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個別事案調査結果一覧 
 
【北海道】 

１千歳市 
第４１海軍航空廠の事案 (北海道１－１－１) .........................................................３ 
米軍千歳キャンプ第３基地の事案 (北海道１－１－２) ..........................................５ 

２美幌町 
美幌町の事案 (北海道１－２) ..................................................................................６ 

３留萌市 
留萌市（峠下）の事案 (北海道１－６－１) ............................................................９ 
留萌市内の事案 (北海道１－６－２) .................................................................. １２ 

４根室市 
根室市の事案 (北海道１－７) ............................................................................. １３ 

５札幌市 
札幌市（北海道陸軍兵器補給廠厚別常駐班）の事案 
（北海道１－１４－１）) ..................................................................................... １５ 
札幌市（第６陸軍技術研究所札幌研究室）の事案 (北海道１－１４－２) ......... １７ 
札幌市（旧北海道立工業試験場）の事案 (北海道１－１４－３) ....................... １８ 

【青森県】 
６むつ市 
むつ市（大湊地区）の事案 (青森県２－２－１) ................................................ １９ 
むつ市（大曲地区）の事案 (青森県２－２－２) ................................................ ２３ 

【宮城県】 
７女川町 
女川町の事案 (宮城県４－１) ............................................................................. ２４ 

【福島県】 
８いわき市 
いわき市の事案 (福島県７－１) ......................................................................... ２６ 

【茨城県】 
９水戸市 
水戸市の事案 (茨城県８－１) ............................................................................. ２９ 

【群馬県】 
１０榛東村 

榛東村の事案 (群馬県１０－１) ......................................................................... ３１ 
１１沼田市 

沼田市（第６陸軍技術研究所赤城分室）の事案 (群馬県１０－２－１) ............ ３３ 
沼田市（迫撃第１連隊）の事案 (群馬県１０－２－２) ..................................... ３４ 
陸軍赤城演習場の事案 (群馬県１０－２－３) .................................................... ３５ 

【埼玉県】 
１２さいたま市 

さいたま市の事案 (埼玉県１１－１) .................................................................... ３６ 
【千葉県】 

１３千葉市 
千葉県・千葉市（旧陸軍演習場）の事案  (千葉県１２－６－１) ..................... ３７ 
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千葉市内の事案 (千葉県１２－６－３) .............................................................. ４１ 
【東京都】 
１４新宿区 

新宿区の事案（東京都１３－１） ............................................................................ ４２ 
【神奈川県】 
１５湯河原町 

湯河原町の事案 (神奈川県１４－３) ...................................................................... ４６ 
１６厚木市 

第２海軍航空廠（厚木）の事案 (神奈川県１４－４) ............................................. ５０ 
１７横須賀市 

横須賀市（衣笠山）の事案 (神奈川県１４－７－１) .............................................. ５２ 
横須賀市（横須賀海軍軍需部）の事案 (神奈川県１４－７－２) ........................... ５４ 
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横須賀市（横須賀港）の事案 (神奈川県１４－７－５) ......................................... ５７ 

１８逗子市 
逗子市の事案 (神奈川県１４－８) ......................................................................... ５８ 

１９茅ヶ崎市 
茅ヶ崎市の事案 (神奈川県１４－９) ...................................................................... ６０ 

２０横浜市 
横浜市（第２海軍航空廠瀬谷補給工場・横須賀海軍軍需部[瀬谷]）の事案 
（神奈川県１４－１１－１） ................................................................................... ６２ 
横浜市内の事案 (神奈川県１４－１１－２) ........................................................... ６５ 
逗子市･横浜市（第２海軍航空廠・横須賀海軍軍需部[池子]）の事案 
（神奈川県１４－１１－３） ................................................................................... ６６ 

【新潟県】 
２１五泉市 

五泉市の事案 (新潟県１５－１－１) ...................................................................... ６８ 
五泉市（河川）の事案 (新潟県１５－１－２) ....................................................... ６９ 

【富山県】 
２２高岡市 

高岡市（第６陸軍技術研究所高岡出張所）の事案 (富山県１６－１－１) ............ ７１ 
高岡市（第６陸軍技術研究所高岡出張所[河川]）の事案 
（富山県１６－１－２） .......................................................................................... ７３ 
第６陸軍技術研究所高岡出張所（陸軍演習場）の事案 
 (富山県１６－１－３) ............................................................................................. ７４ 

【静岡県】 
２３浜名湖周辺 

浜名湖周辺（舘山寺）の事案 (静岡県２２－１－１) ............................................. ７５ 
浜名湖周辺（三ケ日町）の事案 (静岡県２２－１－２) ......................................... ７６ 
浜名湖周辺（細江町）の事案 (静岡県２２－１－３) ............................................. ７７ 
浜名湖周辺（三方原陸軍教導飛行団・第３陸軍航空技術研究所三方原出張所）の 
事案 （静岡県２２－１－４） ................................................................................. ７９ 

２４浜松市 
浜松市の事案 (静岡県２２－３) ............................................................................. ８８ 

【大阪府】 



２５河内長野 
河内長野市の事案 (大阪府２７－１) ...................................................................... ９０ 

 
【兵庫県】 
２６洲本市 

洲本市の事案 (兵庫県２８－２) ............................................................................. ９３ 
【奈良県】 
２７奈良県内 

奈良県内の事案 (奈良県２９－１) .........................................................................９５ 
【岡山県】 
２８岡山市 

岡山市（広島陸軍兵器補給廠三軒屋填薬所）の事案 (岡山県３３－１－１) .........９７ 
岡山市（広島陸軍兵器補給廠岡山分廠）の事案 (岡山県３３－１－２) ................９９ 

【広島県】 
２９大久野島 

大久野島（竹原市）の事案 (広島県３４－２) ....................................................１０１ 
３０阿波島 

阿波島（竹原市）の事案 (広島県３４－４) ........................................................１１０ 
３１東広島市 

東広島市（広島陸軍兵器補給廠八本松分廠）の事案 (広島県３４－５－１) ......１１３ 
東広島市（第１１海軍航空廠[八本松･川上]）の事案 (広島県３４－５－２) .....１１５ 

３２呉市 
第１１海軍航空廠（呉）の事案 (広島県３４－６) .............................................１１７ 

【山口県】 
３３周防灘 

周防灘の事案 (山口県３５－１) ..........................................................................１１９ 
【福岡県】 
３４北九州市・曾根 

陸軍造兵廠曾根製造所（北九州市）の事案 (福岡県４０－５) ...........................１２６ 
３５北九州市・小倉 

小倉陸軍造兵廠（北九州市）の事案 (福岡県４０－６－１) ...............................１２９ 
小倉陸軍兵器補給廠（北九州市）の事案 (福岡県４０－６－２) ........................１３１ 

【長崎県】 
３６佐世保市 

佐世保市の事案 (長崎県４２－１) ......................................................................１３２ 
【大分県】 
３７別府湾周辺 

別府湾周辺（大分市）の事案 (大分県４４－１－１) ..........................................１３５ 
別府湾周辺（九重町）の事案 (大分県４４－１－２) ..........................................１３７ 
別府湾周辺（庄内町）の事案 (大分県４４－１－３) ..........................................１４０ 
別府湾周辺（耶馬溪）の事案 (大分県４４－１－４) ..........................................１４２ 

 



Ｂ事案およびＣ事案（各地域ごとの毒ガス弾当に関する状況）の記載内容について 

 次ページ以降に掲載している個別事案の表記及び内容は以下のとおりである。 
 

事案名 ○○の事案 （○○県○-○－○） 

 

 ※個別事案は、平成１５年度フォローアップ調査の事案を情報に基

づき地域ごとに整理して記載した。なお、各事案番号は、情報の

整理のため、地域番号を追加し、（○－○－○）に変更した。 

※事案番号（○－○－○）は、都道府県単位の通し番号、事案コー

ド番号、地域番号である。 

 

フォローアップ

調査資料 

・「○○新聞」昭和○年○月○日夕刊〔１〕 

・証言〔２〕 

 

 ※以下の「資料内容概要」の記述において参照した資料を一覧とし

ている。〔 〕で示される数字は、資料内容概要中の参照位置を

示すものである。 

 

追加資料 ・｢○○調査報告書｣〔Ａ１〕 

・「○○新聞」昭和○年○月○日夕刊〔Ａ２〕 

・証言〔Ａ３〕 

 

 ※以下の「新たな情報」の記述において参照した資料を一覧として

いる。〔 〕内に示される数字は、資料内容概要中の参照位置を

示すものである。〔 〕内の数字に付されているＡは、フォロー

アップ調査資料と区別するため新たに追加された資料を示す。な

お、フォローアップ調査時に使用した資料においても、新たな追

加情報があった場合や｢新たな情報｣の説明等に係る場合には、追

加資料として記載している。 

平成１５年度フ

ォローアップ調

査報告書の要約 

 

○生産・保有情報 

○廃棄・遺棄情報 

○発見・被災・掃海等処理 

○その他情報 

○現在の状況 

 

※平成１５年度フォローアップ調査報告書の要約を、上記分類項目

ごとに記載している。文中の〔 〕内の数字は、依拠した資料の

番号を示す。 

新たな情報 ○生産・保有情報 

○廃棄・遺棄情報 

○発見・被災・掃海等処理 

○その他情報 
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 ※資料からの情報を、上記分類項目ごとにまとめた内容を記載して

いる。文中の〔 〕内の数字は、依拠した資料の番号を示す。 

各項目ごとの記述は、概ね時系列時間順とし、可能な範囲で原文を

引用する等して、資料内容に従った表現をとっている。 

 
 


