
[ 長野県送出開拓団位置図記載内容対比表  ] 平成２５年８月７日　作成

（平成29年6月1日　訂正）

(作成者)　満蒙開拓平和記念館  寺沢秀文

※．当対比表は、長野県送出の開拓団等につき、その開拓団入植図の「全国版」添付図と「長野版」添付図とを対比し、その読み仮名等を整理したものです。

※．当対比表において、「全国版」とは全国拓友協会発刊の「満洲開拓史」を、「長野版」とは長野県開拓自興会発刊の「長野県満洲開拓史」を言います。

※．開拓団の読み仮名等は、原則として長野県開拓自興会発刊の「長野県満洲開拓史」における読み仮名を採用しています。

開拓団名 読み 場所 「長野版」添付図 「全国版」添付図

記載名 記載名

一般開拓団 試験（武装）移民 弥栄村 いやさかむら 三江省樺川 弥栄村 弥栄村

千振 ちぶり 三江省樺川 千振 千振

瑞穂村 みずほむら 北安省綏棱 瑞穂村 瑞穂村

開原城子河 かいげんじょうしが 吉林省舒蘭 開原城子河 開原

哈達河 はたほ 東安省鶏寧年 哈達河 哈達河

西弥栄村 にしいやさかむら 三江省樺川 西弥栄 西弥栄

自由移民等 高山子 こうざんし 錦州省黒山 高山子 記載なし

白山子 はくさんし 吉林省永吉 白山子 記載なし

江密峰 こうみつほう 吉林省永吉 江密峰 記載なし

双河鎮 そうがちん 吉林省永吉 双河鎮 記載なし

水曲柳 すいきょくりゅう 吉林省舒蘭 水曲柳 水曲柳

呼倫貝爾笠井村 ころんばいる・かさいむら 興安省索倫 呼倫貝爾笠井村 呼倫貝爾

全県編成開拓団 黒台信濃村 こくだい・しなのむら 東安省密山 黒台信濃村 黒台信濃村

南五道崗長野村 みなみごどうかん・ながのむら 東安省密山 南五道崗 南五道崗長野村

中和鎮信濃村 ちゅうわちん・しなのむら 浜江省延寿 中和鎮 中和鎮

張家屯信濃村 ちょうかとん・しなのむら 三江省通河 張家屯 張家屯

分村移民開拓団 四家房大日向村 しかぼう・おおひなたむら 吉林省舒蘭 大日向村 四家房

富士見分村王家屯 ふじみぶんそん・わんじゃとん 浜江省木蘭 富士見村 王家屯

老石房川路村 ろうせきぼう・かわじむら 浜江省木蘭 川路村 老石房

大八浪泰阜村 たあぱあらん・やすおかむら 三江省樺川 泰阜村 大八浪泰阜村

公心集読書村 こうしんしゅう・よみかきむら 三江省樺川 読書村 公心集読書村

窪丹崗千代村 わあたんがん・ちよむら 三江省湯元 千代村 記載なし

新立屯上久堅村 しんりっとん・かみひさかたむら 三江省通河 上久堅村 新立屯

南陽伊那富 なんよう・いなとみ 北安省徳都 伊那富 南陽

旭日落合 きょくじつ・おちあい 北安省徳都 落合 朝日　（誤りか？）

蘭花楢川村 らんか・ならかわむら 浜江省木蘭 楢川村 蘭花

石碑嶺河野村 せきひれい・かわのむら 吉林省新京 河野村 河野

推峯御岳郷 すいほう・おんたけごう 三江省樺川 御岳郷 記載なし

分郷開拓団 小古洞蓼科郷 しょうこどう・たてしなごう 三江省通河 蓼科郷 小古洞

大古洞下伊那郷 たいこどう・しもいなごう 東安省勃利 下伊那郷 大古洞

羅圏河大門村 ろうちゃんほ・だいもんむら 東安省勃利 大門村 羅圏河

万金山開拓団高社郷 まんきんざん・かいたくだん・こうしゃごう 東安省宝清 高社郷 記載なし

索倫河下水内郷 そろんほ・しもみのちごう 東安省宝清 下水内郷 索倫河

尖山更級郷 せんざん・さらしなごう 東安省宝清 更級郷 尖山

劉大櫃芙蓉郷 りゅうたいき・ふようごう 北安省克山 芙蓉郷 劉大櫃

密山千曲郷 みつざん・ちくまごう 東安省密山 千曲郷 記載なし

孫船八ヶ岳郷 そんせん・やつがたけごう 北安省北安 八ヶ岳郷 八ヶ岳

東索倫河埴科郷 ひがしそろんほ・はにしなごう 東安省宝泉 埴科郷 東索倫河

薬泉山黒姫郷 やくせんざん・くろひめごう 北安省徳都 黒姫郷 薬泉山

三台子小諸郷 さんだいす・こもろごう 奉天省康平 小諸郷 三台小諸

李花屯小県郷 りかとん・ちいさがたごう 浜江省延寿 小県郷 李花小県

双竜泉第一木曽郷 そうりゅうせん・だいいちきそごう 北安省徳都 第一木曽郷 双竜

珠山上高井 しゅざん・かみたかい 東安省徳都 上高井郷 珠山

小主南安曇郷 しょうしゅ・みなみあずみごう 東安省徳都 南安曇郷 小主

永和三峯郷 えいわ・みぶごう 興安省布特哈 三峯郷 永和

太平溝冨貴原郷 たいへいこう・ふきはらごう 興安省阿栄 冨貴原郷 冨貴原

苗地伊南郷 びょうてい・いなんごう 興安省阿栄 伊南郷 南地　（誤りか？）

第二木曽郷宝泉 だいにきそごう・ほうせん 北安省徳都 第二木曽郷 記載なし

瑪瑯河東筑摩 まらほ・ひがしちくま 三江省通河 東筑摩郷 記載なし

東横林南信濃郷 ひがしおうりん・みなみしなのごう 東安省宝清 南信濃郷 東横林

金沙北安曇郷 きんさ・きたあずみごう 吉林省樺甸 北安曇郷 金沙河

北哈嗎阿智郷 きたはま・あちごう 東安省宝清 阿智郷 北哈嗎

集合開拓団 康平長野 こうへい・ながの 奉天省康平 康平長野 康平長野

歓喜嶺佐久郷 かんきれい・さくごう 浜江省木蘭 佐久郷 歓喜嶺

城子溝 じょうしこう 牡丹江省城子溝 城子溝農工 記載なし

西東安 にしとうあん 東安省密山 西東安農工 記載なし

宝興長野郷 ほうこう・ながのごう 浜江省延寿 宝興長野 記載なし

新京特別市信磨村 しんきょうとくべつし・しなまむら 吉林省新京 信磨村 記載なし

濃々河飯田郷 のうのうが・いいだごう 三江省通河 飯田郷 飯田

団形態等
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開拓団名 読み 場所 「長野版」添付図 「全国版」添付図

記載名 記載名

団形態等

向陽岡谷郷 こうよう・おかやごう 北安省北安 岡谷郷 岡谷郷

康平松本郷 こうへい・まつもとごう 奉天省康平 松本郷 松本郷

嫩江 のんじゃん 北安省嫩江 嫩江農工 記載なし

盤山南佐久郷 ばんざん・みなみさくごう 錦州省盤山 盤山南佐久 記載なし

報国農場 長野県農業会窪丹崗 ながのけんのうぎょうかい・わあたんがん 三江省湯元 報国濃場 記載なし

下伊那 しもいな 東安省宝清 報国濃場 記載なし

上高井 かみたかい 東安省宝清 報国濃場 記載なし

長野県 ながのけん 浜江省木蘭 報国濃場 記載なし

青少年義勇隊 創設期義勇隊 饒河少年隊大和村北進寮 じょうが・しょうねんたい・やまとむら・ほくしんりょう 東安省饒河 大和村北進寮 饒河北進寮

晨明 しんめい 東安省饒河 晨明 晨明

伊拉哈 いらは 興安省伊拉哈 伊拉哈 伊拉哈

全国混合編成義勇隊 大東 だいとう 東安省勃利 大東 大東

大隅 おおすみ 東安省勃利 大隅 大隅

大林 たありん 三江省樺川 大林 大林

寧年 ねいねん 龍江省富裕 寧年 寧年

八洲 やしま 北安省嫩江 八洲 八洲

七道嶺 しちどうれい 龍江省洮南 七道嶺 七道嶺

南英 なんえい 龍江省訥河 南英 南英

北斗 ほくと 北安省慶安 北斗 北斗

旭日 きょくじつ 北安省排泉 旭日 旭日

長崗 ちょうこう 浜江省葦河 長崗 長崗

宝石 ほうせき 東安省宝清 宝石 宝石

金剛 こんごう 牡丹江省慶安 金剛 金剛

牙克石 やけし 興安省索倫 牙克子 牙克子

鳳翔 ほうしょう 三江省羅北 鳳翔 鳳翔

慶山 けいざん 北安省慶安 慶山 慶山

南台子 なんだいす 吉林省敦化 南台子 南台子

凌雲 りょううん 東安省密山 凌雲 凌雲

一徳 いっとく 興安省通達 一徳 一徳

長野県単独義勇隊 国美 くにみ 三江省樺川 国美 国美

曙 あけぼの 北安省通北 曙 曙

柏葉 はくよう 東安省虎林 柏葉 記載なし

鳳鳴 ほうめい 三江省羅北 鳳鳴 鳳鳴

北尖山北信 きたせんざん・ほくしん 東安省宝清 北尖山 北信

西海浪竜川 にしはいろう・りゅうせん 牡丹江省寧安 西海浪 西海浪

東海浪瑞原 ひがしはいろう・ずいげん 牡丹江省寧安 東海浪 東海浪

信州綜合（第一） しんしゅうそうごう・だいいち 東安省密山 信州綜合 信州綜合

信州綜合（第二） しんしゅうそうごう・だいに 東安省密山 信州綜合 信州綜合

信州綜合（第三） しんしゅうそうごう・だいさん 東安省密山 信州綜合 信州綜合

八洲 やしま 北安省嫩江 八洲 八洲

訓練途上義勇隊 対店 といてん 北安省海倫 対店 対店

鉄驪 てつれい 北安省慶安 鉄驪 鉄驪

嫩江 のんこう 北安省嫩江 嫩江 嫩江

興安 こうあん 興安省西科後 記載なし 記載なし

三江 さんこう 三江省湯元 三江 三江

東安頓所中隊 とうあん・とんどころ・ちゅうたい 東安省密山 記載なし 記載なし

長野第１１勝岡中隊 ながの・だい十一・かつおか・ちゅうたい 記載なし 記載なし

長野第１２増尾中隊 ながの・だい十二・ますお・ちゅうたい 記載なし 記載なし

長野第１３渡辺中隊 ながの・だい十三・わたなべ・ちゅうたい 記載なし 記載なし

※．当対比表の著作権は「満蒙開拓平和記念館」にあります。無断転載を禁じます。
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