
工 業 の さ か ん な 地 域  

 

□001
第二次世界大戦以前から工業のさかんであった場所を何と
いうか

☆☆☆☆☆ 工業地帯

□002
四大工業地帯のうち京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工
業地帯と残り1つはどこか

☆☆☆☆☆ 北九州工業地帯

□003
四大工業地帯のうち京浜工業地帯、中京工業地帯、北九州
工業地帯と残り1つはどこか

☆☆☆☆☆ 阪神工業地帯

□004
四大工業地帯のうち京浜工業地帯、阪神工業地帯、北九州
工業地帯と残り1つはどこか

☆☆☆☆☆ 中京工業地帯

□005
四大工業地帯のうち中京工業地帯、阪神工業地帯、北九州
工業地帯と残り1つはどこか

☆☆☆☆☆ 阪神工業地帯

□006 東京都と神奈川県にまたがる工業地帯は何か
☆☆☆☆ 京浜工業地帯

□007
愛知県と岐阜県南部、三重県北東部にまたがる工業地帯は
何か

☆☆☆☆ 中京工業地帯

□008 大阪府と兵庫県、和歌山県北部にまたがる工業地帯は何か
☆☆☆☆ 阪神工業地帯

□009
四大工業地帯のある、関東から九州にかけての海沿いを何
というか

☆☆☆☆ 太平洋ベルト

□010
第二次世界大戦以降に新たに工業が発展した場所を何とい
うか

☆☆☆☆☆ 工業地域

□011 栃木県・群馬県・埼玉県にまたがる工業地域は何か
☆☆☆ 関東内陸工業地域

□012 千葉県に位置する工業地域は何か
☆☆☆ 京葉工業地域

□013 静岡県に位置する工業地域は何か
☆☆☆ 東海工業地域

□014
岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県にまたがる工業
地域は何か

☆☆☆ 瀬戸内工業地域

□015
全国の工業地帯・地域の中で、出荷額が日本で一番大きい
ものはどこか

☆☆☆☆☆ 中京工業地帯
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□016
全国の工業地帯・地域の中で、出荷額が日本で二番目に番
大きいものはどこか

☆☆ 阪神工業地帯

□017
全国の工業地帯・地域の中で、中京工業地帯の出荷額は何
番目に大きいか、数字で答えよ

☆☆☆☆☆ 1番目

□018
全国の工業地帯・地域の中で、阪神工業地帯の出荷額は何
番目に大きいか、数字で答えよ

☆☆ 2番目

□019
全国の工業地帯・地域の中で、京浜工業地帯の出荷額は何
番目に大きいか、数字で答えよ

☆☆ 5番目

□020
出荷額の内訳で、機械工業の割合が60％を超えている工
業地帯・地域はどこか

☆☆☆☆ 中京工業地帯

□021
出荷額の内訳で、化学工業の割合が30％を超えている工
業地帯・地域はどこか

☆☆☆☆ 京葉工業地域

□022
出荷額の内訳で、化学工業、機械工業ともに割合が20％
を超えている工業地帯・地域はどこか

☆☆ 瀬戸内工業地域

□023
出荷額の内訳で、金属工業、機械工業ともに割合が20％
を超えている工業地帯・地域はどこか

☆☆ 阪神工業地帯

□024
中京工業地帯の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業は何
か

☆☆☆☆☆ 機械工業

□025
阪神工業地帯の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業と、
2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆☆ 最大：機械工業、2番
目：金属工業

□026
関東内陸工業地域の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業
と、2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆ 最大：機械工業、2番
目：食料品工業

□027
瀬戸内工業地域の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業
と、2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆☆ 最大：機械工業、2番
目：化学工業

□028
京浜工業地帯の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業と、
2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆☆ 最大：機械工業、2番
目：化学工業

□029
東海工業地域の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業と、
2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆ 最大：機械工業、2番
目：食料品工業

□030
京葉工業地域の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業と、
2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆☆ 最大：化学工業、2番
目：金属工業

□031
北九州工業地帯の出荷額内訳で、最も割合が大きい工業
と、2番目に割合が大きい工業は何か

☆☆☆ 最大：機械工業、2番
目：食料品工業
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□032 自動車の出荷額が全国一の都道府県はどこか
☆☆☆☆☆ 愛知県

□033 鉄鋼の出荷額が全国一の都道府県はどこか
☆☆☆☆ 愛知県

□034 陶磁器の出荷額が全国一の都道府県はどこか
☆☆☆ 愛知県

□035 せんい製品の出荷額が全国一の都道府県はどこか
☆☆☆ 愛知県

□036
中京工業地帯で自動車生産の中心地となる、愛知県中央部
の都市は何か

☆☆☆☆☆ 豊田市

□037
市の名前の由来ともなった、中京工業地帯最大の自動車会
社はどこか、カタカナで答えよ

☆☆☆☆☆ トヨタ

□038 愛知県西部にある、鉄鋼の生産がさかんな都市はどこか
☆☆☆ 東海市

□039
愛知県東海市でさかんな産業を次から選べ 
【よう業、造船業、製鉄業、製紙パルプ業、せんい工業】

☆☆☆ 製鉄業

□040
三重県北東部にある、石油化学工業のさかんな都市はどこ
か

☆☆☆☆ 四日市市

□041 愛知県北部にある、陶磁器づくりのさかんな都市はどこか
☆☆☆ 瀬戸市

□042
愛知県瀬戸市でさかんな産業を次から選べ 
【よう業、造船業、製鉄業、製紙パルプ業、せんい工業】

☆☆☆☆ よう業

□043
愛知県岡崎市でさかんな産業を次から選べ 
【よう業、造船業、製鉄業、製紙パルプ業、せんい工業】

☆☆ せんい工業

□044
よう業の伝統を受け継ぎ生産されている、高度な機能を持
つ製品を何というか

☆☆ ファインセラミックス

□045 岐阜県南部にある、陶磁器づくりのさかんな都市はどこか
☆ 多治見市

□046 兵庫県南西部にある、製鉄のさかんな都市はどこか
☆☆☆ 姫路市

□047 和歌山県北部にある、製鉄のさかんな都市はどこか
☆☆☆ 和歌山市
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□048
大阪府にある、製鉄・石油化学工業ともにさかんな都市は
どこか

☆☆☆☆☆ 堺市

□049
大阪府門真市でさかんに製造されているものは何か、次か
ら選べ 
【鉄鋼、船舶、せんい、電気機器、陶磁器、自動車】 ☆☆☆ 電気機器

□050
関西国際空港の対岸にあり、綿織物工業のさかんな都市は
どこか

☆☆☆ 泉佐野市

□051
工場や倉庫を計画的に移転・誘致して1ヵ所に集中させた
施設を何というか

☆☆☆☆ 工業団地

□052
関東内陸工業地域でさかんな工業を次から選べ 
【金属工業、機械工業、化学工業、食料品工業】

☆☆☆ 機械工業

□053
群馬県の太田市や大泉町に多く居住する、外国人労働者は
どこの国の出身か

☆☆☆ ブラジル

□054 群馬県南東部にある、自動車工業のさかんな都市はどこか
☆☆☆ 太田市

□055
関東内陸工業地域が発展する以前に、この土地でさかんだ
った産業を次から選べ 
【養蚕業・林業・鉱山業・製塩業】 ☆☆☆ 養蚕業

□056 関東内陸工業地域にある、世界遺産は何か
☆☆☆ 富岡製糸場

□057
埼玉県西部にある、セメント生産がさかんであった都市は
どこか ☆☆ 

秩父市

□058
2011年に全線開通した、関東内陸工業地域と茨城港を結
ぶ高速道路は何か

☆ 北関東自動車道

□059
関東内陸工業地域から北関東自動車道でつながった港はど
こか

☆ 茨城港

□060
かつて塩田として利用された跡地を利用して工場を建設し
た工業地帯・地域はどこか

☆☆☆☆ 瀬戸内工業地域

□061 岡山県倉敷市で、コンビナートが建設された地区はどこか
☆☆☆☆ 水島地区

□062 水島コンビナートがある都市はどこか
☆☆☆☆☆ 倉敷市

□063
山口県南東部にある、石油化学コンビナートがある都市は
どこか

☆☆☆ 周南市
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□064
香川県北部にある、石油化学コンビナートがある都市はど
こか

☆☆ 坂出市

□065 広島県南東部にある、鉄鋼業がさかんな都市はどこか
☆☆ 福山市

□066
広島県南西部にある、鉄鋼業と造船業がともにさかんな都
市はどこか

☆☆☆ 呉市

□067
広島県安芸郡府中町でさかんな工業を次から選べ 
【せんい工業、鉄鋼業、自動車工業、造船業、よう業、醸
造業】 ☆☆☆ 自動車工業

□068
山口県防府市でさかんな工業を次から選べ 
【せんい工業、鉄鋼業、自動車工業、造船業、よう業、醸
造業】 ☆ 自動車工業

□069
山口県南西部にある、セメント生産を現在も行っている都
市はどこか

☆☆☆☆ 宇部市

□070
山口県宇部市で生産がさかんなものを次から選べ 
【セメント、陶磁器、自動車、船舶、うちわ、電気機器】

☆☆☆ セメント

□071 愛媛県北部にある、造船業のさかんな都市はどこか
☆☆ 今治市

□072 愛媛県北部にある、タオルの生産が有名な都市はどこか
☆☆☆☆ 今治市

□073
古くから特定の場所で集中的に生産されてきた製品をつく
る産業を何というか

☆☆☆ 地場産業

□074 愛媛県今治市の地場産業として有名な製品は何か
☆☆☆ タオル

□075 香川県丸亀市の地場産業として有名な製品は何か
☆ うちわ

□076 印刷・出版業がさかんな工業地帯・地域はどこか
☆☆☆☆☆ 京浜工業地帯

□077
石油化学コンビナートや製鉄所がある、京浜工業地帯最大
の工業都市はどこか

☆☆☆☆☆ 川崎市

□078
神奈川県横須賀市でさかんな工業を次から選べ 
【せんい工業、鉄鋼業、自動車工業、化学工業、よう業、
醸造業】 ☆☆☆☆ 自動車工業

□079
東京23区のうち、世界に通用する高度な金属加工技術を
持つ小工場が多いのはどこか

☆☆ 大田区
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□080
楽器とオートバイの生産がさかんなことで知られる工業地
帯・地域はどこか

☆☆☆☆ 東海工業地域

□081 製紙・パルプ業の出荷額が全国一の都道府県はどこか
☆☆☆☆ 静岡県

□082
静岡県東部にあり、富士宮市とならび製紙・パルプ業がさ
かんな都市はどこか

☆☆ 富士市

□083
静岡県西部にあり、楽器とオートバイの生産がさかんな都
市はどこか

☆☆☆☆ 浜松市

□084
静岡県浜松市で、楽器とならんでさかんに生産されている
製品は何か

☆☆☆ オートバイ

□085
静岡県浜松市で、オートバイとならんでさかんに生産され
ている製品は何か

☆☆☆ 楽器

□086
房総半島の東京湾入り口に位置する、鉄鋼業がさかんな都
市はどこか

☆☆ 君津市

□087 千葉県北西部にある、鉄鋼業がさかんな都市はどこか
☆☆ 千葉市

□088
千葉県中央部にある、袖ケ浦市とならんで石油化学工業が
さかんな都市はどこか

☆☆ 市原市

□089 千葉県北部にある、しょうゆ生産で知られる都市はどこか
☆☆ 野田市

□090 千葉県木更津市と神奈川県川崎市を結ぶ道路は何か
☆☆ 東京湾アクアライン

□091 北九州工業地帯が発展するきっかけとなった施設は何か
☆☆☆☆☆ 八幡製鉄所

□092 世界遺産である八幡製鉄所がある都市はどこか
☆☆☆ 北九州市

□093

筑豊炭田の衰退後、宮若市・苅田町など北九州工業地帯が
積極的に誘致した工場は何か選べ 
【せんい工場、電気機器工場、IC工場、石油化学工場、自
動車工場】 ☆☆☆☆ 自動車工場

□094
全域で自動車生産がさかんで、「カーアイランド」と呼ば
れる地域はどこか

☆☆☆ 九州

□095
九州東部にある、石油化学コンビナートや製鉄所を持つ全
国有数の工業都市はどこか

☆☆☆ 大分市
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□096 ゴムの生産がさかんな、福岡県西部の都市はどこか
☆☆ 久留米市

□097
長崎県長崎市や佐世保市でさかんな工業を次から選べ 
【せんい工業、鉄鋼業、自動車工業、化学工業、よう業、
造船業】 ☆☆☆ 造船業

□098 八幡製鉄所の近隣で、石炭を産出していたのはどこか
☆ 筑豊炭田

□099 茨城県南部にある工業地域は何か
☆☆☆ 鹿島臨海工業地域

□100
鹿島臨海工業地域がある都市のうち、神栖市ともう1つは
どこか

☆☆☆ 鹿嶋市

□101 鹿島臨海工業地域は何の建設によって発展したか
☆☆☆ 掘込み港

□102 掘込み港の建設により発展した工業地帯・地域はどこか
☆☆☆ 鹿島臨海工業地域

□103
北海道工業地域で最もさかんで生産額の30％を占める工
業は何か

☆☆☆☆ 食料品工業

□104 日本でははじめて掘込み港が建設された都市はどこか
☆ 苫小牧市

□105
掘込み港を中心に製油所や製紙・パルプ業のさかんな北海
道の都市はどこか

☆☆ 苫小牧市

□106 鉄鋼業のさかんな北海道南部の都市はどこか
☆☆ 室蘭市

□107
地場産業として洋食器の製造がさかんな新潟県の都市はど
こか

☆☆ 燕市

□108
地場産業として刃物の製造がさかんな新潟県の都市はどこ
か

☆☆ 三条市

□109
地場産業としてめがね枠の製造がさかんな福井県の都市は
どこか

☆☆ 鯖江市

□110
トヨタ自動車の豊田市のように、1つの大会社を中心にし
て発展した都市を何というか

☆☆☆ 企業城下町

工業のさかんな地域



工業のさかんな地域　解答  

001 工業地帯
第二次世界大戦以前から工業がさかんだった京浜、中京、阪神、北九州を工業地
帯、それ以降に発展した場所を工業地域という

002 北九州工業地帯
第二次世界大戦以前から工業がさかんだった京浜、中京、阪神、北九州を工業地
帯、それ以降に発展した場所を工業地域という

003 阪神工業地帯
第二次世界大戦以前から工業がさかんだった京浜、中京、阪神、北九州を工業地
帯、それ以降に発展した場所を工業地域という

004 中京工業地帯
第二次世界大戦以前から工業がさかんだった京浜、中京、阪神、北九州を工業地
帯、それ以降に発展した場所を工業地域という

005 阪神工業地帯
第二次世界大戦以前から工業がさかんだった京浜、中京、阪神、北九州を工業地
帯、それ以降に発展した場所を工業地域という

006 京浜工業地帯
京浜工業地帯は東京都と神奈川県にまたがる

007 中京工業地帯
中京工業地帯は愛知県と岐阜県南部、三重県北東部にまたがる

008 阪神工業地帯
阪神工業地帯は大阪府と兵庫県、和歌山県北部にまたがる

009 太平洋ベルト
工業地帯は人口の多い太平洋ベルトに発生した

010 工業地域
第二次世界大戦以前から工業がさかんだった京浜、中京、阪神、北九州を工業地
帯、それ以降に発展した場所を工業地域という

011 関東内陸工業地域
栃木県・群馬県・埼玉県にまたがる工業地域を関東内陸工業地域という

012 京葉工業地域
千葉県に位置する工業地域を京葉工業地域という

013 東海工業地域
静岡県に位置する工業地域を東海工業地域という

014 瀬戸内工業地域
岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県にまたがる工業地域を瀬戸内工業地域と
いう

015 中京工業地帯

中京工業地帯の出荷額は、全工業地帯・地域の中で18％を占め、一番大きい



016 阪神工業地帯
阪神工業地帯の出荷額は、全工業地帯・地域の中で中京に次いで大きく、10％ほ
ど

017 1番目
中京工業地帯の出荷額は、全工業地帯・地域の中で18％を占め、一番大きい

018 2番目
阪神工業地帯の出荷額は、全工業地帯・地域の中で10％を占め、2番目に大きい

019 5番目
京浜工業地帯の出荷額は、全工業地帯・地域の中で8％ほどで、中京・阪神・関東
内陸・瀬戸内に続く5番目の規模

020 中京工業地帯
中京工業地帯は、機械工業の割合が60％を超えている

021 京葉工業地域
京葉工業地域は、化学工業の割合が30％を超えているが、機械工業が20％を下回
る

022 瀬戸内工業地域
瀬戸内工業地域は、化学工業・機械工業の割合がともに20％を超えている

023 阪神工業地帯
阪神工業地帯は、金属工業・機械工業の割合がともに20％を超えている

024 機械工業
中京工業地帯は豊田の自動車工業を中心に、機械工業の割合が60％を超えている

025
最大：機械工業、2番
目：金属工業

阪神工業地帯は金属工業の割合が比較的大きく、20％を超える

026
最大：機械工業、2番
目：食料品工業

関東内陸工業地域は化学・金属工業の割合が低い

027
最大：機械工業、2番
目：化学工業

瀬戸内工業地域は化学工業の割合が大きく20％を超えていて、金属の割合も大き
い

028
最大：機械工業、2番
目：化学工業

京浜工業地帯は機械工業の割合が中京に次いで高く、50％を超えている

029
最大：機械工業、2番
目：食料品工業

東海工業地域は機械工業の割合が中京・京浜に次いで高く、50％を超えている

030
最大：化学工業、2番
目：金属工業

京葉工業地域は主要な工業地帯・地域の中で唯一化学工業の割合が最大になる

031
最大：機械工業、2番
目：食料品工業

北九州工業地帯は主要な工業地帯・地域の中で食料品の次の金属の割合が大きく、
化学の割合が小さい



032 愛知県
愛知県は自動車・鉄鋼・せんい・陶磁器などの出荷額が日本一

033 愛知県
愛知県は自動車・鉄鋼・せんい・陶磁器などの出荷額が日本一

034 愛知県
愛知県は自動車・鉄鋼・せんい・陶磁器などの出荷額が日本一

035 愛知県
愛知県は自動車・鉄鋼・せんい・陶磁器などの出荷額が日本一

036 豊田市
愛知県豊田市にはトヨタ自動車があり、中京工業地帯の自動車工業の中心地となる

037 トヨタ
愛知県豊田市にはトヨタ自動車があり、中京工業地帯の自動車工業の中心地となる

038 東海市
愛知県東海市では、自動車の車体となる鉄鋼の生産がさかん

039 製鉄業
愛知県東海市では、自動車の車体となる鉄鋼の生産がさかん

040 四日市市
三重県四日市市には石油化学コンビナートがあり、石油化学工業がさかん

041 瀬戸市
愛知県瀬戸市はよう業がさかんで、陶磁器を「瀬戸物」とよぶ由来になっている

042 よう業
愛知県瀬戸市はよう業がさかんで、陶磁器を「瀬戸物」とよぶ由来になっている

043 せんい工業
愛知県西部（三河地区）では、岡崎市を中心に綿織物をつくるせんい工業がさかん

044 ファインセラミックス
高度な機能を持つ陶磁器をファインセラミックスという

045 多治見市
岐阜県多治見市はよう業がさかん

046 姫路市
兵庫県姫路市は製鉄業がさかんで、世界遺産姫路城でも知られる

047 和歌山市
和歌山県和歌山市は製鉄業がさかん



048 堺市
大阪府堺市は製鉄業・石油化学工業ともにさかんな阪神工業地帯の中心都市

049 電気機器
大阪府門真市はパナソニック（松下電器）の企業城下町で、電気機器の製造がさか
ん

050 泉佐野市
大阪府泉佐野市を中心とした泉州地区は、綿織物工業がさかん

051 工業団地
工場や倉庫を計画的に移転・誘致して1ヵ所に集中させた施設を工業団地という

052 機械工業
関東内陸工業地域では、海沿いである必要がない機械や電子機器の組み立て工場が
多く、機械工業がさかん

053 ブラジル
関東内陸工業地域には日系ブラジル人労働者が多く、太田市や大泉町にブラジル人
街がある

054 太田市
群馬県太田市では自動車工業がさかん

055 養蚕業
関東内陸工業地域のある群馬県一帯は、富岡製糸場が建設されたように養蚕・製糸
業がさかんだった

056 富岡製糸場
関東内陸工業地域のある群馬県一帯は、富岡製糸場が建設されたように養蚕・製糸
業がさかんだった

057 秩父市
埼玉県秩父市は石灰石を産出し、セメント生産がさかんだったが、現在は一部を除
き生産されていない

058 北関東自動車道
北関東自動車道の全線開通により、関東内陸工業地域は茨城県ひたちなか市の茨城
港に直結した

059 茨城港
北関東自動車道の全線開通により、関東内陸工業地域は茨城県ひたちなか市の茨城
港に直結した

060 瀬戸内工業地域
瀬戸内工業地域は塩田跡地や軍用地を利用して工場を建設した

061 水島地区
岡山県倉敷市の水島地区は日本最大級のコンビナートがある

062 倉敷市
岡山県倉敷市の水島地区は日本最大級のコンビナートがある

063 周南市
山口県周南市には石油化学コンビナートがある



064 坂出市
香川県坂出市には石油化学コンビナートがあり、瀬戸大橋の四国側起点としても知
られる

065 福山市
広島県福山市では、鉄鋼業がさかん

066 呉市
広島県呉市はかつて海軍の基地があり、造船業と鉄鋼業がさかん

067 自動車工業
広島県安芸郡府中町は広島市に囲まれた日本で最も人口の多い町で、マツダ自動車
の企業城下町

068 自動車工業
山口県防府市には自動車工場がある

069 宇部市
山口県宇部市では現在もセメント生産を行っているが、山陽小野田市は生産を停止
した

070 セメント
山口県宇部市では現在もセメント生産を行っているが、山陽小野田市は生産を停止
した

071 今治市
愛媛県今治市は日本一の造船会社である今治造船があり、地場産業としてタオルが
有名

072 今治市
愛媛県今治市は日本一の造船会社である今治造船があり、地場産業としてタオルが
有名

073 地場産業
古くから特定の場所で集中的に生産されてきた製品をつくる産業を地場産業という

074 タオル
愛媛県今治市は日本一の造船会社である今治造船があり、地場産業としてタオルが
有名

075 うちわ
香川県丸亀市では、地場産業としてうちわを生産している

076 京浜工業地帯
京浜工業地帯は政治経済文化の中心である東京における印刷・出版業がさかん

077 川崎市
神奈川県川崎市は、製油所・製鉄所・コンビナートのある工業拠点

078 自動車工業
山口県防府市には自動車工場がある

079 大田区
東京都大田区には、世界に通用する高度な金属加工技術を持つ小工場が多数ある



080 東海工業地域
東海工業地域の中心都市浜松では楽器とオートバイの生産がさかん

081 静岡県
静岡県は富士市・富士宮市を中心に製紙・パルプ業がさかんで、出荷額は全国一

082 富士市
静岡県は富士市・富士宮市を中心に製紙・パルプ業がさかんで、出荷額は全国一

083 浜松市
静岡県浜松市は楽器・オートバイの生産で知られるヤマハの企業城下町

084 オートバイ
静岡県浜松市は楽器・オートバイの生産で知られるヤマハの企業城下町

085 楽器
静岡県浜松市は楽器・オートバイの生産で知られるヤマハの企業城下町

086 君津市
千葉県君津市は東京湾の入り口に位置し、鉄鋼業がさかん

087 千葉市
千葉県千葉市は県の北西部、東京湾の奥に位置し、鉄鋼業がさかん

088 市原市
千葉県市原市は袖ケ浦市とならんで石油化学工業がさかん

089 野田市
千葉県野田市にはキッコーマンがあり、しょうゆ生産は全国一

090 東京湾アクアライン
千葉県木更津市と神奈川県川崎市は、海底を通る東京湾アクアラインで結ばれる

091 八幡製鉄所
1901年に八幡市（いまは北九州市）に八幡製鉄所が建設されたことで、北九州工
業地帯は発展した

092 北九州市
1901年に八幡市（いまは北九州市）に八幡製鉄所が建設されたことで、北九州工
業地帯は発展した

093 自動車工場
筑豊炭田の衰退後、宮若市や苅田町では自動車工場を誘致した

094 九州
中国への輸出に便利な九州は自動車生産がさかんで「カーアイランド」とよばれる

095 大分市
大分県大分市には石油化学コンビナートや製鉄所があり、全国有数の工業都市



096 久留米市
福岡県久留米市はタイヤメーカーのブリヂストンの企業城下町で、ゴムの生産がさ
かん

097 造船業
長崎県長崎市や佐世保市は海軍の基地だった場所で、造船業がさかん

098 筑豊炭田
筑豊炭田から産出する石炭が、八幡製鉄所の製鉄を支えていた

099 鹿島臨海工業地域
茨城県南部の鹿嶋市と神栖市に作られた掘込み港を中心に、鹿島臨海工業地域があ
る

100 鹿嶋市
茨城県南部の鹿嶋市と神栖市に作られた掘込み港を中心に、鹿島臨海工業地域があ
る

101 掘込み港
茨城県南部の鹿嶋市と神栖市に作られた掘込み港を中心に、鹿島臨海工業地域があ
る

102 鹿島臨海工業地域
茨城県南部の鹿嶋市と神栖市に作られた掘込み港を中心に、鹿島臨海工業地域があ
る

103 食料品工業
北海道では豊富な農水産物を活かした食料品工業がさかん

104 苫小牧市
北海道の苫小牧市には日本初の掘込み港が作られ、工業都市として発展した

105 苫小牧市
北海道の苫小牧市には日本初の掘込み港が作られ、工業都市として発展した

106 室蘭市
北海道の室蘭市には製鉄所があり、鉄鋼業がさかん

107 燕市
新潟県の燕市では、地場産業の洋食器生産がさかん

108 三条市
新潟県の三条市では、地場産業の刃物生産がさかん

109 鯖江市
福井県の鯖江市では、地場産業のめがね枠生産がさかん

110 企業城下町
トヨタ自動車の豊田市のように、1つの大会社を中心にして発展した都市を企業城
下町という


