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陸海軍施設利用状況一覧

№ 施設名 所在地 利用者 返還を受けたる年月日 備考
1 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 糸口村長 返還手続中 青年学校
2 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 糸口協生会長 返還手続中 引揚者住宅
3 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 四日市町長 返還手続中 引揚者住宅
4 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 糸口村長 返還手続中 国民学校
5 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 天津村農業会長 返還手続中 倉庫
6 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 糸口村農業会長 返還手続中 倉庫
7 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 ** ** 返還手続中 住宅
8 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 全国農業会九州支部 返還手続中 工場
9 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 柳ヶ浦高等女学校長 返還手続中 校舎
10 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 駅館村協生会長 返還手続中 引揚者住宅
11 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 ** ** 返還手続中 倉庫
12 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 糸口果樹円芸組合長 返還手続中 住宅
13 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 中央水産大分製鋼所 返還手続中 工場、倉庫
14 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 ** ** 返還手続中 住居
15 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 四日市農業会長 返還手続中 校舎
16 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 四日市町長 返還手続中 青年学校
17 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 天津村長 返還手続中 事務所、倉庫
18 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 ** *** 返還手続中 工場
19 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 農地開発営団大分支部 返還手続中 開拓者住宅
20 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 ** ** 返還手続中 住宅
21 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所の一部 宇佐郡糸口山 ** ** 返還手続中 工場
22 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所　下高倉庫 宇佐郡糸口山 糸口村長 返還手続中 引揚者住宅
23 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所　下高倉庫 宇佐郡糸口山 門鉄局長 返還手続中 材料保管場
24 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所　下時枝宿舎 宇佐郡糸口山 糸口村長 返還手続中 引揚者住宅
25 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所　吉松宿舎 宇佐郡糸口山 四日市町長 返還手続中 引揚者住宅
26 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所　台原宿舎 宇佐郡糸口山 四日市町長 返還手続中 引揚者住宅
27 小倉陸軍造兵廠糸口山製造所　糸口山分院 宇佐郡糸口山 海西女学校長 返還手続中 女子農学校
28 十二空廠高城工場 大分郡鶴崎町岡 大分市長 返還手続中 総合配給所
29 十二空廠高城工場 大分郡鶴崎町岡 ** ** 返還手続中 工場、倉庫
30 十二空廠製材工場 大分市生石 ** ** 返還手続中 工場、倉庫
31 十二空廠日出自動車工場 速見郡藤原村 ** ** 返還手続中 工場、倉庫
32 十二空廠日出自動車工場 速見郡藤原村 ** ** 返還手続中 工場、倉庫
33 十二空廠日出自動車工場 速見郡藤原村 ** ** 返還手続中 住宅
34 十二空廠日出自動車工場 速見郡日出町 日出町長 返還手続中 青年学校
35 十二空廠大道工場 大分市大道 国立大分病院町 返還手続中 病院
36 十二空廠大道工場 大分市大道 大分第一高等女学校長 返還手続中 校舎
37 十二空廠大道工場 大分市大道 協助会大分県支部 返還手続中 事務所、工場
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38 小倉陸軍造兵廠大分工場 大分市新川 大分引揚協生会長 返還手続中 工場その他
39 小倉陸軍造兵廠大分工場 大分市新川 大分県農業会大野支部長 返還手続中 自給製塩
40 小倉陸軍造兵廠大分工場 大分市新川 日本新薬工業株式会社 返還手続中 製薬工場
41 小倉陸軍造兵廠大分工場 大分市新川 西日本食糧加工株式会社 返還手続中 食料工場
42 小倉陸軍造兵廠大分工場官舎 大分市新川 大分盲唖学校 返還手続中 学校
43 小倉陸軍造兵廠大分工場官舎 大分市新川 大分県知事 返還手続中 住宅
44 小倉陸軍造兵廠大分工場官舎 大分市新川 ** *** 返還手続中 住宅
45 小倉陸軍造兵廠大分工場官舎 大分市新川 ** ** 返還手続中 住宅
46 小倉陸軍造兵廠大分工場官舎 大分市新川 ** *** 返還手続中 住宅
47 小倉陸軍造兵廠大分工場官舎 大分市新川 ** *** 返還手続中 住宅
48 豊豫要塞司令部 北海部郡佐賀関町 佐賀関町長 返還手続中 中学校女学校
49 豊豫要塞司令部 北海部郡佐賀関町 佐賀関町長 返還手続中 町立病院
50 豊豫要塞官舎 北海部郡佐賀関町 同胞援荐会大分県支部 返還手続中 引揚者住宅
51 豊豫要塞弾薬庫 北海部郡佐賀関町 神崎村農業会 返還手続中 住宅、倉庫
52 豊豫要塞鶴見崎砲台 北海部郡佐賀関町 米入津村長 返還手続中 国民学校
53 豊豫要塞鶴見崎砲台 北海部郡佐賀関町 東中浦村長 返還手続中 国民学校
54 豊豫要塞高島砲台 北海部郡佐賀関町 高島海洋少年共荘園 返還手続中 司法保護
55 豊豫要塞高島砲台 北海部郡佐賀関町 佐賀関漁業協同組合 返還手続中 事務所
56 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 大分塩業株式会社 返還手続中 事務所工場
57 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 汐月農事更行組合 返還手続中 倉庫
58 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 佐伯木材業組合 返還手続中 工場
59 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 三井船舶株式会社 返還手続中 工場、倉庫
60 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 大分県農業会南海部支部 返還手続中 物資集荷所
61 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 佐伯駅前郵便局長 返還手続中 事務所
62 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 後藤組 返還手続中 工場
63 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 呉地方復員局需品部佐伯出張所 返還手続中 物品格納庫
64 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 株式会社寺屋大分工場 返還手続中 ウイスキー工場
65 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 長島農事実行組合 返還手続中 器具格納用
66 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 佐伯市長 返還手続中 市更生施設
67 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 中浦村長 返還手続中 校舎
68 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 日新化学食品会社 返還手続中 工場
69 呉海軍軍需部佐伯支部長島施設 佐伯市長島 臼坪農事実行組合 返還手続中 倉庫
70 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 理想●株式会社 返還手続中 工場
71 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 佐伯高等女学校長 返還手続中 校舎
72 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 名護屋村長 返還手続中 校舎
73 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 佐伯中学校長 返還手続中 校舎
74 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 農林省大分事務所 返還手続中 貯炭場
75 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 梅牟礼青年学校 返還手続中 校舎
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76 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 佐伯木材業組合 返還手続中 工場
77 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 佐伯警察署 返還手続中 住宅
78 呉海軍軍需部佐伯支部葛施設 佐伯市葛 中浦村長 返還手続中 教員住宅
79 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 大分県水産業会 返還手続中 水産物集積加工
80 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 日代農業会長 返還手続中 作業場
81 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 後藤組 返還手続中 工場
82 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 東上浦村長 返還手続中 国民学校
83 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 青山村長 返還手続中 役場
84 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 佐伯市長 返還手続中 国民学校
85 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 臼坪農事実行組合 返還手続中 倉庫
86 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 女島農事実行組合 返還手続中 戦災家屋復旧
87 呉海軍軍需部佐伯支部女島施設 佐伯市女島 ** ** 返還手続中 食料工場
88 佐伯防備隊の一部 佐伯市女島 大分水産株式会社 返還手続中 水産品加工場
89 佐伯防備隊の一部 佐伯市女島 梅牟礼青年学校 返還手続中 校舎
90 佐伯防備隊の一部 佐伯市女島 佐伯養畜組合 返還手続中 養畜用
91 佐伯航空隊の一部 佐伯市長島 三井船舶株式会社 返還手続中 事務所
92 佐伯航空隊の一部 佐伯市長島 中央気象台 返還手続中 観測用
93 佐伯航空隊の一部 佐伯市長島 大分塩業株式会社 返還手続中 貯蔵用
94 佐伯航空隊の一部 佐伯市長島 大分水産株式会社 返還手続中 貯蔵用
95 佐伯航空隊の一部 佐伯市長島 大洋造船機株式会社 返還手続中 工場
96 佐伯航空隊の一部 佐伯市長島 佐伯市長 返還手続中 宿直用
97 佐伯軍人軍属住宅 佐伯市内 佐伯市長 返還手続中 住宅
98 佐伯航空隊水道施設 佐伯市内 佐伯市長 返還手続中 市上水道用
99 小倉陸軍造兵廠病院別府分院 別府市乙原 交通互助会大分県支部 返還手続中 乙原パレス
100 別府陸軍病院 別府市田の湯 国立別府病院長 返還手続中 病院
101 別府海軍病院 別府市亀川 国立亀川病院長 返還手続中 病院
102 別府海軍病院鉄輪休憩所 別府市鉄輪 ** *** 返還手続中 泉源復活
103 別府海軍病院鉄輪保健所 別府市鉄輪 ** * 返還手続中 保健施設
104 十二空廠佐伯補給廠 佐伯市 日本通運佐伯支店 返還手続中 事務所
105 十二空廠佐伯補給廠 佐伯市 日代村長 返還手続中 青年学校
106 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 日田市長 返還手続中 引揚者住宅
107 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 大平学園女子専門部長 返還手続中 校舎
108 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 日田中学校長 返還手続中 校舎
109 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 日田高等女学校長 返還手続中 校舎
110 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 日田木工製作所 返還手続中 工場、倉庫
111 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 日田産業株式会社 返還手続中 工場、倉庫
112 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 農具舎
113 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 農具舎
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114 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 農舎
115 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** **** 返還手続中 倉庫
116 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 * * 返還手続中 倉庫
117 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 工場
118 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 住宅
119 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 住宅
120 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 製材工場
121 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 博多運輸鉄工株式会社 返還手続中 工場
122 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** ** 返還手続中 住宅
123 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 日進木工有限会社 返還手続中 工場
124 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** * 返還手続中 工場
125 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 ** *** 返還手続中 農具舎
126 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 門司地方建設部長 返還手続中 製材所
127 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 森実践女学校長 返還手続中 校舎
128 小倉陸軍造兵廠日田製造所の一部 日田市 森高等女学校長 返還手続中 校舎
129 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 ** ** 返還手続中 住宅
130 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 ** *** 返還手続中 住宅
131 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 東山香町長 返還手続中 国民学校
132 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 大分県●海外引揚者聠監 返還手続中 引揚者住宅
133 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 ** ** 返還手続中 製材工場
134 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 日本砿業馬上鉱山事務所 返還手続中 倉庫、住宅
135 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 立石町長 返還手続中 沖縄人収容
136 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 ** ** 返還手続中 下駄工場
137 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 中山香木工有限会社 返還手続中 宿舎
138 小倉陸軍造兵廠立石製造所の一部 立石町 立石農業器具製造有限会社 返還手続中 工場
139 小倉陸軍補給廠日出燃料廠 速見郡川崎村 川崎村長 返還手続中 引揚者住宅
140 小倉陸軍補給廠日出燃料廠 速見郡川崎村 河崎村協生会 返還手続中 引揚者住宅
141 小倉陸軍補給廠日出燃料廠 速見郡川崎村 佐賀関製錬所 返還手続中 倉庫
142 小倉陸軍補給廠日出燃料廠 速見郡川崎村 農地開発営団杵築支部 返還手続中 住宅
143 大神海軍特攻基地 速見郡川崎村 大分県土木課長 返還手続中 倉庫
144 大神海軍特攻基地 速見郡大神村 大神村長 返還手続中 校舎
145 大神海軍特攻基地 速見郡大神村 大神郵便局長 返還手続中 庁舎
146 大神海軍特攻基地 速見郡大神村 ** ** 返還手続中 引揚者住宅
147 呉海軍施設部大神施設 速見郡大神村 ** ** 返還手続中 引揚者住宅
148 呉海軍施設部大神施設 速見郡大神村 ** ** 返還手続中 引揚者住宅
149 大分海軍航空隊一部 大分市 鶴崎工業学校長 返還手続中 校舎
150 大分海軍航空隊一部 大分市 ** ** 返還手続中 校舎
151 大分海軍航空隊一部 大分市 ** ** 返還手続中 ゴム倉庫
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152 大分海軍航空隊一部 大分市 日光食品工業所 返還手続中 工場
153 大分海軍航空隊送信所 大分市 鶴崎町長 返還手続中 女学校
154 宇佐海軍航空隊送信所 柳ヶ浦 高家村農業会 返還手続中 工場
155 十二空廠大在工場 北海部郡大在村 大分地方裁判所 返還手続中 庁舎
156 十二空廠大在工場 北海部郡大在村 鶴崎中学校 返還手続中 校舎
157 十二空廠大在工場 北海部郡大在村 鶴崎町長 返還手続中 校舎
158 西海航空隊魚雷工場の一部 大分市春日浦 大分造船会社 返還手続中 宿舎
159 西海航空隊魚雷工場の一部 大分市春日浦 大分陸上小運送組合 返還手続中 製塩
160 西海航空隊魚雷工場の一部 大分市春日浦 春日浦造船所 返還手続中 工場
161 ●二造坂ノ市製造所大在浜宿舎 北海部郡大在村 坂ノ市高等女学校長 返還手続中 校舎
162 呉崎村射撃場 西国東郡呉崎村 運輸省第四港湾局 返還手続中 干拓工事
163 西部軍陸軍監視哨 東国東郡伊美村 伊美村長 返還手続中 引揚者住宅
164 大分憲兵分隊柳ヶ浦分遣隊 柳ヶ浦町 柳ヶ浦町長 返還手続中 青年学校

仮設物その他不完全施設は戦災者、引揚者等の住宅その他に払下処分をなしたるものなり

注：判読できなかった文字は●に個人名は「*」に変換した。
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