
近年、ツキノワグマの出没が増加し 

新たな地域での出没、農作物の食害、 

人身事故など、ヒトとツキノワグマの関係が問題となってきています。 

ツキノワグマにどのように対処したら良いのか、 

一緒に考えてみましょう。 

ツキノワグマ博士と一緒に 
 ツキノワグマの謎を探る！ 
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ツキノワグマの分布域 
日本にはヒグマとツキノワグマが生息しています。ヒグマは北海道に、ツキノワグマは本州と四国の山地を生息地として
います。昔は九州にもツキノワグマが生息していましたが、50年ほど前から生息は確認されていません。 
 
  ヒグマ ：北海道の約半分に生息しています。森林を主な生息地としていますが、木の少ない原野にも出てくることが   
        あります。 
 
ツキノワグマ：落葉広葉樹林のあるところを主な生息地としています。東北地方では6割以上の地域に、関東、近畿中  
        国地方では3割程度の地域に、四国は限られた地域にだけ生息しています。 



 ツキノワグマとはどんな生き物か 
-まずは相手を知る- 

体重80～120ｋｇ 

体長110～150ｃｍ 

 本州に生息する哺乳類の中で、最も大きいのがツキノワグマです。 
なんと、体重は100kg前後まで成長します。 
 主に山の中で活動をしていますが、臆病な性格のため林やヤブなどで身を
隠したり、人の気配を感じて、逃げたり、隠れたりすることから、山の中でもツキ
ノワグマを見かけることは少ないと言われています。 

聴覚 
遠くの音まで聞こえる。 

低音より高音の方が聞こえる。 

視覚 
あまり見えていない。 

近くの物しかほとんど認識できない。 

嗅覚 
イヌ並に優れている。 
食べ物は匂いで探す。 

味覚 
ある程度味の判断はできている。 
甘い物を好む傾向がある。 

パート1では、ツキノワグマとはどんな生き物なのかを探ってみます。 
 ツキノワグマの名前や存在は知っていても、ツキノワグマに関する生態や特徴などについて詳しく知っている
人は少ないのではないでしょうか。ツキノワグマによる被害防止対策を効果的に行うためにも、ツキノワグマの
特徴を知ることが大切です。 

食性と生活サイクル 

山菜、草本類  

新芽 、ササ類 

ドングリ、 果実類 

春 

夏 秋 

冬 

冬眠期 
出産期 

行動は、狭い範囲
で行われる。 

交尾期 
親離れ 

冬眠に向
けて多食 

 主な食べ物は、植物や昆虫類です。肉はほとんど食べません。 
 そのため、山の実りによって食べられる量が左右されます。 

 基本的に1頭で行動します。 

基本的に単独行動 

生態と特徴 

無し 

（冬眠） 

昆虫類 

果実   子グマは、産まれてから約1年半は母グマと一緒に行動します。 
この期間は、子グマの近くに母グマがいる可能性が高いです。 
 そのため無防備に子グマに近寄ると、母グマから襲われるという
ことになりますので、注意してください。 

母子は一緒に行動 
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ツキノワグマ出没状況 
-2006年～2012年の市内の出没記録から- 

パート2では、過去7年間の仙台市におけるツキノワグマの出没状況から、その原因を探ってみます。 
 仙台市の西部地域(概ね東北自動車道西側)で出没が多く見られ、特に、生ごみや柿の実、農作物、倉庫内の 
米ぬかなどを狙って出没するケースが多発しています。 

  ：市街地や田畑・道路 
  など人の生活圏を示す。 
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出没の内容別件数  出没件数は、その年によって増減がありますが、特に出没

件数の多い年はツキノワグマとの遭遇や農作物等の食害に

気をつけましょう。 

 出没は、月別に見ると農作物が豊富な7月から9月が多く、

農作物への被害とともに倉庫の破壊などの生活被害も増加

する傾向があります。 

 被害の多い作物は、栗、柿、トウモロコシ、カボチャ、養蜂

など。その他生ごみの食べ散らかしも多く見られます。 

仙台駅 

  ：出没地を示す。 
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※この地図は国土地理院提供の地図を仙台市で加工して作成したものです。 

※この地図は国土地理院の提供によるものです。 



 なぜ、人里に出没するのか？ 
-人里に下りてくる理由- 

パート3では、本来山の中で生活しているツキノワグマが、なぜ！人里に出没するのか？その理由
について探ってみます。 
 ツキノワグマは、もともと臆病な性格のため、人を避けるようにして山の中で生活していますが、近年は人里での
目撃や被害の報告件数に増加が見られます。これは、エサとなる山の実りなどが影響することもありますが、ツキノ
ワグマにとっての人里の食べ物は、山の実りと同様に自分の食べ物として認識していることも理由として考えられま
す。倉庫の中の米ぬかやハチミツの巣を食べるために建物を壊したり、食べ物を狙って移動している途中で遭遇し
た人を襲ったりする事もあります。 

 ツキノワグマの頭の中では、
どちらも「食べ物」という認識
しかしていません。 

 ① 山奥よりも人里に魅力がある（作物や放棄果樹・生ゴミなど） 
 ② 出没・採食しやすい環境がある 
 ③ 人里をエサ場･すみかとして認識する 
 ④ 人里の食べ物に依存したツキノワグマになる 
 ⑤ 依存したツキノワグマは人馴れが進み、市街地などにも出没 
   しやすい   

この負の連鎖を断ち切ることにより、
人里へのツキノワグマの出没を抑
えることができます。 

生息数が増えている!? 

 過去よりも出没数や被害件数が増えている事から、
ツキノワグマの数が増えていると言う人が多くいます。
本当でしょうか？ 
 奥山から魅力ある食べ物が多い集落周辺へと生息
地を変えたツキノワグマが増えただけの可能性も考
えられます。この場合、生息数は以前からさほど変わ
らず、集落周辺にツキノワグマが密集している可能性
があります。 
 ツキノワグマの生息数を把握する事は極めて困難
で、実態は分かっていませんが、人里への出没が多
いからツキノワグマの数が多いとは言えないのです。 

市内のツキノワグマ
の行動事例 

赤点は、2011年8月17日
～11月1日まで （メス） 
青点は、2012年8月3日
～10月1日 （オス） 
の移動を示す。 

青葉
区 

泉
区 

太白
区 

 仙台市では今まで、2頭のツキノワグマへ電波発信
機を装着し、行動範囲等の 
調査を行いました。 
 その結果が左図です。 
少なくとも、メス(赤点)は 
約30㎢、オス(青点)は80㎢ 
の広い範囲を行動している 
ことがわかりました。 
 これは、ツキノワグマの 
大きな体に理由があります。 
その大きな体を維持するため 
には大量のエサが必要なので 
狭い範囲では必要なエサの量 
を満たすことができないためと言われています。 

発信機の装着 

食べ物 

山のもの 畑のもの 3 

※この地図は国土地理院提供の地図を仙台市で加工して作成したものです。 

※この地図は国土地理院の提供によるものです。 



  人里での出没を減らしていくには 
  -呼び寄せないための環境づくり- 

 ① ツキノワグマの生息地と人里の境界をはっきりさせる   

 ② ツキノワグマからみた、人里の魅力を減らす 

 ③ 食害される物は、物理的に防除する 

 ④ 人里に依存したツキノワグマの捕獲 

 ⑤ 学習放獣への新たな試み 

 ⑥ 科学的な検証と対策へのフィードバック 

 ツキノワグマの生息地と人里の間にある、耕作放棄地や林・ヤブを刈り払って見通しを良くし、境界線を示す
事で、ツキノワグマの警戒心を強めて出没しにくくすることができます。 

パート4では、ツキノワグマによる被害を未然に防ぐ方法について探ってみます。 
 人里での出没や被害を減らしていくためには、人里の食べ物に依存するツキノワグマを生みださないよう
にする対策や工夫が必要です。また、広範囲に移動するツキノワグマに対して出没を抑えるためには、集
落単位や行政、専門家などみんなで協力してツキノワグマに強い地域作りをしていくことも必要です。 

 民家や畑周りなど、部分的なヤブ刈りでも効果は期待できますが、地域ぐるみで大規模に行うことで、地
域全体をツキノワグマから守ることができます。ヤブ刈りは、出没が多くなる時期の前に行うことにより、通年
での出没を抑えることも期待できます。 

ヤブで境界線があいまいな状態 ヤブ刈りで境界をはっきりさせた状態 

青葉区上愛子地域でのヤブ刈り事例紹介 

地域で協力して 
ツキノワグマに強い 
集落作り。 

ヤブ刈り前 
ヤブが畑や民家周辺まで続いている。 

      ヤブ刈り実施 
ツキノワグマの生息地と人里の境界線をはっきりさせた。 
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① ツキノワグマの生息地と人里の境界をはっきりさせる   



 畑の採り残し作物や収穫しない柿の実、生ごみ、米ぬかなどは、ツキノワグマにとって魅力的な食べ物となります。
一度食べる機会を与えてしまうと、ツキノワグマに対して自分の食べ物であるということを認識させてしまいますので 
できる限りこのような環境を作らないようにしましょう。 

作物の採り残しや生ごみの管理 

作物の採り残し 家庭の生ごみ 

キッチリ袋の口をしばって匂
いが出ないよう捨てる。 

匂いが出ない
ように工夫した
コンポストを利
用する。 

土の上に乗せるだけでなく、 
下をできるだけ10㎝位の深さに埋めて使用する。 あわせてコンポスト用の防臭剤を使用するとよい。 

収穫しない果樹の処理 

 利用していない柿の木であっても毎年実を付けるので、人里でのツキノワグマの恰好のエサ場となってしまいます。 
 そのため、利用しない実のなる木は伐採したり、個人で全収穫できない時は集落全体で声を掛け合い協力して収穫
する仕組み作りをしていく事が大切です。 

上愛子地域での柿もぎ事例紹介 

上愛子地域の柿の分布状況 
 この範囲だけで計439本の柿の木があり、そのうち 
約50％が剪定等の管理がなされていない状態でした。 

          

収穫した柿と参加者 
ボランティアを募り、柿もぎとトタン巻き（次ページ参
照）を実施しました。 
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② ツキノワグマからみた、人里の魅力を減らす 

（2013年10月現在） 

防臭剤 

※この地図は国土地理院提供の地図を仙台市で加工して作成したものです。 
※この地図は国土地理院の提供によるものです。 



 電気柵は効果が高く有効です。 
 単価は高いですが、何年も使用する事が 
可能です。 

 トタン巻きは、ツキノワグマが樹木に登る事を防ぎます。 
一度巻くと何年も食害を防ぐ事ができます。 
 柿など、ほとんど手入れや見廻りが行き届かない果樹に
対して有効な方法です。 

高
さ
2
ｍ
以
上 

 出来る限りの対策を行っても出没する、人里のものを自分の食べ物と認識し、人里に依存するようになった
ツキノワグマは、人を怖がらなくなってしまいます。ツキノワグマが民家や農地周辺にすみつくようになり、その 
ままの状態では、人身被害の恐れがあると判断された場合は、「捕獲」を行うことになります。 

 絶滅が危惧されるツキノワグマの保護や学術研究の視点から、捕獲した個体を生きたまま山へ放す方法
（放獣）が取られる場合があります。カプサイシン（トウガラシ成分）などツキノワグマが忌避する物質を噴射す
るなど忌避学習を行うことで再被害の軽減を図ります。また、学術研究では電波発信機やGPS発信機を装着
し、行動の経路や範囲の調査に活かす方法があります。 

 様々な対策の効果やツキノワグマの行動調査など、すべてにおいて科学的な検証を行っていく必要があり
ます。実際のツキノワグマの行動形態や対策の効果などについて、地元住民や専門家、行政、JAなどの関係
者で情報交換を行い、対応策を確立するとともに、いろいろなケースに対応するような体制づくりが必要です。 

 実際にツキノワグマが農作物をねらって田畑に出没したときには、侵入防護柵を設けるなど、物理的に食べさせ
ない環境づくりが大切です。ツキノワグマに対して、人里のものは自分の食べ物ではないことを認識させることにより
ツキノワグマが出没することがなくなります。 

物理的防除方法の例 

電気柵 トタン巻き 

（ホームセンターなどで1枚700円ほど） 
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④ 人里に依存したツキノワグマの捕獲 

③ 食害される物は、物理的に防除する 

⑤ 学習放獣への新たな試み 

⑥ 科学的な検証と対策へのフィードバック 

15
㎝
間
隔 



   人身被害を未然に防ぐためには 
備えあれば憂いなし 

①ツキノワグマの行動特性と生態を理解する 

②入山時の注意点 

③鉢合わせした時の対処 

④痕跡から近くにツキノワグマがいる事を
察知する 

・クマ鈴やラジオなど音の出る物を携帯しましょう。 
・できるだけ複数人で入山しましょう。 
・クマが潜みやすいヤブには近づかないようにしましょう。 
・唸り声や何かの足音など気配を感じたら早めにその場を 
離れましょう。 
・頻繁に入山する人は、できるだけクマスプレーを持参 
しましょう。 

・人の存在に気付くと、逃げるように移動するか、ヤブの中に身を隠します。 
・春先のササヤブは採食目的でも利用するため、特に潜んでいる可能性が高いです。 
・人の接近に気付くと唸り声をあげる事があります（大型犬の様な低い唸り声）。 
・匂いと音によって人の存在に気付くため、人が沢の近くや風下にいると、クマが気付きにくいです。 
・人の存在に気付かず、急に目の前に人が現れると驚いて攻撃する事があります。 
・走るものを追いかけて攻撃する習性があります。 

・走って逃げないで下さい。ゆっくりとツキノワグマの様子を見ながら後ずさりして 
離れて下さい。 
・できるだけ大声を出さないで下さい。大きな音はツキノワグマを刺激してしまいます。 
・ツキノワグマが向かってきたら、撃退する為にクマスプレーを使用して下さい。 
 ただし、10ｍ以内まで接近していないと効果が有りません。 
・その場からゆっくり離れる事を考えて下さい。 

 山林には、様々な野生動物が生息しています。その中からツキノワグマによる痕跡を 
見分け、ツキノワグマの出没を早めに察知しましょう。特に、民家周辺や農耕地などの 
出没には早期の対策が重要です。 
 判断が難しい時は、裏面の連絡先へご相談下さい。 

ツキノワグマの足跡は大きく
（15㎝ほど）、丸く残る。 

栗は綺麗に2つに 
割って食べる。 

木に残る爪痕。
鋭く残る。 

 クマ鈴は、形も価格も
様々なものがあります。 
 音量が小さかったり、音程
が低すぎる物はあまり効果
が期待できません。 
 どんな音が出るのか確か 
めてから買いましょう。 

クマ鈴 

ホームセンター、登山 
用品店などで取扱いあり 
価格は数百円～数千円 

 登山用品店等で取扱あり  
価格は一万円前後 

クマスプレー 
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パート5では、人身被害を未然に防ぐためにはどうすればよいかを探ってみます。 



ツキノワグマの出没があったら 

連絡先                             電話番号 
 青葉区区民生活課         （022-225-7211） 
 宮城野区区民生活課       （022-291-2111） 
 若林区区民生活課         （022-282-1111） 
 太白区区民生活課         （022-247-1111） 
 泉区区民生活課          （022-372-3111） 
 宮城総合支所まちづくり推進課  （022-392-2111） 
 秋保総合支所総務課       （022-399-2111） 
 環境局環境共生課         （022-214-0013） 
 （閉庁日及び夜間は、各区役所総合支所へお電話ください。） 

発行：仙台市環境局環境部環境共生課 
制作：（同）東北野生動物保護管理センター 

 ツキノワグマの目撃・痕跡を発見されましたら、下記の
連絡先へご連絡下さい。 
 皆様から寄せられた情報は、市内のツキノワグマの
状況を把握するため貴重な情報となり、被害防止対策
に活かされ，再出没防止に役立ちます 


