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・ 本資料は大分県公⽂書館所蔵の「払下申請書綴」の｢旧陸海軍所有船舶の引渡申請に関する件｣を元に作

成しています。 

・ 大分県水産課が作成した「水第 193 号」と外務課が作成した大分占領軍司令官宛に出した⽂書を合わ

せた物になります。表の｢保管者｣「申請者」「備考」は外務課が作成した⽂書にはなかったので、あえ

て合わせて記載させていただきました。 

・ 何度も⾒返して作成していますが、もしかしたら間違いがあるかもしれませんので、副次的なもの

として扱ってください。 

・ 判読できなかったものは｢●｣に、変換しています。 

・ この資料の著作権は JARIN に帰属します。 

・ 本資料を取り扱ったことによる損害等に関して、こちらは⼀切関知しませんので、ご了承ください。 

・ 原資料に関しては大分県公⽂書館にお問い合わせください。 

 



水第 193 号 

昭和 21 年 5 月 15 日 

                    大分県水産課長 

大分県外務課長殿 

 

旧陸海軍所有船舶の引渡申請に関する件 

旧陸海軍所有船舶の聯合軍より引渡に関しては去る 1 月 24 日附上陸用舟艇 77 隻の引渡を受けて居りますが、其の所在不詳にして現に県

内の所在判明の他の船舶何れのものに該当するものなるや判明致難いので前記上陸用舟艇 77 隻の引渡は一応取消の上今回新に別紙船舶

を聯合軍より至急引渡を受ける様申請方御取計お願い致します。 

 

 

 

 

昭和 21 年 5 月 

知事名 

大分占領軍司令官宛 

旧陸海軍所有船舶の引渡申請に関する件 

左記旧陸海軍所有船舶は民需転用の為の必要あるに付き●●宛引渡●され●い 

 

             記 

 

※英文略 日付は「1946 年 5 月 30 日」と記載。 



旧陸海軍所有船舶配分案

船種船名 屯数・馬力 破損及故障の程度 旧軍所属 現在地 保管者 申請者 使用目的 備考

作業艇 15ｔ・80HP 船体良好・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大神村・個人 漁業及運搬用 ※1

通船 1.4ｔ 船体良好 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大神村・個人 漁業用 ※2

作業艇 15ｔ・80HP 船体中破・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大神村漁業会 漁業及運搬用

作業艇 15ｔ・80HP 船体中破・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大神村漁業会 漁業及運搬用

上陸用舟艇 30ｔ・150HP2基 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 大分機帆船運送株式会社 貨物運搬

上陸用舟艇 30ｔ・150HP2基 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 大分機帆船運送株式会社 貨物運搬

上陸用舟艇 15ｔ 沈没 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分機帆船運送株式会社 貨物運搬

内火艇 8ｔ・30HP 船体大破・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分機帆船運送株式会社 連絡用

大型発動艇 20ｔ 沈没 西海海軍航空隊大分基地 大分港 なし 大分港運株式会社 貨物運搬

中型発動艇 15ｔ 沈没 西海海軍航空隊大分基地 大分港 なし 大分港運株式会社 貨物運搬

通船 1.4ｔ 船体大破 楯部隊 大分港春日浦 なし 大分港運株式会社 連絡用

上陸用舟艇 30ｔ・150HP2基 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 大分県農業会南●部郡支部 貨物運搬

上陸用舟艇 30ｔ・150HP2基 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 佐賀関町漁業会 漁業及漁獲物輸送

上陸用舟艇 20t・80HP 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 臼杵町漁業会 漁業及漁獲物輸送

上陸用舟艇 20t・80HP 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 蒲江町漁業会 漁業及漁獲物輸送

二汽艇 2t・114HP 船体良好・機関大破 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 米水津村漁業会 漁業及漁獲物輸送 3号汽艇

4号運貨艇 5ｔ 船体良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 武蔵町漁業会 漁業及漁獲物輸送

5号運貨艇 5ｔ 船体良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 小祝浦漁業会 漁業及漁獲物輸送

作業艇 15ｔ・80HP 船体良好・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県水産業会 漁獲物集荷運搬

作業艇 15ｔ・80HP 船体中破・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県水産業会 漁獲物集荷運搬

内火艇 10ｔ 沈没 西海海軍航空隊大分基地 大分港 なし 別府市日豊林業株式会社 連絡用

4号運貨艇 10ｔ・80HP2基 船体良好・機関大破 佐伯海軍航空隊 佐伯海軍航空隊 なし 臼杵水産学校 水産学校実習用

ランチ 5ｔ・30HP 船体良好・機関大破 佐伯海軍航空隊 佐伯海軍航空隊 なし 臼杵水産学校 水産学校実習用

端艇(カッター) 3ｔ 船体良好 佐伯海軍航空隊 佐伯海軍航空隊 なし 臼杵水産学校 水産学校実習用

1号運貨艇 10ｔ・80HP 船体良好・機関良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 使用済の上漁業及漁獲物運搬 ※3

2号運貨艇 10ｔ・80HP 船体良好・機関良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 使用済の上漁業及漁獲物運搬 ※3

3号運貨艇 10ｔ・80HP 船体良好・機関良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 使用済の上漁業及漁獲物運搬 ※3

内火艇 8ｔ・30HP 船体良好・機関良好 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県経済部 水産試験場の漁業試験・観測及実習用

端艇(カッター) 船体良好 佐伯海軍航空隊 佐伯海軍航空隊 なし 大分県経済部 水産試験場の漁業試験・観測及実習用

1号内火艇 12ｔ・80HP2基 船体良好・機関中破 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 大分県警察部 水上警察署警備用

2号内火艇 12ｔ・80HP2基 船体良好・機関良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 大分県警察部 水上警察署警備用

ランチ 5ｔ・30HP 船体良好・機関中破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県警察部 水上警察署警備用

ランチ 5ｔ・30HP 船体大破・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県警察部 水上警察署警備用

通船 1.4ｔ 船体良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体良好 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体良好 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体大破 大神海軍突撃隊 大神港 なし 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体大破 大神海軍突撃隊 大神港 なし 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体大破 大神海軍突撃隊 大神港 なし 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体良好 佐伯海軍航空隊 佐伯海軍航空隊 なし 大分県警察部 水上警察署警備用

端艇(カッター) 3ｔ 船体良好 佐伯海軍航空隊 佐伯海軍航空隊 なし 大分県警察部 水上警察署警備用

黒神 465ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 仙崎防備隊 仙崎掃海部 大分港運株式会社 貨客運送

879 4曳 175ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 仙崎防備隊 仙崎掃海部 大分港運株式会社 曳船 879号4号曳船

航空機用救難艇 250ｔ・400HP2基 船体良好・機関小破 佐伯海軍航空隊 大分港 大分機帆船株式会社 大分機帆船運送株式会社 貨客輸送 ※4

片島 465ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 呉防備隊 呉掃海部 大分機帆船運送株式会社 旅客輸送用

航空機用救難艇 150ｔ・300HP2基 船体中破・機関大破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 佐伯市・個人 漁業及運搬用

航空機用救難艇 250ｔ・400HP2基 船体大破・機関大破 楯部隊 大分港 なし 帝国海難救助株式会社 救難用
駆特79 105ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 福岡県西唐津 唐津掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 目下掃海作業に使用中●及使用済の上漁業用 駆潜特務艇79号※5
駆特86 105ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 福岡県西唐津 唐津掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 目下掃海作業に使用中●及使用済の上漁業用 駆潜特務艇86号※5
哨特136 130ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 福岡県西唐津 唐津掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 目下掃海作業に使用中●及使用済の上漁業用 哨戒特務艇136号※5
哨特137 130ｔ 尾道造船所にて修理中 佐伯海軍防備隊 広島県尾の道 唐津掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 目下掃海作業に使用中●及使用済の上漁業用 哨戒特務艇137号※5
哨特175 30ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 福岡県西唐津 唐津掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 目下掃海作業に使用中●及使用済の上漁業用 哨戒特務艇175号※5
駆特198 135ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 仙崎防備隊 仙崎掃海部 大分県遠洋漁業株式会社 目下掃海作業に使用中●及使用済の上漁業用 駆潜特務艇198号※5

1008 2曳 150ｔ・400HP2基 良好 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 佐伯掃海部 大分県警察部 水上警察署警備用 1008号2号曳船

雷艇 20ｔ・600HP2基 船体良好・機関大破 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 仙崎掃海部 大分県警察部 水上警察署警備用

上陸用舟艇 15ｔ 船体大破・機関大破 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 漁業用

大神回天基地資料



旧陸海軍所有船舶配分案

上陸用舟艇 15ｔ 沈没 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 漁業用

上陸用舟艇 15ｔ 沈没 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 漁業用

内火艇 2ｔ6・20HP 船体良好・機関大破 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 漁業用

通船 1.4ｔ 船体良好 佐伯海軍防備隊 佐伯海軍防備隊 佐伯掃海部 漁業用

豊要丸 5ｔ・15HP 船体良好・機関良好 豊豫要塞司令部 佐賀関町幸浦 個人 漁業用

1216 3曳 150ｔ 良好 佐伯海軍防備隊 呉防備隊 漁業用

怒和島 767ｔ 沈没 佐伯海軍防備隊 佐伯港 佐伯掃海部 貨客輸送用

小型木船 船体小破 西海海軍航空隊大分基地 佐伯市 佐伯市・個人 漁業用

小型木船 船体小破 西海海軍航空隊大分基地 佐伯市 佐伯市・個人 漁業用

発動機船 船体良好・機関良好 暁第2738部隊 佐伯港・東中浦村 東中浦村・個人 漁業用

●以下、「水第193号」に記載が見られたが、「大分占領軍司令官宛」の文書には見られなかったもの

船種船名 屯数・馬力 破損及故障の程度 旧軍所属 現在地 保管者 申請者 使用目的 備考

上陸用舟艇 15ｔ 船体小破・機関小破 西海海軍航空隊大分基地 別府市餅ヶ浜 なし 中浦村漁業会

航空機用救難艇 250ｔ・400HP2基 船体良好・機関小破 佐伯海軍航空隊 大分港 大分機帆船株式会社 大分機帆船運送株式会社 貨客輸送 ※6

船種船名 屯数・馬力 破損及故障の程度 旧軍所属 現在地 保管者 申請者 使用目的 備考

高速魚雷艇 25ｔ・300HP2基 船体良好・機関良好 大神海軍突撃隊 大神港 大神村漁業会 大分県警察部 警備用

●水第193号の「備考」に記載されていた文字

※1：暴風雨に際し自己所有船2隻を軍用船の為に沈没使用不能となりたるを以て代舟とするもの

※2：保管関係にあるを認めて配分必要あるものと思料す

※3：目下掃海作業に使用中なるも使用済後は急速に払下ありたし

※4：預託を受け最近大分港に入港した

※5：目下掃海作業に使用中なるも使用済後は急速に払下ありたし

※6：大分港に曳航し修理に努めるも結果運行可能となり占領軍の命に依り弾薬等の海中投棄に従事した。

以下、Wikipediaより

【駆潜特務艇】

79号

86号

198号

【哨戒特務艇】

136号

137号

175号

【測天型敷設特務艇】

黒神

片島

【平島型敷設艇】

怒和島 平島型敷設艇の8番艇・日鮮サルベージにより解体

1917年5月1日竣工（呉）- 佐伯で終戦。1945年10月5日除籍。戦後掃海に従事。1947年11月14日英国へ引き渡し、飯野ドックへ売却。1948年1月6日舞鶴で解体開始。同年3月3日解体完了。

1917年5月19日竣工（舞鶴）- 佐伯で終戦。1945年10月5日除籍。戦後掃海に従事。1947年10月3日ソ連に引渡した後、さらに1956年にソ連から中華人民共和国海軍へ引渡。退役年不明。

1944年6月26日竣工（四国/呉)。戦後掃海艦指定＞運輸省＞海上保安庁巡視船「わかさぎ」、1963年12月14日除籍。

1945年6月5日竣工（四国/呉)。戦後掃海艦指定＞運輸省＞海上保安庁掃海船「MS22号」朝鮮戦争で掃海に従事、後に「ひめしま」と改名＞保安庁警備隊（海上自衛隊）掃海艇、1961年掃海雑船19号、1962年3月31日除籍。

1945年7月15日竣工（四国/呉)。戦後掃海艦指定、1946年4月18日荒天のため浸水擱座、放棄（下関）。

1945年6月6日竣工（徳島/呉)。戦後掃海艦指定＞運輸省＞海上保安庁掃海船「MS28号」1950年10月30日座礁喪失（須崎沖）。

◎赤線で引かれていたもの

◎赤線なし

1944年2月26日竣工（市川/呉)。戦後掃海艦指定＞運輸省＞海上保安庁掃海船「MS08号」朝鮮戦争で掃海に従事、後に「ゆうひばり」と改名＞保安庁警備隊（海上自衛隊）掃海艇、1956年4月1日除籍。

1943年12月20日竣工（山西/横須賀)。戦後掃海艦指定＞運輸省＞海上保安庁掃海船「MS09号」朝鮮戦争で掃海に従事、後に「はやたか」と命名＞保安庁警備隊（海上自衛隊）掃海艇、1956年特務艇「特務3号」、1960年「特務雑船26号」、1962年3月31日除籍。
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