
No. 目撃月日 目撃時刻 目撃地区 目撃場所 目撃時の状況

98 11月25日 午前8時30分頃分 牧区 桜滝地内
牧区桜滝地内の桜滝駐在所付近で、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。

97 11月19日 午後6時31分頃 安塚区 石橋地内
安塚区石橋地内の市道東頸城幹線付近で、体長60センチメートル程のクマ3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。

96 11月15日 午前7時頃 金谷区 中ノ俣地内
中ノ俣地内の一般県道横畑高田線（地球環境学校から北側に100メートル程の地点）で、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。

95 11月17日 午後10時30分頃 名立区 瀬戸地内
名立区瀬戸地内の一般県道東飛山名立線付近（幸倉橋から北側に100メートル程の地点）で、
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。

94 11月16日
午前11時20分頃ほ
か

名立区 東飛山地内
名立区東飛山地内（不動農村公園から東方向に100メートル程の地点）で、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、名立区総合事務所にありました。その後、午後3時頃
にもほぼ同一地点で、同一個体と思われるクマ1頭の目撃がありました。

93 11月15日 午後9時30分頃 名立区 赤野俣地内
名立区赤野俣地内（大岩橋から西南西方向に350メートル程の地点）で、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。

92 11月17日 午後4時30分頃 板倉区 筒方地内
板倉区筒方（上筒方）地内（別所川橋から南西方向に400メートル程の地点）で、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。

91 11月12日 午後1時頃 名立区 瀬戸地内
名立区瀬戸地内の一般県道東飛山名立線付近（幸倉橋から北側に100メートル程の地点）で、
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。

90 11月12日 午前7時30分頃 頸城区 大蒲生田地内
頸城区大蒲生田地内の市道大池駅線の道路上（大池いこいの森駅北側隣接地）で、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、上越市役所にありました。

89 11月9日 午後3時30分頃 吉川区 高沢入地内
吉川区高沢入地内の市道高沢入線付近（「高沢入南」のバス停から南西側に200メートル程の
地点）で、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、吉川区総合事務所にあり
ました。

88 11月6日 午前10時25分頃 名立区 大菅地内
名立区大菅地内の一般県道東飛山名立線付近（大菅橋の北西側200メートル程の「大菅」のバ
ス停留所付近）で、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。

87 11月4日 午後11時頃 名立区 赤野俣地内
名立区赤野俣地内の「市道脇の谷道下線」付近（名立中学校東側の地点）で、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。

86 11月1日 午前7時30分頃 名立区 平谷地内
名立区平谷地内の一般県道東飛山名立線付近（折平橋から南側に300メートル程の地点）で、
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、名立区総合事務所にありました。

85 10月31日 午後2時頃 安塚区 安塚地内
安塚区安塚地内の国道403号付近（新潟県立高田高等学校安塚分校から東側に500メートル
程の地点）で、体長80センチメートル程のクマらしき動物2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。

84 10月30日 午後3時7分頃 大島区 棚岡地内
大島区棚岡地内の主要地方道上越安塚柏崎線で、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、安塚区総合事務所にありました。

83 10月25日 午後8時30分頃 直江津区 五智6丁目地内
五智6丁目地内の県道大潟上越線（びょうぶ谷野球場から北東に約200メートルの地点）で、ク
マらしき動物1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

82 10月24日 午後4時35分頃 牧区 坪山地内
牧区坪山地内の主要地方道上越安塚柏崎線（北坪山上バス停から東に約400ｍの地点）で、
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。

81 10月24日 午後4時25分頃 直江津区 五智6丁目地内
五智6丁目地内の市道蓮池公園線（蓮池公園付近）で、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24日 午前1時頃 名立区 谷口地内
名立区谷口地内（谷口ふれあいセンターから北北西に200メートル程の地点）で、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。

79 10月23日 午後7時頃 谷浜・桑取区 有間川地内
有間川地内（有間川消防部器具置場付近）で、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、上越市役所にありました。

クマの目撃情報（平成31年・令和元年）　※暦年で表示しています。

1 / 5



No. 目撃月日 目撃時刻 目撃地区 目撃場所 目撃時の状況

クマの目撃情報（平成31年・令和元年）　※暦年で表示しています。

78 10月23日 午後5時頃 名立区 車路地内
名立区車路地内（宝田小学校から南東側に200メートル程の地点）で、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。その後、付近でも同一個
体と思われる目撃情報がありました。

77 10月23日 午前8時45分頃 牧区 国川地内
牧区国川地内の国道405号（中条下バス停付近）で、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。

76 10月22日 午後2時20分頃 安塚区 安塚地内
安塚区安塚地内の新潟県立高田高等学校安塚分校付近で、体長80センチメートルほどのクマ
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17日 午後7時58分頃 名立区 丸田地内
名立区丸田地内（円田荘から南西方向に400メートル程の地点）で、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。

74 10月17日 午前7時頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊地内の国道8号（名立谷浜I.C入口交差点から直江津方面に500メートル程の
地点）で、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。

73 10月16日 午前9時47分頃 春日区 中屋敷地内
中屋敷地内の春日山城跡本丸付近で、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。

72 10月10日 午後5時40分頃 牧区 坪山地内
牧区坪山地内の主要地方道上越安塚柏崎線（北坪山上バス停から東に約300ｍの地点）で、
体長100センチメートルほどのクマ1頭と子グマ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。

71 10月10日 午前8時頃 名立区 西蒲生田地内
名立区西蒲生田地内の一般県道東飛山名立線の巌橋付近で、体長60センチメートルほどのク
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。

70 10月10日 午前8時50分頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内の市道二本木神曽線付近（中郷中学校付近）で、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。

69 10月7日 午後5時頃 中郷区 岡川地内
中郷区岡川地内の一般県道二本木岡川新井線（信濃渡大橋付近）で、体長100センチメートル
ほどのクマ1頭を目撃したとの通報が、午後5時10分頃、中郷区総合事務所にありました。

68 10月4日 午後0時55分頃 安塚区 安塚地内
安塚区安塚地内の新潟県立高田高等学校安塚分校付近で、体長100センチメートルほどのク
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。

67 10月3日 午後1時5分頃 安塚区 切越地内
安塚区切越地内の切越地区集落開発センター付近で、体長100センチメートルほどのクマ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。

66 10月3日 午前6時45分頃 名立区 大菅地内
名立区大菅地内の大菅町内会館付近で、体長120センチメートルほどのクマ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。

65 9月29日 午後0時頃 谷浜・桑取区 皆口地内
皆口地内の湯ったり橋付近で、子グマらしき動物1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にあり
ました。

64 9月24日 午後0時50分頃 名立区
名立大町（横町上）
地内

名立区名立大町（横町上）地内の「市道西の平線」脇の住宅の庭先で、体長100センチメートル
ほどのクマ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。

63 9月24日 午前8時13分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊地内の主要地方道名立谷浜インター線（鳥ケ首岬灯台付近）で、体長120セン
チメートルほどクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

62 9月21日 午前8時30分頃 谷浜・桑取区 吉浦地内
吉浦地内の市道鍋ケ浦吉浦線付近で、親グマ1頭と子グマ2頭を目撃したとの通報が、上越市
役所にありました。

61 9月18日 午後1時15分頃 大島区 嶺地内
大島区嶺地内の林道高所線で、体長100センチメートルほどのクマ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。

60 9月14日 午後5時15分頃 名立区 杉野瀬地内
名立区杉野瀬地内の市道峯山線脇で、体長100センチメートルほどのクマ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。

59 9月7日 午後2時頃 名立区 東飛山地内
名立区東飛山地内の市道不動中央線で、体長100センチメートルほどのクマ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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58 9月1日 午前7時頃 名立区 西蒲生田地内
名立区西蒲生田地内の市道高倉線で、体長100センチメートルほどのクマ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。

57 8月29日 午前10時30分頃 板倉区 釜塚地内
板倉区釜塚地内の一般県道上小沢上越妙高停車場線で、体長100センチメートルほどのクマ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。

56 8月27日 午後4時50分頃ほか 名立区 杉野瀬地内

名立区杉野瀬地内の市道峯山線（下名立地域生涯学習センターから南東に約200ｍの地点）
で、体長100センチメートルほどのクマ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。その後、午後6時頃にもほぼ同一地点で、同一個体と思われるクマ1頭の目撃がありまし
た。

55 8月27日 午前5時40分頃 金谷区 後谷地内
後谷地内の林道難波線で、体長100センチメートルほどの親グマ1頭と、体長50センチメートル
ほどの子グマ2頭を目撃したとの通報が上越市役所にありました。

54 8月18日 午後4時頃 名立区 折戸地内
名立区折戸地内の広域農道西頸城線（平成大橋付近）で、自動車を運転中の女性が、道路を
横切る体長100センチメートルほどのクマ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 8月18日 午後7時15分頃 清里区 岡野町地内
清里区岡野町地内の市道清里板倉線（坊ケ池から北西に約800ｍの地点）で、自動車を運転
中の男性が、道路を横切る親グマ1頭、子グマ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。

52 8月18日 午後4時35分頃 板倉区 関田地内
板倉区関田地内の主要地方道上越飯山線（光ヶ原高原センターから関田町内会方向に約850
ｍの地点）で、自動車を運転中の男性が、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。

51 8月17日 午後0時20分頃 名立区 丸田地内
名立区丸田地内で、男性が自宅から、一般県道東飛山名立線（濁沢橋付近）を横断する体長
100センチメートルほどのクマ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 8月17日 午前5時40分頃 板倉区 関田地内
板倉区関田地内の主要地方道上越飯山線（グリーンパル光原荘から約300ｍの地点）で、自動
車を運転中の男性が、体長80センチメートルほどのクマ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。

49 8月15日 午前9時頃 板倉区 山部地内
板倉区山部地内の市道菰立機織線（箕冠城跡公園から南西に約450ｍの地点）で、自動車を
運転中の女性が、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。

48 8月14日 午後4時45分頃 頸城区 日根津地内
頸城区日根津地内の県道長坂潟町停車場線（市道小仲山線との三叉路付近）で、自動車を運
転中の男性が、道路を横切る体長80センチメートルほどのクマ1頭を目撃したとの通報が上越
市役所にありました。

47 8月14日 午前11時50分頃 名立区 濁沢地内
名立区濁沢地内の市道濁沢中央線（濁沢橋から濁沢集落方面に約500ｍの地点）で、自動車
を運転中の男性が、体長100センチメートルほどのクマ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。

46 8月13日 午後2時10分頃 中郷区 四ツ屋地内
中郷区四ツ屋地内（渋江橋から南西に約220ｍの地点）で、就労中の男性が体長100センチ
メートルほどのクマ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。

45 8月1日 午前7時頃 名立区 丸田地内
名立区丸田地内の一般県道東飛山名立線の濁沢橋付近で、自動車を運転中の女性が、道路
を横切る体長100センチメートルほどのクマ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。

44 7月31日 午前11時頃 板倉区 関田地内
板倉区関田地内の主要地方道上越飯山線（光ヶ原高原センターから関田町内会方向に約700
ｍの地点）で、自動車を運転中の男性が、道路を横切る体長100センチメートルほどのクマ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。

43 7月22日 午後6時30分頃 大島区 菖蒲地内
大島区菖蒲地内で農作業中の男性が、国道405号を横切る体長80センチメートル程の子グマ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。

42 7月16日 午後5時頃 中郷区 藤沢地内
中郷区藤沢地内の一般県道西野谷二本木停車場線（貯水槽付近）で、自動車を運転中の男性
が、道路脇にいるクマ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16日 午前6時30分頃 中郷区 二本木地内
中郷区二本木地内（岡川集落）で、自宅内にいた女性が、自宅裏の畑にいる体長100センチ
メートル程のクマ1頭を目撃したとの通報が中郷区総合事務所にありました。

40 7月15日 午後４時15分頃 中郷区 岡沢地内
中郷区岡沢地内の一般県道二本木岡川新井線（妙高市境付近）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上越市役所にありました。

39 7月13日 午前9時30分頃 中郷区 市屋地内
中郷区市屋地内の市屋農村公園で、車を運転中の女性が、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中郷区総合事務所にありました。
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38 7月13日 午前8時7分頃 金谷区 黒田地内
黒田地内の林道難波線で、車を運転中の男性が、体長80センチメートル程の子グマ1頭を目撃
したとの通報が上越市役所にありました。

37 7月11日 午前5時30分頃 中郷区 八斗蒔地内
中郷区八斗蒔地内の県道二本木岡川新井線線（はーとぴあ中郷から岡川方面に400ｍほどの
地点）で、自動車を運転中の男性が、道路脇にいる体長120センチメートルほどのクマ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。

36 7月7日 午後4時00分頃 名立区 濁沢地内
名立区濁沢地内の川東用水付近で、作業中の男性が、体長150センチメートルほどのクマ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。

35 7月7日 午後7時10分頃 安塚区 行野地内
安塚区行野（ゆくの）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
切る体長100センチメートルほどのクマ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。

34 7月5日 午後5時45分頃 柿崎区 黒岩地内
柿崎区黒岩地内の主要地方道柿崎小国線（北黒岩集落から3㎞ほど柏崎側）で、車から降りて
休憩中の男性が、道路を横切る体長100センチメートルほどのクマ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。

33 6月26日 午前5時40分頃 中郷区 藤沢地内
中郷区藤沢地内の国道18号（藤沢除雪ステーション付近）で、自動車を運転中の男性が、道路
を横切る体長130センチメートルほどのクマ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。

32 6月25日 午後7時5分頃 直江津区 五智６丁目地内
五智6丁目地内の市道大潟上越線（五智養護老人ホーム付近）で、自動車を運転中の男性が、
道路を横切る体長100センチメートルほどのクマ1頭を目撃したとの通報が上越市役所にありま
した。

31 6月21日 午後4時45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、自動車を運転中の女性が、
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。

30 6月20日 午前6時頃 高士区 下曽根地内
下曽根地内の市道稲谷飯田線で、散歩中の男性が、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。

29 6月17日 午前8時10分頃 中郷区 稲荷山地内
泉縄文公園（稲荷山393-3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。

28 6月15日 午後5時40分頃 金谷区 後谷地内
後谷地内の林道難波線で、自動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上越市役所にありました。

27 6月15日 午後2時30分頃 中郷区 江口地内
中郷区江口地内の江口橋付近で、散歩中の男性が、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。

26 6月10日 午後1時30分頃 金谷区 黒田地内
黒田地内の林道難波線で、車を運転中の男性が、体長80センチメートル程の子グマ1頭を目撃
したとの通報が上越市役所にありました。

25 6月8日 午前6時30分頃 谷浜・桑取区 有間川地内
有間川地内のたにはま公園ドッグランの山手側で、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上越市役所にありました。

24 6月5日 午後4時40分頃 名立区 赤野俣地内
「市道脇の谷道下線」で、下校中の小学生が、斜面を移動する体長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。

23 6月4日 午後6時57分頃 春日区 岩木地内
岩木地内の一般県道上正善寺高田線（正善寺浄水場東側）で、自動車を運転中の女性が、道
路を横切るクマ1頭を目撃したとの通報が上越市役所にありました。

22 6月4日 午後0時7分頃 金谷区 小滝地内
小滝地内で、自宅にいた女性が、敷地内にいるクマ1頭を目撃したとの通報が上越市役所にあ
りました。

21 5月29日 午前7時25分頃 北諏訪区 中真砂地内
中真砂地内で、通学中の小学生と中学生が、道路を横切る子グマらしき動物1頭を目撃したと
の通報が上越市役所にありました。

20 5月24日 午後6時10分頃 名立区 東飛山地内
名立区東飛山地内で男性が、自宅から体長60センチメートルほどのクマ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。

19 5月24日 午前11時13分頃 中郷区 藤沢地内
中郷区藤沢地内（妙高ハイツ付近）で、自動車を運転中の男性が、体長70センチメートルほど
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。

4 / 5



No. 目撃月日 目撃時刻 目撃地区 目撃場所 目撃時の状況

クマの目撃情報（平成31年・令和元年）　※暦年で表示しています。

18 5月22日 午後3時40分頃 名立区 車路地内
名立区車路地内の宝田小学校付近で、自動車を運転中の女性が、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。

17 5月17日 午前8時50分頃 三和区 大(東）地内
三和区大（東）地内の市道多能池線で、自動車を運転中の女性が、体長100センチメートルほ
どのクマ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。

16 5月15日 午後4時30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、自動車を運転中の男性が子
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。

15 5月14日 午後4時30分頃 中郷区
二本木地内
藤沢地内

中郷区二本木地内の林道（片貝川本手橋付近）で、農作業中の男性が体長60センチメートル
ほどのクマ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。その後、藤沢地内の
藤沢道路ステーション及び藤沢第三集会所付近でも同様の目撃情報がありました。

14 5月13日 午後3時10分頃 三和区 大(東）地内
三和区大（東）地内で、自宅にいた男性が、自宅から15メートルほど先の山際にいる体長100セ
ンチメートルほどのクマ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。

13 5月12日 午前4時30分頃 津有区 上富川地内
上富川地内で、自宅前にいた男性が、自宅から100メートル程離れたやぶの中を移動する子グ
マらしき動物1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。
その後、国道18号子安交差点でも同様の通報が、上越市役所にありました。

12 5月10日 午後6時50分頃 金谷区 滝寺地内
滝寺地内の愛の風公園内で男性が、駐車中の車内から、公園内にいる体長100センチメートル
ほどのクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

11 5月10日 午前8時頃 名立区 車路地内
名立区車路地内で登校中の小学生が、宝田小学校東側の斜面を歩く体長60センチメートルほ
どの子グマ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。

10 5月9日 （不明） 高田区 本城町地内 本城町地内の高田公園でクマ2頭を目撃したとの通報が、上越警察署にありました。

9 5月9日 午前5時45分頃
金谷区
高田区

大貫2丁目地内
西城町2丁目地内
西城町3丁目地内

大貫2丁目地内で体長70センチメートルほどのクマ1頭を目撃したとの通報が、上越警察署にあ
り、その後、西城町2丁目及び西城町3丁目でも目撃されました。

8 5月8日 午後6時30分頃 金谷区 上昭和町地内
上昭和町地内の市道上昭和町滝寺線を歩いていた男性が、付近の空き地にいる子グマ1頭を
目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

7 5月7日 午後4時頃 直江津区 五智6丁目地内
五智6丁目地内の五智配水池付近の空き地で遊んでいた小学生が、木の上にいる体長100セ
ンチメートルほどのクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

6 5月7日 午前9時頃 名立区 東蒲生田地内
名立区東蒲生田地内で山菜採りをしていた男性が、体長120センチメートルほどのクマ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。

5 5月7日 午前6時50分頃 牧区 切光地内
牧区切光地内で自宅内にいた男性が、市道鷲尾高谷線にいる体長70センチメートルほどのク
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。

4 5月4日 午後5時20分頃 牧区 国川地内
牧区国川地内の国道405号で、車を運転中の男性が、道路を横断する体長100センチメートル
ほどのクマ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。

3 5月2日 午後5時頃 板倉区 菰立地内
板倉区菰立地内の市道菰立源冶窪線で、車を運転中の男性が、道路上にいる体長100センチ
メートルほどのクマ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。

2 4月23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山中で山菜取りをしていた男性が、付近にいる親グマ1頭、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。

1 4月18日 午後3時頃 名立区 瀬戸地内
名立区瀬戸地内の県道東飛山名立線で車を運転中の男性が、名立川左岸にいるクマ1頭を目
撃したとの通報が、上越市役所にありました。
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