
番号 名　称（遺跡名） 種　別 所　在　地 所有者 現　状 状況と特徴・年代 掲載頁

1 歩兵第二十三聯隊址記念碑 ⑧その他 熊本市中央区桜町 熊本市 消滅 旧花畑公園に建立、再開発で碑撤去 11

2 第六師団司令部 ②軍事・防衛 熊本市中央区本丸 熊本市 消滅 天守閣東側広場に所在 10

3 師団長官舎 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城町 熊本市 ー 旧専売公社、高橋公園に所在、市内・御船町に建物移転 11

4 熊本陸軍教導学校 ②軍事・防衛 熊本市中央区二の丸 熊本市 消滅 二の丸広場に所在。歩兵十三聯隊碑、馬魂碑 11

5 輜重兵第六聯隊 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城 熊本市 顕彰碑 三の丸・市立博物館一帯に所在 12

6 熊本憲兵隊本部 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城町 熊本市 消滅 桜馬場東側に所在 13

7 師団兵器庫 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城町 熊本市 消滅 桜馬場・合同庁舎に所在。基礎遺構が遺存 13

8 師団経理部 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城 熊本市 消滅 伝統工芸館・KKRホテルに所在 ー

9 熊本聯隊区司令部 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城町 熊本市 消滅 県立美術館分館に所在 13

10 熊本陸軍幼年学校 ②軍事・防衛 熊本市中央区二の丸 熊本市 消滅 監物台樹木園に一部基礎遺構が遺存。清水台で復校 13・21

11 熊本陸軍病院 ②軍事・防衛 熊本市中央区二の丸 熊本市 消滅 国立病院機構熊本医療センター、藤崎台県営球場に所在 13

12 陸軍偕行社 ②軍事・防衛 熊本市中央区千葉城町 熊本市 消滅 旧ＮＨＫ熊本放送局内に慰霊碑「駐○地記念碑」遺存 13

13 陸軍境界石柱 ⑧その他
熊本市中央区本丸・二の

丸・古京町他
熊本市 ー 熊本城内に境界石柱「陸軍所轄地」が４本遺存 14

14 歩兵第十三聯隊(1)正門・塀 ②軍事・防衛 熊本市中央区渡鹿 民地 一部遺存 産業道路に隣接。煉瓦造営門・塀が遺存 16

15 同上(2)食堂・酒保所 ②軍事・防衛 熊本市中央区渡鹿 民地 現存 大正末頃建築。熊本学園大学内第２体育館として利用 17

16 同上(3)立哨所 ②軍事・防衛 熊本市北区八景水谷 国有地 現存 北熊本駐屯地内に移転 18

17 騎兵第六聯隊 ②軍事・防衛 熊本市中央区渡鹿 民地 消滅 開新高校・熊本市立図書館周辺に所在。馬魂碑・慰霊碑 18

18 野砲兵第六聯隊 ②軍事・防衛 熊本市中央区渡鹿 熊本市 一部遺存 白川中学校、公務員住宅に所在。営門は戦後移築。記念碑 19

19 工兵弟六聯隊 ②軍事・防衛 熊本市中央区渡鹿 熊本県 消滅 熊大総合グラウンド、警察学校周辺に所在。「至誠」碑 20

20 明治天皇総監特別大演習記念碑 ⑧その他 熊本市西区御幸笛田 民地 遺存 明治天皇統監陸軍特別大演習記念碑「御駐蹕之碑」所在 ー

21 昭和天皇統監特別大演習記念碑 ⑧その他 熊本市中央区帯山４丁目 民地 遺存 昭和天皇統監特別大演習「御親閲之所」碑 ー

⑤居住関係：俘虜収容所、民間防空壕、など

⑥埋葬関係：陸軍墓地、海軍墓地、捕虜墓地など

⑦交通関係：軍用鉄道軌道、軍用道路など

⑧その他：航空機の墜落跡、記念碑、慰霊碑、忠霊塔、忠魂碑、戦没者記念碑、奉安殿・奉安庫、軍馬塚、境界標石など

⑨発掘調査による遺構・遺物、神社等への奉納品、民間の伝世品・伝世遺物など

④戦闘地・戦場関係：空襲被災地、被災痕跡（弾痕・爆弾穴）など

くまもとの戦争遺産（戦争遺跡・遺構・遺物等）一覧・令和５年１月１０日現在：20230110版

　この一覧表での記述は以下の概要による。対象は明治元年(1868)から第二次世界大戦終結時の昭和20年（1945）までの間とするが､明らかに西南戦争期のも

のについては除外した。土地（海域を含む）に形成された建造物・特殊地下壕等、戦時遺物のうち次に掲げるものとする。また、消滅建造物・遺構等について

も、『くまもとの戦争遺産』掲載の有無に関わらず地域にとって重要なものは記載した。なお、この分類は『調べる戦争遺跡事典』『福岡県戦争遺跡悉皆調査

報告』を参照し、過日刊行私家版『熊本の戦争遺跡一覧』をベースとして髙谷が作成した。この記載内容は内容等を更新して、本ＨＰに今後も継続して掲載す

る。

①政治・行政関係：陸軍省・海軍省などの地方官衙、師団指令部、聯隊本部、その他の部隊関連施設、陸軍病院、陸軍学校、研究所など

②軍事・防衛関係、要塞（堡塁・砲台）、高射砲陣地、飛行場、陸軍演習場、練兵場、通信所、軍港、洞窟陣地、特攻基地、待避所・壕、物資補給所・壕、試

射場など

③生産関係：陸軍造兵廠、航空機制作工場、その他の軍需工場など。地上工場、半地下工場、地下工場など



22 黒石原大砲射的場 ②軍事・防衛 合志市黒石原 民地 消滅 熊本鎮台発足時の射的場。現陸自黒石原演習場 ー

23 春日射撃場 ②軍事・防衛 熊本市西区春日 民地 消滅 1900年頃独鈷山東側に設置された射撃場 ー

24 小峯原射的場 ②軍事・防衛 熊本市東区小峯 民地 消滅 春日廃止後に旧茶業試験場跡に設置された射撃場 ー

25 春日射撃場 ②軍事・防衛 熊本市西区花園（柿原） 民地 消滅 1937年設置の射撃場 ー

26 大矢野原演習場 ②軍事・防衛 上益城郡山都町 国有地 現存 旧六師団設置の演習場。現陸自演習場 ー

27 宮地飛行場 ②軍事・防衛 阿蘇市一の宮町宮地 民間 消滅 飛行場跡・東肥航空機株式会社疎開工場跡 36

28
大刀洗陸軍飛行学校菊池教育隊

(1)給水塔
②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 保存 菊池市指定文化財給水塔、外壁補修 40・41

29 同上(2)正門 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 一部遺存 正門右側が遺存 45

30 同上(3)立哨所基礎 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 一部遺存 正門前に六角形のコンクリート基礎、踏台が遺存 45

31 同上(4)油倉庫 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 現存 全長３６ｍ、完形で内部二室の油倉庫 42

32 同上(5)木製大型格納庫 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 現存 全長２５ｍコンクール基礎 45

33 同上(6)鉄骨製格納庫 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 一部現存 鉄骨製格納庫の基礎部が４棟遺存 45

34 同上(7)小型油脂庫 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 現存 小型油倉庫を倉庫として再利用 46

35 同上(8)医務室 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 一部遺存 建物半分を倉庫として再利用 ー

36 同上(9)本部庁舎前正門 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原中央区 民間 一部遺存 正門右側・左側脇門が遺存 46

37 同上(10)戦時資料 ⑨遺構・遺物 ー 民間 ー
軍用食器、教場椅子、コンクリート製境界柱、通信用支

柱、飛行場施設・訓練風景写真２５枚
46・50

38
陸軍通信学校菊池教育隊　　　　

(1)正門
②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原西区 民間 保存 道路拡張にともない西区公民館敷地に移転、記念碑転用 46

39 同上(2)風呂場 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原西区 民間 一部現存 訓練生用コンクリート製浴槽・焚口が遺存 46

40 同上(3)防火水槽 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原西区 民間 現存 ４基遺存。円形で内部擂り鉢状で二カ所階段を保持 46

41 同上(4)集会所 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原西区 民間 一部現存 建物半分を倉庫として利用 ー

42 同上(5)酒保所門 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原西区 民間 現存 川原石を貼り付けた門が３基遺存 ー

43 同上(6)排水路 ②軍事・防衛 菊池市泗水町富の原西区 民間 現存 部隊管理区画敷地外周に配置 ー

44 熊本飛行場(1)滑走路 ②軍事・防衛 熊本市東区健軍・長峯 民間 ー 現日本赤十字病院前の直線路 55

45 同上(2)誘導路 ②軍事・防衛 熊本市健軍町・長嶺町 民間 一部現存 飛行場北側の大型掩体壕の周回道路 56

46 同上(3)飛龍無蓋掩体壕 ②軍事・防衛 熊本市健軍町・長嶺町 民間 消滅 配備された四式爆撃機用の無蓋掩体壕 57

47 同上(4)木製覆屋掩体壕 ②軍事・防衛 熊本市東区戸島町 民間 消滅 小型機用の木製覆屋を有する掩体壕 58

48 黒石原飛行場(1)奉安殿 ②軍事・防衛 合志市幾久富 合志市 遺存 旧逓信省熊本航空機乗員養成所時代のＲＣ造奉安殿 67

49 同上(2)教場棟・生徒舎棟跡 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 基礎遺構３棟が遺存 70

50 同上(3)洗面所 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 物干台横のＲＣ基礎 71

51 同上(4)待機線・準備線 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 格納庫前のＲＣ敷設エプロン 71

52 同上(5)格納庫跡 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 内部床敷設のＲＣ部が遺存 71

53 同上(6)方形水槽 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 方形水槽２基が遺存 71

54 同上(7)食堂跡 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 コンクリート打設部が遺存 71



55 同上(8)鋳物鍛造木工建物 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 コンクリート基礎が遺存 71

56 同上(9)物品庫 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 コンクリート基礎が遺存 71

57 同上(10)水路蓋板 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 管理区画外周の水路 71

58 同上(11)上水道配管 ②軍事・防衛 合志市幾久富 民間 一部現存 管理区画外周の水路 71

59 玉名飛行場  (1)正門 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 玉名市 現存
左正門には門金具現存、右正門は欠損後に復元、復元看板

設置１９４４年～４５年
73・78

60 同上(2)１号大型格納庫 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 大型格納庫基礎部、戸袋部、井戸が遺存 79

61 同上(3)２号大型格納庫 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 大型格納庫基礎部が遺存 79

62 同上(4)６号小型格納庫跡 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 格納庫レール部、井戸が遺存 78

63 同上(5)井戸 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 教育隊施設全域への給水 78

64 同上(6)教育隊風呂場 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 士官・訓練生用の２基が遺存 78

65 同上(7)医務所・集会所 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 煉瓦造塀、基礎遺構が依存 79

66 同上(8)教育隊隊舎 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 隊舎２棟の基礎遺構が依存 79

67 同上(9)本部棟建物 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 通信塔基礎遺構、コンクリート製祠遺存 ー

68 同上(10)境界石柱 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 一部現存 「陸軍」記銘の花崗岩製標柱石３本 78

69 同上(11)戦時資料 ⑨遺構・遺物 ー 民間 ー
軍用食器、待機特攻隊寄書き日章旗、大型格納庫基礎鉄

材、教育隊訓練写真
ー

70 隈庄飛行場(1)正門 ②軍事・防衛 熊本市南区城南町舞原 民間 消滅 当初はくまもと南部広域病院の正門として利用後に解体 87

71 同上(2)油倉庫 ②軍事・防衛 熊本市南区城南町舞原 民間 消滅 大刀洗陸軍飛行学校時代のコンクリート煉瓦造倉庫 88

72 同上(3)弾薬庫 ②軍事・防衛 熊本市南区城南町舞原 民間 遺存 ＲＣ造内部木製床等の放爆式倉庫 88

73 同上(4)格納庫 ②軍事・防衛 熊本市南区城南町舞原 民間 一部遺存 鉄骨製格納庫基礎が４棟遺存 91

74 同上(5)心字池 ②軍事・防衛 熊本市南区城南町舞原 民間 遺存 くまもと南部広域病院内に庭園が遺存 90

75 同上(6)待機所・準備線 ②軍事・防衛 熊本市南区城南町舞原 民間 遺存 格納庫前に遺存 91

76 同上(11)戦時資料 ⑨遺構・遺物 ー 民間 ー 教育隊訓練写真約１５０枚 ー

77 八代飛行場(1)倉庫基礎部 ②軍事・防衛 八代市鏡町北新地 民間 ー 学徒徴用された八代中学生の倉庫（宿舎建物）基礎 92

78 同上(2)戦後復員機の部品 ⑨遺構・遺物 ー 個人 ー 復員機彗星機で作った鍋と杓子 92

79 人吉海軍飛行場(1)庁舎地区正門 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上北 国有地 遺存 河原石貼付け正門 93・94

80 同上(2)地下耐弾式発電所 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上北 国有地 遺存 発電所・冷却水水槽ともに良好に遺存 101

81 同上(3)練兵場 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上北 国有地 一部遺存 現人吉農芸学園に一部遺存 ー

82 同上(4)防火水槽 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上北 国有地 遺存 方形の防火水槽２基 ー

83 同上(5)交通壕 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上北 国有地 遺存 部隊内 ー

84 同上(6)飛行場用水路 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上北 民地 遺存 川辺川から飛行場へ導水

85 同上(7)飛行場正門 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上西 民地 遺存 河原石貼付け正門

86 同上(8)格納庫 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上西 民地 一部現存 基礎遺構３棟が遺存



87 同上(9)水槽 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上西 民地 一部現存 方形水槽に覆蓋

88 同上(10)地下魚雷調整壕 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上 民地 遺存 ３本地下壕を配置、ＲＣ部も敷設 97

89 同上(11)地下作戦室・無線室 ②軍事・防衛 球磨郡錦町木上 民地 遺存 ＲＣ造２室を並列配置 99

90 同上(12)特攻隊員の遺書 ⑨遺構・遺物 球磨郡錦町木上 個人 ー 待機特攻隊員の出撃前遺書 89

91 同上(13)戦時資料 ⑨遺構・遺物 球磨郡錦町 個人 ー 練習機車輪、練習機部材（支柱・板材） ー

92 天草海軍飛行場(1)滑走台・斜路 ②軍事・防衛 天草市佐伊津町 県・民間 一部現存 水上機離発着用ＲＣパネルの滑走台・斜路
102・

104

93 同上(2)本部棟 ②軍事・防衛 天草市佐伊津町 民間 一部現存 建物基礎遺構 ー

94 同上(3)発動機壕 ②軍事・防衛 天草市佐伊津町 民間 遺存 ＲＣ造発電機 105

95 同上(4)司令部壕 ②軍事・防衛 天草市佐伊津町 民間 ー ＲＣ造指令部 104

96 同上(5)弾薬壕 ②軍事・防衛 天草市佐伊津町 民間 ー 弾薬の物資格納壕 ー

97 同上(6)病院壕 ②軍事・防衛 天草市佐伊津町 民間 ー 本部棟建物地下の病院地下壕 ー

98 同上(7)慰霊碑 ⑧その他 天草市佐伊津町 民間 ー 戦後建立の天草海軍航空隊慰霊碑 ー

99 同上(8)天空会資料 ⑨遺構・遺物 天草市本渡今釜新町 天草市 ー 本渡歴史民俗資料館所蔵の天空会資料 ー

100 山鹿秘匿飛行場 ②軍事・防衛 玉名郡和水町竈門・赤穂原 民間 ー 特攻用秘匿飛行場 107

101 植木秘匿飛行場 ②軍事・防衛 合志市須屋木野原 民間 ー 特攻用秘匿飛行場 108

102 99

102 大津町古閑秘匿飛行場 ②軍事・防衛
大津町室・菊陽町原水古閑

原
民間 ー 特攻用秘匿飛行場 109

103 熊本北秘匿飛行場 ②軍事・防衛 阿蘇郡西原村布田　他 民間 ー 特攻用秘匿飛行場 109

104
神殿原陸軍飛行場　　　　　　

(1)１号掩体壕
②軍事・防衛 球磨郡あさぎり町 民間 一部現存 １９４５年６月完成の特攻用秘匿飛行場掩体壕

110・

112

105 同上(2)２号掩体壕 ②軍事・防衛 球磨郡あさぎり町 民間 一部現存 １９４５年６月完成の特攻用秘匿飛行場掩体壕 113

106 同上(3)３号掩体壕 ②軍事・防衛 球磨郡あさぎり町 民間 一部現存 １９４５年６月完成の特攻用秘匿飛行場掩体壕 ー

107 同上(4)４号掩体壕 ②軍事・防衛 球磨郡あさぎり町 民間 一部現存 １９４５年６月完成の特攻用秘匿飛行場掩体壕 ー

108 同上(5)５号掩体壕 ②軍事・防衛 球磨郡あさぎり町 民間 一部現存 １９４５年６月完成の特攻用秘匿飛行場掩体壕 ー

109 同上(6)木製品 ⑨遺構・遺物 球磨郡あさぎり町 民間 ー １号・３号解体時に伝世された木製掩体壕部材 112

110 富岡水尻砲台 ②軍事・防衛 天草郡苓北町富岡水尻 民間 一部現存 天草海軍平射砲台 124

111 同上(2)薬莢 ⑨遺構・遺物 天草郡苓北町富岡水尻 民間 一部現存 真鍮製砲薬莢 124

112 御領亀島砲台 ②軍事・防衛 天草市五和町御領（亀島） 民間 一部現存 海面砲台 126

113 久玉小崎砲台 ②軍事・防衛 天草市久玉町（小松崎） 民間 一部現存 蒲鉾型コンクリート造 128

114 富岡元袋震洋基地 ②軍事・防衛 天草郡苓北町富岡元袋 民間 消滅 特攻挺[震洋」の基地 131

115 茂串震洋基地 ②軍事・防衛 天草市牛深町茂串 民間 消滅 納谷部隊・大内田部隊 132

116 柳マルレ基地 ②軍事・防衛 上天草市大矢野町中 民間 消滅 陸軍特攻マルレ挺基地 132

117 下浦マルレ基地 ②軍事・防衛 天草市下浦町 民間 消滅 格納壕掘削中敗戦 134

118 佐敷マルレ挺基地 ②軍事・防衛 芦北郡芦北町佐敷 民間 消滅 海上艇身弟３７戦隊分遣隊 135

119 天草海軍監視哨 ②軍事・防衛 苓北町富岡半島・飯盛山 民間 遺存 海上監視部隊 136

120 高射第百三十二聯隊桃田砲弾壕 ②軍事・防衛 玉名市桃田 民間 遺存 高射砲弾格納横穴壕 141



121 同上(2)高射砲弾信管部品 ⑨遺構・遺物 玉名市大倉（桃田） 民間 一部現存 高射砲弾信管真鍮製キャップ、機関砲砲弾 142

122 第十五船舶団指令部 ②軍事・防衛 宇城市三角町三角浦 民間 一部現存 本部庁舎石垣が遺存 144

123 暁第四二三六五部隊本部看板 ⑨遺構・遺物 宇城市三角町三角浦 民間 一部現存 陸軍暁部隊の看板 144

124 陸軍弾薬格納壕 ②軍事・防衛 宇城市三角町戸馳 民間 一部現存 弾薬格納壕２基、爆風避けコンクリート擁壁 144

125 陸軍兵員壕 ②軍事・防衛 宇城市三角町前越（涼松） 民間 一部現存 迷路状通路と兵員待機壕が多数 144

126 陸軍物資格納壕 ②軍事・防衛 宇城市三角町前越（新地） 民間 一部現存 ３カ所の格納壕 145

127 陸軍補給品格納壕 ②軍事・防衛 宇城市三角町波多黒崎 民間 一部現存 補給品の格納壕 145

128 陸軍物資格納壕 ②軍事・防衛 上天草市大矢野町登立 民間 一部現存 燃料等の格納壕 146

129
三菱重工業熊本航空機製作所　　

(1)第一組立工場跡
③生産 熊本市東区健軍 国有地 遺存 健軍駐屯地内の旧三菱工場を現在は補給廠として利用

148・

150

130 同上(2)大型誘導路 ③生産 熊本市東区新外 民地・市 消滅 工場から飛行場までの飛龍運搬用道路 150

131 同上(3)水道施設 ③生産 熊本市東区健軍水源地 市有地 一部現存 １・２号井が遺存 151

132 同上(4)専用鉄道軌道 ③生産 熊本市東区健軍 民地 一部現存 水前寺駅から工場への鉄道軌道 151

133 同上(5)社宅 ③生産 熊本市東区若葉町 民地 一部現存 151

134 同上(6)上熊本工場地上工場 〃 熊本市西区上熊本 民地 消滅 旧郡是工場跡の地上工場 153

135 同上(7)上熊本地下工場 〃 熊本市西区上熊本 民地 閉塞 民家裏の地下工場 153

136 同上(8)玉中疎開工場 ③生産 玉名市岩崎 県有地 消滅
旧制玉名中学校への工機工場機械群製図班・治具製造班の

疎開工場
154

137 同上(9)龍田弓削三菱疎地下工場 ③生産 熊本市北区弓削 民間 遺存 全幅４６ｍ、奥行４２ｍの疎開工場、発動機整備工場 157

138 同上(10)木葉地上・地下工場 ③生産 玉名郡玉東町木葉 民間 一部現存 地上４棟と横穴地下疎開工場 161

139 同上(11)万日山地下工場 ③生産 熊本市西区春日 民間 一部現存 入口４カ所の地下工場壕 162

140 同上(12)米田地下工場 ③生産 山鹿市鹿本町米田 民間 一部現存 入口５本の地下工場壕 162

141 同上(13)今石地下工場 ③生産 菊陽町津久礼（今石） 民間 一部現存 入口２本の地下工場壕 163

142 同上(14)向坂地下工場 ③生産 熊本市北区植木町向坂 民間 一部現存 入口３本の地下工場壕 164

143 同上(15)水島地下工場 ③生産 菊池市七城町瀬戸口 民間 一部現存 入口８本の地下工場壕 164

144 同上(16)機体部品 ⑨遺構・遺物 熊本市中央区黒髪 民間 一部現存
旧五高工場(体育館)で製造された飛龍胴体中央部の爆弾倉

開閉装置部材の未製品と想定
153

145
東京第二陸軍造兵廠荒尾製造所

（1）変電所
③生産 荒尾市増永 荒尾市 現存

全長４２ｍ、二階建高１２ｍ、耐弾式変電所、連合国軍接

収番号・接収文字

166・

167

146 同上(2)検査掛棟建物 ③生産 荒尾市増永 熊本県 現存 岱志高校内に現存し、接収番号・接収横線 170

147 同上(3)試料室 ③生産 荒尾市増永 熊本県 現存 岱志高校内に現存し、倉庫として使用 173

148 同上(4)大型火薬庫 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 福山製パン裏大型二室火薬庫、他に大型は６棟遺存 179

149 同上(5)大型火薬庫 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 新生翠病院裏の接収番号「１０８」付き大型二室火薬庫 180

150 同上(6)小型火薬庫 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 福山製パン前の単独型小型火薬庫、他に小型は８棟遺存 181

151 同上(7)小型火薬庫 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 岩村建設横の崖面設置型小型火薬庫、木製庇遺存 181

152 同上(8)小型火薬庫 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 第一紡績裏単独型火薬庫 179



153 同上(9)送水きょう筒室・滅菌室 ③生産 荒尾市川登 荒尾市 一部現存 敷地内さく井から尾形山山頂への送水施設 182

154
同上(10)火薬製造「シダ・クロ

ベン工場」
③生産 荒尾市川登 民間 消滅 茶褐火薬・黄色火薬の製造建物 182

155 同上(11)火薬充填「カソ」建物 ③生産 荒尾市川登 民間 消滅 製造した火薬の充填作業等建物 182

156 同上(12)火薬収函「ヨテ」建物 ③生産 荒尾市川登 民間 消滅 製造した火薬の収函等建物 182

157 同上(13)官舎・技師宿舎 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 １１棟が門柱等をもち、民間利用 183

158 同上(14)従業員・学徒宿舎 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 長屋形式の２棟が遺存 183

159 同上(15)工事場建物 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 第一紡績に内に２棟が遺存 183

160 同上(16)排水路・溜枡 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 全長４ｋｍ排水路、旧ＪＲ市屋踏切横の廃水溜枡が遺存 184

161 同上(17)排水処理槽 ③生産 荒尾市増永 民間 消滅 大型２槽の排水処理槽 184

162 同上(18)排水路端部 ③生産 荒尾市川登 民間 一部現存 有明海に流下させる排水路端部が２基遺存 184

163 同上(19)尾形山配水場 ③生産 荒尾市増永 民間 一部現存 尾形山頂上の配水池跡 184

164 同上(20)桜山水源地 ③生産 荒尾市大和区 民間 一部現存 北五反田公園内に配水槽等基礎が遺存 184

165 同上(21)専用鉄道軌道 ③生産 荒尾市増永・川登 荒尾市 一部現存 荒尾駅から二造内への専用鉄道敷 185

166 同上(22)消火栓 ③生産 荒尾市増永・川登 民間 一部現存 現地２本、移転で１本の消火栓が遺存 185

167 同上(23)陸軍標柱石 ③生産 荒尾市増永・川登 民間 一部現存 「陸軍」記銘の花崗岩製標柱石 185

168 同上(24)荒尾ニ造戦時資料 ⑨遺構・遺物 荒尾市増永・川登 民間 ー 工員補助名簿、工員登録票、認識票、火薬木箱ほか 186

169
陸軍大刀洗航空廠菊池支廠　　　

(１)正門
②軍事・防衛 菊池市泗水町吉富富の原 民間 一部現存 富原保育園前に右正門、左脇門が遺存 187

170 同上(2)通用門 ②軍事・防衛 菊池市泗水町吉富富の原 民間 一部現存 通用門が１基遺存 187

171 同上(3)機械工場建屋 ②軍事・防衛 菊池市泗水町吉富富の原 民間 一部現存 戦後住居に改装し使用 187

172 同上(4)発動機工場 ②軍事・防衛 菊池市泗水町吉富富の原 民間 一部現存 建物一部が遺存 187

173 同上(5)電精工場 ②軍事・防衛 菊池市泗水町吉富富の原 民間 一部現存 基礎遺構３棟が遺存 ー

174 同上(6)１号壕（発動機壕） ②軍事・防衛 菊池市泗水町住吉字飛熊 民間 一部現存 空襲疎開の地下工場、内部はＲＣ造で甘藷貯蔵施設利用 188

175 同上(7)２号壕（物資補給壕） ②軍事・防衛 菊池市泗水町住吉字飛熊 民間 一部現存 大型を含め計４基が遺存 189

176 同上(8)戦時資料 ⑨遺構・遺物 ー 民間 ー 陸軍小型機岡本工業製尾輪 188

177 城北航空機株式会社(1)工場 ③生産 山鹿市鹿本町来民 民間 消滅 九州飛行機株式会社下請工場として海軍機白菊他の生産 192

178 同上(2)戦時資料 ⑨遺構・遺物 ー 民間 ー 社員徽章 193

179
三陽航機株式会社八代工場(1)工

場
③生産 八代市井上町 民間 消滅 第２１海軍航空廠下請工場として海軍機流星風防他の生産 193

180 同上(2)戦時資料 ⑨遺構・遺物 ー 民間 保存 流星風防、八代市立博物館に資料寄託 194

181 島津製作所九州玉名工場 ③生産 玉名市中 民間 消滅 旧玉名中学校講堂で飛行機計器類を生産予定 196

182 藤田鉄工所下豊内工場 ③生産 上益城郡甲佐町下豊内 民間 保存 飛行機部品製造 197

183
九州工具株式機会社上熊本地下

工場
③生産 熊本市西区上熊本 民間 一部現存 ２本の横穴式地下壕 199

184 陸軍武器保管庫上熊本地下壕 熊本市西区上熊本 民間 閉塞 ミハナタクシー車庫・駐車場裏に十三本 199



185 日本ゴム株式会社上熊本地下壕 ③生産 上熊本駅周辺 防毒マスク製造 200

186
大村第二十一海軍航空廠袋補給

工場地下壕
②軍事・防衛 水俣市茂道 民間 閉塞 ６本の弾薬壕 200

187 陸軍補給廠坂下地下壕 ②軍事・防衛 熊本市北区硯川 民間 一部現存 １３基が遺存 201

188 日華護謨株式会社春日地下壕 ②軍事・防衛 熊本市西区春日 民間 一部現存 軍需品生産 202

189 高橋稲荷神社格納壕 ②軍事・防衛 熊本市西区上代 民間 一部現存 神社関係御物・資料等の収納壕 202

190 龍田町弓削変電所の物資格納壕 ②軍事・防衛 熊本市北区龍田弓削 民間 一部現存 銅線・機械類等の格納 203

191
第二十二海軍航空廠人𠮷分工場

球磨郡錦町地下壕
②軍事・防衛

球磨郡錦町木上北（野間・

迫）、木上東（岩城）
民間 一部現存 多数の地下壕 203

192
佐世保鎮守府軍需部球磨郡錦町

地下壕
②軍事・防衛

球磨郡錦町木上北（白坂・

山下）
民間 一部現存 多数の地下壕 204

193 旧川上尋常高等小学校奉安殿 ⑧その他 熊本市北区楠野町 民間 一部現存 鉄筋コンクリート造神社様式 207

194
旧慶徳尋常小学校奉安庫

⑧その他 熊本市中央区山崎町 熊本市 再利用 金庫型奉安庫を書類金庫として利用 209

195 旧白旗尋常高等小学校奉安殿 ⑧その他 下益城郡甲佐町白旗 民間 一部現存 木造神社様式 211

196 旧飯野小学校奉安殿・慰霊殿 ⑧その他 上益城郡益城町砥川 益城町 一部現存 鉄筋コンクリート造神社様式戦没者慰霊殿 210

197 旧北里尋常高等小学校奉安殿 ⑧その他 阿蘇郡小国町北里湯尻野 民間 再利用 鉄筋コンクリート造 211

198 石塚中尉「殉空之碑」 ⑧その他 玉名郡和水町東山公園 和水町 ー 紫電改撃墜慰霊碑 214

199 大津町外牧畑「慰霊碑」 ⑧その他 大津町外牧 民間 ー 飛行第六十戦隊飛龍墜落慰霊碑 214

200 墜落「飛龍」機 ⑨遺構・遺物 ー 大津町 ー 飛龍部品約２０点 215

201 八勇士の碑 ⑧その他 阿蘇郡西原村宮山 民間 ー 飛行第六十戦隊飛龍墜落機 216

202 杉崎少佐留魂碑 ⑧その他 宇城市三角町郡浦 民間 ー 大村海軍航空隊分隊長杉崎直中尉撃墜 216

203
陸軍傷痍軍人療養所再春荘「給

水塔」
①政治行政 合志市御代志 民間 消滅 傷痍軍人療養所再春荘内の給水塔 217

204 再春荘「留魂碑」 ⑧その他 合志市御代志 民間 保存 看護婦他６名死亡 218

205 陸軍西部軍教育隊正門 ①政治行政 合志市御代志 民間 保存 天使園 218

206 黒石日吉神社木製標柱 ⑧その他 合志市御代志 民間 消滅 ー

207 軽巡洋艦長良慰霊碑 ⑧その他 天草市牛深町茂串 民間 ー 長良沈没「慰霊の丘」墓地への記念碑 ー

208
鉄道工事中殉難死没者追悼記念

碑
⑧その他 球磨郡 民間 ー

工事担当の間組による朝鮮人「強制連行」者の殉難碑、肥

薩線大畑駅に１９０８年建立
ー

209 弔魂碑 ⑧その他 八代市日奈久下西町 民間 ー 日奈久トンネル工事中事故発生、１９２３年建立 ー

210
朝鮮人・中国人殉難者慰霊碑供

養塔
⑧その他 荒尾市樺 民間 ー

正法寺内に１９７２年建立された朝鮮人慰霊碑「不二之

塔」・中国人殉難者供養塔、慰霊碑
213

211
竈門神社Ｆ５飛行艇木製プロペ

ラ
⑨遺構・遺物 玉名郡和水町竈門 民間 保存

竈門神社に奉納、軍需品保存録に由来を記す。Ｆ５飛行

艇、愛知航空機製
230

212
玉名飛行場「九五式中間練習機

前輪」
⑨遺構・遺物 玉名市高瀬 玉名市 保存 敗戦後に猿渡商店に払い下げリヤカータイヤとして利用 231

213 鏡屋旅館木製プロペラ（１） ⑨遺構・遺物 八代市日奈久 民間 保存 他旅館より譲渡された二翅木製プロペラ、該当機不明 232

214 同木製プロペラ（２） ⑨遺構・遺物 八代市日奈久 民間 保存 白戸民間飛行場より譲渡、該当機不明 232

215 大久保公堂木製プロペラ ⑨遺構・遺物 玉名郡和水町竈門 民間 保存 ハンザＷ２９飛行艇機四翅 233



216 和水町個人蔵木製プロペラ ⑨遺構・遺物 玉名郡和水町竈門 民間 保存 ハンザＷ２９飛行艇機二翅 233

217 山鹿某神社木製プロペラ ⑨遺構・遺物 山鹿市 民間 保存 神社奉納一五式飛行艇二翅 233

218 津森神宮木製プロペラ ⑨遺構・遺物 上益城郡益城町寺中 民間 保存 一〇式艦上戦闘機本体を寄贈、二翅プロペラのみ遺存 233

219 菅原神社木製プロペラ ⑨遺構・遺物 人吉市原田町 民間 保存 乙式一型偵察機二翅木製プロペラを奉納 233

220 本渡歴民木製プロペラ ⑨遺構・遺物 天草市今窯新町 天草市 保存 志垣尋常小学校に寄進、Ｆ５飛行艇 234

221 小型軍用機前輪 ⑨遺構・遺物 八代市西松江城町 八代市 保存 八代妙見祭「西王母」台車の車輪 234

222 陸軍機疾風主脚部品 ⑨遺構・遺物 人吉市北泉田町 民間 保存 人𠮷飛行場より戦後持参 235

223
海軍零式艦上戦闘機五二型乙以

降機体部品
⑨遺構・遺物 球磨郡錦町西 錦町 保存 昭和２０年６月１４日頃墜落機　※未公開 235

224
玉名飛行場「四式基本練習機前

輪」
⑨遺構・遺物 玉名市大浜町 民間 保存

玉名飛行場ユングマン機タイヤを、戦後リヤカータイヤに

転用
231

225 陸軍兵員用特殊地下壕 ②軍事・防衛 玉名市繁根木
玉名市市

有地
仮閉塞

高瀬川橋梁防空を担った陸軍部隊が掘削した兵員待避用

壕。入口５カ所は仮閉塞。
ー

226 玉名飛行場「爆弾破裂痕跡」 ②軍事・防衛 玉名市大浜町 民間 保存
１９４５年５月空襲時の爆弾痕跡（○ｍ×○ｍ×深さ○

ｍ）
ー

227 米軍１２,７㍉機銃弾薬莢 ⑨遺構・遺物 八代市鏡町鏡ヶ池 民間 保存
１９４５年8月日氷川左岸墜落米Ｂ２５機を敗戦時に鏡が池

に廃棄し、戦後個人が回収、５点
ー

228 旧国鉄「永代橋梁」 ⑦交通 宇城市松橋町・不知火町
宇城市市

有地
保存

旧国鉄・九州鉄道株式会社所有の三連桁橋を路線変更時に

旧自治体に所有移管。鉄骨製駆体・煉瓦石造橋梁に、１９

４５年７・８月期の松橋空襲痕跡が異存

ー

229 陸軍十五糎榴弾砲他の薬筒 ⑨遺構・遺物 八代市鏡町 民間 保存

１９７０年代鏡ヶ池周辺整備中、重機掘削時に八代市宮原

配置の第二一六師団（通称比叡部隊）日本陸軍十五糎榴弾

砲、旧ロシア製七糎榴弾砲薬筒他１０個発見

ー

230 第三十戦闘指令部壕（１） ②軍事・防衛 熊本市北区龍田陣内 民間 保存
壕入口２カ所開口。入口部は方形区画で坑木設置。内部は

連結し全長２００ｍ程
ー

231 （２）壕掘削用大型円ぴ ⑨遺構・遺物 熊本市北区龍田陣内 民間 保存 1500cm、持ち手は一文字のＩ型スコップ１点 ー

232 （３）壕坑内補強板材 ⑨遺構・遺物 熊本市北区龍田陣内 民間 保存
坑内坑木間に挟まれていた板材を戦後道板として再利用、

２点
ー

233 米陸軍Ｐ５１墜落機機体片 ⑨遺構・遺物 天草市楠浦五色島 天草市 保存
１９４５年８月１４日本渡空襲時に墜落したＰ５１機機体

片が五色島松に刺さった１点
ー

234 機銃弾貫通痕跡船板 ⑨遺構・遺物 天草市楠浦 天草市 保存
本渡空襲時に港停泊中の「船舶ベッド板材への１２，７㍉

機銃弾貫通痕跡」板材２点
ー

235 百式司令部偵察機機体片 ⑨遺構・遺物 芦北町黒岩山中
芦北町・

民間
保存

陸軍蓆田基地所属飛行第２戦隊の百式司令部偵察機（操縦

飯塚中尉・偵察木村中尉）が沖縄偵察任務帰途中にＰ４７

機により撃墜される。(胴部機体片・電気プラグ他　約３０

０点)

ー

236 玉田家軍人像 ⑧その他 天草市栖本町利明寺境内
民間・墓

誌銘無し
保存

栖本町湯舟原利明寺裏の玉田家墓地への玉田上等兵軍人立

像、１体
ー

237 山崎家軍人像 ⑧その他 天草市栖本町 民間 保存 栖本町墓地内の山崎家墓地への軍人像、１体 ー

238 前田家軍人像 ⑧その他 天草市栖本町 民間 保存 栖本町栖本支所裏墓地の前田家墓地への軍人像、１体 ー

239 福原家軍人像 ⑧その他 天草市栖本町 民間 保存
栖本町の前田家墓地と同様に内の福原家墓地への軍人像、

１体
ー

240 本多家軍人像 ⑧その他 天草市河浦町 民間 保存
河浦町立原洗心寺内本多常敏陸軍歩兵准尉の制服立像、１

体
ー

241 大山厳軍神像 ⑧その他 上天草市登立天満宮 民間 保存
登立天満宮内の戊辰戦役・日露戦争で陸軍を導いた大山厳

軍神像、１体
ー



242 関角重彦中尉遺品 ⑨遺構・遺物 玉名市 民間 保存

大刀洗飛行学校玉名教育隊区隊長の熊本市南区川尻出身

「関角重彦（せきずみしげひこ）中尉」のご長男様「白石

俊彦さん（人吉市・白石鰻屋様）」からの寄贈品（指揮

刀、陸軍尉官正帯、徽章、他４０点）

ー

243

菊池飛行場逗留の第七六・七七

振武隊員の菊池隈府旅館での慰

問集合写真

⑨遺構・遺物 熊本市北区津浦 民間 保存
陸軍第七六振武隊員・隊長岡村博二中尉の菊池隈府での慰

問写真、加古川・知覧飛行場写真、遺品等、１０点
ー

244 白壁対空迷彩 ⑤居住 山鹿市 民間 保存 千代の園酒造の倉庫白壁への黒色対空迷彩、１棟 ー

245 弁利砲弾利用記念碑 ⑧記念碑 菊池市旭志弁利 民間 保存 日露戦争持ち帰り砲弾、１対で配置 ー

246 高良八幡宮砲弾利用記念碑 ⑧記念碑 宇城市不知火町高良2692 民間 保存 210×520、高良八幡宮奉納品、日露戦役記念、１点 ー

247 下田西ノ宮神社砲弾利用記念碑 ⑧記念碑 阿蘇郡南阿蘇村河陽６０６ 民間 保存
四十口径三十糎演習弾、300×960、下田西野宮神社、大正

14年下付、１点
ー

248 陸軍試作噴進砲 ⑨遺構・遺物 熊本城備前堀 保存 備前堀浚渫工事中に米軍機銃と重なり出土、１点 ー

249 米軍１２．７㍉航空機銃 ⑨遺構・遺物 熊本城備前堀 熊本市 保存 備前堀浚渫工事中に噴進砲と重なり出土、１点 ー

以　　上


