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終戦処理会議
  終戦事務連絡委員会 ？

外務省 総理庁 外務省連絡局
　終戦連絡事務局 　連絡調整事務局 　連絡調整事務局 1952年4月28日廃止
　　終戦連絡中央事務局 　連絡調整中央事務局
　　　終戦連絡中央事務局総裁
　　　終戦連絡中央事務局次長
　　　終戦連絡中央事務局交通部海運課
　　　終戦連絡中央事務局軍務課
　　　終戦連絡中央事務局戦犯調査室
　　　終戦連絡中央事務局総務部
　　　終戦連絡中央事務局戦犯事務室
　　　終戦連絡中央事務局政治部
　　　終戦連絡中央事務局三部二課
　　　終戦連絡中央事務局第五部
　　　　引揚関係各省連絡室
　　　終戦連絡中央事務局厚木出張所
　　　終戦連絡地方事務局
　外務省管理局 1951年12月1日廃止
　　経済部南方課
　　経済部北方課
　　経済部大陸課

内務省
　内務省調査部

内閣
　内閣調査局
　　帰還対策委員会
　戦争調査会

大本営

陸軍省 第一復員省
　対外措置委員会 　第一復員大臣
　陸軍留守業務部 　　第一復員省大臣官房
　陸軍省交通部 　　　第一復員省文書課
　運輸部残務整理部　　 　　　第一復員省資料課
　船舶残務整理部 　　　第一復員省史実部
　船舶運営会 　　　第一復員省翻訳部

　　　俘虜関係調査部
参謀本部 　　　第一復員省医務部
　史実部 　　第一復員省総務局
　復員管理官 　　　第一復員省総務局総務課

　　　第一復員省総務局渉外課
　　　第一復員省総務局資材課
　　第一復員省業務局
　　　復員部
　　　法務調査部
　　　扶助業務部 復員庁
　　第一復員省経理局 　復員庁総裁官房
　　復員通信部 　　第一復員局 厚生省
　　留守業務部 　　　第一復員局文書課 　第一復員局
　　復員経理部 　　　第一復員局人事課 　　第一復員局文書課
　　東部復員連絡局 　　　第一復員局総務部 　　第一復員局人事課
　　　北部復員監部 　　　第一復員局経理部 　　第一復員局総務部
　　　東北復員監部 　　　第一復員局史実調査部 　　第一復員局経理部
　　　東部復員監部 　　　第一復員局技術整理部 　　第一復員局資料整理部
　　西部復員連絡局 　　留守業務局 　　第一復員局法務調査部
　　　東海復員監部 　　　鮮満残務整理部 　留守業務局
　　　中部復員監部 　　　　鮮北課 　船舶残務整理部
　　　中国復員監部 　　　比島課 　東部復員連絡局
　　　四国復員監部 　　　ビルマ課 　西部復員連絡局
　　　西部復員監部 　　　南方課 　北部復員連絡局
　　第一復員官 　　北部復員連絡局

　　　函館上陸地支局 厚生省（外局）
海軍省 第二復員省 　　東部復員連絡局 　復員局
　 海軍省軍務局 　第二復員大臣 　　　東部復員連絡局仙台支部 　　復員局文書課
　 　　第二復員大臣官房 　　　浦賀上陸地支局 　　復員局人事課
軍令部 　　　第二復員大臣官房庶務課 　　中部復員連絡局 　　復員局総務部
　鎮海防備隊機雷爆発事故査問会 　　　第二復員大臣官房需品部　 　　　舞鶴上陸地支局 　 　　復員局業務部

　　　史実調査部 　　　中部復員連絡局名古屋支部 　 　　復員局経理部
　　　臨時調査部 　　　名古屋上陸地支局 　 　　復員局資料整理部
　　　艦本整理部　 　　　中部復員連絡局広島支部 　 　　復員局資料整理課
　　　航本整理部 　　　広島上陸地支局 　 　　復員局資料調製部
　　　施本整理部 　　　田辺上陸地支局 　 　　復員局資料調査部
　　第二復員省総務局 　　　中部復員連絡局善通寺支部 　 　　復員局法務調査部
　　　船舶運航課 　　西部復員連絡局 　　第二復員局残務処理部
　　第二復員省人事局 　　　下関上陸地支局 　　　第二復員局残務処理部資料課

　 　　　第二復員省人事局軍政要員係 　　　　下関上陸地支局仙崎支部 　　　第二復員局残務処理部史実班
　　　第二復員省人事局留任課 　　　仙崎上陸地支局 　留守業務局

　 　　第二復員省経理局 　　　福岡上陸地支局 　東部復員連絡局
　　　第二復員省経理局主計課 　　　　福岡上陸地支局門司支部 　中部復員連絡局
　　第二復員省法務局 　　　博多上陸地支局 　北部復員連絡局
　　第二復員官 　　　九州上陸地支局 　地方復員残務処理部
　　横須賀地方復員局 　　　佐世保上陸地支局
　　呉地方復員局 　　　鹿児島上陸地支局
　　佐世保地方復員局 　　第二復員局 総理庁
　　舞鶴地方復員局 　　　第二復員局文書課 　第二復員局
　　大湊地方復員局　 　　　第二復員局総務部 　　第二復員局文書課
　　大阪地方復員局 　　　　第二復員局総務部管船課 　　第二復員局総務部

　　　　第二復員局総務部総務課在外部隊調査班 　　第二復員局人事部
　　　第二復員局人事部 　　第二復員局補給部
　　　第二復員局補給部 　　第二復員局調査部
　　　第二復員局調査部 　　第二復員局連絡部
　　　第二復員局連絡部 　　第二復員局資料整理部
　　　第二復員局資料整理部 　　第二復員局経理部
　　　第二復員局経理部 　　横須賀地方復員局
　　　横須賀地方復員局 　　呉地方復員局
　　　呉地方復員局 　　佐世保地方復員局
　　　佐世保地方復員局 　　舞鶴地方復員局
　　　舞鶴地方復員局 　　大阪地方復員局
　　　大湊地方復員局
　　　博多上陸地連絡所
　　　門司上陸地連絡所
　　　田辺上陸地連絡所
　　　鹿見島上陸地連絡所

運輸省
　海運総局

引揚民事務所

厚生省

　社会局引揚援護課 引揚援護院 引揚援護庁（厚生省外局） 1952年1月13日引揚援護局（厚生省内局）へ

　　引揚援護連絡委員会 　引揚援護院援護局 　引揚援護庁援護局

　　地方引揚援護局 　引揚援護連絡委員会 　引揚援護庁復員局

　地方引揚援護局 　　復員局庶務課

　　復員業務部

　　　復員業務部復員課

　　　復員相談所

　　復員局経理部

　　復員局資料整理部

　　復員局法務調査部

　　復員局留守業務部

　　第二復員局残務処理部

　　　第二復員局残務処理部庶務課

　　　第二復員局残務処理部資料課

　地方引揚援護局

　復員連絡局

　　復員連絡局支部

　地方復員残務処理部

復員

終戦処理事務

引揚
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