
No. 目撃月日 目撃時刻 目撃地域自治区 目撃場所 目撃時の状況

53 11月19日 午前6時10分頃 清里区 棚田地内
清里区棚田地内の市道棚田東松ノ木線で、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、清里区総合事務所にありました。

52 11月12日 正午頃 中郷区 岡川地内
中郷区岡川地内の信濃渡大橋付近で、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、中郷区総合事務所にありました。

51 11月11日 午前10時40分頃 名立区 名立大町地内 名立区名立大町地内で、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 11月10日 午前7時15分頃 名立区 折戸地内
名立区折戸地内で、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。

49 11月8日 午前7時50分頃 名立区 折居地内
名立区折居地内で、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。

48 11月1日 午後1時頃 名立区 東蒲生田地内 名立区東蒲生田地内で、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。

47 10月30日 午後8時20分頃 名立区 東飛山地内
名立区東飛山地内で、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。

46 10月26日 午前7時30分頃 吉川区 山方地内
吉川区山方地内の吉川中学校校門付近で、体長100センチメートルほどのクマらしき動物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。

45 10月16日 午前7時頃 名立区 東飛山地内
名立区東飛山地内で、体長140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 10月14日 午前11時10分 牧区 下川井沢地内
牧区下川井沢地内の市道下川井沢坪山線のＴ字路付近で、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、牧区総合事務所にありました。

43 10月8日 午前5時30分頃 名立区 小田島地内
名立区小田島地内で、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。

42 10月5日 午後5時45分頃 大島区 牛ケ鼻地内
大島区牛ケ鼻地内の県道菖蒲棚岡線沿いにおいて、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。

41 10月5日 午後0時30分頃 名立区 瀬戸地内
名立区瀬戸地内で、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。

40 10月2日 午後4時20分頃 牧区 雨露地内
牧区雨露地内の市道雨露下湯谷線の民家付近で、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、牧区総合事務所にありました。

39 9月15日 午前7時20分頃 中郷区 岡川地内
中郷区岡川地内の信濃渡大橋付近で、体長50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、中郷区総合事務所にありました。

38 9月12日 午後6時58分頃 牧区 七森地内
牧区七森地内の市道東頸城幹線、切光入口バス停付近で、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。

37 9月2日 午前10時10分頃 吉川区 代石地内
吉川区代石地内の山中で、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、吉川
区総合事務所にありました。

36 8月17日 午後2時10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、体長70センチメートルほどのクマ2頭を目撃（県道の西
側から東側を横断）したとの通報が、三和区総合事務所にありました。

35 8月18日 午前8時30分頃 牧区 柳島地内
牧区柳島地内の市道柳島樫谷線樫谷大橋付近で、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、牧区総合事務所にありました。

34 8月10日 午後6時30分頃 清里区 東戸野地内 清里区東戸野地内で、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。

33 8月6日 午後2時00分頃 春日区 大豆地内
春日山城跡大手道の北側付近において、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。

32 8月3日 午前5時30分頃 中郷区 稲荷山地内
中郷区稲荷山地内の泉ため池付近で、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 7月29日 午前6時30分頃 清里区 寺脇地内
清里区寺脇地内の県道青柳高田線（小竹橋付近）で、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。

クマの目撃情報（令和3年）　※暦年で表示しています。
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30 7月24日 午後1時30分頃 中郷区 板橋地内
中郷区板橋地内の株式会社ダイセル新井工場管理棟付近で、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。

29 7月20日 午後6時40分頃 柿崎区 百木地内
柿崎区百木地内の市道上下浜線で、クマらしき動物を目撃したとの通報が、柿崎区総合事務
所にありました。

28 7月17日 午後6時45分頃 名立区 東飛山地内
名立区東飛山地内で、体長90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。

27 7月16日 午前6時00分頃 牧区 岩神地内
牧区岩神地内の県道高尾・田島線畜産コントロールセンター付近で、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、牧区総合事務所にありました。

26 7月14日 午後4時10分頃 名立区 赤野俣地内
名立区赤野俣地内の諏訪神社付近で、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。

25 7月12日 午後4時40分頃 牧区 棚広地内
牧区棚広地内の県道柳島信濃坂線小平バス停付近で、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、牧区総合事務所にありました。

24 7月10日 午後5時55分頃 牧区 泉地内
牧区泉地内の市道樫谷七森線、泉集落内で、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、牧区総合事務所にありました。

23 7月9日 午前8時50分頃 牧区 川井沢地内
牧区川井沢地内の市道落田川井沢線元鳥打場バス停付近で、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、牧区総合事務所にありました。

22 7月8日 午後3時頃 牧区 柳島地内
牧区柳島地内の市道柳島樫谷線樫谷大橋付近で、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、牧区総合事務所にありました。

21 7月3日 午後7時頃 名立区 東蒲生田地内
名立区東蒲生田地内の民家敷地内で、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、名立区総合事務所にありました。

20 7月3日 午後0時40分頃 牧区 桜滝地内
牧区桜滝地内の県道柳島信濃坂線（桜滝橋から南側側へ約50メートルの地点）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、牧区総合事務所にありました。

19 6月30日 午後3時18分頃 大島区 牛ケ鼻地内
大島区牛ケ鼻地内の県道菖蒲棚岡線沿いにおいて、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。

18 6月24日 午前10時10分頃 谷浜・桑取区 西吉尾地内
西吉尾地内の市道西吉尾4号線沿いの山中において、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。

17 6月22日 午後1時40分頃 名立区 名立小泊地内
名立区名立小泊地内のシーサイドパーク名立付近の林道上で、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、名立区総合事務所にありました。

16 6月22日 午前5時40分頃 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で、体長約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、名立区総合事務所にありました。

15 6月22日 午後2時35分頃 安塚区 小黒地内
安塚区小黒地内の国道405号線において、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。

14 6月21日 午後3時30分頃 牧区 国川地内
牧区国川地内の市道岩神柳島線（折居橋から西側へ約300メートルの地点）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、牧区総合事務所にありました。

13 6月18日 午前10時30分頃 板倉区 長嶺地内
板倉区長嶺地内の市道笹原長嶺線で、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。

12 6月15日 午後8時32分頃 板倉区 針地内
板倉区針地内の県道上小沢脇野田停車場線の西川原橋付近で、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、板倉区総合事務所にありました。

11 6月14日 午後3時10分頃 三和区 島倉地内
三和区島倉、塔ノ輪間の県道三和新井線で、体長50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。

10 6月13日 午前8時50分頃 浦川原区 谷地内
浦川原区谷地内の広域農道東頸城地区線において、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。

9 6月11日 午前7時55分頃 安塚区 菅沼地内
安塚区菅沼地内の市道沼木線において、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。

8 6月10日 午前11時55分頃 安塚区 菅沼地内
安塚区菅沼地内の市道沼木線において、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。
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7 6月9日 午前7時38分頃 金谷区 朝日地内 朝日地内の林道難波線において、クマ3頭を目撃したとの通報が、上越市役所にありました。

6 6月5日 午前7時40分頃 金谷区 後谷地内
後谷地内の県道後谷黒田上越妙高停車場線において、クマ3頭を目撃したとの通報が、上越
市役所にありました。

5 6月3日 午後7時頃 板倉区 達野地内
板倉区達野地内の県道上越飯山線で、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、板倉区総合事務所にありました。

4 6月3日 午前5時5分頃 三和区 桑曽根地内
三和区桑曽根地内の県道上越安塚柏崎線付近で、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、三和区総合事務所にありました。

3 5月14日 午前7時頃 直江津区
五智3、5、6丁目地
内

五智6丁目地内でクマ1頭を目撃したとの通報が、上越市役所にあり、その後、五智3丁目及び
五智5丁目地内でも目撃されました。

2 5月13日 午前8時50分頃 直江津区 居多地内
居多地内の三の輪台いこいの広場付近で、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、上越市役所にありました。

1 4月18日 午前8時40分頃 牧区 柳島地内
牧区柳島地内の市道柳島樫谷線樫谷大橋付近で、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、牧区総合事務所にありました。
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