
戦争遺跡－指定・登録文化財の動向 

昨年のデータを基に、その後の状況確認のために都道府県教員委員会に戦争遺跡の指

定・登録について照会を行った。さらに一部の自治体ホームページからも確認した。自治

体の中には「戦争遺跡」を紹介するページを設けているところもあり、今後全国自治体の

ホームページも確認していくことが求められる。 

今回新たに追加された北海道の事例を戦争遺跡の一例として含めるのかは議論の余地が

ある。しかし石垣市元海底電線陸揚室が含まれていることから取り上げた。埼玉県越生町

の「世界無名戦士之墓」(1955年建立)が 2020年に国登録文化財に登録されたが、戦後の

施設であることから今回の集計からは除外した。戦争関連としてこれを含めるのかどうか

も検討が必要であろう。長野県大町市の大町防空監視哨跡は周知の埋蔵文化財包蔵地に比

定されている。宮崎県の 6例のうち 5例は西南戦争関連である。鹿児島県の追加 3件のう

ち 1件は奉安殿で、これで鹿児島県内の奉安殿の指定・登録数は 9件にのぼる。「琉球新

報」(22.1.31)の記事によると沖縄県内 13市町村に 26件の戦争遺跡が指定・登録されて

いる。そこで沖縄県教育委員会、県埋蔵文化財センターに照会したところ、新たな事例を

知ることになった。ただ当会が把握していた 2件(沖縄戦関連宜野座村資料 ※宜野座村

指定歴史資料：2001年 10 月 9日指定 平敷屋製糖工場跡 ※国登録記念物：2015年 1月

26日登録)については 26件の中に含まれていない。 

戦争遺跡は過去文化の負の遺産、しかも忘れてはならない事実の厳粛なるモニュメント

である。さらに地域が戦争で失った貴重なもの、地域が戦災のあと復興し生きてきた歴史

を考えるうえからも戦争遺跡の調査研究・保存活用は重要なのである。 

 

戦争遺跡 指定・登録文化財一覧 

2022年8月現在 342件(319) ※（ ）内は前回の数値 

●国指定文化財39件、◎県指定22件 (18)、○市区町村指定157件(141)、▲国登録文化財

96件 (95)、△県市区町村登録文化財16件(15)、◇道遺産・市民文化資産11件、周知の埋

蔵文化財1件(ただし西南戦争関連遺跡を周知の埋蔵文化財包蔵地とすることも進んでい

る) 

※新たに指定・登録されたものには実線、過去に指定・登録されていて漏れていた遺跡は

波線で表示。 

北海道43件（42） 

札幌市琴似屯田兵村兵屋跡●、同新琴似屯田兵中隊本部○、同西岡水源池取水塔▲、同武

四郎邸◎、旭川市旧旭川偕行社●、同旧陸軍第7師団騎兵第7連隊覆馬場▲、同永山屯田兵

屋○、同旭川兵村中隊記録及び屯田物語原画綴り○、同第７師団関係記○、同旭川兵村中

隊記録（追加）○、同旧陸軍第7師団北鎮兵事記念館▲、江別市野幌屯田兵第２中隊本部

◎、同江別屯田兵第３大隊本部火薬庫○、滝川市滝川屯田兵屋○、同滝川屯田兵第２大隊

第３中隊文書◎、深川市屯田兵屋○、同屯田兵歩兵第1大隊本部跡○、同屯田兵監的壕



◎、美唄市美唄屯田兵屋◎、同美唄屯田騎兵火薬庫○、根室市和田屯田兵碑◯、同和田屯

田兵の被服庫◎、厚岸町太田屯田兵屋◎、標津町川北海軍航空基地（掩体・戦闘指揮所）

◯、室蘭市輪西屯田兵火薬庫○、同輪西屯田兵記念碑○、同輪西屯田兵関係資料（軍服印

鑑）○、同青い目の人形○、士別市士別屯田兵屋○、北見市屯田兵屋○、同旧野付牛屯田

第４大隊中隊本部被服糧抹庫○、同ピーボディ・マルチニー銃○、同屯田兵人形（75体）

○、稚内市大岬旧海軍望楼○、同旧海軍大湊通信隊稚内分遣隊幕別送信所○、同旧陸軍砲

台指揮所○、剣淵町剣淵屯田兵屋○、同元屯田兵射的場○、美瑛町陸軍演習場廠舎門柱

○、富良野市東中尋常高等小学校御真影奉置所○、函館市函館要塞と砲台◇、別海町旧柏

野尋常小学校奉安殿○、根室市根室国後間海底電信線陸揚庫 2021年10月14日付け国登録

有形文化財（建造物）▲ 

東北12件 

青森県7件 

青森市幸畑陸軍墓地○、同歩兵５連隊第２大隊遭難記念碑○、むつ市旧大湊要港部乙第十

号・第十一号官舎○、同旧大湊水源地水道施設●、弘前市旧弘前偕行社●、同旧第８師団

長官舎▲、仙台市第2師団歩兵第４連隊兵舎○、 

岩手県4件 

一関市渋民観音寺の梵鐘○、同金ヶ崎町旧陸軍省軍馬補充部六原支部官舎第一棟▲、同金

ヶ崎町旧陸軍省軍馬補充部六原支部官舎第二棟▲、同金ヶ崎町旧陸軍省軍馬補充部六原支

部官舎第三棟▲ 

福島県1件 

西郷村旧軍馬補充部白川支部事務所○ 

関東68件 

茨城県5件 

阿見町霞ヶ浦海軍航空隊有蓋掩体壕○、同航空隊国旗掲揚塔○、同航空隊方位盤○、同航

空隊士官宿舎階段親柱○、笠間市筑波海軍航空隊司令部庁舎○ 

栃木県2件 

宇都宮市旧陸軍第66連隊倉庫▲、同那須塩原市乃木希典那須野旧宅○、 

群馬県5件 

高崎市元ロシア人兵士墓地○、渋川市赤城護国神社社殿○、みどり市防空監視哨跡○、長

野原町防空監視哨跡○、玉村町玉村八幡宮末社国魂神社▲ 

埼玉県4件  

桶川市旧熊谷飛行学校桶川分教場建物（員数５）○、所沢市木村・徳田両中尉墜落地○、

同航空発祥の地○、深谷市旧東京第２陸軍造幣廠深谷製造所給水塔▲、※参考 越生町世

界無名戦士之墓(昭和30年 第二次世界大戦戦没者の納骨・慰霊施設)▲ 

千葉県10件 

千葉市旧鉄道聯隊材料廠煉瓦建築◎、市川市中村家住宅主屋他（鉄筋コンクリート防空



壕）▲、習志野市旧鉄道第2聯隊表門▲、同旧陸軍演習場内圍壁▲、同館山市館山海軍航

空隊赤山地下壕○、同南房総市大房岬要塞群（弾薬庫2棟・砲台跡・観測所、砲台跡2基、

掩灯所、探照灯、格納庫、発電所、火薬庫、射的場、魚雷艇発進所）12件○、いすみ市特

攻機「桜花四三乙型」行川基地跡○、松戸市旧陸軍工兵学校歩哨哨舎○、同旧陸軍工兵学

校正門門柱○、山武市青い目の人形○ 

東京都18件 

千代田区近衛師団司令部庁舎●、板橋区圧磨機圧輪記念碑○、板橋区旧陸軍板橋火薬製造

所●、豊島区鏑木久一旧軍事郵便文書△、同片野歌子家旧蔵配給切符・通帳類文書△、江

東区竹橋事件処刑場○、同越中島練兵場跡○、同明治校碑○、同南砂戦災殉難者慰霊六地

蔵△、東大和市旧日立航空機変電所○、八王子市空襲記録写真原板○、東久留米市武蔵野

鉄道引き込み線跡○、北多摩陸軍通信所跡○、武蔵村山市東京陸軍少年飛行兵学校跡地

○、府中市陸軍調布飛行場白糸台掩体壕○、東村山市陸軍少年通信兵学校跡地○、小金井

市陸軍技術研究所境界石杭△、福生市福生第一国民学校防空日誌（2点）△ 

神奈川県24件 

横須賀市東京湾第３海堡構造物（兵舎など4件）◎、同上下水道局走水水源地煉瓦造貯水

池▲、同上下水道局水源地鉄筋コンクリート造浄水池▲、同上下水道局逸見浄水場ベンチ

ュリーメーター室▲、同上下水道局逸見浄水場配水池東入口▲、同上下水道局逸見浄水場

配水池西入口▲、同上下水道局逸見浄水場暖速浄過調整室Ⅰ▲、同上下水道局逸見浄水場

暖速浄過調整室Ⅱ▲、同上下水道局逸見浄水場暖速浄過調整室Ⅲ▲、同上下水道局逸見浄

水場暖速浄過調整室Ⅳ▲、同横須賀重砲兵連隊営門◇、同逸見波止場衛門◇、同東京湾要

塞猿島砲台●、同千代ヶ崎砲台●、相模原市旧陸軍通信学校将校集会所△、同集会所庭園

△、同旧陸軍電信第１連隊電信神社碑及び奠営訓辞碑△、川崎市多摩区旧登戸研究所の遺

構群◇、同中原区陸軍用地境界標◇、同宮前区「おばけ灯籠」◇、同中原区海軍東京通信

隊蟹ヶ谷分遣隊境界標柱◇、同幸区陸軍第101連隊（東部62部隊）関係名簿◇、同高津区

陸軍軍用地境界標◇、同海軍東京通信隊蟹ヶ谷分遣隊地下壕◇ 

中部40件(38) 

新潟県5件 

上越市旧師団長舎○、長岡市水道タンク▲、同旧中島浄水場ポンプ室棟▲、同旧中島浄水

場監視室棟▲、同旧中島浄水場予備発電機室棟▲、 

石川県8件 

金沢市旧陸軍第９師団司令部庁舎▲、同旧陸軍第九師団長官舎△、同旧金沢偕行社▲、同

旧金沢陸軍兵器支廠第５号兵器庫●、同６号兵器庫●、同７号兵器庫●、内灘町着弾観測

所跡○、射撃指揮所跡○ 

富山県3件 

南砺市立野原監的壕○、同吉江地区招魂社（旧吉江小学校奉安殿）▲、同旧大鋸屋小体育

館（奉安殿）▲ 



福井県2件 

南越前町特務艦関東の遭難の碑○、福井市旧鶉小学校奉安殿▲ 

山梨県3件 

甲府市旧歩兵第49連隊糧抹庫▲、同南アルプス市ロタコ跡３号掩体壕○、「わだつみ平和

文庫中村徳郎・克郎資料」◇ 

長野県5件(3) 

松川町元大島防空監視哨跡○、同松川町生田塩倉陸軍戦闘機墜落の地○、同松本市旧松本歩

兵第 50連隊糧抹庫▲、※参考 大町市大町防空監視哨跡-周知の埋蔵文化財包蔵地、木島平

村監的壕１箇所 2022年 7月の文化財保護審議会で指定を検討、木島平村旧往郷村の忠魂碑

の碑名（軸物）乃木大将直筆として村指定有形文化財 昭和 62年〇 

愛知県12件 

犬山市明治村旧名古屋衛戍病院◎、歩兵第６連隊兵舎▲、名古屋市乃木倉庫▲、豊橋市旧

陸軍第15師団司令部庁舎▲、豊橋市旧陸軍第15師団長官舎○、豊川市豊川海軍工廠遺跡

◯、同市一宮町砥鹿神社西参道石鳥居○、半田市旧中島飛行機半田製作所衣糧倉庫▲、尾

張旭市旧旭兵器製造本社事務棟▲、瀬戸市法雲寺陶製梵鐘○、一宮市旧起第二尋常小学校

奉安殿▲、知多郡美浜町第一弘和海軍航空隊防空指揮所○ 

静岡県2件 

静岡市禅叢寺本堂扁額△、静岡県浜松市凱旋紀念門▲ 

近畿28件(27) 

京都府15件 

京都市旧外務省東方文化研究所▲、同伏見区近鉄澱川橋梁▲、城陽市車塚古墳•掩体●、

舞鶴市舞鶴旧鎮守府水道施設（7件を１構）●、同舞鶴海軍兵器廠魚形水雷庫●、同舞鶴

海軍兵器廠予備艦兵器庫●、同舞鶴海軍兵器廠弾丸庫並小銃庫●、同舞鶴海軍兵器廠雑器

庫並預兵器庫●、同舞鶴海軍兵器廠第３水雷庫●、同舞鶴海軍軍需品倉庫（電機庫）●、

同舞鶴海軍軍需品倉庫（第１水雷庫）●、同舞鶴海軍軍需品倉庫（第２水雷庫）●、同北

吸隧道▲、同神崎赤煉瓦ホフマン窯▲、同舞鶴鎮守府乙号官舎▲ 

大阪府3件 

大阪市立美術館（旧高射砲第３師団司令部）▲、大阪市大阪城天守閣▲、 

大阪市西成区北津守久金属工業旧防空壕▲ 

兵庫県2件(1) 

姫路市立美術館（旧第10師団兵器庫）▲ 加西市青野原俘虜収容所将校風呂棟令和元年度

県登録有形文化財（建造物）△ 

三重県5件 

鈴鹿市北伊勢陸軍飛行場掩体▲、四日市市誓元寺奉安殿▲、津市寒松院被災墓石○、明和

町旧陸軍第7通信連隊128部隊防空壕○、同熊野市所山の英国人墓地○、 

滋賀県1件 



米原市機関車避難壕（2基）◯ 

和歌山県2件 

和歌山市旧加太砲台弾廠▲、同旧加太砲台厠▲ 

中国25件 

鳥取県1件 

境港市台場公園内慰霊塔○ 

島根県2件 

浜田市立第一中学校屋内運動場（旧歩兵第21連隊雨覆練兵場）▲、島根県立浜田高校第二

体育館（旧歩兵第21連隊雨覆練兵場）▲、 

広島県19件 

広島市原爆ドーム●、同広島陸軍糧抹支廠缶詰工場○、同日本銀行広島支店○、同旧広島

地方気象台◯、同広島城●、同旧広島高等学校講堂▲、呉市旧呉鎮守府司令長官官舎（和

館）●、同（洋館）●、同海軍工廠時計○、同入船山記念館休憩所▲、同水道局宮原浄水

場低区配水池▲、同水道局平原浄水場低区配水池▲、同水道局二河原水源地取入口▲、同

本庄水源地堰堤水道施設●、同入船山記念館旧高鳥砲台火薬庫▲、三原市旧大草尋常高等

小学校奉安殿▲、世羅町旧大田尋常高等小学校奉安殿▲、江田島市旧江田島海軍下士兵卒

集会所（海友舎）平屋建棟▲、同旧江田島海軍下士兵卒集会所（海友舎）二階建棟▲ 

岡山県3件 

岡山市岡山大学情報展示室（旧陸軍17師団司令部衛所）▲、同岡山県総合グランドクラブ

（旧偕行社）▲、瀬戸内市邑久（おく）光明園奉安殿▲ 

四国15件 

徳島県6件 

鳴門市板東俘虜収容所跡●、同板東俘虜収容所安芸家バラッケ▲、同板東俘虜収容所柿本

家バラッケ▲、同ドイツ橋◎、ドイツ兵慰霊碑◎、同板東俘虜収容所関係資料◎ 

香川県3件 

善通寺市旧善通寺偕行社●、同旧陸軍第11師団兵舎棟▲、同多度津町JR多度津工場会食所

1号▲ 

愛媛県3件 

松山市掩体壕◯、同大宝寺●、伊方町旧正野谷桟橋（軍艦波止場）▲ 

高知県3件 

南国市前浜掩体群（7基）○、高知市織田歯科塀▲、香南市野市町東佐古鬼ヶ岩屋洞穴遺

跡○ 

九州・沖縄111件(92) 

福岡県6件(4) 

行橋市稲童１号掩体壕○、志面町旧志面鉱業所竪坑櫓●、須恵町旧海軍燃料敞採炭部新原

採炭本部跡○、大牟田市役所本庁舎旧館▲、築上町小原墜落紫電改プロペラ〇、築上町旧



椎田尋常高等小学校奉安庫〇 

大分県18件 

宇佐市城井１号掩体○、宇佐海軍航空隊落下傘整備所○、宇佐海軍航空隊半地下式コンク

リート建物○、宇佐海軍航空隊関係爆弾池○、高居地下壕○、宇佐海軍航空隊発動機試運

転場○、宇佐海軍航空隊関係連光寺生き残り門△、宇佐海軍航空隊忠魂碑△、宇佐海軍航

空隊関係柳田清雄顕彰碑△、宇佐海軍航空隊関係旧三洲国民学校コンクリート塀△、宇佐

海軍航空隊正門門柱△、佐伯市旧佐伯海軍航空隊掩体壕▲、同丹賀砲台跡（豊予要塞）

○、同仙崎砲台跡（豊予要塞）○、同西南戦役古戦場陸地峠○、同西南の役津島畑古戦場

○、玖珠町豊後森林機関庫▲、同豊後森林機関庫転車台▲ 

佐賀県1件 

佐賀市三重津海軍所● 

長崎県13件 

長崎市大浦天主堂●、同山王神社の大クス○、長崎原爆遺跡旧山城国民学校校舎●、同浦

上天主堂旧鐘楼●、同旧長崎医科大学門柱●、同山王神社二の鳥居●、同爆心地●、長崎

県島原市からゆき塔女のドーム○、佐世保市旧佐世保鎮守府武庫預兵器庫▲、旧佐世保鎮

守府凱旋記念館▲、佐世保重工業250トン起重機▲、旧佐世保無線通信所施設（針尾送信

所）●、大村市第21海軍航空廠本部防空壕○、 

熊本県13件 

あさぎり町神殿原秘匿飛行場掩体壕△、熊本県西南戦争遺跡●、熊本市明徳官軍墓地◎、

同七本官軍墓地◎、同花崗山陸軍埋葬地○、同旧輜重兵６連隊衛兵所○、熊本県玉東町有

栖川の宮監戦の地○、同篠原国幹戦傷の地○、同南関町城ノ原官軍墓地◎、同肥猪町官軍

墓地○、同水俣市陣内官軍墓地◎、同和水町下岩官軍墓地◎、同菊池市花房飛行場給水塔

○ 

宮崎県6件(0) 

延岡市南州翁寓居跡◎、日向市有栖川征討総督宮殿下御本営遺跡◎、日向市西郷南州翁家

来の墓〇、日向市西南の役細島官軍墓地〇、高千穂町西南の役官軍墓地〇、高鍋町太平洋

戦争空襲・蚊口踏切西側機銃弾跡〇 ※参考 宮崎市では赤江地区にある掩体壕を取得、

見学できるように整備。 

鹿児島県26件(23) 

薩摩川内市天狗鼻海軍望楼台○、姶良町山田の凱旋門▲、南九州市旧知覧飛行場給水塔

○、同旧知覧飛行場油脂庫○、知覧特攻戦没者の手記（18点）○、なでしこ隊「特攻日

記」○、同旧陸軍知覧飛行場弾薬庫▲、同旧陸軍知覧飛行場着陸訓練施設鎮碇▲、同旧陸

軍知覧飛行場防火水槽▲、同旧陸軍四式戦闘機「疾風」（1446号機）○、鹿屋市海軍航空

隊笠野原基地跡の川東掩体壕○、同海軍航空隊串良基地跡の地下壕電信壕電信司令室○、

大和村今里小中学校旧奉安殿▲、伊仙町鹿浦小学校奉安殿▲、瀬戸内町旧木慈小学校奉安

殿▲、同須子茂小学校奉安殿▲、同薩川小学校奉安殿▲、同池地小中学校旧奉安殿▲、同



節子小中学校旧奉安殿▲、同古仁屋小学校旧奉安殿▲、志布志市権現島水際陣地跡○、同

西馬場の岩川海軍航空隊基地通信壕跡○、同平床の通信壕跡○、伊佐市西南戦争高熊山古

戦場◎、鹿児島市祇園之洲台場跡◎、龍郷町秋名小学校旧奉安殿〇 ※西南戦争関連遺跡

として16市町の100件がリストアップされている。記念碑69件、陣地13件、戦場跡5件、墓

地5件、建造物4件、休憩地2件、街道1件、その他1件。 

沖縄県28件(20) 

伊江村公益質屋○、南風原町沖縄陸軍病院南風原壕○、中城村 161.8高地陣地○、読谷村座

喜味掩体壕○、読谷村座喜味忠魂碑○、同チビチリガマ○、うるま市新川・クボウグスク陣

地壕群○、同平敷屋製糖工場跡○、宜野座村米軍野戦病院集団埋葬地収骨報告書○、本部町

本部監視哨跡○、渡嘉敷村旧日本軍特攻艇秘匿壕○、渡嘉敷村集団自決跡地○、渡嘉敷村赤

松隊本部壕◯、宮古島市ヌーザランミ海軍特攻艇格納秘匿壕○、同佐事川嶽凝灰岩層及佐事

川の陣地壕○、石垣市名蔵白水の戦争遺跡群○、石垣市元海底電線陸揚室○、同登野城尋常

高等小学校奉安殿○、沖縄市美里国民学校奉安殿○、同美里小学校忠魂碑◯ 

追加 

下り井戸 ※竹富町指定史跡：昭和 47年 8月 30日指定〇 

ミンカザントゥ ※伊江村指定有形民俗文化財：昭和 52年 12月 14日指定〇 

旧謝花尋常高等小学校跡 奉安殿 ※本部町指定歴史資料：平成 21年 11月 20日指定〇 

旧西原村役場壕 ※西原町指定史跡：平成 27年 6月 9日指定〇 

ウローカーの砲台跡 ※南城市指定史跡：平成 20年 4月 24日指定〇 

前川民間壕防空壕跡 ※南城市指定史跡：平成 30年 4月 24日指定〇 

忠魂碑 ※金武町指定史跡：令和 3年 1 月 1日指定〇 

億首橋 ※金武町指定史跡：令和 3年 1 月 1日指定〇 

 


