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千叶
千葉

　　我们千叶县，有堪称日本国门的成田国际机场为主的各种设施，有亚洲

屈指可数的会展设施——幕张展览馆，从事世界最尖端研究的上总 DNA 研

究所，每年约 2,600 万人来访、拥有两大主题公园的东京迪士尼度假区，是

一个向世界开放的国际县。

　　临海部有京叶临海工业地带延伸，以东京湾横断道路为主的高速公路

网，将这里与首都圈，进而与日本全国连为一体。

　　另一方面，千叶四周海川环绕，深受美丽自然的恩惠，有各种新鲜、美味

的食物，这里同时又是日本全国屈指可数的农林水产县。

　　我要使千叶县的珍宝，无限的潜能都焕发、展现出来，将 “ 阳光灿烂的

千叶 ” 之魅力向日本全国，进而向世界发信。

　　请您一定光临千叶县。 620 万县民等待着您的到来。

千叶县知事　森田 健作

　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2,600万人が訪れる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
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3 4

　　2005年8月，柏、流山地区TSUKUBA 

EXPRESS开始运行，这里集聚了东京大

学与千叶大学等世界一流的大学与研究机

构，诞生了很多从事最尖端技术研究、开

发的风险企业。

　　作为智能发展基地，利用丰庶的自

然与临近东京的便利性等优势，以产

业、居住等功能和谐的“环境、健康、创

造、交流之街区”作为主题，大学与地区

积极合作，努力推进街区建设。

　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6割、国際貨物の約7割
を占め、国際線の旅客数で世界第9位、貨物取
扱量で第7位を誇る成田国際空港及びその周辺
地域は、日本の空の玄関であるだけでなく、わが
国の経済発展の核になる国際的な戦略拠点です。
　2010年には成田スカイアクセスが開業し、空
港と都心が最速36分で結ばれ、さらに利便性が
向上するとともに、空港の年間発着枠も将来的に
30万回までの対応が可能となっており、今後の
機能拡充が期待されています。
　年間約840万人の外国人が利用する本空港の
周辺地域を観光資源として紹介するとともに、
北千葉道路など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ます。
※2012成田空港ハンドブック　2010年値より記載

成田国際空港周辺の都市づくり

幕张新都心～从东京与成田国际机场只需30分钟左右的
未来型国际业务城市

　　幕张新都心，作为亚洲地区具有屈指

可数之规模的会展设施，以1989年开始

运营的幕张展览馆为主体，兼备写字楼、

文教设施、住宅、公园、商业·娱乐设施

等多种多样的功能，有很多来自日本国内

外的人们在这里工作、生活、娱乐。

　幕張新都心は、アジア地域有数の規模を誇る
コンベンション施設として1989年にオープンし
た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。

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

　　幕张国际学校（幼儿园、小学）是招

收外国人与日本人归国儿童等的学校，国

语以外的教学科目使用英语进行教学。少

人数制的班级，宽阔的校舍与运动场，丰

富的教材与最新的ＩＴ设备等，环境十分

优越，使孩子们的国际视野、才能得以扩

展，培养今后在世界上积极活跃的人材。

　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等を受け
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、広々とした校舎やグラウ
ンド、豊富な教材や最新のＩＴ設備などの恵まれ
た環境で、子どもたちの国際性を伸ばし、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

幕张国际学校

　　为了使超过11万人的外籍县民也能够作为

地区社会的一员安居乐业，积极推进教育、医

疗、住宅等生活环境的整备与多语种的信息提

供等活动。

　11万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

外籍县民可以安居乐业的地区
建设

　　在全球化的进展过程中，根据“世

界中的千叶”之观念，千叶县集聚世界

上多种多样的优质主体及资源，努力推

进世界多样性的人类、文化共存的地区

建设。

世界の中の千葉

产学官合作建设
国际学术城市

成田国际机场周边的城市建设

　　成田国际机场在日本占国际旅客约6成、

国际货物约7成的营运量，其国际线的旅客

数在世界上位居第9位，货物吞吐量位居第

7位，成田国际机场及其周边地区，不仅是

日本的空中国门，而且是日本经济发展中

具有中心作用的国际性战略基地。

　　2010年，成田SKY ACCESS特快列车

开始运行，机场到东京都心最快只需36分

钟，在大大提高了交通便利性的同时，还

使机场年飞机起降量将来实现30万架次的

目标成为可能，而且今后可以使机场功能

不断扩充。

　　成田机场周边地区每年约有840万外

国来宾来往利用，在将其作为观光资源予

以介绍的同时，我们还积极对应北千叶公

路等前往成田机场的交通整备、国际物流

相关产业的集聚等，进一步提高其作为国

际机场城市的魅力。

※2012成田机场手册指南　根据2010年数据记载

柏叶校园城构想蓝图 

柏の葉キャンパスタウン構想イメージ図

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。

研讨街区建设的城市环境设计工作室

まちづくりを議論する都市環境デザインスタジオ

柏叶城市设计中心

柏の葉アーバンデザインセンター

领先世界的智能创造空间～上总研究开发园地
　　公园距离东京乘车约需50分钟，以

上总DNA研究所为中心，集聚了生物工

程、信息通信、新材料等15家民间企业

的尖端技术产业领域的研究所与工厂等，

正在推进国际水准的研究开发基地建设。

　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、
情報通信、新素材など民間企業15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

上总研究开发园地的中心设施、世界第一个

DNA专业研究设施——上总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

❸

❹

❺

❺

世界中的千叶
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发的风险企业。

　　作为智能发展基地，利用丰庶的自

然与临近东京的便利性等优势，以产

业、居住等功能和谐的“环境、健康、创

造、交流之街区”作为主题，大学与地区

积极合作，努力推进街区建设。

　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6割、国際貨物の約7割
を占め、国際線の旅客数で世界第9位、貨物取
扱量で第7位を誇る成田国際空港及びその周辺
地域は、日本の空の玄関であるだけでなく、わが
国の経済発展の核になる国際的な戦略拠点です。
　2010年には成田スカイアクセスが開業し、空
港と都心が最速36分で結ばれ、さらに利便性が
向上するとともに、空港の年間発着枠も将来的に
30万回までの対応が可能となっており、今後の
機能拡充が期待されています。
　年間約840万人の外国人が利用する本空港の
周辺地域を観光資源として紹介するとともに、
北千葉道路など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ます。
※2012成田空港ハンドブック　2010年値より記載

成田国際空港周辺の都市づくり

幕张新都心～从东京与成田国际机场只需30分钟左右的
未来型国际业务城市

　　幕张新都心，作为亚洲地区具有屈指

可数之规模的会展设施，以1989年开始

运营的幕张展览馆为主体，兼备写字楼、

文教设施、住宅、公园、商业·娱乐设施

等多种多样的功能，有很多来自日本国内

外的人们在这里工作、生活、娱乐。

　幕張新都心は、アジア地域有数の規模を誇る
コンベンション施設として1989年にオープンし
た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。

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

　　幕张国际学校（幼儿园、小学）是招

收外国人与日本人归国儿童等的学校，国

语以外的教学科目使用英语进行教学。少

人数制的班级，宽阔的校舍与运动场，丰

富的教材与最新的ＩＴ设备等，环境十分

优越，使孩子们的国际视野、才能得以扩

展，培养今后在世界上积极活跃的人材。

　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等を受け
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、広々とした校舎やグラウ
ンド、豊富な教材や最新のＩＴ設備などの恵まれ
た環境で、子どもたちの国際性を伸ばし、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

幕张国际学校

　　为了使超过11万人的外籍县民也能够作为

地区社会的一员安居乐业，积极推进教育、医

疗、住宅等生活环境的整备与多语种的信息提

供等活动。

　11万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

外籍县民可以安居乐业的地区
建设

　　在全球化的进展过程中，根据“世

界中的千叶”之观念，千叶县集聚世界

上多种多样的优质主体及资源，努力推

进世界多样性的人类、文化共存的地区

建设。

世界の中の千葉

产学官合作建设
国际学术城市

成田国际机场周边的城市建设

　　成田国际机场在日本占国际旅客约6成、

国际货物约7成的营运量，其国际线的旅客

数在世界上位居第9位，货物吞吐量位居第

7位，成田国际机场及其周边地区，不仅是

日本的空中国门，而且是日本经济发展中

具有中心作用的国际性战略基地。

　　2010年，成田SKY ACCESS特快列车

开始运行，机场到东京都心最快只需36分

钟，在大大提高了交通便利性的同时，还

使机场年飞机起降量将来实现30万架次的

目标成为可能，而且今后可以使机场功能

不断扩充。

　　成田机场周边地区每年约有840万外

国来宾来往利用，在将其作为观光资源予

以介绍的同时，我们还积极对应北千叶公

路等前往成田机场的交通整备、国际物流

相关产业的集聚等，进一步提高其作为国

际机场城市的魅力。

※2012成田机场手册指南　根据2010年数据记载

柏叶校园城构想蓝图 

柏の葉キャンパスタウン構想イメージ図

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。

研讨街区建设的城市环境设计工作室

まちづくりを議論する都市環境デザインスタジオ

柏叶城市设计中心

柏の葉アーバンデザインセンター

领先世界的智能创造空间～上总研究开发园地
　　公园距离东京乘车约需50分钟，以

上总DNA研究所为中心，集聚了生物工

程、信息通信、新材料等15家民间企业

的尖端技术产业领域的研究所与工厂等，

正在推进国际水准的研究开发基地建设。

　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、
情報通信、新素材など民間企業15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

上总研究开发园地的中心设施、世界第一个

DNA专业研究设施——上总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
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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2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

向支撑地区发展有活力的
中小企业提供支援

谁都可以简单、安全地煎炸“天麸罗”（面炸食

品）与油炸吃食的自动油炸机

誰でも簡単かつ安全に天ぷらやフライを揚げることがで

きる自動揚げ物機

将太阳能电池板发电的电能在蓄电池进行蓄电、

LED灯具进行夜间照明的低环境负荷路灯

太陽光パネルで発電した電気エネルギーをバッテリーに蓄電

し、LEDライトによって夜間照明とする環境負荷の少ない街

路灯

　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。

　　将新生产、开发的优质产品与独创性

产品，作为“千叶生产认定产品”，为开

拓销路提供支援。

日本国内最大规模的材料、能源产业集聚地～
京叶临海工业地带

　　千叶县的生产品发货额等（根据2010年调查）约为12兆

3,805亿日元，在日本全国位居第7位。其中材料、能源产业所

占比例较大，为京叶临海工业地带带来了重化学工业的集聚，

这是其特征之一。另外，这里有很多开发、制造优异产品与独

创产品的中小企业。

　　位于东京湾沿岸40km的京叶临海

工业地带，是1950年代以后，由钢铁与

石油精制、化学、能源等领域的世界著

名企业为主，有200多家公司形成联合

企业格局，向各种产业提供不可缺少的

原材料与能源。

　　现在，这个材料、能源产业集聚地

也面对着与亚洲各国的竞争、地球暖化

的压力，需要做出对应。

　　各个企业都在积极致力于附加价值

更高产品的开发与节省能源、节省资源、

生产效率的提高，今后也将作为具有高

度竞争力的世界最尖端的联合企业，不

断实现自己的发展。

可以高速选别大米、小麦面粉与豆子等质量优

劣、小型的高性能谷物用选别机

米、麦や豆などを高速で良品と不良品に選り分けられる、

小型で高性能な穀物用選別機

　　千叶县有很多有活力的中小企业，

它们依靠独创的构想与职人（工匠）之

魂形成了“独一无二”的技术，以此生

产出世界通用的产品，在地区经济的发

展中发挥着很大的作用。

　　但是，由于经济全球化带来的竞争

激化，少子高龄化的进展造成国内市场

的缩小，后继人才不足等，中小企业的

经营环境十分严峻。

　　因此，本县根据“千叶县中小企业

振兴的有关条例”与“第2次千叶中小企

业活力战略”，按照创业与发展等企业

的成长阶段提供持续的支援，利用有魅

力的地区资源，对企业的振兴、人材确

保与培养给予扶植等，对面对环境变化

果敢进行挑战的、有活力的中小企业提

供支援。

以灯光与声音的融合为构想，装载蓝牙

（Bluetooth）扬声器的外观设计别具特色的灯

具

灯りと音の融合をコンセプトとした、Bluetooth 接続のス

ピーカーを搭載した外装デザインが印象的なライト

熟练的技术大显神通   熟練した技術が光ります

对生产产业集聚的东葛饰

地区的中小企业与风险企

业提供支撑的“东葛技术

广场大楼”（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22年調査）は、
約12兆3,805億円で、全国第7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

独创的构想与优异的技术
独創的なアイデアと優れた技術

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

在国际竞争中胜出的、
独一无二的企业群
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日本乳制品酪农的发祥地——千叶县，是日本全国屈指可数的酪农县。

日本の酪農発祥の地の千葉県は、全国有数の酪農県です。

大地と海の恵みを世界へ

千叶环保农产品认证标志
ちばエコ農産物認証マーク

　　开展“食育”：通过将本县内生产的农

产品趁着新鲜在本地消费——即所谓“千产

千消”、收获体验以及供餐等，向孩子们教

授饮食的重要性。

　　为了将农业以健全的形态传递到子孙后

代手中，通过将农药与化学肥料控制在通常

的一半以下的“千叶环保农产品”认证等，

推进保护环境的农业生产。

食は健康づくりの基本

饮食是健康之本

　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

　　江户时代，千叶县因为临近江户，被人称为“江户的炊房”。这里也是日本乳制品酪

农的发祥地。新鲜的食品材料是健康之源。今天，千叶提供的高质量、安全·安心的农林

水产品，从成田机场运往世界各地。

从江户的炊房到世界的厨房

　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4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。

7

大粒、美味的花生新品种“Oomasari”
大粒で食味が良い落花生の新品種「おおまさり」

使用当地捕捞的新鲜鱼贝等，由手艺精巧的

职人（厨师）亲手制作的“铫子寿司”

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」

胜浦海中公园附近丰庶的大海
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「千産千消」
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。

千叶县的花木，在亚洲与欧洲各国很受欢迎，出口量不断扩大。

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。

千叶县从江户时代开始，就一直是梨子的产地，得天独厚的环

境与长年积累的技术，使得千叶的栽培面积、收获量、产出额

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。

　　温暖的气候与肥沃的大地、丰庶的

大海给予千叶县大自然的恩惠。这里农

业产出额位居日本全国第4位，海面渔

业渔获量也位居全国第4位等，是日本

屈指可数的农林水产县。

　　这里是花生与萝卜、胡萝卜等蔬菜，

梨、枇杷等水果与大龙虾、海苔、沙丁

鱼等水产品以及丰富多彩的食物的宝库。

将大地与海的恩惠献给世界
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4万年の歴史が育む個性豊かな文化

　　千叶自古代开始就有人居住。县内

各地曾发现过当时人们残留的土俑等。

今天的地区文化，是当时的人们所开创，

经历漫长的岁月逐渐发展而成的。

　　江户时代，千叶的文化大放异彩。

以10世纪开山的成田山新胜寺为中心形

成的门前町，因成田诣（参拜）的人们

而热闹非凡，以利根川的水运为背景，

佐原作为商业街区，甚至被称为“赛江户”

不断发展起来。

　　以这些经济的繁荣为背景，伊能忠

敬与、菱川师宣、波的伊八等许多文化

人也在这个时代登场亮相。县内各地流

传的千叶县代表性的节庆，据说在江户

时代就已经以现在的形式举办了。

　　文化的主体，就是日常在这里生活

的人们。今天依然如此，县民组成了

NPO与志愿者团体，积极开展各种文化

活动。

　千葉には、古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埴輪などが見つかって
います。今日の地域文化は、当時の人たちによって
築かれたものが、長い年月を経て発展してきたもの
です。
　江戸時代、千葉の文化は大きく花開きます。１０世紀
に開山した成田山新勝寺を中心に形成された門前町は
成田詣の人達で大いに賑わい、利根川の水運を背
景に佐原は商業の町として、「江戸まさり」と言われ
るほど発展しました。
　これらの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“房总村”，江户时代与明治时代的建筑物

被忠实地再现出来。在这里可以试穿甲胄，在

农家体验机织，在商家制作乡土料理、染蓝布、

抄纸等，实际感受过去的生活文化。

「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。

世界闻名的历史文化名人 世界に誇る歴史的文化人

大原裸体节  大原はだか祭り

太卷节寿司
太巻き祭り寿司

成田太鼓节  成田太鼓祭

佐原的大节 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

伊能 忠敬(1745-1818)

55岁时开始学习测量术，在江户时代中期，第

一次通过实测绘制了准确的日本地图。

菱川 师宣(1630-1694)

被称为浮世绘的始祖。杰作《回眸美人图》已

成为日本邮票的图案。

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(1752-1824)

其外房波涛汹涌的大海之“波”的浮雕是作品的

特征。“富岳三十六景”据说受到了有名的葛饰

北斎之影响。

千叶县的古坟数量在日本全国屈指可数 
千葉県の古墳の数は全国屈指です

以古代神话为由来的节庆与记录地区历史的节

庆等，千叶的节庆极具个性，每年都有很多游

客前来观赏，十分热闹。

古代神話に由来した祭りや地域の歴史を語る祭りなど、

個性豊かな千葉のお祭りは、毎年多くの見物客でにぎわって

います。

 波之伊八的作品  波の伊八の作品

伊能忠敬绘制的日本地图 伊能忠敬が作った日本地図

“回眸美人图” 「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

继承先人培育、养护的传统，建设新的文化

ドイツ・デュッセルドルフ市での公演（2009年3月26日）

“千叶县少年少女管弦乐队”是县内活跃着的诸多业

余音乐活动团体之一，受到大家非常高的评价。

2009年3月25日～4月3日，前往欧洲3个城市举办

邀请公演，广受好评。 

非常に高い評価を得ている「千葉県少年少女オーケスト

ラ」は、県内で活躍する多くのアマチュア音楽活動団体の

一つです。 2009年 3月25日～4月3日にヨーロッパの

3都市で招待公演を行い、好評を博しました。

在德国杜塞尔多夫市的公演（2009年3月26日）

在德国科隆市电车中
的演奏

（2009年3月 30日）

ドイツ・ケルン市電での
演奏（2009年3月30日）

4万年历史哺育的个性丰富的文化
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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

继承先人培育、养护的传统，建设新的文化

ドイツ・デュッセルドルフ市での公演（2009年3月26日）

“千叶县少年少女管弦乐队”是县内活跃着的诸多业

余音乐活动团体之一，受到大家非常高的评价。
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邀请公演，广受好评。 
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ラ」は、県内で活躍する多くのアマチュア音楽活動団体の

一つです。 2009年 3月25日～4月3日にヨーロッパの

3都市で招待公演を行い、好評を博しました。

在德国杜塞尔多夫市的公演（2009年3月26日）

在德国科隆市电车中
的演奏

（2009年3月 30日）

ドイツ・ケルン市電での
演奏（2009年3月30日）

4万年历史哺育的个性丰富的文化



　　千叶县冬季也很温暖，春天会捷足先至。一到2月，各地的菜花等五颜六色的花儿

竞相开放。初夏之际，色彩鲜艳的花菖蒲使植物园光彩照人。

　　千叶四周的大海，在不同的季节展现出不同的表情。在这里，可以钓鱼、冲浪、水

肺潜水等，有各种各样的娱乐。潮风吹拂，身心都能变得焕然一新。

11 12

享受千叶
千葉を楽しむ千葉を楽しむ

15万枝郁金香花竞相开放——曙山农业公园（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

犬吠埼灯台（铫子市） 犬吠埼灯台（銚子市）

在房总半岛夷隅市·大多喜町行走的地方线——夷隅铁路

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
新绿的龟山湖（君津市）  新緑の亀山湖（君津市）

可以体验摘花乐趣的南房总·白间津的花圃（南房总市）  花摘みも楽しめる南房総・白間津の花畑（南房総市）

热带、亚热带的花儿全年开放的南房伊甸园（馆山市）
  熱帯、亜熱帯の花々が一年中咲き乱れる南房パラダイス（館山市）

在县内还整备了自行车专用道、自行车出租等（南房总市）
 県内には、サイクリングロード・レンタルサイクルも整備（南房総市）

可以一边眺望红叶一边散步的名胜之地——
养老溪谷（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。

东京湾也可一览无余、绝景的锯山（锯南町、富津市）
東京湾も一望・絶景の鋸山（鋸南町・富津市） (Kyonan Town and Futtsu City)

享受千叶

海水浴与海洋体育运动的圣地——九十九里滨（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
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台湾
台湾

阿根廷
アルゼンチン

巴西 ブラジル

墨西哥 メキシコ

多伦多（加拿大）
トロント（カナダ）

威斯康星州（美国）
ウィスコンシン州（米国）北温哥华（加拿大）

ノースバンクーバー（カナダ）

洛杉矶（美国）
ロサンゼルス（米国）

河内市（越南）
ハノイ（ベトナム）

万象（老挝）
ヴィエンチャン（ラオス）　 泰国

タイ

新加坡 
シンガポール

杜塞尔多夫市（德国）
デュッセルドルフ（ドイツ）

千叶
千葉

千葉と世界とのかかわり
千叶与世界息息 相关

在亚洲的国际合作
アジアでの国際協力

越南·河内
ベトナム・ハノイ

与NPO、大学以及国家有关机构等合作，向

越南河内市派遣专家等，提供特别支援教育、

产品生产、下水道、水环境教育领域的支援

等。

在河内市内的下水处理场进行水质测定

（2011年3月） 

NPO・大学・国の関係機関等と連携して、ベトナム・
ハノイ市に専門家の派遣等を行い、特別支援教育・
ものづくり・下水道・水環境教育分野での支援を
行ってきました。

ハノイ市内の下水処理場での水質測定（2011年3月）

参加制作“粗卷寿司”的人们

「太巻きずし」づくりに取り組む参加者の皆さん

千叶传统乡土料理研究会举办“粗卷寿司”
体验教室（2012年5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（2012年5月）

游客众多的千叶县宣传展间

お客さんで賑わう千葉県PRブース

千叶县在“日本日”上出展（2012年6月）
千葉県による「日本デー」への出展
（2012年6月）

与德国的足球队合影留念

ドイツ側チームとの記念撮影

U-15女子足球队到杜塞尔多夫市访问

（2011年7月）
U-15女子サッカーチームの
デュッセルドルフ市訪問（2011年７月）

与德国杜塞尔多夫的交流

从2005年以后，千叶县与杜塞尔多夫市之间，在经济、体育、

文化、环境等各个领域中，开展了活泼多样的交流活动。

与建立姊妹交流关系的美国·威斯康星州的交流

自1990年建立姊妹交流关系以来，相互派遣友好使节团，在文化·艺术、学术·教育等广泛领域中

开展交流活动。

ドイツ・デュッセルドルフとの交流

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、環境等様々な分野で、活発な交流が行われています。

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おり、文化・芸術、学術・教育等幅広い分野で交流
を行っています。

老挝·万象
ラオス・ヴィエンチャン

向老挝首都万象派遣专家等，就水环境改善领

域提供支援。

在万象市内的排水路进行简易水质测定

（2012年7月）
在中心舞台的观光宣传

ラオスのヴィエンチャン市に専門家の派遣等を行
い、水環境改善分野での支援を行っています。

ヴィエンチャン市内の排水路での簡易水質測定
（2012年7月）

千叶县友好使节团到威斯康星州访问

（2010年9月）

千葉県友好使節団のウィスコンシン州訪問（2010年9月）

在米德尔顿公众图书馆表演乡土艺能
ミドルトン・パブリックライブラリーでの郷土芸能の披露

威斯康星州友好使节团来到千叶县

（2012年9月）

ウィスコンシン州友好使節団の来県（2012年9月）

在野田市立清水台小学表演舞蹈
野田市立清水台小学校でのダンス披露

巴西千叶县人会馆
ブラジル千葉県人会館

威斯康星州的年轻人作为ALT
(外语辅导助手)来到千叶县，在县立

学校十分活跃 
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

各位ALT(外语辅导助手)（2012-2013）
ALTの皆さん

在亚洲各地的推销活动　
アジア各地におけるプロモーション

千叶县为了吸引各地的观光客，扩展本县

产品向海外的销路，在泰国、台湾等亚洲

各地开展了观光、农林水产品等本县产品

的宣传活动。

参加台北国际旅展(ITF2011)
（2011年11月，台湾）

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、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。

台北国際旅行博（ITF2011）への参加
（2011年11月、台湾）

与在国外的千叶县人会进行交流　
在外千葉県人会との交流

在巴西、阿根廷、南加利福尼亚、墨西哥、

加拿大，从千叶县移居到海外的朋友们,组

建了千叶县人会，在当地开展各种各样的

活动。

其中，巴西千叶县人会借县人会创立50周

年（2007年）之机，得到了县民的支援，

于2009年4月，在圣保罗市内建成了巴西

千叶县人会馆。

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。

在商店街举办千叶展

(2012年8月，曼谷) 
ショッピングモールにて千葉フェアの開催
(2012年8月、バンコク)

销售千叶县的产品

千葉県産品の販売メインステージでの観光PR
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（2010年9月）

千葉県友好使節団のウィスコンシン州訪問（2010年9月）

在米德尔顿公众图书馆表演乡土艺能
ミドルトン・パブリックライブラリーでの郷土芸能の披露

威斯康星州友好使节团来到千叶县

（2012年9月）

ウィスコンシン州友好使節団の来県（2012年9月）

在野田市立清水台小学表演舞蹈
野田市立清水台小学校でのダンス披露

巴西千叶县人会馆
ブラジル千葉県人会館

威斯康星州的年轻人作为ALT
(外语辅导助手)来到千叶县，在县立

学校十分活跃 
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

各位ALT(外语辅导助手)（2012-2013）
ALTの皆さん

在亚洲各地的推销活动　
アジア各地におけるプロモーション

千叶县为了吸引各地的观光客，扩展本县

产品向海外的销路，在泰国、台湾等亚洲

各地开展了观光、农林水产品等本县产品

的宣传活动。

参加台北国际旅展(ITF2011)
（2011年11月，台湾）

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、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。

台北国際旅行博（ITF2011）への参加
（2011年11月、台湾）

与在国外的千叶县人会进行交流　
在外千葉県人会との交流

在巴西、阿根廷、南加利福尼亚、墨西哥、

加拿大，从千叶县移居到海外的朋友们,组

建了千叶县人会，在当地开展各种各样的

活动。

其中，巴西千叶县人会借县人会创立50周

年（2007年）之机，得到了县民的支援，

于2009年4月，在圣保罗市内建成了巴西

千叶县人会馆。

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。

在商店街举办千叶展

(2012年8月，曼谷) 
ショッピングモールにて千葉フェアの開催
(2012年8月、バンコク)

销售千叶县的产品

千葉県産品の販売メインステージでの観光PR
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2012度一般会计当初予算为1兆6001亿800万日元     2012年度一般会計当初予算は、１兆6,001億800万円

千葉県の概要

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

县章(Logo)  県 章 县树  罗汉松  県の木－マキ
Maki (Podocarp)

县鸟  黄道眉  県の鳥－ホオジロ
Hojiro 
(Siberian Meadow Bunting)

县鱼  鲷  県の魚－タイ
Tai (Sea Bream)

1954年进行了一般公开募集，虽然并未正式

作出决定，但“菜花”为县民们普遍喜爱。

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。

将片假名“千叶”的两个字头“チ”与“ハ”图案

化，于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。

这是适合本县的气候风土，在街

路上、公园里、庭园中，经常与

县 民 生 活 在 一 起 的 树 木 ， 于

1966年被选为县树。

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。

本县的吉祥物　
チーバくん（小千叶）
県のマスコットキャラクター

チーバくん

通过以千叶县为模型的可

爱型设计，于2011年1月，

千叶县的吉祥物诞生了。

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。

这是在县内生息，与县民最为亲

近的鸟儿，于1965年被选为县鸟。

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。

千叶县的标志  千葉県のシンボル

千叶县的人口与家庭户数的演变

千葉県の人口と世帯数の推移

县内及日本全国的土地利用状况

県内及び全国の土地利用状況

千叶县的财政～2012度一般会计当初预算
千葉県の財政～2012年度一般会計当初予算

县内总产值中各种经济活动构成比例
（生产方、名义2009年度）

県内総生産の経済活動別構成比(生産側・名目 2009年度）

各月平均气温、降水量（1981～2010年　千叶市）
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
平均气温   平均気温

年平均气温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
家庭户数   世帯数人　口   人　口

千叶县与日本全国的主要数据  千葉県と全国の主要データ

项　目　  項   目 千叶县　  千葉県 全　国　  全   国

人口密度

人口密度 

1,201.8/km2 (2012.8.1)

全国第6位  全国第6位
343/km2 (2010.10.1)

世界第7位   世界第7位 

县厅所在地

県庁所在地
千叶市 （千葉市） 东京 （東京）

外国人登记者数

外国人登録者数
2,078,508 (2011.12.31)

人口的1.63％  人口の1.63%

县（国）内总产值（生产方·名义）

県（国）内総生産（生産側・名目）
（2009年度・2009年度）

19兆2,090亿日元 ※

全国第6位

19兆2,090億円
全国第6位

474兆402亿日元　※※

474兆402億円

产品发货额（员工4人以上的企业）

製造品出荷額（従業者4人以上の事業所）（2010）

12兆3,805亿日元

全国第7位

12兆3,805億円  全国第7位 

289兆1,077亿日元 

289兆1,077億円

企业数 

事業所数（2009.7.1）
208,091

全国第9位  全国第9位
6,043,300

员工数

従業者数 (2009.7.1)

2,295,677

全国第9位   全国第9位
62,860,514

市区町村数

市区町村数 (2012.4.1)

54市町村（36市17町1村）

54市町村 （36市17町1村）
1,742市区町村（787市23区748町184村）

1,742市区町村 （787市23区748町184村）

ＮＰＯ法人认证数

NPO法人認証数 (2012.7.31)
1,534 45,964

110,235 (2011.12.31)

县人口的1.78％  県人口の1.78%
全国第6位  全国第6位

千叶县(2010)
5,157Km2

日本(2010)
377,930Km2

31.2%

25.0%15.8%
6.7%3.6%

17.7%

森 林
森 林

农用地
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%
12.4%

5.0%
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3.6%
3.5%

森 林
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6,197,079 (2012.8.1)

全国第6位   全国第6位

128,057,352 (2010.10.1)

世界第10位   世界第10位

面　积

面　積
5,157km2 (2011)

全国第28位  全国第28位

377,955km2 (2011)

世界第61位   世界第61位 

年商品销售额

年間商品販売額（2007）

12兆3,222亿日元

全国第9位

12兆3,222億円 全国第9位 

548兆2,371亿日元 

548兆2,371億円

农业产出额

農業産出額（2010）

4,009亿日元　

全国第4位

4,009億円 全国第4位

8兆2,463亿日元 

8兆2,463億円

海面渔业渔获量

海面漁業漁獲量（2010）

16万9,244吨

全国第4位

16万9,244トン 全国第4位

382万3,144吨

382万3,144トン

人均县（国）民所得

1人当たりの県（国）民所得
（2009年度・2009年度）

291. 7万日元

全国第6位

291.7万円  全国第6位

266万日元

266万円

这种鱼和本县渊源很深，形象乐观开朗，作为

象征本县发展的鱼儿，于1989年被选为县鱼。

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。

※　　2009年度县民经济计算
※　　平成21年度県民経済計算
※※　国民经济计算年报　2011年度
※※　国民経済計算年報　平成23年版

岁出
歳 出

20.2%

制造业
製造業

4.6%
建设业
建設業

3.3% 电气、煤气、水道业
電気・ガス・水道業

11.0%

批发、零售业
卸売・小売業

金融、保险业
金融・保険業

4.2%
19.2%

不动产业
不動産業

7.9%

运输、通信业
運輸・通信業

20.0%

服务业
サービス業

政府服务

生产部门
政府サービス生産者

8.8%

1.2%
农林水产业
農林水産業

2.1%其他 その他

商工费、劳动费
商工費・労働費

13.6%

卫生费、环境费
衛生費・環境費

4.3%

合计 
1兆6001亿800万日元

1兆6,001億800万円

其 他
その他 5.2%

教育费
教育費
26.3%

公债费
公債費
11.3%

民生费
民生費
13.8%

警察费
警察費
8.9%

总务费
総務費
7.5%

土木费
土木費
6.4%

农林水产业费
農林水産業費

2.7%

县　税
県　税
39.3%

国库支出金
国庫支出金

10.1%

县　债
県　債
15.7%

地方交付税
地方交付税

11.0%

其 他
その他
23.9%

合计 
1兆6001亿800万日元

1兆6,001億800万円

因为有扣除项目（归属利息等），构成比例的合计不足100％。

控除項目（帰属利子等）があるため、構成比の合計は100%にならない。
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2012度一般会计当初予算为1兆6001亿800万日元     2012年度一般会計当初予算は、１兆6,001億800万円

千葉県の概要

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

县章(Logo)  県 章 县树  罗汉松  県の木－マキ
Maki (Podocarp)

县鸟  黄道眉  県の鳥－ホオジロ
Hojiro 
(Siberian Meadow Bunting)

县鱼  鲷  県の魚－タイ
Tai (Sea Bream)

1954年进行了一般公开募集，虽然并未正式

作出决定，但“菜花”为县民们普遍喜爱。

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。

将片假名“千叶”的两个字头“チ”与“ハ”图案

化，于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。

这是适合本县的气候风土，在街

路上、公园里、庭园中，经常与

县 民 生 活 在 一 起 的 树 木 ， 于

1966年被选为县树。

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。

本县的吉祥物　
チーバくん（小千叶）
県のマスコットキャラクター

チーバくん

通过以千叶县为模型的可

爱型设计，于2011年1月，

千叶县的吉祥物诞生了。

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。

这是在县内生息，与县民最为亲

近的鸟儿，于1965年被选为县鸟。

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。

千叶县的标志  千葉県のシンボル

千叶县的人口与家庭户数的演变

千葉県の人口と世帯数の推移

县内及日本全国的土地利用状况

県内及び全国の土地利用状況

千叶县的财政～2012度一般会计当初预算
千葉県の財政～2012年度一般会計当初予算

县内总产值中各种经济活动构成比例
（生产方、名义2009年度）

県内総生産の経済活動別構成比(生産側・名目 2009年度）

各月平均气温、降水量（1981～2010年　千叶市）
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
平均气温   平均気温

年平均气温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
家庭户数   世帯数人　口   人　口

千叶县与日本全国的主要数据  千葉県と全国の主要データ

项　目　  項   目 千叶县　  千葉県 全　国　  全   国

人口密度

人口密度 

1,201.8/km2 (2012.8.1)

全国第6位  全国第6位
343/km2 (2010.10.1)

世界第7位   世界第7位 

县厅所在地

県庁所在地
千叶市 （千葉市） 东京 （東京）

外国人登记者数

外国人登録者数
2,078,508 (2011.12.31)

人口的1.63％  人口の1.63%

县（国）内总产值（生产方·名义）

県（国）内総生産（生産側・名目）
（2009年度・2009年度）

19兆2,090亿日元 ※

全国第6位

19兆2,090億円
全国第6位

474兆402亿日元　※※

474兆402億円

产品发货额（员工4人以上的企业）

製造品出荷額（従業者4人以上の事業所）（2010）

12兆3,805亿日元

全国第7位

12兆3,805億円  全国第7位 

289兆1,077亿日元 

289兆1,077億円

企业数 

事業所数（2009.7.1）
208,091

全国第9位  全国第9位
6,043,300

员工数

従業者数 (2009.7.1)

2,295,677

全国第9位   全国第9位
62,860,514

市区町村数

市区町村数 (2012.4.1)

54市町村（36市17町1村）

54市町村 （36市17町1村）
1,742市区町村（787市23区748町184村）

1,742市区町村 （787市23区748町184村）

ＮＰＯ法人认证数

NPO法人認証数 (2012.7.31)
1,534 45,964

110,235 (2011.12.31)

县人口的1.78％  県人口の1.78%
全国第6位  全国第6位

千叶县(2010)
5,157Km2

日本(2010)
377,930Km2

31.2%

25.0%15.8%
6.7%3.6%

17.7%

森 林
森 林

农用地
農用地

宅 地
宅 地

公 路
道 路水面、河流、水路
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其 他
その他

66.3%
12.4%
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3.5%

森 林
森 林

农用地
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

1
8
7
5

1
9
0
0

1
9
2
5

1
9
5
0

1
9
6
0

1
9
7
0

1
9
8
0

1
9
9
0

2
0
0
0

2
0
1
0

200

100

300

400

500

600

700

0

50

100

150

200

250

300

0

家
庭
户
数
︵
单
位 

万
户
︶

世
帯
数
（
単
位 

万
世
帯
）

人

　口
︵
单
位 

万
人
︶

人

　口
（
単
位 

万
人
）

岁入
歳 入

人 口 

人 口 
6,197,079 (2012.8.1)

全国第6位   全国第6位

128,057,352 (2010.10.1)

世界第10位   世界第10位

面　积

面　積
5,157km2 (2011)

全国第28位  全国第28位

377,955km2 (2011)

世界第61位   世界第61位 

年商品销售额

年間商品販売額（2007）

12兆3,222亿日元

全国第9位

12兆3,222億円 全国第9位 

548兆2,371亿日元 

548兆2,371億円

农业产出额

農業産出額（2010）

4,009亿日元　

全国第4位

4,009億円 全国第4位

8兆2,463亿日元 

8兆2,463億円

海面渔业渔获量

海面漁業漁獲量（2010）

16万9,244吨

全国第4位

16万9,244トン 全国第4位

382万3,144吨

382万3,144トン

人均县（国）民所得

1人当たりの県（国）民所得
（2009年度・2009年度）

291. 7万日元

全国第6位

291.7万円  全国第6位

266万日元

266万円

这种鱼和本县渊源很深，形象乐观开朗，作为

象征本县发展的鱼儿，于1989年被选为县鱼。

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。

※　　2009年度县民经济计算
※　　平成21年度県民経済計算
※※　国民经济计算年报　2011年度
※※　国民経済計算年報　平成23年版

岁出
歳 出

20.2%

制造业
製造業

4.6%
建设业
建設業

3.3% 电气、煤气、水道业
電気・ガス・水道業

11.0%

批发、零售业
卸売・小売業

金融、保险业
金融・保険業

4.2%
19.2%

不动产业
不動産業

7.9%

运输、通信业
運輸・通信業

20.0%

服务业
サービス業

政府服务

生产部门
政府サービス生産者

8.8%

1.2%
农林水产业
農林水産業

2.1%其他 その他

商工费、劳动费
商工費・労働費

13.6%

卫生费、环境费
衛生費・環境費

4.3%

合计 
1兆6001亿800万日元

1兆6,001億800万円

其 他
その他 5.2%

教育费
教育費
26.3%

公债费
公債費
11.3%

民生费
民生費
13.8%

警察费
警察費
8.9%

总务费
総務費
7.5%

土木费
土木費
6.4%

农林水产业费
農林水産業費

2.7%

县　税
県　税
39.3%

国库支出金
国庫支出金

10.1%

县　债
県　債
15.7%

地方交付税
地方交付税

11.0%

其 他
その他
23.9%

合计 
1兆6001亿800万日元

1兆6,001億800万円

因为有扣除项目（归属利息等），构成比例的合计不足100％。

控除項目（帰属利子等）があるため、構成比の合計は100%にならない。

6,216,289

2,515,904
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