（中国地域のあらまし）

Chugoku Bureau of Economy, Trade and Industry
（中国経済産業局）

Introduction

The Chugoku region is located in western Japan and is surrounded by the Sea of Japan and the
Seto Inland Sea，with the Chugoku Mountains running through its middle. It is home to diverse
cultures and is blessed with a rich natural environment
With a developed infrastructure, including air and seaports, a vibrant flow of people and goods
connects the Chugoku region with other parts of Japan and the world.
In terms of tourism, the Chugoku region has abundant tourist resources which are popular
domestically and internationally, such as Kurashiki Bikan Historical Quarter, Tottori Sand Dune, and
Misasa Hot Spring, as well as several World Heritage sites including The Atomic Bomb Dome,
Itsukushima Shrine and Iwami Ginzan Silver Mine.
As for industry, the Chugoku region has many distinctive companies in many industries, including
automobiles, shipbuilding, steel, chemicals, ICT and semiconductors that support local and regional
economies.
（中国地域は日本の西に位置し、日本海と瀬戸内海に囲まれ、中国山地を中央に抱き、美しい景観、多様な文化に恵まれた
地域です。空港、港湾も整備が進み、国内はもとより海外に向けても人、物の移動が活発化しています。
観光の面では、中国地域には原爆ドーム、厳島神社や石見銀山遺跡などの世界遺産のほか、倉敷美観地区や鳥取砂丘、
三朝温泉など、国内外に人気の観光資源に恵まれています。
産業面では、地域経済を支える自動車、造船、鉄鋼、化学、半導体関連産業など特色ある数多くの企業が立地していま
す。）
Tottori Pref.

Shimane Pref.
Okayama Pref.
Hiroshima Pref.
●Travel Times from Major Cities to
Hiroshima
(hours:minutes)
(国内主要都市から広島までの所要時間）
Tokyo
Shinkansen(NOZOMI)
4:00
Flight
1:25
Nagoya
Shinkansen(NOZOMI)
2:20
Osaka
Shinkansen(NOZOMI)
1:30
Fukuoka Shinkansen(NOZOMI)
1:10
Sapporo Flight
1:50

Yamaguchi Pref.

Domestic and
International Network
Pref

Airport

Domestic flights

Tottori

Tokyo(Haneda) 5

Yonago

Tokyo(Haneda) 6

Izumo

Sendai 1,Tokyo(Haneda) 5,Shizuoka 1,
Nagoya(Komaki) 2,Osaka(Itami) 4,Kobe 2,
Oki 1,Fukuoka 2

Oki

Osaka(Itami) 1,Izumo 1

Iwami

Tokyo(Haneda) 2

Okayama

Okayama

Sapporo 1,Tokyo(Haneda) 10,Okinawa 1

Seoul (Incheon) 4,Shanghai (Pudong) 7,
Hong Kong 3,Taipei (Taoyuan) 7

Hiroshima

Hiroshima

Sapporo 2,Sendai 2,Tokyo(Haneda) 18,
Tokyo(Narita) 3,Okinawa 1

Seoul (Incheon) 3,Dalian/Beijing 4,
Shanghai (Pudong) 7,Hong Kong 3,
Taipei (Taoyuan) 7,Singapore 3,Bangkok 3

Iwakuni

Tokyo(Haneda) 5,Okinawa 1

Yamaguchi-Ube

Tokyo(Haneda) 10

Tottori

Shimane

Yamaguchi

(flights per day)

International flights (flights per week)
Hong Kong 3
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Flights schedule for December 2019
Source:Website for each airport

Economic scale

（経済規模）

The total area of the Chugoku region is 31,921㎢, the total population is 7.25 million, and the total
production is 30 trillion yen.
"6-8% Economy": The percentage of the major economic indicators such as GDP in the Chugoku region
is about 6 to 8%. (See the pie charts below)
（中国地域の総面積は31,921㎢、域内総人口は7２５万人、域内総生産は３０兆円です。
「６－８％経済」 中国地域の主要な経済指標のウェイトは全国の約６～８％。）

全国・中国

Data of Chugoku region to the national

Total area/
総面積
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Total area
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㎢
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人口

Ten thousand
people
万人

Gross production in prefecture
県内総生産

National
全国

Chugoku Region
中国地域

Value of
manufactured
goods shipments/
製造品出荷額

８．１％

５．６％

（２０２０）

Tottori Pref
鳥取県

Value of retail
sales/
小売販売額

（２０２０）

Shimane Pref Okayama Pref Hiroshima Pref Yamaguchi Pref
島根県
岡山県
広島県
山口県

377,975

31,921

3,507

6,708

7,114

8,479

6,113

12,615

725

55

67

189

280

134

Hundred
million yen
億円

5,655,865

303,338

19,080

25,318

78,057

117,137

63,746

Value of manufactured goods
shipments
製造品出荷額

Hundred
million yen
億円

3,225,334

260,179

7,816

12,372

77,041

97,415

65,535

Value of retail sales
小売販売額

hundred
million yen
億円

1,390,011

77,231

5,831

6,005

19,655

31,113

14,627

＜出所＞総面積:国土地理院「全国都道府県市
区町村別面積調」（令和3年10月1日）
人口:総務省「人口推計(令和２年10月1日)」、
県内総生産:内閣府「県民経済計算」（平成30年
度）、
製造品出荷額:経済産業省「2020年工業統計調
査(確報)(従業員数4人以上の事業所)」、
小売販売額:総務省・経済産業省「2020年経済
構造実態調査」
1) 各 国 の 数 値 は 、 「 IMF World Economic
Outlook Database, October 2021 」 の
2018年の数値
2)中国地域の数値は「平成30年度県民経済計
算」の数値をドル換算したもの
3) 県内総生産換算レートは、東京外国為替市
場におけるインターバンク直物中心相場の月中平
均値の12ヶ月単純平均値(1ドル＝110.88円)

（U.S. dollars Billion／10億USドル）

２

Major industries & Traditional crafts（主要な産業、伝統工芸品）
Industry in the Chugoku Region since the Meiji era has developed primarily along the coastal areas of the Seto
Inland Sea. The industrial structure features a high proportion of basic material, processing and assembly industries.
This structure is continuing to develop; while the strong position of these industries is being maintained, there is
growth in information and communication industries and electromechanical industries. As a result of the
concentration of industries, there is an accumulation of fundamental technologies and skilled personnel in the
Chugoku region. These are considered the source of this region's great potential for development.
（中国地域の産業は、明治時代から瀬戸内海沿岸部主体に発達。基礎素材型産業、加工組立型産業の比重
が高い産業構造となっているが、これらの優位産業を維持しながら他方では、情報通信産業や、電気機械
産業が伸長。こうした産業の集積の結果、中国地域の各地には基盤型技術や優秀な人材の蓄積が見られ、
当地域の発展ポテンシャルとして評価されている。）
【New Izumo Wind Power Plant（新出雲風力発電所）】
26 windmills of 3MW are installed, counting a total output of 78MW. The amount of electricity
generation is equivalent to the consumption of 40,000 households.
（3,000KWの風車が26基設置され総出力は78,000KWを誇る。発電量は一般家庭4万世帯分
の消費電力量に相当）
【Tatara Iron making（たたら製鉄）】
"Nittoho Tatara, " selected conservation technologies of
the Law for the Protection of Cultural Properties.
（文化財保護法の選定保存技術「日刀保たたら」）

【Sekishu Banshi（石州和紙）】
Premium Japanese paper made in Iwami region,
western part of Shimane Prefecture.
（島根県の西部、石見地方で製造される和紙）

【Ouchi Nuri（大内塗）】
Lacquered wares such as bowls
and trays made in Yamaguchi City.
（山口市で産する主に椀・盆な
どの漆器）

【Hagi Yaki
（萩焼）】
Pottery made
in the city of Hagi and the surro
unding area.
（山口県萩市
一帯で焼かれ
る陶器）

【Akama Inkstone
（赤間硯）】
Useful and appreciative elements, coupled
with the unique color
of reddish brown and
industrial art works.
（赤茶色の独特な色
と、美術彫刻とが相
まって、実用的であ
りながらも鑑賞的要
素を兼ね備える）

【Kumano Fude（熊野筆）】
Brushes for calligraphy and
makeup. Made in Kumano Town,
Hiroshima Prefecture.
（広島県安芸郡熊野町で生産
されている筆）

【Automobile Industry（自動車産業）】
The head office and factory of Mazda, one of Japan's leading
automobile manufacturing companies are located in Hiroshima City.
They produce 569,000 cars and trucks annually.
（広島市には、日本を代表する「マツダ」の本社及び本社工場
がある、乗用車・トラックの製造、販売を行い、本社工場の生
産能力は56.9万台／年を誇る）

Photo Source: Shimane Pref., Hiroshima Pref., Yamaguchi Pref. and Nittoho
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写真提供「島根県、広島県、山口県、日刀保」

【Inshu Washi（因州和紙）】
Premium Japanese paper made in the
east of Tottori Prefecture. Recently it
has been used for a variety of purposes
such as building materials, craft materials and accessories.
（鳥取県東部（旧因幡国）特産の
和紙。近年は建材や工芸材料（ア
クセサリ－等）など多用途に用い
られている）

【Yumihama Gasuri
（弓浜絣）】
Clothes for premium
kimono(Kasuri) made in
Yumigahama Peninsula
(Yonago City & Tottori
City), Tottori Prefecture.
（鳥取県の弓ヶ浜半島
（米子市、境港市）で
製造されている絣）

【Maniwa Biomass Power Plant
（真庭バイオマス発電所）】
One of the largest biomass power
plants with thinned timbers and forest
off-cuts in Japan (Max 10MW)
（間伐材などを主燃料とする木質
バイオマス発電所では国内最大級
（出力1万キロワット））

【Bizen Yaki ware（備前焼）】
One of 6 of the oldest mortared potteries in Japan,
made in Bizen City, Okayama Prefecture.
（岡山県備前市周辺を産地とする炻器。日本六古
窯の一つに数えられる）

【Kurashiki, Kojima, Ibara Jeans（倉敷・児島・井原ジーンズ）】
The birthplace of indigo-dyed jeans in Japan
（「藍染め」の技術を活用した日本初ジーンズの発祥の地）

【Setouchi Kirei Solar Power Plant
（瀬戸内kirei太陽光発電所）】
One of the largest solar power plants in Japan facing the
Seto Inland Sea (Approx. 235 MW, 500 hectares)
（瀬戸内海に面した総面積約500ヘクタールの錦海塩
田跡地を活用した日本国内最大級となる約235MWの
太陽光発電所）

【Mizushima Industrial complex
（水島コンビナート）】
One of the largest industrial complexes of the petrochemical, steel and auto industries in Japan.
（産業分野は、石油化学、鉄鋼、自動車であり、
全国有数の規模を誇る）

Photo Source: Tottori Pref. and Okayama Pref.
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写真提供「鳥取県、岡山県」

World heritage, History & Culture （世界遺産、歴史・文化）
World heritage

（世界遺産）
The Atomic Bomb Dome （Hiroshima
Pref.）（原爆ドーム：広島県）
The A-Bomb Dome, listed as a World Heritage site, is a landmark
dedicated to the devastation caused by the first nuclear weapon to be used
in wartime in human history in 1945. It is a symbol for the abolition of
nuclear weapons and the importance of lasting peace throughout the world.
（他の登録地が人類の長い歴史や文化を伝えるのに対し、この原爆
ドームは、1945年に人類史上初めて使用された核兵器の傷あとを
伝える建造物です。時代を超えて、核兵器が世界からなくなること
や平和の大切さを訴えつづける人類共通の記念碑といえます。）

Itsukushima Shrine （Hiroshima
Pref.）（嚴島神社：広島県）
Itsukushima Shrine, standing in the sea is famous for its vermillion lacquered tower gate. Looking out over Seto Inland, to the rear it is crowned
by Mt. Misen, which has primeval forest, Itsukushima Shrine strikes
harmony between nature and culture.
（海上にそびえたつ朱塗りの大鳥居が印象的な嚴島神社は、その美
しい建物群だけではなく前景には瀬戸内海、背景には原始林の残る
瀰山を配し、見事な自然と文化の調和を表現しています。）

Iwami Ginzan Silver Mine （Shimane
Pref.）（石見銀山遺跡：島根県）
Increased production of silver in Japan and contributed to commercial
exchanges between Japan and countries in Southeast Asia. Along with
traces of large-scale silver production such as silver mines, transportation
routes, ports and towns, it was registered as a World Heritage site in 2007.
（この銀鉱は、日本の金銀の生産を促進し、また東南アジア全体の
経済発展に貢献しました。銀鉱山跡と鉱山町、港と港町、及びこれ
らをつなぐ街道が遺産地域に含まれており、鉱山開発や土地利用の
総体を表す文化的景観の価値が認められています。）

History & Culture

（歴史・文化）

Bicchu Kokubunji Temple Motonosumi Shrine
（Yamaguchi Pref.）
(Okayama Pref.)

Iwami Kagura
Sacred dancing
（Shimane Pref.）

Mitokusan Nageiredo Hall （Tottori
Pref.）

Hiroshima Castle
（Hiroshima Pref.）

元乃隅神社（山口県）
Storehouses with white
mortar walls(Tottori Pref.)

備中国分寺（岡山県） 倉吉白壁（鳥取県） 石見神楽（島根県）
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Photo Source: Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima and Yamaguchi Pref.

三徳山投入堂
（鳥取県）

広島城（広島県）

写真提供「鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県」

Scenery, Hot springs & Gourmet （景観、温泉、グルメ）
Scenery

（景観）

Shinjiko Lake
（Shimane Pref.）

Shimanami Kaido
Expressway
（Hiroshima Pref.）

Kurashiki Bikan Historical
Quarter （Okayama Pref.）

宍道湖（島根県） しまなみ街道（広島県）
Kintaikyo Bridge
（Yamaguchi Pref.）

倉敷美観地区（岡山県）

Hot springs

鳥取砂丘（鳥取県）

Akiyoshido Cavern
（Yamaguchi Pref.）

Senkoji Park
（Hiroshima Pref.）

錦帯橋（山口県）

Tottori Sand Dune
（Tottori Pref.）

千光寺公園（広島県）

秋芳洞（山口県）

（温泉）

Misasa Hot Spring
（Tottori Pref.）

Matsue Shinjiko Hot
Spring （Shimane Pref.）

Hawai Hot Spring
（Tottori Pref.）

松江しんじ湖温泉（島根県）
Okutsu Hot Spring
（Okayama Pref.）

三朝温泉（鳥取県）

Gourmet

奥津温泉（岡山県）

はわい温泉（鳥取県）

（グルメ）

Matsuba Crab
（Tottori Pref.）

松葉ガニ（鳥取県）

Okonomiyaki Layered dish
（Hiroshima Pref.）

Japanese Sweets
（Shimane Pref.）

お好み焼き（広島県）

Shimane Japanese beef
（Shimane Pref.）

Tsuyama Horumonyaki,
Grilled guts and Udon noodle
（Okayama Pref.）

和菓子（島根県）

Sliced Blowfish
（Yamaguchi Pref.）

ふぐ（山口県）津山ホルモンうどん（岡山県））

島根和牛（島根県）
Photo Source: Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima and Yamaguchi Pref.
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写真提供「鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県」

Chugoku Bureau of Economy, Trade and Industry

（中国経済産業局）

The Chugoku Bureau of Economy, Trade and Industry is a local office of the Ministry of Economy, Trade and
Industry(METI), located in Hiroshima city.
The Chugoku Bureau of METI provides a wide varieties of supports to help small and medium-sized enterprises
(SMEs) to promote new products and services, to increase renewable and new energy, to boost economy and industry
in Chugoku region. In addition, it conducts on-site inspections to business operators in order to ensure safety and
security.
（中国経済産業局は、経済産業省の地方ブロック機関であり、中小企業の新商品・新サービスの開発や新
エネルギーの導入促進など、経済活動へ様々な支援をおこない、中国地域の経済や産業の活性化を図ると
ともに、製品の安全対策などに関する事業者への立入検査や違反事業者への対応など、安全・安心を確保
するため、各種規制業務も実施しています。）

International Affairs Division, Industries Department,
Chugoku Bureau of Economy, Trade and Industry
6-30, Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-City 730-8531 Japan
Tel: +81-82-224-5659 Fax: +81-82-224-5642
URL: https//:www.chugoku.meti.go.jp
経済産業省

中国経済産業局

産業部

国際課

〒730-8531 広島市中区上八丁堀６番３０号
Tel: 082-224-5659、Fax: 082-224-5642
URL: https「://www.chugoku.meti.go.jp/
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