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　私たち千葉県は、日本の玄関口・成田国際空港をはじめ、アジア有数のコンベンショ
ン施設である幕張メッセ、世界最先端の研究が進むかずさDNA研究所、年間約3,000
万人が訪れる2つのテーマパークを有する東京ディズニーリゾートがある世界に開かれた国
際県です。
　臨海部には京葉臨海工業地帯が広がり、東京湾アクアラインをはじめとした
高速道路網により首都圏、さらには全国へとつながっています。
　一方で、周囲を海と川に囲まれた美しい自然に恵まれ、新鮮で美味しい食べ物に
溢れた全国屈指の農林水産県という一面も持っています。
　私は、こうした千葉県の宝、限りないポテンシャルに光を当て、「光り輝く元気な千
葉」の魅力を全国へ、そして世界へ発信してまいります。
　ぜひ千葉県にお越しください。620万県民が皆さまをお待ちしています。

千葉県知事　森田  健作

●                                   ようこそ千葉県へ
●                                 世界の中の千葉
● 

国際競争に打ち勝つオンリーワンの企業群

●                                                       大地と海の恵みを世界へ
●   
4万年の歴史が育む個性豊かな文化

●                       千葉を楽しむ
●                                        千葉と世界とのかかわり
●                             千葉県の概要

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

千葉縣歡迎您

　　我們千葉縣，有堪稱日本國門的成田國際機場為主的各種設施，有亞

洲屈指可數的會展設施——幕張展覽館，從事世界最尖端研究的上總DNA

研究所，每年約3,000萬人來訪、擁有兩大主題公園的東京迪士尼度假

區，是一個向世界開放的國際縣。

　　臨海部有京葉臨海工業地帶延伸，以東京灣橫斷道路為主的高速公路

網，將這裡與首都圈，進而與日本全國連為一體。

　　另一方面，千葉四周海川環繞，深受美麗自然的恩惠，有各種新鮮、

美味的食物，這裡同時又是日本全國屈指可數的農林水產縣。

　　我要使千葉縣的珍寶，無限的潛能都煥發、展現出來，將「陽光燦爛

的千葉」之魅力向日本全國，進而向世界發信。

　　請您一定光臨千葉縣。620萬縣民等待著您的到來。

千葉縣知事　森田 健作

目 錄

千葉與世界息息相關

千葉縣的概要

享受千葉

4萬年歷史哺育的個性豐富的文化

將大地與海的恩惠獻給世界

在國際競爭中勝出的、　獨一無二的企業群
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世界中的千葉

埼玉
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　グローバル化が進展する中、「世界の中の千葉」の視点
で、千葉県が世界に誇る多様な主体・資源を結集し、世
界の多様な人々・文化が共存する地域づくりを進めます。

　わが国の国際旅客の約4割、国際貨物の約6割を
占め、国際線の旅客数で年間約3千万人、貨物取扱
量で年間約200万トンを誇る成田国際空港及びその
周辺地域は、わが国の経済発展の核になる国際的な
戦略拠点です。
　また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの
開催に向けて、今後世界の注目がわが国に集まる中
で、日本の空の玄関として世界107都市を結ぶ成田
空港の果たす役割はますます重要になっていきます。
　成田空港では、2015年にLCC専用の第3旅客
ターミナルビルが開業したほか、ショッピングエリアも
次々にリニューアルされるなど、選ばれる空港を目指し
た取り組みが進められています。
　空港周辺地域では、日本の文化や歴史、自然を感
じられる観光スポットも多く、情報発信に努めるととも
に、成田空港へのアクセス整備、国際物流関連産業
の集積などに取り組み、国際空港都市としての魅力を
より一層高めていきます。
※旅客数・貨物取扱量に関する記述は2014年値

（空港管理状況調書、ACI統計）

※就航都市数は2016年度夏ダイヤ開始時点

成田国際空港周辺の都市づくり

　幕張新都心は、日本を代表するコンベンション
施設である幕張メッセを核として、オフィス、文教施
設、住宅、公園、商業・アミューズメント施設など
多様な機能を備え、国内外からの多くの人々が活
動しています。
　また、幕張メッセは、2020年東京オリンピック・
パラリンピック7競技の会場となります。

幕張新都心～東京や成田国際空港から
約30分の未来型の国際業務都市

　幕張インターナショナルスクール（幼
稚園・小学校）は、外国人や日本人の
帰国児童を受け入れる学校で、国語
以外の教科を英語で教えます。少人
数制のクラス、広 と々した校舎やグラウ
ンド、豊富な教材や最新のＩＴ設備などの
恵まれた教育環境で、子どもたちの国
際性を伸ばし、国と国との懸け橋になり
世界で活躍する人材を育てています。

幕張インターナショナルスクール

　12万人を超える外国籍県民も地域社会の一員
として共に安心して暮らせるよう、教育、医療、住
宅などの生活環境の整備や多言語による情報提
供などを進めています。

外国籍県民にも暮らしやすい地域づくり

世界の中の千葉

柏葉校園城車站的周圍 
柏の葉キャンパス駅周辺

産学官連携による国際学術都市づくり

　2005年8月につくばエクスプレスが開業した柏・流山
地域は、東京大学や千葉大学など世界トップレベルの
大学や研究機関が集まり、最先端技術を研究・開発する
ベンチャー企業が数多く誕生しています。
　豊かな自然や東京からの近接性という利点を活かした知
の拠点として、産業、居住などの機能が調和された「環
境・健康・創造・交流の街」をテーマに大学と地域が
連携して積極的にまちづくりに取り組んでいます。

研討街區建設的城市環境設計工作室

まちづくりを議論する都市環境デザインスタジオ

柏葉城市設計中心

柏の葉アーバンデザインセンター

　東京から車で50分ほどの位置にあり、かずさ
DNA研究所を中核として、バイオテクノロジー、
新素材など民間企業17社の先端技術産業分野の
研究所や工場などが集積する国際的水準の研究
開発拠点づくりを進めています。

世界をリードする知の創造空間
　～かずさアカデミアパーク

上總研究開發園地的中心設施、世界第一個
DNA專業研究設施——上總DNA研究所

かずさアカデミアパークの中核施設で、世界初のDNA専門
の研究施設であるかずさDNA研究所

❶

❶

❷

❷

❺

　　成田國際機場在日本佔國際旅客約4成、國際

貨物約6成的營運量，其國際線的旅客人數每年約

3千萬人，貨物吞吐量每年約200萬噸，成田國際

機場及其周邊地區，是日本經濟發展中具有中心

作用的國際性戰略基地。

　　2020年將舉辦東京奧運會和殘奧會，今後，

全球關註的目光將集中到日本，連接世界107個

城市的成田機場作為日本空中國門的作用將更加

重要。

　　2015年，成田機場LCC專用的第3候機樓開

業運營，購物區域也不斷裝修翻新，我們以成為

出色的機場為目標正在推進各項改善工作。

　　機場周邊地區有很多能夠感受日本的文化和

歷史以及自然的觀光景點，我們在致力於傳遞資

訊的同時，開展前往成田機場的交通整備、國際

物流相關產業的集聚等，進一步提高其作為國際

機場城市的魅力。

※關於旅客人數、貨物吞吐量的內容為2014年度的數值

（機場管理狀況調查，ACI統計）。

※通航城市為2016年夏季航運時間表開始當時的數量。

　　2005年8月，柏、流山地區TSUKUBA 

EXPRESS開始運行，這裡集聚了東京大學

與千葉大學等世界一流的大學與研究機

構，誕生了很多從事最尖端技術研究、開

發的風險企業。

　　作為智能發展基地，利用豐庶的自然

與臨近東京的便利性等優勢，以產業、居

住等功能和諧的「環境、健康、創造、交

流之街區」作為主題，大學與地區積極合

作，努力推進街區建設。

　　在全球化的進展過程中，根據「世界

中的千葉」之觀念，千葉縣集聚世界上多

種多樣的優質主體及資源，努力推進世界

多樣性的人類、文化共存的地區建設。

產學官合作建設
國際學術城市

世界中的千葉

成田國際機場周邊的城市建設

幕張新都心∼從東京與成田國際機場僅需30分鐘左右的
未來型國際商務城市

　　幕張新都心，以代表日本的會展設施

幕張展覽館為主體，兼備寫字樓、文教設

施、住宅、公園、商業·娛樂設施等多種

多樣的功能，有很多來自日本國內外的人

們在這裡工作、生活、娛樂。

　　另外，幕張展覽館將成為2020年東京

奧運會、殘奧會7項比賽的場館。

　　幕張國際學校（幼兒園、小學）是招

收外國人與日本人回國兒童的學校，國語

以外的教學科目使用英語進行教學。少人

數制的班級，寬闊的校舍與運動場，豐富

的教材與最新的ＩＴ設備等，教育環境十

分優越，使孩子們的國際視野、才能得以

擴展，培養在全球發揮作用的人材，成為

連接日本與各國的橋樑。

幕張國際學校

　　為了使超過12萬人的外籍縣民也能夠作為

地區社會的一員安居樂業，積極推進教育、醫

療、住宅等生活環境的整備與多語種的資訊提

供等活動。

外籍縣民可以安居樂業的地區建設領先世界的智能創造空間∼上總研究開發園區

　　園區距離東京約需50分鐘的車程，以

上總DNA研究所為中心，集聚了生物技術

和新材料等17家民營企業尖端技術產業領

域的研究所與工廠等，正在推進國際水準

的研究開發基地建設。
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　グローバル化が進展する中、「世界の中の千葉」の視点
で、千葉県が世界に誇る多様な主体・資源を結集し、世
界の多様な人々・文化が共存する地域づくりを進めます。

　わが国の国際旅客の約4割、国際貨物の約6割を
占め、国際線の旅客数で年間約3千万人、貨物取扱
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※就航都市数は2016年度夏ダイヤ開始時点
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ベンチャー企業が数多く誕生しています。
　豊かな自然や東京からの近接性という利点を活かした知
の拠点として、産業、居住などの機能が調和された「環
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柏の葉アーバンデザインセンター
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供等活動。
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域的研究所與工廠等，正在推進國際水準
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国際競争に打ち勝つオンリーワンの企業群

　千葉県には、独創的なアイデアと職人魂に支
えられた「オンリーワン」の技術で世界に通用する
製品を生産し、地域経済の発展に大きな役割を果
たしている元気な中小企業が多数あります。
　しかし、経済のグローバル化による競争の激化や、
少子高齢化の進展による国内市場の縮小、後継
者不足などにより、中小企業の経営環境は一段と
厳しいものとなっています。
　そこで、県では、「千葉県中小企業の振興に関
する条例」や「第 3 次ちば中小企業元気戦略」
に基づき、創業や発展など企業の成長段階に応じた
継続的な支援、魅力ある地域資源の活用による企
業の振興、人材確保や育成支援などにより、環境
の変化に果敢に挑戦していく元気な中小企業を応援
しています。

地域を支える元気な中小企業を応援

在乾燥的狀態下可直接將粉體粉碎到千分之一
毫米以下的粉碎機

粉体を乾いたまま、千分の1ミリメートル以下まで微細化で
きる粉砕機

採用獨特的熱處理技術克服了鈦金屬易磨損
的缺點製造的摩托車滑動部位的部件

摩耗しやすいチタンの欠点を独自の熱処理技術で克服し
た2輪摺動部パーツ

使用這種改錐完成的螺絲緊固作業可達到與熟
練的操作人員同樣的高品質，不要求具備經驗
或技能

経験やスキルが無くても熟練者並みの質の高いねじ締結
作業を可能にするドライバー

熟練的技術大顯神通　熟練した技術が光ります

對生產產業集聚的東葛
飾地區的中小企業與風
險企業提供支撐的「東
葛技術廣場大樓」

（柏市）

ものづくり産業の集積する東葛飾
地域の中小企業やベンチャー企
業を支える「東葛テクノプラザ」
（柏市）

　千葉県の製造品出荷額等（平成26年調査）は、
約13兆8,743億円で、全国第6位です。素材・
エネルギー産業の占める割合が大きく、京葉臨海工
業地帯への重化学工業の集積が特徴としてあげ
られます。また、優れた製品や独創的な製品を開発・
製造する中小企業が数多く見られます。

　東京湾沿いの40kmに及ぶ京葉臨海工業地帯には、1950年代以降、
鉄鋼や石油精製、化学、エネルギーなどの分野で世界有数の企業をはじめと
する200社以上がコンビナートを形成し、あらゆる産業に不可欠な原材料や
エネルギーを供給しています。
　現在、この素材・エネルギー産業集積地も、アジア諸国との競争や、
地球温暖化への対応に直面しています。
　各企業では、より付加価値の高い製品の開発や省エネルギー、省資源、
生産性の向上に不断の努力を続けており、今後も高い競争力をもった世
界最先端のコンビナートとして発展することが期待されます。

©Hiroshi ITO

国内最大規模の素材・エネルギー産業集積地
～京葉臨海工業地帯

　新たに製造・開発された優れた製品や、独創的
な製品を「千葉ものづくり認定製品」として、販路開
拓を支援していきます。

独創的なアイデアと優れた技術

在國際競爭中勝出的、
獨一無二的企業群

日本國內最大規模的材料、能源產業集聚地∼
京葉臨海工業地帶

　　千葉縣的生產品發貨額等（根據2014年調查）約為13兆8,743億

日元，在日本全國位居第6位。其中材料、能源產業所佔比例較大，為

京葉臨海工業地帶帶來了重化學工業的集聚，這是其特徵之一。另

外，這裡有很多開發、製造優異產品與獨創產品的中小企業。

　　位於東京灣沿岸40km的京葉臨海工

業地帶，是1950年代以後，由鋼鐵與石油

精製、化學、能源等領域的世界著名企業

為主，有200多家公司形成聯合企業格

局，向各種產業提供不可缺少的原材料與

能源。

　　現在，這個材料、能源產業集聚地也

面對著與亞洲各國的競爭、地球暖化的壓

力，需要做出對應。

　　各個企業都在積極致力於附加價值更

高產品的開發與節省能源、節省資源、生

產效率的提高，今後也將作為具有高度競

爭力的世界最尖端的聯合企業，不斷實現

自己的發展。

向支撐地區發展有活力的
中小企業提供支援

　　千葉縣有很多有活力的中小企業，它

們依靠獨創的構想與職人（工匠）之魂形

成了「獨一無二」的技術，以此生產出世

界通用的產品，在地區經濟的發展中發揮

著很大的作用。

　　但是，由於經濟全球化帶來的競爭激

化，少子高齡化的進展造成國內市場的縮

小，後繼人才不足等，中小企業的經營環

境十分嚴峻。

　　因此，本縣根據「千葉縣中小企業振

興的有關條例」與「第3次千葉中小企業

活力戰略」，按照創業與發展等企業的成

長階段提供持續的支援，利用有魅力的地

區資源，對企業的振興、人材確保與培養

給予扶植等，對面對環境變化果敢進行挑

戰的、有活力的中小企業提供支援。

　　將新生產、開發的優質產品與獨創性

產品，作為「千葉生產認定產品」，為開

拓銷路提供支援。

獨創的構想與優異的技術

採用百萬分之一毫米等級的微細金屬粉末製造
的納米粉末金屬材質理髮剪，不僅鋒利而且耐
久，並且有利於頭髮的保護

100 万分の 1 ミリメートルレベルの細かな金属粉を用い、
鋭い切れ味と耐久性を両立させた髪に優しいナノパウダー
メタル製理美容ハサミ
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對生產產業集聚的東葛
飾地區的中小企業與風
險企業提供支撐的「東
葛技術廣場大樓」

（柏市）

ものづくり産業の集積する東葛飾
地域の中小企業やベンチャー企
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©Hiroshi ITO

国内最大規模の素材・エネルギー産業集積地
～京葉臨海工業地帯
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独創的なアイデアと優れた技術

在國際競爭中勝出的、
獨一無二的企業群

日本國內最大規模的材料、能源產業集聚地∼
京葉臨海工業地帶

　　千葉縣的生產品發貨額等（根據2014年調查）約為13兆8,743億
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京葉臨海工業地帶帶來了重化學工業的集聚，這是其特徵之一。另
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能源。

　　現在，這個材料、能源產業集聚地也

面對著與亞洲各國的競爭、地球暖化的壓

力，需要做出對應。

　　各個企業都在積極致力於附加價值更

高產品的開發與節省能源、節省資源、生

產效率的提高，今後也將作為具有高度競

爭力的世界最尖端的聯合企業，不斷實現

自己的發展。

向支撐地區發展有活力的
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獨創的構想與優異的技術

採用百萬分之一毫米等級的微細金屬粉末製造
的納米粉末金屬材質理髮剪，不僅鋒利而且耐
久，並且有利於頭髮的保護

100 万分の 1 ミリメートルレベルの細かな金属粉を用い、
鋭い切れ味と耐久性を両立させた髪に優しいナノパウダー
メタル製理美容ハサミ



香甜的大粒草莓新品種「CHI-BA+BERRY」

甘くて大粒ないちごの新品種「チーバベリー」

8

大地と海の恵みを世界へ

千葉環保農產品商標標誌

ちばエコ農産物ロゴマーク

食は健康づくりの基本

　温暖な気候と肥沃な大地、豊かな海に囲ま
れた千葉県。農業産出額は全国第4位、海面
漁業漁獲量が全国第 7 位など、全国有数の
農林水産県です。
　落花生やダイコン、ニンジンなどの野菜、なし、
ビワ、いちごなどの果物や、イセエビ、海苔、イワ
シなどの水産物など多彩な食材の宝庫です。

使用當地捕撈的新鮮魚貝等，由手藝精巧的職
人（廚師）親手製作的「銚子壽司」

地元で水揚げされた新鮮な魚を使い、粋な職人が腕をふるう「銚子の寿司」

勝浦海中公園附近豐庶的大海

かつうら海中公園近くの豊かな海

　県内で生産された農産物を新鮮
なうちに地元で消費する「地産地消」
や、収穫体験、給食などを通じて子ど
も達に食の大切さを教える「食育」
に取り組んでいます。

　農業を次世代に健全な形で引き
継ぐため、農薬や化学肥料を通常の
半分以下に抑えた「ちばエコ農産
物」の認証など、環境にやさしい農
業を推進しています。

千葉縣從江戶時代開始，就一直是梨子的產地，得天獨厚的環
境與長年積累的技術，使得千葉的栽培面積、收穫量、產出額
均在日本位居第一。

千葉県は、江戸時代より続く梨の産地、恵まれた環境と長年蓄積された技術で、
栽培面積、収穫量、産出額ともに日本一を誇ります。

日本の酪農発祥の地の千葉県は、全国有数の酪農県です。

　江戸時代には、江戸に隣接していることから「江戸の台所」と呼ばれていた千葉県。日本
の酪農の発祥の地でもあります。新鮮な食材は健康の源。成田空港から、千葉の高品質で
安全・安心な農林水産物を世界にお届けします。

江戸の台所から世界の台所へ

千葉縣的花木，在亞洲與歐洲各國很受歡迎，出口量不斷擴大。

千葉県の植木は、アジアやＥＵ諸国に人気があり輸出拡大が続いています。

日本乳製品酪農的發祥地——千葉縣，是日本全國屈指可數的酪農縣。

將大地與海的恩惠獻給世界 　　開展「食育」：透過將本縣內生產的農產

品趁著新鮮在本地消費——即所謂「地產地

消」、收穫體驗以及供餐等，向孩子們教授飲

食的重要性。

　　為了將農業以健全的形態傳遞到子孫後代

手中，透過將農藥與化學肥料控制在通常的一

半以下的「千葉環保農產品」認證等，推進保

護環境的農業生產。

飲食是健康之本

　　溫暖的氣候與肥沃的大地、豐庶的大

海給予千葉縣大自然的恩惠。這裡農業產

出額位居日本全國第4位，海面漁業漁獲

量也位居全國第7位等，是日本屈指可數

的農林水產縣。

　　這裡是花生與蘿蔔、胡蘿蔔等蔬菜、

梨、枇杷、草莓等水果與大龍蝦、海苔、

沙丁魚等水產品以及豐富多彩的食物的寶

庫。

　　江戶時代，千葉縣因為臨近江戶，被人稱為「江戶的炊房」。這裡也是日

本乳製品酪農的發祥地。新鮮的食品材料是健康之源。今天，千葉提供的高品

質、安全 ·安心的農林水產品，從成田機場運往世界各地。

從江戶的炊房到世界的廚房

大粒、美味的花生「Omasari」

大粒で食味が良い落花生「おおまさり」

7
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9

4万年の歴史が育む個性豊かな文化

　千葉には、約４万年前の先史時代から人が住んで
いました。県内各地で当時の人たちが残した遺跡
が数多く見つかっています。中でも全国屈指の
数を誇る古墳やそれらに並べられた埴輪は、千葉
県の古代文化を特徴づけるものです。
　江戸時代、北総は、利根川の水運と街道により
江戸のくらしと経済を支え、城下町佐倉、門前町成
田、商家の町佐原、港町銚子など特色ある都市が
発展し、今も江戸を感じる町並みが見られます（平
成28年度日本遺産に認定）。
　経済的繁栄を背景に、伊能忠敬や、菱川師宣、
波の伊八など、数々の文化人が登場するのもこの頃
です。県内各地に伝わる千葉県の代表的なお祭り
は、江戸時代にはすでに今のような形で行われて
いたと言われています。
　文化の担い手は、常にそこに暮らす人々でした。
今でも、県民が、NPOやボランティア団体を結成し、
文化活動を積極的に展開しています。

10

在「房總村」，江戶時代與明治時代的建

築物被忠實地再現出來。在這裡可以試穿

甲冑，在農家體驗機織，在商家製作鄉土

料理、染藍布、抄紙等，實際感受過去的

生活文化。

「房総のむら」では、江戸時代や明治時代の建物が忠
実に再現されています。甲冑の試着や、農家では機織り、
商家では郷土料理作りや藍染め、紙すきなど、昔の生活文
化を実際に体験できます。

大原裸體節　大原はだか祭り

太卷節壽司　太巻き祭り寿司
成田太鼓節　成田太鼓祭

佐原的大節　佐原の大祭

55歳から測量術を学び、江戸時代中期に、初めて実測に
よる正確な日本地図を作製しました。

伊能 忠敬

浮世絵の始祖とも言われている。傑作「見返り美人」は日
本の切手の図柄にもなりました。

菱川 師宣

外房の荒海のような｢波｣の浮き彫りが特徴。｢冨嶽三十
六景｣で有名な葛飾北斎に影響を与えたと言われています。

波の伊八（初代：武志伊八郎信由） 

波之伊八的作品　波の伊八の作品

伊能忠敬繪製的日本地圖
伊能忠敬が作った日本地図

「回眸美人圖」 「見返り美人」

©Isamu KAWABATA

先人が守り育ててきた伝統を受け継ぎ、新たな文化を紡ぎ出す

千葉縣的古墳數量在日本全國屈指可數

千葉県の古墳の数は全国屈指です

「千葉交響樂團」是千葉縣唯一的專業管絃樂

團。古典樂曲與日本的傳統藝能「能樂」同台

演出等，致力於提高管絃樂團的新魅力。

「千葉交響楽団」は、千葉県唯一のプロオーケストラです。
クラシック曲のほか日本の伝統芸能「能楽」と共演するな
ど、オーケストラの新たな魅力づくりにも挑戦しています。

「能樂◎四重奏」青葉的森林藝術文化禮堂

 「能楽◎四重奏」青葉の森芸術文化ホール

4萬年歷史哺育的個性豐富的文化

　　大約從4萬年前，史前時代的人類就

居住在千葉。縣內各地發現了當時的人們

留下的許多遺跡。其中的古墳和四周排列

的埴輪在日本屈指可數，成為千葉縣的古

代文化特徵。

　　

　　江戶時代，在利根川航運和道路交通

等江戶的生活和經濟的促進下，北總發展

成為擁有佐倉城下町、成田門前町、佐原

商業街、銚子港等具有特色的城市，如今

也可以看到具有江戶格調的街道。（2016

年被列入日本遺產）。　　

　　以經濟的繁榮為背景，伊能忠敬與、

菱川師宣、波的伊八等許多文化人也在這

個時代登場亮相。縣內各地流傳的千葉縣

代表性的節慶，據說在江戶時代就已經以

現在的形式舉辦了。

　　文化的主體，就是日常在這裡生活的

人們。今天依然如此，縣民組成了NPO與

志願者團體，積極開展各種文化活動。

世界聞名的歷史文化名人 世界に誇る歴史的文化人

菱川 師宣（1630-1694）

被稱為浮世繪的始祖。傑作《回眸美人

圖》已成為日本郵票的圖案。

伊能 忠敬（1745-1818）

55歲時開始學習測量術，在江戶時代中期，

第一次透過實測繪製了准確的日本地圖。

波之伊八（1752-1824）

其外房波濤洶湧的大海之「波」的浮雕是作

品的特徵。「富岳三十六景」據說受到了有

名的葛飾北斎之影響。

繼承先人培育、養護的傳統，建設新的文化
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千葉を楽しむ千葉を楽しむ

15萬枝鬱金香花競相開放——曙山農業公園（柏市）

15万球のチューリップが咲き誇る、あけぼの山農業公園（柏市）
©Isamu KAWABATA

犬吠埼燈台（銚子市） 犬吠埼灯台（銚子市）

在房總半島夷隅市·大多喜町行走的地方線——夷隅鐵路

房総半島のいすみ市・大多喜町を走るローカル線・いすみ鉄道
水鄉佐原水生植物園（香取市）
水郷佐原水生植物園（香取市）

可以體驗摘花樂趣的南房總·白間津的花圃（南房總市）　 花摘みも楽しめる南房総・白間津の花畑（南房総市） ⒸSetsuo KASAMATSU

富士山與衝浪者(富津岬：富津市)

  富士山とサーファー（富津岬：富津市） ⒸHideki YAMAGUCHI

初夏在海岸盛開的腎葉打碗花（日在浦海岸：夷隅市）

 初夏の海岸に咲くハマヒルガオ（日在浦海岸：いすみ市） ⒸIsamu KAWABATA

可以一邊眺望紅葉

一邊散步的名勝之地——

養老溪谷（市原市·大多喜町）

紅葉を眺めながら散策できる名勝、養老渓谷
（市原市・大多喜町）

　冬でも温暖な千葉県に、春は一足早く訪れます。
2 月になると各地で菜の花をはじめ色とりどりの花
が咲き誇ります。初夏になると色鮮やかな花菖蒲が植物
園を彩ります。
　千葉をぐるりと囲んだ海は、季節ごとに様々な表情
を見せてくれます。釣りやサーフィン、スキューバダイビ
ングなど楽しみ方はいろいろ。潮風に吹かれて、心も
体もリフレッシュできます。

東京灣也可一覽無餘、絕景的鋸山（鋸南町·富津市）

東京湾も一望・絶景の鋸山（鋸南町・富津市）

海水浴與海洋體育運動的聖地——九十九里濱（白子町）    海水浴とマリンスポーツのメッカ九十九里浜（白子町）©Junichi KIMURA

享受千葉享受千葉

　　千葉縣冬季也很溫暖，春天會捷足先至。一到2月，各地的菜花等五顏六色的花兒競相

開放。初夏之際，色彩鮮豔的花菖蒲使植物園光彩照人。

　　千葉四周的大海，在不同的季節展現出不同的表情。在這裡，可以釣魚、衝浪、水肺

潛水等，有各種各樣的娛樂。潮風吹拂，身心都能變得煥然一新。
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台灣
台湾

阿根廷
アルゼンチン

巴西 ブラジル

墨西哥 メキシコ

多倫多（加拿大）
トロント（カナダ）

威斯康星州（美國）
ウィスコンシン州（米国）北溫哥華（加拿大）

ノースバンクーバー（カナダ）

洛杉磯（美國）
ロサンゼルス（米国）

河內市（越南）
ハノイ（ベトナム）

萬象（老撾）
ヴィエンチャン

（ラオス） 泰國
タイ

新加坡
シンガポール

杜塞爾多夫市 （德國）
デュッセルドルフ（ドイツ）

千葉
千葉

千葉と世界とのかかわり
千葉與世界息息 相關

千葉縣的國際合作
千葉県の国際協力

科索沃共和國

コソボ共和国

培訓人員演講會（2016年7月）

研修員による講演会（2016年7月）

コソボ共和国から「自治体職員協力交流事業」
により、研修員を受け入れました。研修員は、本
県で一般行政等に関する基礎知識を学びました。

參加製作「粗卷壽司」的人們

「太巻きずし」づくりに取り組む参加者の皆さん

千葉傳統鄉土料理研究會舉辦「粗卷壽司」
體驗教室（2016年8月）
千葉伝統郷土料理研究会による“太巻きずし”
体験教室の開催（2016年8月）

遊客眾多的千葉縣宣傳展間

お客さんで賑わう千葉県PRブース

千葉縣在「日本日」上出展
（2016年5月）
千葉県による「日本デー」への出展
（2016年5月）

與德國的足球隊合影留念

ドイツ側チームとの記念撮影

U-16乒乓球隊訪問我縣（2016年7月）
U-16卓球チームの来県（2016年７月）

ドイツ・デュッセルドルフとの交流 姉妹県州アメリカ・ウィスコンシン州との交流

1990年に姉妹県州となって以来、互いに友好使節団を派遣して、文化・芸術、学術・教育等幅広い分野で交流
を行っています。

老撾·萬象

ラオス・ヴィエンチャン

向老撾首都萬象派遣專家等，就水環境改善領

域提供了支援。

水質分析研究樓的落成典禮（2016年2月）
水質分析研究棟のオープニングセレモニー（2016年２月）

ラオスのヴィエンチャン都に専門家の派遣等を行い、
水環境改善分野での支援を実施しました。

威斯康星州友好使節團來到千葉縣
（2014年11月）
ウィスコンシン州友好使節団の来県（2014年11月）

在茂原市綜合市民中心的演奏

茂原市総合市民センターでの演奏

巴西千葉縣人會館

ブラジル千葉県人会館 

在亞洲各地的推銷活動
アジア各地におけるプロモーション 千葉県では、観光客誘致、県産品の海外販路拡大

を図るため、マレーシア、タイ王国、台湾などアジア各
地において観光、農林水産物など県産品の PR を
行っています。

與在國外的千葉縣人會進行交流
在外千葉県人会との交流

ブラジル、アルゼンチン、南カルフォルニア、メキシコ、カナ
ダには、千葉県から海外へ移住した方々により , 千葉県
人会が結成されており、現地で様々な活動を行っています。
うち、ブラジル千葉県人会では、県人会創立 50 周年
（2007 年）を機に、県民の支援を得てブラジル千葉県人
会館が、2009年4月にサンパウロ市内に建設されました。

千葉縣友好使節團到威斯康星州訪問
（2015年10月）
千葉県友好使節団のウィスコンシン州訪問（2015年10月）

姊妹城市交流25周年紀念植樹

姉妹交流25周年の記念植樹

馬來西亞
マレーシア

與台灣學生評論員進行交流

台湾学生モニターとの交流

レセプション「千葉の夕べ」の開催
（2014年10月、台北）

千葉フェアの開催(2015年9月、クアラルンプール)

銷售千葉縣的產品
千葉県産品の販売

威斯康星州的年輕人作為ALT
（外語輔導助手）來到千葉縣，

在縣立學校十分活躍
ウィスコンシン州の若者が、ALT(語学指導助手)
として来県し、県立学校で活躍しています

2015-2016ALT的各位

2015-2016ALTの皆さん

千葉県とデュッセルドルフ市との間では、2005年以降、経済、スポーツ、
文化、環境等様 な々分野で、活発な交流が行われています。

與德國杜塞爾多夫的交流

從2005年以後，千葉縣與杜塞爾多夫市之間，在經濟、體育、

文化、環境等各個領域中，開展了活潑多樣的交流活動。

與建立姊妹交流關係的美國 ·威斯康星州的交流

自1990年建立姊妹交流關係以來，相互派遣友好使節團，在文化 ·藝術、學術·教育等廣泛領

域中開展交流活動。

作為「自治體職員協作交流事業」接受來自科

索沃共和國的培訓人員。培訓人員在本縣學習

有關一般行政等的基礎知識。 千葉縣為了吸引各地的觀光客，擴展本縣產品向海

外的銷路，在馬來西亞、泰國、台灣等亞洲各地開

展了觀光、農林水產品等本縣產品的宣傳活動。

舉辦千葉展覽會

（2015年9月，吉隆坡）

舉辦「千葉之夜」交流會

（2014年10月，於台北）

在巴西、阿根廷、南加利福尼亞、墨西哥、加

拿大，從千葉縣移居到海外的朋友們, 組建了

千葉縣人會，在當地開展各種各樣的活動。

其中，巴西千葉縣人會借縣人會創立50周年

（2007年）之機，得到了縣民的支援，於

2009年4月，在聖保羅市內建成了巴西千葉縣

人會館。

科索沃
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2016度一般會計當初予算為1兆7,139億日元　2016年度一般会計当初予算は、１兆7,139億円

千葉県の概要

縣花  菜花  県の花－菜の花
Nanohana (Rape Blossom)

縣章（Logo） 県 章 縣樹  羅漢松  県の木－マキ
Maki (Podocarp)

縣鳥  黃道眉  県の鳥－ホオジロ
Hojiro 
(Siberian Meadow Bunting)縣魚  鯛  県の魚－タイ

Tai (Sea Bream)

1954年進行了一般公開募集，雖然並未正式作

出決定，但「菜花」為縣民們普遍喜愛。

1954 年に一般から公募され、正式には決められて
いませんが、「菜の花」として広く親しまれています。

將片假名「千葉」的兩個字頭「チ」
與「ハ」圖案化，於1909年制定。
カタカナの「チ」と「ハ」を図案化したもので、1909年
に制定されました。

這是適合本縣的氣候風土，在街路上、

公園裡、庭園中，經常與縣民生活在一

起的樹木，於1966年被選為縣樹。

本県の気候風土にあい、街路、公園、庭
木などで県民の目によく触れる木として
1966 年に選ばれました。

千葉縣的吉祥物

チーバくん（小千葉）
千葉県のマスコットキャラクター
チーバくん

透過以千葉縣為模型的可愛
型設計，於2011年1月，千
葉縣的吉祥物誕生了。

千葉県を模した姿とかわいらし
いデザインから、2011 年 1月
に千葉県のマスコットキャラク
ターとなりました。

這是在縣內生息，與縣民最為親近的鳥兒，

於 1965 年被選為縣鳥。

県内に生息し、県民に最も親しまれてい
る鳥として、1965 年に選ばれました。

千葉縣的標誌  千葉県のシンボル

千葉縣的人口與家庭戶數的演變
千葉県の人口と世帯数の推移

縣內及日本全國的土地利用狀況
県内及び全国の土地利用状況

千葉縣的財政～2016度一般會計當初預算
千葉県の財政～2016年度一般会計当初予算

縣內總產值中各種經濟活動構成比例
（生產方·名義2013年度）
県内総生産の経済活動別構成比(生産側・名目 2013年度）

各月平均氣溫、降水量（1981～2010年千葉市）
月別平均気温・降水量（1981～2010年 千葉市）

平均降水量 平均降水量
平均氣溫 平均気温

年平均氣溫15.7℃　年間平均気温 15.7℃
年平均降水量1387.3ｍｍ　年間平均降水量 1,387.3mm

年 年
家庭戶數　世帯数人　口　　人　口

千葉縣與日本全國的主要資料　千葉県と全国の主要データ

項　目　  項   目 千葉縣　  千葉県 全　國　  全   国

人口密度

人口密度 
1,207.8/km2 (2016.4.1)

全國第6位　全国第6位
340.8/km2 (2015.10.1) 速報値　注）1

世界第9位　世界第9位 

縣廳所在地

県庁所在地
千葉市  （千葉市） 東京 （東京）

僑居的外國人數量

在留外国人数
2,232,189 (2015.12.31)

人口的1.76％　人口の1.76%

縣（國）內總產值（生產方·名義）

 県（国）内総生産（生産側・名目）
（FY2013・2013年度）

19兆8,112億日元　注）2
※全國第6位
19兆8,112億円
全国第6位

482兆4,304億日元　注）3
482兆4,304億円

產品發貨額（員工4人以上的企業）

製造品出荷額（従業者4人以上の事業所）（2014）

13兆8,743億日元

全國第6位
13兆8,743億円　全国第6位 

305兆1,400億日元

305兆1,400億円

企業數（民營）

事業所数（民営）（2014.7.1）
203,713

全國第9位　全国第9位 5,779,072

員工數（民營）

従業者数 （民営）(2014.7.1)
2,103,767

全國第9位　全国第9位 57,427,704

市區町村數

市区町村数 (2014.4.1)
54市町村（37市16町1村）

54市町村（37市16町1村）

1,741市區町村

（790市23區745町183村）

1,741市区町村 （790市23区745町183村）

ＮＰＯ法人認證數

NPO法人認証数 (2016.3.31)
1,983 50,870

120,232 (2015.12.31)

縣人口的1.93％　県人口の1.93%
全國第6位　全国第6位
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人 口
6,229,358 (2016.4.1)

全國第6位　全国第6位
127,110,047 (2015.10.1)速報値
世界第10位　世界第10位

面　積

面　積
5,158km2 (2015)

全國第28位　全国第28位
377,960km2 (2012)

世界第61位　世界第61位 

年商品銷售額

年間商品販売額（2013）

10兆6,258億日元

全國第9位
10兆6,258億円　全国第9位 

478兆8,284億日元

478兆8,284億円

農業產出額

農業産出額（2014）

4,151億日元

全國第4位
4,151億円　全国第4位

8兆4,279億日元

8兆4,279億円

海面漁業漁獲量

海面漁業漁獲量（2014）

13萬5,383噸

全國第7位
13万5,383トン　全国第7位

371萬6,076噸

371万6,076トン

人均縣（國）民所得

1人当たりの県（国）民所得
（FY2013・2013年度）

301.9萬日元　注）2
全國第12位

301.9万円　全国第12位

282.1萬日元　注）3
282.1万円

這種魚和本縣淵源很深，形象樂觀開朗，作為

象徵本縣發展的魚兒，於1989年被選為縣魚。

本県にゆかりが深く、明るいイメージをもち、本県の
発展を象徴する魚として1989 年に選ばれました。

注）1  按人口1,000萬以上的國家進行比較的順序　人口1,000万以上の国で比較した場合の順位
注）2  2013年度縣民經濟計算　平成25年度県民経済計算
注）3  國民經濟計算年報　2014年度　平成26年度国民経済計算年報　
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千葉縣(2014)
5,157Km2

日本(2014)
378,000Km2

30.6%

24.7%16.0%6.9%3.5%

18.3%

森 林
森 林

農用地
農用地

宅地
宅 地

公路
道 路水面、河流、水路

水面・河川・水路

其他
その他

66.3%
12.0%

4.7%

9.9%

3.6%
3.5%

森 林
森 林

農用地
農用地

宅地
宅 地

公路
道 路

水面、河流、水路
水面・河川・水路

其他
その他

歲入
歳 入

歲出
歳 出

16.6%

製造業
製造業

5.9% 建設業
建設業

4.6% 電氣、煤氣、水道業
電気・ガス・水道業

10.1%

批發、零售業
卸売・小売業

金融、保險業
金融・保険業

3.2%
19.0%

不動產業
不動産業

6.0%
運輸業
運輸業

20.2%

服務業
サービス業

政府服務生產部門
政府サービス生産者

7.9%

1.1%
農林水產業
農林水産業

2.1%其他 その他

商工費、勞動費
商工費・労働費

12.1%

衛生費、環境費
衛生費・環境費

4.4%

合計

1兆7,139億日元

1兆7,139億万円

其他

その他 7.7%

教育費
教育費
24.3%

公債費
公債費
11.9%

民生費
民生費
15.4%

警察費
警察費
8.5%

總務費
総務費
6.4%

土木費
土木費
6.6%

農林水產業費
農林水産業費

2.7%

縣　稅
県　税
46.3%

國庫支出金
国庫支出金

10.4%

縣　債
県　債
10.9%

地方交付稅
地方交付税

9.8%

其他
その他
22.6%

合計

1兆7,139億日元

1兆7,139億万円

3.3%
資訊及通訊傳播業

情報通信業

千葉縣的概要
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千葉県の人口と世帯数の推移

縣內及日本全國的土地利用狀況
県内及び全国の土地利用状況

千葉縣的財政～2016度一般會計當初預算
千葉県の財政～2016年度一般会計当初予算

縣內總產值中各種經濟活動構成比例
（生產方·名義2013年度）
県内総生産の経済活動別構成比(生産側・名目 2013年度）

各月平均氣溫、降水量（1981～2010年千葉市）
月別平均気温・降水量（1981～2010年 千葉市）

平均降水量 平均降水量
平均氣溫 平均気温

年平均氣溫15.7℃　年間平均気温 15.7℃
年平均降水量1387.3ｍｍ　年間平均降水量 1,387.3mm

年 年
家庭戶數　世帯数人　口　　人　口

千葉縣與日本全國的主要資料　千葉県と全国の主要データ

項　目　  項   目 千葉縣　  千葉県 全　國　  全   国

人口密度

人口密度 
1,207.8/km2 (2016.4.1)

全國第6位　全国第6位
340.8/km2 (2015.10.1) 速報値　注）1

世界第9位　世界第9位 

縣廳所在地

県庁所在地
千葉市  （千葉市） 東京 （東京）

僑居的外國人數量

在留外国人数
2,232,189 (2015.12.31)

人口的1.76％　人口の1.76%

縣（國）內總產值（生產方·名義）

 県（国）内総生産（生産側・名目）
（FY2013・2013年度）

19兆8,112億日元　注）2
※全國第6位
19兆8,112億円
全国第6位

482兆4,304億日元　注）3
482兆4,304億円

產品發貨額（員工4人以上的企業）

製造品出荷額（従業者4人以上の事業所）（2014）

13兆8,743億日元

全國第6位
13兆8,743億円　全国第6位 

305兆1,400億日元

305兆1,400億円

企業數（民營）

事業所数（民営）（2014.7.1）
203,713

全國第9位　全国第9位 5,779,072

員工數（民營）

従業者数 （民営）(2014.7.1)
2,103,767

全國第9位　全国第9位 57,427,704

市區町村數

市区町村数 (2014.4.1)
54市町村（37市16町1村）

54市町村（37市16町1村）

1,741市區町村

（790市23區745町183村）

1,741市区町村 （790市23区745町183村）

ＮＰＯ法人認證數

NPO法人認証数 (2016.3.31)
1,983 50,870

120,232 (2015.12.31)

縣人口的1.93％　県人口の1.93%
全國第6位　全国第6位
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人 口
6,229,358 (2016.4.1)

全國第6位　全国第6位
127,110,047 (2015.10.1)速報値
世界第10位　世界第10位

面　積

面　積
5,158km2 (2015)

全國第28位　全国第28位
377,960km2 (2012)

世界第61位　世界第61位 

年商品銷售額

年間商品販売額（2013）

10兆6,258億日元

全國第9位
10兆6,258億円　全国第9位 

478兆8,284億日元

478兆8,284億円

農業產出額

農業産出額（2014）

4,151億日元

全國第4位
4,151億円　全国第4位

8兆4,279億日元

8兆4,279億円

海面漁業漁獲量

海面漁業漁獲量（2014）

13萬5,383噸

全國第7位
13万5,383トン　全国第7位

371萬6,076噸

371万6,076トン

人均縣（國）民所得

1人当たりの県（国）民所得
（FY2013・2013年度）

301.9萬日元　注）2
全國第12位

301.9万円　全国第12位

282.1萬日元　注）3
282.1万円

這種魚和本縣淵源很深，形象樂觀開朗，作為

象徵本縣發展的魚兒，於1989年被選為縣魚。

本県にゆかりが深く、明るいイメージをもち、本県の
発展を象徴する魚として1989 年に選ばれました。

注）1  按人口1,000萬以上的國家進行比較的順序　人口1,000万以上の国で比較した場合の順位
注）2  2013年度縣民經濟計算　平成25年度県民経済計算
注）3  國民經濟計算年報　2014年度　平成26年度国民経済計算年報　

6,216,289
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千葉縣(2014)
5,157Km2

日本(2014)
378,000Km2

30.6%

24.7%16.0%6.9%3.5%

18.3%

森 林
森 林

農用地
農用地

宅地
宅 地

公路
道 路水面、河流、水路

水面・河川・水路

其他
その他

66.3%
12.0%

4.7%

9.9%

3.6%
3.5%

森 林
森 林

農用地
農用地

宅地
宅 地

公路
道 路

水面、河流、水路
水面・河川・水路

其他
その他

歲入
歳 入

歲出
歳 出

16.6%

製造業
製造業

5.9% 建設業
建設業

4.6% 電氣、煤氣、水道業
電気・ガス・水道業

10.1%

批發、零售業
卸売・小売業

金融、保險業
金融・保険業

3.2%
19.0%

不動產業
不動産業

6.0%
運輸業
運輸業

20.2%

服務業
サービス業

政府服務生產部門
政府サービス生産者

7.9%

1.1%
農林水產業
農林水産業

2.1%其他 その他

商工費、勞動費
商工費・労働費

12.1%

衛生費、環境費
衛生費・環境費

4.4%

合計

1兆7,139億日元

1兆7,139億万円

其他

その他 7.7%

教育費
教育費
24.3%

公債費
公債費
11.9%

民生費
民生費
15.4%

警察費
警察費
8.5%

總務費
総務費
6.4%

土木費
土木費
6.6%

農林水產業費
農林水産業費

2.7%

縣　稅
県　税
46.3%

國庫支出金
国庫支出金

10.4%

縣　債
県　債
10.9%

地方交付稅
地方交付税

9.8%

其他
その他
22.6%

合計

1兆7,139億日元

1兆7,139億万円

3.3%
資訊及通訊傳播業

情報通信業

千葉縣的概要
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