16:30

西区自然歩道「平和の滝～手稲山」平和の滝入口から1km

付近
ヒグマを目撃

令和3年8月13日(金)

12:00
南区中ノ沢4丁目3番付近 ヒグマを目撃

令和3年8月14日(土)

13:00
中央区円山西町5丁目付近 ヒグマを目撃

令和3年8月14日(土)

4:30
西区宮の沢4条5丁目19番付近 ヒグマを目撃

令和3年8月14日(土)

11:50
手稲区自然歩道「手稲山北尾根ルート」金山入口 ヒグマを目撃（親子）

令和3年8月15日(日) 南区豊滝市民の森(散策路案内板5~13番付近) フンを確認

令和3年8月16日(月) 南区豊滝503番地8付近 フン、足跡を確認
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126 西区

127 西区

128 中央区

129 中央区

130 西区

131 西区

132 西区

133 西区

134 南区

135 南区

136 南区

137 西区

138 中央区

139 南区

140 南区

141 中央区

142 南区

143 南区

144 南区

145 南区

146 南区

147 南区

148 南区

149 南区

150 南区

151 中央区

152 南区

153 南区

154 中央区

155 南区

156 南区

157 南区

158 南区

159 南区

160 清田区

令和3年8月17日(火)

17:50
西区宮の沢490番地付近 ヒグマを目撃

令和3年8月17日(火)

20:00
西区西野290番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年8月24日(火)
中央区自然歩道｢円山ルｰト｣（円山西町入口から山頂まで

の間）
ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年8月26日(木) 中央区宮の森1274番地25付近 足跡を確認

令和3年8月26日(木)

2:05
西区西野290番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年8月28日(土)

1:15
西区宮の沢490番地9付近 ヒグマを目撃

令和3年8月28日(土)

1:45
西区平和314番地8付近 ヒグマを目撃

令和3年8月30日(月)

22:06
西区小別沢93番地付近（左股川右岸河川敷） ヒグマを確認

令和3年9月1日(水)

0:25
南区川沿6条2丁目1番地付近(国道230号線上) ヒグマを目撃(親子)

令和3年9月1日(水)

18:21

南区定山渓無番地（中山峠頂上より札幌方向へ約1km地

点）
ヒグマを目撃

令和3年9月5日(日) 南区川沿町1613番4付近 ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年9月5日(日)

19:55
西区小別沢93番地付近（左股川右岸河川敷） ヒグマを確認

令和3年9月7日(火)

15:30

中央区自然歩道｢藻岩山ルｰト｣(旭山記念公園第二駐車場か

ら約450ｍ付近)
ヒグマを目撃

令和3年9月7日(火)

16:55
南区藤野541番地2付近 ヒグマを目撃

令和3年9月7日(火)

18:15
南区小金湯649番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年9月7日(火)

8:00

中央区自然歩道「藻岩山ルート」（旭山記念公園第二駐車

場から約300ｍ付近）
ヒグマを目撃

令和3年9月11日(土)

12:00
南区藤野553番地付近 ヒグマを目撃

令和3年9月11日(土)

12:00
南区真駒内柏丘12丁目598番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年9月12日(日) 南区藤野439番地2付近 ヒグマらしき動物の鳴き声を聞いた

令和3年9月13日(月)

15:35
南区藤野974番地付近 ヒグマを目撃（親子）

令和3年9月14日(火) 南区豊滝市民の森（散策路案内板12~13番付近） フンを確認

令和3年9月15日(水)

22:40
南区小金湯722番地付近 ヒグマを目撃

令和3年9月17日(金)

19:13
南区小金湯671番地2付近 ヒグマを目撃

令和3年9月17日(金)

19:20
南区豊滝493番地4付近 ヒグマを目撃

令和3年9月18日(土)

12:30

南区定山渓無番地(国道230号線凌雲橋から札幌方面へ約

2km)
ヒグマを目撃

令和3年9月21日(火) 中央区円山西町5丁目2143番地5付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年9月27日(月) 南区石山東3丁目1番付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年10月4日(月) 南区小金湯649番地14付近 足跡を確認

令和3年10月6日(水)

23:30
中央区界川4丁目495番地2付近（旭山記念公園内） ヒグマを目撃（親子）

令和3年10月8日(金)

19:35
南区小金湯628番地11付近 ヒグマを目撃

令和3年10月8日(金)

23:50
南区石山621番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年10月10日(日) 南区川沿1条1丁目（北の沢川河川敷） ヒグマらしき動物を目撃

令和3年10月13日(水)

19:20
南区小金湯651番地13付近 ヒグマを確認

令和3年10月17日(日) 南区真駒内無番地（五輪大橋右岸付近） ヒグマらしき動物を目撃

令和3年10月19日(火)

15:00
清田区有明422番地付近 ヒグマを目撃
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161 南区

162 南区

163 南区

164 西区

165 南区

166 北区

167 南区

168 清田区

169 豊平区

170 南区

171 西区

172 南区

173 手稲区

174 南区

175 中央区

176 中央区

177 東区

178 豊平区

179 南区

180 南区

181 南区

182 西区

183 南区

184 西区

185 南区 令和4年3月31日(木)
南区自然歩道｢藻岩山ルｰト｣馬の背から山頂方面に約400m

（23番観音付近）の位置
足跡を確認

令和3年10月19日(火)

16:30
南区真駒内166番地付近 ヒグマを目撃

令和3年10月20日(水)

21:30
南区定山渓無番地（定山渓七区会館付近） ヒグマを目撃

令和3年10月23日(土)

6:00
南区定山渓678番地付近 ヒグマを目撃

令和3年10月24日(日)

7:30
西区福井513番地2付近（五天山公園内） ヒグマを目撃

令和3年10月25日(月)

10:00
南区豊滝238番地付近 ヒグマを目撃

令和3年10月26日(火) 北区屯田6条10丁目3番付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年10月30日(土)

14:30
南区砥山無番地（豊平川左岸） ヒグマを目撃

令和3年11月1日(月)

23:00
清田区清田344番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年11月5日(金) 豊平区羊ケ丘7番地1付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年11月7日(日)

16:35
南区定山渓697番地9付近 ヒグマを目撃

令和3年11月13日(土) 西区山の手5条10丁目3番付近 足跡を確認

令和3年11月14日(日)

9:30
南区南沢1885番地2付近 ヒグマを目撃（親子）

令和3年11月18日(木)
手稲区自然歩道「平和の滝～手稲山ルート」（手稲山山頂

付近）
足跡を確認

令和3年11月19日(金) 南区石山東6丁目8番付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年11月29日(月) 中央区盤渓220番地付近 足跡を確認

令和3年12月6日(月)

21:40
中央区盤渓508番地1付近 ヒグマを目撃

令和3年12月9日(木) 東区中沼町240番地付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年12月12日(日) 豊平区羊ケ丘7番地1付近 ヒグマらしき動物を目撃

令和3年12月19日(日)

10:00

南区自然歩道｢藻岩山ルｰト｣(T6分岐点から小林峠入口側に

約20mの地点)
ヒグマを目撃

令和4年3月31日(木)
南区自然歩道「藻岩山ルート」北の沢入口から山頂（馬の

背）方面に約100mの位置
足跡を確認

令和4年3月31日(木)

14:30

西区自然歩道｢三角山~盤渓ルｰト｣四阿分岐点から小別沢方

面に約150mの位置
負傷者が発生（2名）

令和4年3月11日(金)
南区自然歩道「藻岩山ルート」（慈啓会入口から山頂方面

に約750mの地点）
足跡を確認

令和4年3月13日(日)
南区自然歩道「藻岩山ルート」（旭山記念公園入口から山

頂（T6分岐点）方面に約700mの地点）
足跡を確認

令和4年3月13日(日)
西区自然歩道「三角山～盤渓ルート」四阿分岐点から小別

沢方面に約150mの位置
冬眠穴を確認
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