
No. 目撃月日 目撃時刻 目撃地区 目撃場所 目撃時の状況

88 12月15日 午後5時15分頃 吉川区 名木山地内
吉川区名木山地内の県道川谷十町歩線で車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、吉川区総合事務所にありました。

87 12月12日 午前2時50分頃 板倉区 猿供養寺地内
板倉区猿供養寺地内の市道山寺線で車を運転中の女性が、道路上を歩く体長100センチメート
ル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越警察署にありました。

86 12月9日 午後0時15分頃 谷浜・桑取区 皆口地内
皆口地内の県道横畑・高田線で車を運転中の男性が、道路脇を歩く親グマ1頭、子グマ2頭を目
撃したとの通報が、上越市役所にありました。

85 11月24日 午後7時頃 名立区 名立区谷口地内
名立区谷口地内の市道上中央線で、車を運転中の女性が、道路上を歩く体長80センチメートル
程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

84 11月22日 午前8時30分頃 頸城区
頸城区玄僧、吉川
区道之下、長坂地
内　付近

吉川区長坂地内付近の主要地方道柿崎牧線で、車を運転中の男性が、頸城区玄僧、吉川区道
之下、長坂地内付近の一般県道長坂潟町停車場線近くにいるクマ1頭を目撃したとの通報が、
柿崎区総合事務所にありました。

83 11月13日 午後5時頃 安塚区 伏野地内
安塚区伏野地内の林道菱ケ岳１号線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、安塚区総合事務所にありました。

82 11月1日 午前11時頃 谷浜・桑取区 小池地内
小池地内の市道谷浜1号線を歩行中の男性が、道路を横切る体長70センチメートル程の子グマ
2頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

81 10月21日 正午頃 頸城区 塔ケ崎地内
頸城区塔ケ崎地内の市道大蒲生田線を車で走行中の男性が、道路脇を歩いている体長100セ
ンチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

80 10月9日 午前11時5分頃 谷浜・桑取区 土口地内
土口地内の市道土口2号線付近の道路を歩行中の男性が、土口川の中にいる親グマ1頭、子グ
マ3頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

79 10月8日 午後0時50分頃 谷浜・桑取区 西戸野地内
西戸野地内の市道高住長浜線で車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチメートル程
のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越警察署にありました。

78 10月8日 午前8時25分頃 清里区 赤池地内
清里区赤池地内の市道赤池上牧線で車を運転中の男性が、道路上にいる体長60センチメート
ル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、清里区総合事務所にありました。

77 10月3日 午前11時頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内の林道（片貝川本手橋付近）で車を運転中の男性が、道路近くにいる体長
100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、妙高警察署にありました。

76 10月2日 午後4時30分頃 安塚区 菅沼地内
安塚区菅沼地内の市道沼木線で車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチメートル程
のクマ1頭を目撃したとの通報が、安塚区総合事務所にありました。

75 10月2日 午前8時55分頃 牧区 泉地内
牧区泉地内の市道東頸城幹線で車を運転中の男性が、道路脇にいる体長60センチメートル程
のクマ1頭を目撃したとの通報が、牧区総合事務所にありました。

74 9月30日 午後2時30分頃 頸城区 玄僧地内
頸城区玄僧地内の林道矢住線で自転車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチメート
ル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、頸城区総合事務所にありました。

73 8月31日 午前8時30分頃 牧区 平方地内
牧区平方地内の主要地方道柿崎牧線（坪山入口付近）で車を運転中の男性が、道路を横切る
体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、牧区総合事務所にありました。

72 8月17日 午後1時20分頃 安塚区 須川地内
安塚区須川地内の須川ふれあいセンター付近を車で運転中の男性が、同センター敷地内にい
る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、安塚区総合事務所にありました。

71 8月17日 午後0時17分頃 大島区 中野地内
大島区中野地内の国道403号で、中野から棚岡方面へ向かって車を運転中の男性が、道路を
横切る体長50センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、大島区総合事務所にありまし
た。

70 8月16日 午前7時45分頃 名立区 赤野俣地内
名立区赤野俣地内で、自宅内にいた男性が、諏訪神社付近の道路を横切る体長100センチメー
トル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

69 8月15日 午後5時45分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊地内の県道名立谷浜インター線（鳥ヶ首岬灯台付近）で、車を運転中の女性
が、道路を横切る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務
所にありました。

クマの目撃情報（平成30年）　※暦年で表示しています。
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68 8月12日 午前6時25分頃 中郷区 岡川地内
中郷区岡川地内の県道二本木岡川新井線（信濃渡大橋付近）で、車を運転中の男性が、体長
100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

67 8月10日 午後2時30分頃 中郷区 四ツ屋地内
中郷区四ツ屋地内のオープス中郷駐車場付近で、作業中の男性が、体長100センチメートル程
のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

66 8月9日 午前5時頃 谷浜・桑取区 有間川地内
有間川地内で、墓掃除中の女性が、諏訪神社付近にいる体長100センチメートル程のクマ1頭を
目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

65 8月6日 午後5時50分頃 牧区 平山地内
牧区平山地内（平山集落開発センター付近）で、自宅内にいた男性が、体長130センチメートル
程のクマ1頭と体長60センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、牧区総合事務所にあ
りました。

64 8月4日 午後5時50分頃 名立区 濁沢地内
名立区杉野瀬と濁沢地内との境付近で、川東用水の確認をしていた男性が、体長130センチ
メートル程のクマ1頭と体長70センチメートル程のクマ2頭を目撃したとの通報が、名立区総合事
務所にありました。

63 8月4日 午前8時50分頃 名立区 車路地内
名立区車路地内（車路会館付近）で、自宅の敷地内にいた女性が、敷地内にいる体長100セン
チメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

62 8月3日 午前7時5分頃 中郷区 片貝地内

中郷区片貝地内で、女性が、自宅付近（上越市片貝縄文資料館付近）にいる体長80センチメー
トル程のクマ1頭を目撃しました。また、午前7時20分頃、農作業中の男性が、えちごトキめき鉄
道妙高はねうまラインの線路沿いにいる同一個体と思われるクマを目撃し、その後、えちごトキ
めき鉄道の下り電車に接触したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

61 8月2日 午後9時頃 安塚区 切越地内
安塚区切越地内の市道沼木線（朴ノ木川砂防ダム付近）で、車を運転中の男性が、道路を横切
る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、安塚区総合事務所にありました。

60 8月2日 午後6時50分頃 中郷区 藤沢地内
中郷区藤沢地内の県道新井中郷線（新潟県上越地域振興局藤沢除雪ステーション付近）で、車
を運転中の男性が、道路脇の草やぶにいる体長80センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの
通報が、中郷区総合事務所にありました。

59 8月1日 午前7時50分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町地内の名立区総合事務所付近で、近隣住民と総合事務所職員が、総合事務
所の敷地を横切る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃しました。その後、午前8時20分頃
に、付近の名立川を渡る同一個体と思われるクマの目撃がありました。

58 7月25日 午後8時44分頃 浦川原区 横住地内
浦川原区横住地内の主要地方道上越安塚柏崎線で、車を運転中の男性が、道路を横断する体
長50センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、浦川原区総合事務所にありました。

57 7月25日 午前10時40分頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内の県道新井中郷線（二本木さくら公園西側付近）で、車を運転中の男性が、
道路を横切る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所に
ありました。

56 7月24日 午前6時20分頃 大島区 大島地内
大島区大島地内（主要地方道上越安塚柏崎線の第二太原橋付近）で、農作業中の女性が、草
むらの中にいた体長60センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、大島区総合事務所に
ありました。

55 7月21日 午後1時30分頃 頸城区 日根津地内
頸城区日根津地内の大池ビジターセンター入口のバス停付近で、自動車を運転中の男性が、
道路を横切る体長150センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、頸城区総合事務所に
ありました。

54 7月18日 午前5時30分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町（横町上）地内で、作業小屋に農作業の道具を取りに行った女性が、小屋の付
近にいる体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありま
した。

53 7月18日 午後2時頃 中郷区 稲荷山地内
中郷区稲荷山地内の泉縄文公園付近で、農作業中の男性が、国道18号を横切る子グマ1頭を
目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

52 7月17日 正午頃 谷浜・桑取区 高住地内
高住地内の農免農道西横山有間川線（谷浜ふれあい公園付近）で、車を運転中の男性が、道
路を横切る体長150センチメートル程のクマ1頭と、体長60センチメートル程のクマ2頭を目撃した
との通報が、上越市役所にありました。

51 7月16日 午前8時50分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊（小泊第7町内）地内の国道8号線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体
長150センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

50 7月13日 午前10時45分頃 名立区 名立大町地内

名立区名立大町地内（名立区総合事務所付近）で、倉庫内で作業中の女性が、名立川沿いの
歩道を歩いている体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務
所にありました。クマはその後、向きを変えて名立川を北上した後、一般県道東飛山名立線を横
切り山側へ移動しました。

49 7月12日 午後4時40分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町地内の県道東飛山名立線で、車を運転中の男性が、名立川の対岸の斜面（北
陸自動車道高架下付近）を歩いている体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報
が、名立区総合事務所にありました。
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48 7月11日 午後7時55分頃 春日区 岩木地内
岩木地内の市道岩木藤新田線を、自転車で走行中の男性が、道路上にいる体長100センチメー
トル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

47 7月11日 午前11時頃 浦川原区 熊沢地内
自宅内にいた女性が、敷地内にいる体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報
が、浦川原区総合事務所にありました。

46 7月11日 午前11時19分頃 牧区 国川地内
牧区国川地内の国道405号（中条上バス停から今清水方面寄り約200メートル付近）で、車を運
転中の男性が、道路を横断している体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、
牧区総合事務所にありました。

45 7月11日 午前9時45分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町地内の県道上越糸魚川自転車道線（久比岐自転車道の名立休憩所付近）を、
自転車で走行中の男性が、道路脇の側溝にいた体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃した
との通報が、上越警察署にありました。

44 7月9日 午前5時15分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊（小泊第5町内）地内の市道名立大町小泊線で、散歩中の女性が道路を横切
る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

43 7月8日 午後2時30分頃 谷浜・桑取区 茶屋ヶ原地内
茶屋ヶ原地内の県道上越糸魚川自転車道線（不動滝付近）で、自転車で走行中の男性が、体
長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

42 7月8日 午前10時40分頃 中郷区 岡川地内
中郷区岡川地内の市道元屋敷八方線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

41 7月7日 午後2時30分頃 浦川原区 法定寺地内 浦川原区法定寺地内で、クマを目撃したとの通報が、浦川原区総合事務所にありました。

40 7月6日 午後2時頃 谷浜・桑取区 茶屋ヶ原地内
茶屋ヶ原地内の市道吉浦茶屋ヶ原線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

39 7月6日 午後0時10分頃 谷浜・桑取区 丹原地内
丹原地内の農作業小屋で、作業をしていた女性が、付近の農道を歩いている体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

38 7月6日 午前11時35分頃 浦川原区 小谷島地内
浦川原区小谷島地内の国道253号線（下小谷島橋付近）で、車を運転中の男性が、山の斜面か
ら落ちてくる体長100センチメートル程のクマ1頭と体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃した
との通報が、上越市役所にありました。

37 7月3日 午後6時頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町（横町上）地内の県道東飛山名立線で、車を運転中の女性が、道路を横切る
体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

36 6月28日 午後1時35分頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内の国道18号線（はーとぴあ中郷入口付近）で、車を運転中の男性が、道路を
横切る体長90センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありまし
た。

35 6月28日 午前11時45分頃 板倉区 玄藤寺新田地内
板倉区玄藤寺新田地内の市道玄藤寺新田線で、車を運転中の女性が、道路を横切る体長100
センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、板倉区総合事務所にありました。

34 6月25日 午後3時頃 谷浜・桑取区 横畑地内
横畑地内の山中の作業小屋で、男性が、小屋の中にいる体長100センチメートル程のクマ1頭を
目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

33 6月24日 午前10時頃 柿崎区 水野地内
柿崎区水野地内の山中で、農作業中の男性が、体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃した
との通報が、柿崎区総合事務所にありました。

32 6月23日 午前8時30分頃 中郷区 八斗蒔地内
中郷区八斗蒔地内の市道江端岡川線（八斗蒔集会所付近）で、車を運転中の男性が、道路を
横切る体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありまし
た。

31 6月22日 午前10時50分頃 安塚区 小黒地内
安塚区小黒地内の国道405号線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長120センチメート
ル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、安塚区総合事務所にありました。

30 6月20日 午前8時10分頃 名立区 赤野俣地内
名立区赤野俣地内の名立中学校で、グラウンドの端を歩いている、体長70センチメートル程の
クマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

29 6月20日 午前6時40分頃 名立区 名立大町地内

名立区名立大町地内（名立区総合事務所付近）の県道東飛山名立線で、車を運転中の女性
が、名立川に向かう体長70センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務
所にありました。その数分後に、対岸の水田から江野神社方向に向かう同一個体と思われるク
マ１頭が目撃されました。
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28 6月19日 午後5時45分頃 牧区 原地内
牧区原地内の市道原梨平線で、車を運転中の男性が、道路上にいた体長120センチメートル程
のクマ1頭を目撃したとの通報が、牧区総合事務所にありました。

27 6月17日 午前8時10分頃 谷浜・桑取区 中桑取地内
中桑取地内の市道高住長浜線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチメートル
程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

26 6月16日 午後4時15分頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内の市道四ツ屋中通線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長70センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

25 6月15日 午後2時10分頃 谷浜・桑取区 横畑地内 横畑地内で草刈り中の男性が、子グマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

24 6月15日 午前10時40分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊地内の薬師堂付近で、男性が、体長70センチメートル程の子グマ1頭を目撃し
たとの通報が、名立区総合事務所にありました。

23 6月15日 午前7時30分頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内の市道二本木国道線で、車を運転中の男性が、道路を横切る体長60センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

22 6月14日 午後6時10分頃 谷浜・桑取区 高住地内
高住地内で、自宅内にいた男性が、自宅前の県道土口谷浜停車場線を横切る体長80センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越警察署にありました。

21 6月8日 午後4時頃 中郷区 福崎地内
中郷区福崎地内で、自宅内にいた女性が住宅裏の納屋付近を横切る体長100センチメートル程
のクマ1頭を目撃したとの通報が、妙高警察署にありました。

20 6月8日 午前7時8分頃ほか 名立区 名立大町地内
名立区名立大町（岩屋堂）地内の一般県道東飛山名立線で、車を運転中の男性が、道路を横
切る子グマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。その後、午前7時32分
頃にも同一地点で、同一個体と思われる子グマ1頭の目撃がありました。

19 6月8日 午前5時30分頃 春日区 大豆地内
大豆地内の県道春日山停車場春日山城線（春日山神社下駐車場付近）を歩行中の男性が、道
路を横切る体長120センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありまし
た。

18 6月7日 午前9時45分頃 中郷区 宮野原地内
中郷区宮野原地内の市道福崎宮野原線（宮野原踏切付近）を自動車で走行中の男性が、道路
を横切る体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、中郷区総合事務所にあり
ました。

17 6月1日 午前6時30分頃 谷浜・桑取区 吉浦地内
谷浜・桑取区の吉浦地内の市道鍋ヶ浦吉浦線（吉浦会館付近）を車で走行中の男性が、道路脇
の斜面を登っている体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所に
ありました。

16 5月29日 午後7時30分頃 谷浜・桑取区 横畑地内
谷浜・桑取区の横畑地内の市道横畑4号線を車で走行中の男性が、道路上にいる体長100セン
チメートル程のクマ2頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

15 5月29日 午後3時30分頃 牧区 平方地内
牧区平方地内の主要地方道柿崎牧線を車で走行中の男性が、道路上にいる体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、牧区総合事務所にありました。

14 5月28日 午前8時20分頃 直江津区 居多地内
直江津区の居多地内の県道大潟上越線を車で走行中の男性が、びょうぶ谷野球場付近の山
の斜面を登っている体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越警察署に
ありました。

13 5月27日 午前6時30分頃 谷浜・桑取区 有間川地内
谷浜・桑取区の有間川地内の県道土口谷浜停車場線で、車を運転中の男性が、道路脇にいる
体長１００センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越警察署にありました。

12 5月26日 午前10時40分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊地内（鳥ヶ首岬灯台付近）の県道名立谷浜インター線で、車を運転中の女性
が、体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありまし
た。

11 5月25日 午前10時20分頃 谷浜・桑取区 茶屋ケ原地内
谷浜・桑取区の茶屋ケ原地内の畑で作業をしてい女性が、隣の畑を横切る体長100センチメート
ル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

10 5月24日 午後6時9分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町地内（名立区総合事務所付近）の一般県道東飛山名立線で、車を運転中の男
性が、道路を横切る体長120センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事
務所にありました。

9 5月20日 午前7時25分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町（岩屋堂）地内の一般県道東飛山名立線で、車を運転中の男性が、体長70セ
ンチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。
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8 5月16日 午前11時頃 頸城区 日根津地内
頸城区日根津地内の大池いこいの森ビジターセンター付近を散策中の男性が、体長130センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

7 5月12日 午後5時20分頃 牧区 七森地内
牧区七森地内の市道東頸城幹線で、車を運転中の男性が、体長70センチメートル程のクマ1頭
を目撃したとの通報が、牧区総合事務所にありました。

6 5月5日 午前9時30分頃 中郷区 藤沢地内
中郷区藤沢地内の事業所敷地内で勤務中の男性が、体長170センチメートル程のクマ1頭を目
撃したとの通報が、中郷区総合事務所にありました。

5 5月4日 午前10時50分頃 三和区 神田地内
三和区神田地内の県道三和新井線で、車を運転中の女性が、道路を横切る体長100センチメー
トル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、三和区総合事務所にありました。

4 5月1日 午後3時頃 頸城区 手島地内
頸城区手島地内の県道長坂・潟町停車場線で、車を運転中の女性が、道路脇にいる体長100
センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、頸城区総合事務所にありました。

3 4月29日 午前8時30分頃 清里区 赤池地内
清里区赤池地内で、山菜採りをしていた女性が、体長100センチメートル程のクマ1頭を目撃した
との通報が、清里区総合事務所にありました。

2 4月11日 午前10時30分頃 名立区 名立大町地内
名立区名立大町地内の北陸自動車道の側道で、車を運転中の男性が、道路脇にいる体長120
センチメートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が、名立区総合事務所にありました。

1 3月29日 午前5時30分頃 安塚区 坊金地内
安塚区坊金地内で、車を運転中の男性が、細野川近くにいる体長100センチメートル程のクマ1
頭を目撃したとの通報が、安塚区総合事務所にありました。
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