
平成15年度ツキノワグマ目撃情報まとめ 
№ 日付 天候 時間 場所 クマとの距離 クマのその時の様子 目撃者 情報源

1 5/21 曇 4：00頃 竜宮～沼尻川の間 不明 中型のクマ。木道を通った。 山岳ガイドの方 一般→山ＶＣ

2 5/21 晴 11：00頃 ヨッピ橋付近、牛首寄り 不明 一頭。池塘付近からヨッピ川の拠水林の中へ移動。 東電小屋支配人 一般→山ＶＣ

3 5/21 晴 11：40頃 下ﾉ大堀橋～ヨッピ吊橋周辺 不明 大型のクマ。木道を渡って歩いて行った。 元湯山荘　神崎さん 一般→沼ＶＣ

4 5/23 晴 16：30頃 見晴～燧ヶ岳分岐間 不明 小さいクマ。 原の小屋のお客様 一般→見晴巡視→環境省

5 5/24 晴 8：30頃 東電小屋付近 不明 大型のクマ。山に向かって行った。 不明 一般→山ＶＣ

6 5/24 晴 10：30頃 東電小屋～東電尾瀬橋の間 10m 中型のクマ。湿原から林に歩いて行った。 一般客４名 一般→沼ＶＣ

7 5/25 曇 11：30頃 見晴、燧ヶ岳分岐付近、白砂峠寄り 20m 中型のクマ。ササを食べていた。 一般客１名 一般→沼ＶＣ

8 5/27 曇 10：15頃 山ノ鼻、川上橋付近、木道から100ｍ 100m 親子のクマ。新芽を食べていた。 一般客１名 一般→沼ＶＣ

9 5/27 曇 10：15頃 山ノ鼻から上田代に少し行った所 150ｍ 大型のクマ。木に登って、シラカバの新芽を食べていた。 一般客 一般→山ＶＣ

10 5/28 晴 18：20頃 山ノ鼻～牛首の間、上ﾉ大堀川付近　　 100～150ｍ 大型のクマ。歩いていた。 一般客1名 一般→山ＶＣ

11 5/30 晴 15：40頃 山ノ鼻、研究見本園の入口付近。 50ｍ 中型のクマ。木道を横切った。 一般客1名 一般→山ＶＣ

12 6/9 晴 15：00頃 東電小屋～ヨッピ吊橋間　東電小屋寄り 200ｍ 湿原と林の境にいた。 一般客1名 一般→沼ＶＣ

13 6/14 雨 20：30頃 大江湿原、小淵沢田代分岐付近 50ｍ 何か食べていた。 ＰＶ２名 一般→沼ＶＣ

14 6/15 曇 18：00頃 ヨッピ吊橋付近 不明 ころころと転がっていた。 不明 東電小屋→山ＶＣ

15 6/13 曇 5：00頃 東電小屋～ヨッピ吊橋、ヨシッ堀田代付近 不明 不明。 不明 東電小屋→山ＶＣ

16 6/14 不明 4：30-5：00 東電小屋～ヨッピ吊橋、ヨシッ堀田代付近 不明 不明。 不明 東電小屋→山ＶＣ

17 6/18 不明 12：00頃 東電小屋からヨッピ吊橋方面へ約200ｍ 不明 不明。 不明 東電小屋→山ＶＣ

18 6/23 　曇 　9：20頃 東電小屋～ヨッピ吊橋、ヨシッ堀田代付近 不明 山の方へ走って行った。 一般客1名 山VＣ→沼ＶＣ

19 6/24 濃霧 18：20頃 大江湿原、小淵沢田代分岐付近 300ｍ 何かを探しつつ、森に沿って歩いていた。 尾瀬沼VC職員 山下 職員→沼ＶＣ

20 7/29 曇 18：45頃 大江湿原　入山者センサーから沼山峠方面へ３０ｍ、笹藪 20ｍ こちらに気づいて逃げて行った。 尾瀬沼VC職員 深江、鈴木 職員→沼ＶＣ

21 8/1 晴 14：00頃 見晴から白砂峠方面へ300ｍ、林内 30ｍ 目が合い、にらめっこをしたが、クマから逃げた。 尾瀬沼ヒュッテ従業員 一般→沼ＶＣ

22 8/16 霧 4：45頃 東電尾瀬橋付近、東電小屋寄り 30ｍ 何かを食べていたが、人に気づいて走って逃げて行った。 一般客１名 一般→沼ＶＣ

23 8/1 晴 7：00頃 竜宮～見晴間の木道付近 不明 ゆっくり立ち去った。近くのザゼンソウが食べられていた。 不明 一般→山ＶＣ

24 8/11 曇 不明 山ノ鼻、尾瀬ロッジ前のヨシ原 不明 ヨシ原内にクマが居座った。 山の鼻VC 山VＣ

25 8/13 曇 14：30頃 山ノ鼻、研究見本園外回り 30ｍ やぶから立ち上がって吠えた。 関越交通戸倉事務員2名 関係者→山ＶＣ

26 8/23 晴 　1：30頃 山ノ鼻、尾瀬ロッジ裏 不明 1頭が廃油容器を壊して食べ、ストロボ写真撮影しても食べ続けた。 山の鼻VC 山VＣ

27 8/26 曇時々雨 18：00前後 山ノ鼻、尾瀬ロッジ・山の鼻小屋周辺と付近ヨシ原 不明 ヨシ原を住処にして度々出没。 山の鼻VC 山VＣ

28 8/27 曇 夕方～夜 山ノ鼻、至仏山荘裏 不明 旧焼却場内のゴミを物色し、食い散らかした。 山の鼻VC 山VＣ

29 8/28 曇 夕方 山ノ鼻、尾瀬ロッジ前 不明 尾瀬ロッジ前を通過した。 山の鼻VC 山VＣ

30 8/28 曇 夕方 山ノ鼻、山の鼻小屋正面ヨシ原 不明 何かをかじる音、移動時の草ずれの音等が続いた。 山の鼻VC 山VＣ

31 8/29 晴 未明～早朝 山ノ鼻、尾瀬ロッジ裏～山の鼻小屋裏 不明 採食行動を繰り返した。 山の鼻VC 山VＣ

32 8/29 晴 15:00 山ノ鼻、尾瀬ロッジ裏 不明 １頭。尾瀬ロッジ前のヨシ刈り払い作業中に現れ、追い払われた。 山の鼻VC 山VＣ

33 8/30 曇 　3：00過ぎ 山ノ鼻、尾瀬ロッジ物置 不明 物置を荒らした。 山の鼻VC 山VＣ

34 9/6 曇 8：30頃 大清水ゲート付近 不明 車の前を横切って、山の斜面をかけ上がっていった。 一之瀬休憩所従業員 休憩所→沼VC

35 9/5 晴 14：00頃 八木沢新道、見晴側の沼尻川付近 不明 親子のクマ。木に登っていた。 一般客 一般→沼ＶＣ

36 8/22 晴 不明 三条の滝付近（うさぎ田代？） 不明 不明。 不明 不明

37 9/20 曇 5：00頃 鳩待峠～山ノ鼻 10ｍ 木の根元に立ち上がっているように見えた。 一般客４名 一般→沼ＶＣ

38 9/22 曇 6:00～7：00 見晴～竜宮間：六兵衛掘 不明 親子クマ。 不明 一般→関係者→沼VC

№ 日付 ｈ 時間 場所 クマとの距離 クマのその時の様子 目撃者 情報源



39 8/12 あ 14：00頃 大清水平から少し林内に入った所 30ｍ 林内に逃げて行った。 環境省有山さん 関係者→沼VC

40 9/28 晴 14：00頃 白砂峠付近の木道、見晴寄り 20ｍ 歩いていたが、こちらに気づいて逃げた。 一般客 一般→沼ＶＣ

41 9/28 ｒ 午前中 尾瀬沼南岸、小沼湿原付近、三平下寄り 不明 木に登っていたが、こちらに気づいて木から降りて逃げた。 一般客 一般→沼山荘→沼VC

42 9/29 晴 15：00頃 見晴、燧ヶ岳分岐付近 不明 木に登っていたが、こちらに気づいて木から降りて逃げた。 一般客 一般→沼ＶＣ

43 10/6 晴 19：00頃 見晴キャンプ場 不明 夜、枝を折る音がした。 一般客 一般→沼VC

44 10/8 曇 6：30頃 一ノ瀬、トイレ付近の木の上 50m 木に登っていた。しばらくしたら木から降りてどこかに行ってしまった。 一般客 一般→沼VC

45 10/18 晴 3:30頃 七入付近、御池寄り車道 5m 道路の端で何かしていた。ライトに驚いて森の中へ逃げて行った。 一般客 一般→沼ＶＣ

46 10/7 曇 14:00頃 牛首分岐～ヨッピ吊橋間 不明 木に登ってエサを採っていた。 一般客 一般→山ＶＣ

47 10/31 晴 9:40頃 小沢平付近、御池寄り車道 10m 山から道路へ出てきた。 一般客 一般→沼ＶＣ

見晴-1 8/17 雨 5:00 見晴～竜宮間：六兵衛堀付近 不明 笹の動く大きな音がした。 見晴地区クマ巡視 見晴巡視→環境省

見晴-2 9/16 晴 不明 八木沢 不明 ３頭。ミズナラの木の上にいた。 一般客 一般→見晴巡視→環境省

見晴-3 9/22 曇のち晴 不明 見晴～竜宮間：六兵衛堀 50m 親子３頭。ミズナラの木に登っていた。 見晴地区クマ巡視 見晴巡視→環境省

見晴-4 9/26 曇 夜 見晴キャンプ場 不明 夜、枝を折る音がした。 一般客 一般→見晴巡視→環境省

計 51


