
 

         About Jharkhand 

Jharkhand is a leading industrial state in eastern India and is one of the richest mineral zones in the 

world bestowed with 40% of the mineral resources. Jharkhand offers a great place to live & conduct 

business as it offers suitable climate, natural flora and fauna, availability of good education & 

health facilities, accountable Government machinery to ensure law and order situation in check, 

conducive industrial & business policies, large consumer base & well connectivity with the world. 

The State has a population of 33 million. Jharkhand is known for its culture of professionalism with 

a workforce that is well educated and productive. Jharkhand is fast becoming the vanguard of 

industrialization among the Indian States. The State boasts of 40% and 29% of India’s mineral and 

coal reserves respectively. Jharkhand is the sole producer of coking coal, uranium and pyrite and 

ranks first in the production of coal, mica, kynite and cooper in India. Jharkhand accounts for 14.3% 

of the total steel produced in the country. Jharkhand has been ranked as the 5th highest receiver of 

Foreign Direct Investment (FDI) proposals in the year 2015, in a ranking of top FDI earning states 

in India, reaffirming its position as most favourable investment destination. 

In its thrust to facilitate investment and increase user convenience, Government of Jharkhand (GoJ) 

is taking multiple initiatives to improve Ease of Doing Business in the state. The emphasis has been 

not only on strengthening standard operating procedures but also on simplification and introduction 

of information technology to make Government facilitation of businesses more efficient and effective. 

The endless efforts of Government of Jharkhand, helps the state to stand at no#1 position in 

complying with labour regulations and carrying out inspections and no#7 position in overall Ease 

of Doing Business in India. 

Jharkhand has been conferred as rank no#1 under the Digital India Programme for its dedicated 

initiatives to introduce e-governance and digital solutions to empower its citizens and ensure faster 

delivery of services. The city of Ranchi which is the capital of Jharkhand has been shortlisted as a 

smart city. 

Jharkhand is well connected with the rest of the world via road, rail, and water & air connectivity. 

Golden-Quadrangular-Super-Highway which passes through Jharkhand is very close to some of the 

major cities. Proximity with the ports makes the state attractive to be an ideal location for Export 

Oriented Units (EOUs), interested to enter in emerging markets of South East Asia considering the 

freight advantage with economical and faster movement of their produce. The proposed Eastern 

Dedicated Freight Corridor passes through the state and would connect Jharkhand with other States 

and is expected to be immensely beneficial for industries in the state.  

Government of Jharkhand has organised Momentum Jharkhand Global Investors’ Summit 2017 on 

16 – 17 February 2017 where Japan was one of the Partner Country in this Summit. The investors’ 

summit effectively showcased the strengths and industrial prowess of Jharkhand. The summit 

attracted multiple investments. 

Undoubtedly Jharkhand’s future outlook is promising. Drivers like energy & power projects, 

infrastructure development activities, industrial growth and favourable policy regulations will drive 

the growth. 



 

 

 

    ジャルカンド州について 

ジャルカンド州はインド東部の主要産業州であり、国内鉱物資源の 40%を有する、世界で最

も鉱物資源に恵まれた地域のひとつです。ジャルカンド州は、良い気候、自然の動植物、高

い教育や保健施設、法と秩序を確実に管理する信頼性の高い政府機構、産業・ビジネスに役

立つ政策、大きな消費者ベース、世界との接続性を持つ、住みやすく、ビジネスをしやすい

場所です。 

 

ジャルカンド州の人口は 3300 万人です。教育を受けた生産性の高い労働者のいるプロ意識

の文化で知られています。ジャルカンド州は、インド諸州の中でも工業化の先導者となりつ

つあります。この州は、インド国内の鉱物資源の 40%、石炭埋蔵量の 29%を有しています。

コークス用炭、ウラン、黄鉄鋼を生産する国内唯一の州であり、また、石炭、雲母、藍晶石、

銅の生産では国内第 1 位です。ジャルカンドの鉄鋼生産量は国内全体の 14.3%を占めていま

す。ジャルカンド州は、インド国内の外国直接投資受け入れランキングでは、2015 年の外

国直接投資予定額の部門で第 5 位でした。これにより、ジャルカンド州は最も好ましい投資

先としての地位を確実にしました。 

 

投資とユーザー便宜を後押しするため、ジャルカンド州政府(GOJ)は州内の「ビジネスのし

やすさ」向上のための様々な施策を行っています。標準業務手順の強化のみならず、ビジネ

スの利便性をより効率的・効果的にするための簡素化と情報技術の導入に重点を置いていま

す。ジャルカンド州政府のたゆまぬ努力の結果、インド国内の労働規則順守率と検査実施率

で第 1位、「ビジネスのしやすさ」全般で第 7位となりました。 

 

ジャルカンド州は、市民のエンパワメントおよび迅速なサービスの提供のために、電子政府

（e-governance）とデジタル・ソリューションを導入し、その貢献から、「デジタル・イン

ディア」政策の部門では第 1 位となりました。ジャルカンドの州都ランチ市は、スマートシ

ティーの最終候補市として選ばれています。 

ジャルカンド州には、道路、鉄道、水路、空路を通じた世界との良い接続性があります。州

内を通る「黄金の四角形」高速道路網は、ジャルカンド州と主要都市との距離を近くしてい

ます。ジャルカンドには近接の港湾があり、東南アジア市場への進出に興味のある輸出志向

型ビジネス（EOU）が製品を経済的に素早く輸送できる強みを考えるとき、ジャルカンド州

は理想的で魅力的な場所になります。現在計画中の州内を通る貨物専用鉄道東回廊は、ジャ

ルカンド州とその他の州を結び、州内の産業にとって大きな利益となることが予期されてい

ます。  

 

ジャルカンド州政府は、2017年 2月 16日～17日に日本をパートナー国の一つに迎え、「モ

ーメンタム・ジャルカンド グローバル投資サミット 2016-2017」開催しました。この投資

サミットは、ジャルカンド州の強みや優れた産業を効果的に紹介することになりました。こ

のサミットで多くの投資を誘致しました。 

 

ジャルカンド州の将来の見通しに期待が持てることは明らかです。エネルギーおよび電力事

業、インフラ開発活動、産業成長、そして好ましい政策規制は、ジャルカンドの成長をけん

引します。 


