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東京都内の大規模な旧軍用地及び旧軍建物の 1948 年の使用状況 
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The purpose of this paper is to clarify the use of major former military grounds and remaining former military buildings 
in Tokyo Prefecture in 1948 by analyzing the data in “Report of former military grounds and remaining former military 
buildings in Tokyo prefecture.”  
I found that there were some former military grounds and former military buildings that GHQ did not use. I found that 
some grounds were used for agriculture and others for education, housing, factories and laboratories. I can point out 
that such grounds and buildings were usually mixed-use, and education facilities and laboratories were taken over their 
former use of military age. I also found that there were few former military grounds and former military buildings that 
were not in use. 
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１．はじめに 

（１）背景と目的 

終戦によって遊休国有財産として残された旧軍用地や旧軍建

物は、戦災復興期やそれに続く高度経済成長期に、様々な用途に

転用され、戦後の都市形成に役立てられたことが知られている。

また、旧軍用地や旧軍建物の転用を促すために、1948 年 6 月に

は国有財産法や旧軍用財産の貸付及譲渡の特例等に関する法律

が制定され、自治体が旧軍用地や旧軍建物を使用する際には、無

償貸付や減額譲渡、減額貸付がなされることとなった（施行は1

年後）。しかし、これらの法制度が整備される以前であっても、

進駐軍の許可を得て、多くの旧軍用地や旧軍建物が利用されて

いた。接収中の旧軍用地や旧軍建物であっても、進駐軍が使用し

ないものは、民生安定のために終戦直後から使用が許可され、さ

らに GHQ 覚書「日本軍の建物、施設、土地に関する件」（1946

年5月）では、進駐軍に当面必要のない旧軍用地や旧軍建物は、

返還されることとなっていたのである。 

大量の旧軍用地や旧軍建物が存在した東京都に関しては、『東

京都下における旧軍用地並に旧軍用建物調査』（以下、「調査報告

書」）を用いることで、前述の法制度がちょうど整えられ、施行

を待っている段階である1948年9月時点での旧軍用地と旧軍建

物の使用状況が網羅的に把握できる。進駐軍に最も重視された

であろう首都東京では、進駐軍が使用していた旧軍用地や旧軍

建物が非常に多かったと推測される一方で、復興期の旺盛な土

地需要を背景に日本側において使用されていた旧軍用地や旧軍

建物も多かったと思われる。 

そこで本研究では、「調査報告書」に記載されている旧軍用地

と旧軍建物の個別の情報から、当時の使用状況を定量的に明ら

かにすることを目的とする。なお、特に大規模な旧軍用地及び旧

軍建物に焦点を当て、考察する。 

（２）考察の対象 

「調査報告書」を用いて旧軍用地と旧軍建物の種類について分

析した既往研究 1)と同様、内訳表の個別データのうち重複分を除

くこととする。さらに、旧軍用地（土地）に関しては、別の旧軍

用地の一部とされるもの、借地、大部分が水面とされるものも除

き、区部175件、多摩地域80件を抽出する。旧軍建物に関して

は、借地なども含め旧軍建物が存在していた区部142件、多摩地

域 59 件を抽出する。これらの中で、旧軍用地面積 30ha 以上の

26件を大規模旧軍用地、旧軍建物の延床面積30,000m2以上の27

件を大規模残存旧軍建物として、本研究での分析対象としてい

る(1)。なお、旧軍用地の面積、旧軍建物の延床面積とも坪表記の

ものを1坪＝3.3m2で換算している。 

（３）考察の方法 

「調査報告書」の内訳表にある各旧軍用地の使用状況欄には、

何にどれだけ（土地面積、建物延床面積）使用しているかの記載

がある。この記載内容から、旧軍用地、旧軍建物ともに使用用途

を10分類（庁舎、学校、住宅、産業、研究所等(2)、農地、その他

公共(3)、用途不明(4)、進駐軍、未使用(5)）で整理したうえで、進駐

軍による使用状況、日本側による使用状況（農地、農地以外）、

未使用の三点で考察する。 

２．大規模旧軍用地の使用状況（表１、図１） 

（１）考察対象とする旧軍用地の概要 

100ha以上が5件、50～100haが11件、30～50haが10件であ

る。旧軍用地の分類をみると、上位3件は「飛行場」が占めてい

るが、「工場」9件や「学校」5件が多い。26件合計で2,120.8ha

あり、区部及び多摩地域の旧軍用地240件の合計3,123.9ha のう

ち、67.9％を占める。なお、区部が7件、479.3ha、多摩地域が19

件、1,693.4haで、それぞれの旧軍用地面積の42.7％、84.7％を占

める。ただし、14位の東京少年通信学校については、「調査報告

書」の使用状況欄に数値の記載がなく、定量的な分析ができない
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 ため、以降の考察対象からは除外することとする(6)。 

（２）進駐軍による使用 

上位1～3位の飛行場3件をはじめ、11件の旧軍用地を進駐軍

が全面的に使用している。一部を日本側が使用しているものの、

8割以上を進駐軍が使用している旧軍用地も3件あり(7)、他に進

駐軍の使用が4～7割程度の旧軍用地が2件ある。一方で、進駐

軍が全く使用していないか、あるいはごく一部（1割未満）しか

使用していない旧軍用地は 9 件あり、うち 8 件は多摩地域の旧

軍用地である。区部の大規模旧軍用地の多くは進駐軍に使用さ

れていた一方で、多摩地域であれば日本側で使用できる大規模

旧軍用地が比較的あったということが分かる。 

（３）日本側による使用（農地） 

終戦直後から、進駐軍が使用していない旧軍用地は日本側で

使用することができたため、かなりよく利用されている。まず、

食糧増産の必要性から農地として使用されている旧軍用地が目

立つ。全面的に農地として使用されている旧軍用地が3件、ほと

んどが農地として使用されている旧軍用地が2件ある。6位の相

模造兵廠戦車運行道路は、丘陵地の尾根沿いなどに造られた戦

車の走行試験路であり、営農4団体(8)によって周辺の丘陵地とと

もに農地化されていた。10位の東京兵器補給廠小平分廠や13位

の東京陸軍少年兵飛行学校には、それぞれ延床面積 49,325m2、

41,521m2 の旧軍建物が残されていたが、これらは売却されるこ

ととなっており、建物があっても大部分あるいは全部が農地と

されていた(9)。また、17位の駒沢練兵場は元々建物が少なく、21

位の陸軍幼年学校には旧軍建物が既にほとんどない状態で、9割

以上あるいは全部が農地とされていた(10)。 

（４）日本側による使用（農地以外） 

日本側が使用している旧軍用地で、農地以外に比較的よく見

られる用途は、学校、住宅、産業、研究所等である。ただし、農

地のように旧軍用地の全域あるいは大部分を一つの用途が占め

るということはなく、これら用途が混在しているか、進駐軍使用

が主でその残部がいずれかの用途で使用されているのが実態で

表１ 東京都内の大規模旧軍用地一覧（30ha以上） 

旧軍用地名 所在地 立地区分 軍用地分類 面積(ha) 延床面積(㎡) 備考 

1.陸軍航空審査部本部及多摩陸軍飛行場 福生町 多摩 飛行場 313.4  25,100  研究所含む 

2.立川飛行場 立川市 多摩 飛行場 205.0  33   

3.成増陸軍飛行場 練馬区 区部 飛行場 181.5  3,303   

4.東京第二陸軍造兵廠多摩製作所 稲城村 多摩 工場 165.5  63,347   

5.陸軍経理学校 小平町 多摩 学校 127.0  85,015   

6.相模造兵廠戦車運行道路 多摩村 多摩 その他 99.0  0   

7.国分寺研究所（多摩陸軍技術研究所） 小平町 多摩 研究所 95.3  68,782   

8.代々木練兵場 渋谷区 区部 練兵場 88.5  901   

9.陸軍航空工廠 昭和町 多摩 工場 88.3  103,990   

10.東京兵器補給廠小平分廠 小平町 多摩 倉庫 86.2  56,229   

11.陸軍燃料本廠 府中町 多摩 工場 59.3  145,860   

12.陸軍航空技術研究所 立川市 多摩 研究所 58.7  142,405   

13.東京陸軍少年兵飛行学校 村山村 多摩 学校 56.6  41,521   

14.東京少年通信学校 東村山町 多摩 学校 52.0  42,339   

15.立川陸軍航工廠 立川市 多摩 工場 51.5  104,115   

16.東京陸軍第2造兵廠本部及板橋製造所 板橋区 区部 工場 50.2  60,997   

17.駒沢練兵場 世田谷区 区部 練兵場 49.3  3,584   

18.陸軍獣医資材本廠 砂川村 多摩 工場 44.9  70,006  宿舎含む 

19.立川陸軍整備学校 瑞穂町 多摩 学校 43.6  100,508   

20.陸軍浅川倉庫（浅川地下壕） 浅川町 多摩 その他 43.3  0   

21.陸軍幼年学校 横山村 多摩 学校 41.6  69   

22.東京陸軍第一造兵廠 北区 区部 工場 39.8  165,482   

23.陸軍兵器補給廠及陸軍兵器本部東京出張所 板橋区 区部 倉庫 37.5  81,404   

24.陸軍省・陸軍参謀本部 新宿区 区部 官衙 32.5  75,699   

25.立川陸軍航空廠熊川出張所 福生町 多摩 工場 31.7  2,072   

26.日本製鋼所武蔵製作所・大阪陸軍造兵廠助成法地区 府中町 多摩 工場 30.5  59,384   

(注1)旧軍用地名欄の数字は、旧軍用地規模（面積）の順位をあらわしている。所在地欄は当時の市区町村名。これらは、表２も同様。 

(注2)8位について、「調査報告書」での表記は代々木陸軍飛行場であるが、一般に代々木練兵場として知られているため、名称を代えている。 

(注3)24位について、「調査報告書」での表記は陸軍予科士官学校であるが、これは1941年に朝霞へ移転し、代わって陸軍省と陸軍参謀本部が移転して

きているので、名称を代えている。表２の9位も同様。 
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ある。例えば、16位の東京陸軍第二造兵廠本部及板橋製造所は、

ご進駐軍使用はごく一部で、ほとんどを日本側が農地以外の用

途で使用している稀なケースであるが、学校としての利用が過

半を占めつつ、住宅、産業、研究所等にも少なからず使用されて

いる。ともに過半が未利用である 5 位の陸軍経理学校や 7 位の

国分寺研究所では、学校と研究所等が主たる使用用途であり、進

駐軍使用が5割弱の22位の東京陸軍第一造兵廠では、産業用地

と住宅としての使用面積がそれに次ぐ広さであった。 

また、進駐軍使用が8割以上を占める18位の陸軍獣医資材本

廠では残部が住宅として、進駐軍使用が7割弱を占める26位の

日本製鋼所武蔵製作所・大阪陸軍造兵廠助成法地区では残部が

産業用地として使用されている。 

（５）未使用の旧軍用地 

終戦後 3 年しか経過していないということもあり、30ha 以上

の大規模旧軍用地ともなれば、使い切らずに未使用となってい

る部分も多かったのではないかと思われるが、そうではない。全

く使用されていない旧軍用地は、20 位の陸軍浅川倉庫（浅川地

下壕）の1件のみで、特殊な例である。この旧軍用地は、当初は

陸軍の倉庫として掘られ、実際には中島飛行場の疎開工場とし

て機械類が運び込まれた地下壕であり、終戦後しばらく閉鎖さ

れていたものである。他に、過半が使用されていなかったと思わ

れる旧軍用地は 2 件だけで、5 位の陸軍経理学校では 73.9ha、7

位の国分寺研究所では55.6haが未使用と推測される。 

 

３．大規模残存旧軍建物の使用状況（表２、図２） 

（１）考察対象とする旧軍建物の概要 

延床面積 10 万m2以上が 6 件、5～10 万m2が 10 件、3～5 万

m2が11件である。旧軍用地の分類をみると、「工場」が11件で

図１ 東京都内の大規模旧軍用地の使用状況（割合） 

(注)凡例中「進駐軍の使用面積不明」とは、「進駐軍一部使用」あるいは「其の他一部進駐軍使用」との記載で、具体的な使用面積が不記載の場合である。

図２も同様。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.陸軍航空審査部本部及多摩陸軍飛行場

2.立川飛行場

3.成増陸軍飛行場

4.東京第二陸軍造兵廠多摩製作所

5.陸軍経理学校

6.相模造兵廠戦車運行道路

7.国分寺研究所（多摩陸軍技術研究所）

8.代々木練兵場

9.陸軍航空工廠

10.東京兵器補給廠小平分廠

11.陸軍燃料本廠

12.陸軍航空技術研究所

13.東京陸軍少年兵飛行学校

15.立川陸軍航工廠

16.東京陸軍第二造兵廠本部及板橋製造所

17.駒沢練兵場

18.陸軍獣医資材本廠

19.立川陸軍整備学校

20.陸軍浅川倉庫（浅川地下壕）

21.陸軍幼年学校

22.東京陸軍第一造兵廠

23.陸軍兵器補給廠及陸軍兵器本部東京出張所

24.陸軍省・陸軍参謀本部

25.立川陸軍航空廠熊川出張所

26.日本製鋼所武蔵製作所・大阪陸軍造兵廠助成法地区

庁舎 学校 住宅 産業 研究所等 農地 その他公共 用途不明 進駐軍 進駐軍の使用面積不明 未使用
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 最も多く、上位5件中でも4件を占める。他には「学校」6件が

多いが、「兵営」「倉庫」「研究所」もそれぞれ3件ある。旧軍建

物延床面積は、27件合計1,842千m2であり、区部及び多摩地域

の旧軍建物の残存する旧軍用地203件の合計2,740千m2のうち、

67.2％を占める。なお、区部が12件、721千m2、多摩地域が15

件、1,163千m2で、それぞれの旧軍建物延床面積の51.2％、87.3％

を占める。ただし、22位の東京少年通信学校については、「調査

報告書」の使用状況欄に数値の記載がなく、定量的な分析ができ

ないため、以降の考察対象からは除外することとする(11)。 

（２）進駐軍による使用 

10 件で進駐軍が旧軍建物を全面的に使用しているほか、8 割

以上を進駐軍が使用している旧軍用地も4件あり(12)、さらに4～

7 割程度を進駐軍が使用している旧軍用地が 3 件ある(13)。一方

で、旧軍建物を進駐軍が全く使用していないか、あるいはごく一

部（1割未満）しか使用していない旧軍用地が8件ある。区部と

多摩地域、それぞれ4件ずつであることから、多摩地域だけでな

く区部においても、日本側で使用できる大規模旧軍建物が比較

的あったと言える。 

（３）日本側による使用 

日本側が使用している旧軍建物で比較的よく見られる用途は、

学校、住宅、産業、研究所等であり、旧軍用地（土地）の場合と

ほぼ同様である。ただし、旧軍建物の全部あるいは大部分を一つ

の用途が占めるケースも見られ、例えば18位の陸軍製絨廠及同

官舎は、延床 47,325m2 の旧軍建物を含め敷地全域を織物会社 1

社が使用している。7位の陸軍経理学校についても、旧軍建物の

延床面積の70％以上（61,380m2）を研究所等が使用している(14)。 

他は、旧軍用地（土地）の場合と同様で、これら用途が混在し

ているか、進駐軍使用が主でその残部がいずれかの用途で使用

されている。例えば、11 位の国分寺研究所では、学校と研究所

等が主たる使用用途であり、13 位の東京陸軍第二造兵廠本部及

板橋製造所では、学校としての利用が過半を占めつつ、住宅、産

業、研究所等にも少なからず使用されているが、これらは前述の

旧軍用地（土地）の使用と同様の傾向である。進駐軍使用が5割

弱の 1 位の東京陸軍第一造兵廠では、産業用として 7 社が使用

しており、旧軍建物の延床面積の約4割を占め、庁舎としての使

用も約 1 割ある。庁舎としての使用が特徴的なのは、16 位の香

表２ 東京都内の大規模残存旧軍建物一覧（延床30,000m2以上） 

旧軍用地名 所在地 立地区分 軍用地分類 面積(ha) 延床面積(㎡) 備考 

1.東京陸軍第一造兵廠 北区 区部 工場 39.8  165,482  ※ 

2.陸軍燃料本廠 府中町 多摩 工場 59.3  145,860  ※ 

3.陸軍航空技術研究所 立川市 多摩 研究所 58.7  142,405  ※ 

4.立川陸軍航工廠 立川市 多摩 工場 51.5  104,115  ※ 

5.陸軍航空工廠 昭和町 多摩 工場 88.3  103,990  ※ 

6.立川陸軍整備学校 瑞穂町 多摩 学校 43.6  100,508  ※ 

7.陸軍経理学校 小平町 多摩 学校 127.0  85,015  ※ 

8.陸軍兵器補給廠及陸軍兵器本部東京出張所 板橋区 区部 倉庫 37.5  81,404  ※ 

9.陸軍省・陸軍参謀本部 新宿区 区部 官衙 32.5  75,699  ※ 

10.陸軍獣医資材本廠 砂川村 多摩 工場 44.9  70,006  ※ 宿舎含む 

11.国分寺研究所（多摩陸軍技術研究所） 小平町 多摩 研究所 95.3  68,782  ※ 

12.東京第二陸軍造兵廠多摩製作所 稲城村 多摩 工場 165.5  63,347  ※ 

13.東京陸軍第二造兵廠本部及板橋製造所 板橋区 区部 工場 50.2  60,997  ※ 

14.日本製鋼所武蔵製作所・大阪陸軍造兵廠助成法地区 府中町 多摩 工場 30.5  59,384  ※ 

15.東京兵器補給廠小平分廠 小平町 多摩 倉庫 86.2  56,229  ※ 

16.近衛歩兵第一・二連隊・近衛第一師団通信隊 千代田区 区部 兵営 17.6  50,756   

17.陸軍被服本廠 北区 区部 工場 29.3  48,962   

18.陸軍製絨廠及同官舎 荒川区 区部 工場 11.0  47,325  官舎含む 

19.陸軍航空技術学校 立川市 多摩 学校 12.6  46,464   

20.電信第一連隊 中野区 区部 兵営 28.2  44,946   

21.海軍技術研究所 渋谷区 区部 研究所 20.2  42,692   

22.東京少年通信学校 東村山町 多摩 学校 52.0  42,339  ※ 

23.東京陸軍少年兵飛行学校 村山村 多摩 学校 56.6  41,521  ※ 

24.東京第二陸軍造兵廠王子工場 北区 区部 工場 18.9  35,782   

25.近衛歩兵第七連隊 港区 区部 兵営 12.2  33,832   

26.東京第一造兵廠練馬倉庫 練馬区 区部 倉庫 0.0  33,551  借上地 

27.立川陸軍航空廠技能者養成所 昭和町 多摩 学校 28.9  32,951   

(注)備考欄の※印は、表１と重複するもの（旧軍用地面積30ha以上）をあらわしている。 
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江歩兵第一・第二連隊・近衛第一師団通信隊で、兵営などであっ

た旧軍建物のうち 3 割弱に当たる 13,193m2が、法務庁や財団法

人の庁舎として使用され、他に 16,847m2が警視庁警察練習所と

して使用されていた。この旧軍用地が、庁舎などの官公庁使用で

占められた要因の一つは、旧江戸城北の丸という立地場所の重

要性と考えられる。 

また、進駐軍使用が8割以上を占める10位の陸軍獣医資材本

廠では残部が住宅として、進駐軍使用が5割弱を占める14位の

日本製鋼所武蔵製作所・大阪陸軍造兵廠助成法地区では残部が

産業用地として使用されているが、前述の旧軍用地（土地）の使

用と同様の傾向である。 

従前用途との関係に着目すると、軍事工場の建物を工場とし

て使用している例が一定程度見られた一方で、建物を学校や住

宅に転用して使用している例も多いことが分かる。また、学校や

研究所であった旧軍建物は、従前用途を継承し、学校や研究所等

として使用される傾向が見られた。 

（４）未使用の旧軍建物 

終戦後 3 年しか経過しておらず、物資不足のなかで旧軍建物

に対する需要は多くあったと考えられるが、使用されていない

旧軍建物が多く残されていた旧軍用地もあった。15 位の東京兵

器補給廠小平分廠と 24 位の東京第２陸軍造兵廠王子工場では、

8～9割程度の旧軍建物が使用されておらず、それぞれ49,325m2、

32,654m2が未使用と推測される。ただし前者については、「公共

団体会社等に売払中」との記載があるので、活用の目途が立って

いたと思われる。後者は、産業用地として6社が使用中とされる

が、そのうち5社は土地のみの使用で、旧軍建物を使用している

のは1社、3,128m2だけである。なお、この旧軍用地は賠償指定

工場となっており、未使用の旧軍建物内に、戦勝国などへの賠償

に充てる予定の機械設備類が保管されていた可能性がある(15)。 

 

図２ 東京都内の大規模残存旧軍建物の使用状況（割合） 

(注)凡例中「農地」とは農業団体による使用を表す。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.東京陸軍第一造兵廠

2.陸軍燃料本廠

3.陸軍航空技術研究所

4.立川陸軍航工廠

5.陸軍航空工廠

6.立川陸軍整備学校

7.陸軍経理学校

8.陸軍兵器補給廠及陸軍兵器本部東京出張所

9.陸軍省・陸軍参謀本部

10.陸軍獣医資材本廠

11.国分寺研究所（多摩陸軍技術研究所）

12.東京第二陸軍造兵廠多摩製作所

13.東京陸軍第二造兵廠本部及板橋製造所

14.日本製鋼所武蔵製作所・大阪陸軍造兵廠助成法地区

15.東京兵器補給廠小平分廠

16.近衛歩兵第一・二連隊・近衛第一師団通信隊

17.陸軍被服本廠

18.陸軍製絨廠及同官舎

19.陸軍航空技術学校

20.電信第一連隊

21.海軍技術研究所

23.東京陸軍少年兵飛行学校

24.東京第二陸軍造兵廠王子工場

25.近衛歩兵第七連隊

26.東京第一造兵廠練馬倉庫

27.立川陸軍航空廠技能者養成所

庁舎 学校 住宅 産業 研究所等 農地 その他公共 用途不明 進駐軍 進駐軍の使用面積不明 未使用
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 ５．まとめ 

進駐軍による全面的使用あるいはそれに近い使用状況であっ

た大規模旧軍用地が多かった一方で、多摩地域には日本側で使

用可能な大規模旧軍用地が比較的残されていた。大規模残存旧

軍建物もほぼ同様の傾向が見られたが、区部にも日本側で使用

可能な大規模残存旧軍建物が比較的残されていた点が異なる。 

日本側による旧軍用地の使用としては、旧軍建物が多く残さ

れていた旧軍用地も含め、農地としての使用が多く見られた。そ

れ以外では、学校、住宅、産業用地、研究所などとして使用され、

しかもこれら用途が混在している場合が多かった。日本側によ

る旧軍建物の使用用途もほぼ同様の傾向が見られたが、一部、特

定の用途で占められている場合があった。また、旧軍の学校や研

究所では、建物の従前用途が継承されている傾向が見られ、軍事

工場では、産業用途として継承されている場合と、学校や住宅な

ど他用途に転用されている場合とが見られた。 

未使用の旧軍用地、旧軍建物は限られ、地下壕という特殊な例

のほか、過半が未使用の旧軍用地、旧軍建物はそれぞれ2件ずつ

であった。 

 

補注 

(1)このうち17件は、旧軍用地と旧軍建物の双方で重複して考察対象とな

っている。表２を参照。 

(2)研究所等には、研究所（逓信省電波物理研究所、民生科学協会研究所、

野口研究所、理化学研究所、科学研究所）のほか、試験施設（農林省林

業試験場、建設院地質調査所）、研修施設（警察大学、高等通信講習所、

警視庁警察練習所）が含まれる。 

(3)その他公共には、病院（稲村病院）、福祉施設（都養育院）、道路（府中

町都市計画道路）が含まれる。 

(4)用途不明とは、日本側で使用しており用途が不明なものに加え、複数用

途で使用されており区別できないものも含めている。前者としては、国

分寺研究所（元所有者に返還との記載）、東京陸軍少年兵飛行学校（売

却との記載）が該当する。後者としては、東京第二陸軍造兵廠多摩製作

所（共栄会玉派出所、病院、住宅、稲城村との記載）が該当する。 

(5)未使用は、当該旧軍用地の面積あるいは旧軍建物延床面積から、使用状

況欄記載の数値を差し引いて算出している。 

(6)数値記載はないが、大部分を高等通信講習所、それ以外の土地を東村山

農業会と村山農業会が使用していることは示されている。  

(7)4位の東京第2陸軍造兵廠多摩製造所では使用状況欄に「進駐軍一部使

用」、23位の陸軍兵器補給廠及陸軍兵器本部東京出張所では「其の他一

部進駐軍使用」との記載があるだけで、具体的な使用面積は不明である。

しかし、前者は多摩火薬製造所としても知られ、戦後は米軍の多摩弾薬

庫（1960年代後半まで）、多摩サービス補助施設（ゴルフ場、キャンプ

場など）として使用されていることから、進駐軍の使用面積は非常に大

きかったと考えられる。また、後者は北区から板橋区に広がる陸軍の兵

站施設群の一画で、進駐軍のTOD(Tokyo Ordnance Depot)のエリア1と

エリア 2 なったことから、進駐軍の使用面積は非常に大きかったと考

えられる。そのため、これら2件の旧軍用地も含めている。 

(8)多摩村農業会、由木村農業会、鶴川農業会、谷戸農事実行組合による。 

(9)東京兵器補給廠小平分廠は小平農業会、東京陸軍少年兵飛行学校は地

元農業会が使用者とされている。 

(10)駒沢練兵場は駒沢帰農組合、陸軍幼年学校は横山村農業会が使用者と

されている。 

(11)数値記載はないが、大部分を高等通信講習所、一部を引揚者住宅とし

て使用していたことは示されている。 

(12)8 位の陸軍兵器補給廠及陸軍兵器本部東京出張所では、使用状況欄に

「其の他一部進駐軍使用」との表記があり、具体的な使用面積は不明で

あるが、補注(7)と同様に、旧軍建物の使用延床面積は非常に大きかった

と考えられることから、これも含めている。 

(13)12位の東京第2陸軍造兵廠多摩製造所では使用状況欄に「進駐軍一部

使用」との表記があり、具体的な使用面積は不明であるが、補注(2)に記

したように、旧軍建物の使用延床面積は非常に大きかったと考えられ

ることから、これも含めている。 

(14)警察大学が52,800m2、建設院地質調査所が8,580m2の延床面積を使用

している。 

(15)大蔵省財政史室編『昭和財政史 第9巻』（東洋経済新報社、1976年）

の62～65頁に、日本政府が直接保守管理に当たった賠償指定物件のリ

ストがあり、24位の東京第二陸軍造兵廠王子工場のほか、1位の東京陸

軍第一造兵廠、3位の陸軍航空技術研究所、4位の立川陸軍航工廠、5位

の陸軍航空工廠、11位の国分寺研究所、12位の東京第二陸軍造兵廠多

摩製作所、13 位の東京陸軍第二造兵廠本部及板橋製造所が含まれる。

これらの旧軍用地では、1949 年 5 月のマッコイ声明によって賠償撤去

が中止されるまで、旧軍建物内などで機械設備類の保管がおこなわれ

ていた。 

 

参考引用文献 
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