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平成21年度市町村民経済計算結果の概要

1　推計結果
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（1）市町村内総生産
合計で7兆428億円、対前年度比1．7％減と3年連続で減少した。
これを市町村別に見ると、10市町村で増加、25市町村で減少となった。

i　増加率1位　上野村　　7．9％　政府サービス生産者15．7％増加
2位　昭和村　　　7．1％　製造業44．1％増加

見ると、9市町
雇用者報酬

2億円、対前年度比3．0％減となった。これを市町村別に
で増加、26市町村で減少となった。
．2％減となり所得の減少に大きく寄与した。

（増加寄与度▲4．0％）

増　加　率　1位　昭和村　　23．4％　雇用者報酬0．9％減少、企業所得89．5％増
2位　榛東村　　　6．6％　雇用者報酬7．1％増加、企業所得4．9％増

（増減率は対前年度です。）

（3）1人当たり市町村民所得
市町村別に見ると、14市町村で増加、21市町村で減少した。

1人当たり
所　得　額　1位　前橋市　3，281千円

2位　大泉町　3，257千円

※詳細版は県ホームページ統計情報提供システムに掲載しています。
し／＿′＿／＿′ニ＝ニ禁ニ三二二　二⊥／ここ三二ワニ三三二二二′二二二三〇二二二二ここ／J

2　市町村民経済計算とは
（1）市町村民経済計算とは、国の国民経済計算、県の県民経済計算の市町村版にあたるもの

です。
（2）市町村民経済計算は、県内の「各市町村の1年間（会計年度）の経済活動の実態を総合的削れ切掛刊、で」らきは」産か動算標生算の計指「計気　C錮警銅鐸市と値市はタ）に価）ど一2　　　　　　3（　　　　　　　　　（

1年間に各市町村の経済
の2つの側面から総
る経済の規模や産
実情をとらえ

動によって生み出された価値（付加
したものです。
成長率、一人ヽスノ

案を行 ため
当たり所得な
にも重要なデ

3　利用上の注意
1人当たり市町村民所得とは、雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計である市町村民所

得総額を10月1日現在の総人口で除したものです。企業の利潤なども含む市町村経済全体の
所得水準を表すものであり、個人の所得（給与）水準を表すものではありません。
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平成21年度市町村民経済計算結果の概要

経済活動によって新たに生み出された価値（付加価値）は、その生産に要した生産要素（労働・土地・資 
本）の提供者に、雇用者報酬・財産所得・企業所得として分配され、それらの所得が消費や投資のために支 
出されるという過程をたどる。市町村民経済計算は、このような生産・分配・支出という経済活動の流れの 
うち、生産面と分配面から市町村経済をとらえたものである。 

1県経済の概況

平成21年度の本県経済をみると、前年のリーマン・ショックの影響による悪化からの緩やかな持ち直しの動きを
続けたものの、リーマン・ショック以前の水準には至らなかった。雇用環境は、有効求人倍率が低水準で推移するな
ど厳しい状況が続き、雇用者数は4年連続減少した。

平成21年度の県内総生産は名目で7兆428億円となり、名目経済成長率は1．7％減（平成20年度6．3％
滅）と3年連続で減少した。価格変動を取り除いた実質経済成長率は2．2％減（平成20年度4．9％減）と、2
年連続の減少となった。

2　市町村別の総生産の動き

平成21年度の市町村内総生産は、35市町村の合計で7兆428億円、対前年度比1．7％滅（平成20年度
6．3％減）となった。これを市町村別にみると、10市町村で前年度を上回り、25市町村で前年度を下回った。
（第1表参照）

（第1表）　　市町村内総生産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※表中の増加率、県計は千円単位で計算している。 

市町 村 ��ﾘ�������h������蜥�劔劔��ﾘ��zb�市町 村 ��ﾘ�������h������蜥�劔劔��ﾘ��zb�
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J6．しこb 畑+��C8�｣b� ��凵Y，月＿＿ 

（注）け】町村合併が行われているが、′津腑柿間村民経済計算は平成21年度のものであるため、平成22年3月31L］時点の市町村区分で過去圭で遡り推計を行った



3　市町村別市町村民所得の動き

平成21年度の市町村民所得は、35市町村の合計で5兆9922億円、対前年度比3・0％減（平成20年度
7．9％減）となった。これを市町村別にみると、9市町村で前年度を上回り、26市町村で前年度を下回った。
（第2表参照）

（第2表）　市町村民所得総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※表中の増加率、県計は千円単位で計算している」

市町村 傀ｨ����;������ﾘ����ｧ｢�劔劔��ﾘ��zb�市町村 傀ｨ����;������ﾘ����ｧ｢�劔劔��ﾘ��zb�

12年度 ��9D�7��Ⅰ4年度 �-僖�7��16年度 ��yD�7��ほ年度 ��僖�7��20年度 �#�D�7��21年度 �12年度 ��9D�7��‖年度 ��YD�7��】6年席 ��yD�7��18年度 ��僖�7��20年度 �#�D�7��21年度 

（億円） ��儷T綿�ｨ�｢�（億円） ���ﾘ苓�｢�り綴円） ��儷X苓�｢�（債円） ���ﾘ苓�｢�（億円） ���ﾘ苓�｢�Mも） 凵i億円） ���ﾘ苓�｢�（億円） ��几ｸ苓�｢�（億円） ���&ﾈ苓�｢�（條円） ��儷Vﾆﾄ��（億円） ���ﾘ苓�｢�（tク。） 

前橋市 ��(�C3コ�11．553 11．909 3．827 ����CX�ﾃ�b�11．827 ����C#唐��(���C��8�Cs���h�3#C2�11．279 ����Csc"�lL897 ����C#唐�11．】71 �����C���ｸ�hｷﾈ�C2��ﾃX�C���ﾃX�C"��ﾃx�C���ﾃ(�C���ﾃ(�C���ﾃ(�C2��ﾃ��C��．甘楽町 �3sR�Ss��#���#S��##b�こ柏0 �3S��370 �8,C"�377 鼎���402 �3�2�369 ��ﾃ8�ﾃr��ｳ(�C2�

高崎市 ��(�C#cb���(�33���12，240 3．773 6，309 �12．135 �C(�C6d��12．681 3．508 6，95Jl ��(�C�c"�11，66Jt 剪�V条町 �541） 191 253 鉄3R�517 鉄���516 172 255 205 90 13Ⅰ 123 鉄32��xuB�#cB�5：24 鼎���∫179 

相生市 滴�C�3B��8�3ピr��3，612 �8�3SCr��8�C#ィ�3．n92 6，143 6．510 剪ｷ野原町 剴�コ�183 �C���#SR�#�r��174 ��c2�158 ��ﾃ8�C2��s��Cr���C��

伊勢崎市 塗�3#湯�6，329 塗�33s"��6．310 塗�CSSR�塗�8ﾗs"�剪ﾚ恋村 剴#S��253 劔265 215 93 �#c��258 

大田市 度�C33r�7．153 度�C3�2�7．541 度�3#tｦﾂ�7．534 度�CScr�7，834 度�C�3��剔崇ﾃ町 �224 �#�b�218 90 ・牛用 123 剴(���｣b��#�R�207 

沼田市 ���CSC��1．491 ���CC32�1，409 ���33S��し398 ���CC�r�1．365 2．5日 2，676 2．199 ���C3���(�35#2�(�C3c��(�C��r�ﾈ�CCcR���C鉄2�1．273 2．335 2．3日 1，989 剄ｎR柑 涛2�90 423 1：iO 塔��涛��涛2�涛���ﾃ������b��2�90 ・109 115 ���C"���C���ﾃ��C�����C��#8�CB�

館林市 渋川市 �(�CS湯�(��c(�貭�2．559 2．532 �(�CS���(�3Sッ�2．534 2，510 �(�CXuC��(�8�ﾉ?｣2�2．560 2，‘176 2．173 1．522 2，3n9 1、330 392 522 34 5∩ 231 1拍 �(�CS#B�(�Cc�r�(�C�S��劔片r品村 ��S�3R��ｫ��s���cB�ccr�鼎3���#b�傴｣���#r�鼎SR��#�����-澱�cs��王148 127 

藤岡市 �(�C�コ�2．077 L520 2、093 し344 386 387 69 65 256 60 �(�HuC3��2．098 �(�C�3��劔剞�鼕ｹ 剳ﾊ 155 649 L195 428 389 塔"��cB�h�S�2�馴 塔"�81 173 598 �83 �86 

富岡市 ���CScR����3S�"�1、500 �H�3V薬����3SS��1．564 �1，媚：i ���32���Cr��sh�C��h�Cb��ﾃ��C���ﾃ8�C2���F��自H��Fﾂ�示綿�CB�昭和村 玉村町 板倉町 明和町 劔172 617 1、184 車柑 36：1 牝$���227 ���"�225 

安中市 �(�3Ssb�ﾃ3s��3釘�3ィ����C�3����33���3モ�3唐�2．290 �(�C)Iｲ��(�CcC��2．708 I，549 420 592 30 47 232 5（） �1．987 劔剴c�R��6肥 鉄sR�ﾆﾃcR�C#R�332�559 �ｨ耳�h�C��

榛東村 吉岡町 劔L327 二は1 40Jl ���3#���3�"�E�b����3S3��C�b�SC2�3"��ﾃ���##��S�����3C�"�3���Sc��1．390 417 558 剴��C#S��C3b�c������C#���CC��8,h,ﾒ����C��"��S2�CsR�Ⅰ．204 139 867 ���C#s2���C3b�csR�3v��ﾈ�8�ﾃ�3b��#��cX�3ピ��1．278 453 射2 �1．132 ・107 325 ：‡婿 L3】9 8日 �｣��C���ﾃ��Fﾂ��ﾃ(�Cb�ｷs����ｳr���H8ﾒ��ｴﾆ�����

上野村 仲流町 下イ‾二田町 南牧柑 塔��s��#cr�cb�鉄��c"�#S��Sb�52 58 246 5∠】 鼎b�SR�(�h7紕�S��剴#��C��#�r�k��28 11 195 40 剔蜷�ｬ 邑楽町 県計 �?�,ﾓ����Ccc��ﾅ�x���｢�ch�CccR�358 1，615 888 6：i．88・i �3s��+Sc�2�o���cH�C�S��：i58 1．598 錮5 64．・174 �3cB�uH�CC釘���r�c8�3#s��358 1．526 り45 64．275 �383 1，492 9；汀 67，092 �3C2���C3s��s���c��3s���

（注）市町村合併が行われているが、今回の市町村民経済計算は平成21年度のものであるため、平成22年3月31日時点の市町村区分で過去まで遡り推計を行った



41人当たり市町村民所得の動き

平成21年度の1人当たり市町村民所得は、14市町村で前年度を上回り、21市町村で前年度を下回った。
（第3表参照）

（注1）1人当たり市町村民所得とは、雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計である市町村民所得総額を10月1日現在の

総人口で除したものをいう。従って、1人当たり市町村民所得は、個人の所得（給与）水準を表すのもではなく、

企業の利潤なども含む市町村経済全体の所得水準を表すものである。

（第3表）　1人当たり市町村民所得

市町村 ��｣)D賈�ｲ�】3年暦 ���D�7��15年度 ��iD�7��】7年悸 ��吋驃��19年摩 �#�棈ﾌ��21年度 劍�9*ﾉ�｢�12年癒 ��9D�7��14年度 ��YD鞴���Ⅰ6年三度 滅F偖ﾈｬ2�18年摩 ��｣僖�8"�20年度 �#�D�7��

実額 們�ｧ｢�実額 們�ｧ｢�実額 們�ｧ｢�実額 們�ｧ｢�実額 們�ｧ｢�対県比 ��ﾘ��zb�們�ｧ｢�実額 們�ｧ｢�実額 們�i��実額 們�ｧ｢�実額 們�ｧ｢�実額 ��顰iNB�増加率 

（千川） ����x苓�｢�千千・円） ����x苓�｢�亡羊Rl ����x苓�｢�（千円） ����x苓�｢�（千円） ����x苓�｢�（％） ���.(.��｢�����x苓�｢�（千円） ����x苓�｢�（千FH ���?��x苓�｢�（千lII） ����x励��｢�（千円） �)�x苓�｢�（千円） ���ｨｾ8�｢�（％） 

前橋ホ 商略市 伊勢崎市 大田市 沼田ホ 館林市 藤岡平 富岡市 安中市 みどりホ 榛東村 吉岡町 卜野村 神滝町 南牧柑 �8�Cc#B�8�CC#"�8�C��B�8�3#C��8�CC�2�(�C��"�8�C#sB�(�C�#"�8�C��｣"�(�Cピr�8�C田��(�3cビ�(�3鉄��(�C3(,h�｢�8�CSS2�(�C(uCr�(�33�2�ﾃ都��3，382 3．3fO 2，R76 3，229 3．538 2．7】8 3．221 2．834 2．965 2．800 3．242 2，614 2，856 2．304 3，227 ∴小山 2．339 】．851 �8�C3�"�8�CC���(�C��ｨ-��8�3##R�8�CC唐�(�Cc32�8�C#S��(�C��｣��8�C�S��(�Cs�2�8�3��"�(�3SC��(�C�3��(�C3#r�(�C�#R�(�C�X�｢�(��3#2��ｨ�Css��3，466 3．37ぎ 2．89】 3．167 3．557 2．609 3．】9】 2．839 3，0】2 2．776 3，586 2，563 2．317 2．836 1．970 2，328 】，738 �8�C3�2�8�333��(�3ツ��8�3����8�3C#��(�CS3B�8�H�｣s��(�Css��8�C�cR�(�C��"�8�CSC��(�CC�2�(�C��"�(�C#ヲ�(��s�����C�3R�(�3#c"���Ccs��3，308 3．325 2．821 3．日7 3、532 2．630 3．222 2，831 3、136 2，831 3．655 2，769 2，889 2，2】5 1．8】】 2．280 1．683 �8�CCS��8�C3���(�Cs唐�8�C##2�8�CS3r�(��ccB�8�8�IjcB�8���#��8�C�#b�(�C��｣r�H�3#���(�3鉄2�(�8ﾍsSb�(�C摘"�(�C�sr���C��B�(�33�B�ﾃ����3．521 3，‘】51 2．795 3，403 3．651 2．60∠l 3．】74 3．日8 3．】99 2，946 4．345 2．977 2，949 3．】57 2，079 1．8】7 2，402 1．817 �8�C3�r�8�C#s��(�CcC2�8�C�Sr�8�C#cr�(�CC唐�8�3����(�Csビ�(�3�3��(�Cssb�8���｣SR�(�3ベuB�(�Cs3b�(�C都"�(���澱���Ch�｣�2�(�33�����Cs#r�3，281 3．152 2．5】4 2，978 3，016 2．464 2．965 2．749 2．915 2．830 3．232 2．675 2．909 2．867 2．098 1．697 2，125 1．592 迫H���ｨ�H�｢��ﾃX�Fr�ォ�CB�����C�����ｨ�C"��(�Cr�祷�CR��(�C2�度�C��店�3���ﾃ��CR���C��度�Cb�塗�C"�s��FB�Sx�E��s��C2�S8�CB�11 －3＿6 －4．9 ‾ロ．ノ ー7．7 －1．4 －1．8 －1．1 10．5 1．9 2．4 －6．8 6．3 －3，5 0．】 3，3 －8，0 －7．9 幽�Xｧ�*ﾂ�(iEh��*ﾂ�+ynﾈﾋI*ﾂ�-ｩ�hｫ����,5�"�ﾘ(�)�｢�8ﾉ����*ﾂ��ﾈ�ｩ�｢�ｼｩ�ｩ*ﾂ�L)��*ﾂ�k驢�*ﾂ��y�969*ﾂ��Y�)*ﾂ�uxｧ�*ﾂ�ﾊxﾇb�2．560 2．798 2．89月 2．昭2 2．941 2．128 2、457 2，帥3 1．921 2．079 2．659 3．332 2．734 5，307 3．3】3 4．030 3．889 3．292 �(�CCc��(�Ccs2�(�C�3��(�C3cR�(�C�#"�(�C�s��(�CC�B�(�C#3B���C田R���C都r�(�Cc#2�8�H�｣sB�(�Ccッ�8�C3湯��6�ﾂ�8�Io���8�C)YR�8�C�SR�2．r174 2．673 2，72（1 2．368 2．822 2，029 2．527 2，】糾 】．折7 2、P93 2，638 3．】78 2．813 3．05＝ 3、18－1 3、R68 3．ご76 3．169 �(�CSc��(�Fd�"�(�Cs#b�(�C3C��(�Cゴ��(�C����(�3�cr�(�C�#r��S(�C�湯�(�CSc��8�C�#"�(�C�#2�8�3����8�E�#2�8�Cゴb�8�C#h+���8��uCコ�2，588 2，593 2．717 2．355 2．710 2．掴拍 2，529 2，272 1．9丁重 2，3（）▲1 3．】33 2、85】 ′1．川1 3、136 3．60・1 3．3王18 3．126 �(�Cc3r�(�Ccc��(�Chｫ��(�33S2�(�3c釘�(�C�cB�(�CSS��(�3#C2��ｨ�3����(�C##��(�3Scr�8���SB�(�CscR�x�CcSr�8�C�s��8�3c��ｸ�｢�8�CCXuB�8���sR�2．約3 2．78i 2．655 2．婚R 2．747 2、193 2．740 2，386 2．引M 2，921 3．封7 2．753 3．191 3．－1別 3．4（11 3．260 �(�CツR�(�Cy�b�(�CsC2�(�H*ﾓ�湯�(�Cンb�(�C#3��(�CsC"�(�CC#2�(�3�C2�(�C�6ﾘ�｣"�(��ゴ��8�C3c��(�Cツb�8�C��｣r�8��iIR�8�CC�2�8�C3#R�2．760 2．622 2，620 2．－487 2，糾）2 2．218 2．538 2、264 2．069 2．367 2．599 3．n別 2．692 ：．960 2．973 3．363 2．871 3、∩67 �(�Ccィ�(�CS���(�CX���2�(�Cゴ��(�3#C��(�CSsr�(�C#�2�(�C�ィ�(�C�3B�(�CSs��8�3��R�(�CSッ�(�Cン��8�C��B�8�3#Sr�(�3涛"�(�C都��90．1 87，】 86．6 81、0 95．9 75．2 86．5 77．0 73．3 98．5 86．3 】00．9 糾i．8 97、0 100．8 柏9．3 100．4 】00．0 ��(�I?｢��ﾃ��C���ﾃ��CR���Cb�(�C���ｨ�C���ｨ�3b���C2�v�X�Cb�#8�C���ﾃ��b��ｳ(�3R��ﾃ8�C���ﾃ��C2���C���ﾃ8��ﾂ��S��C"�耳�h�C��

（汀2）市町村合併が行われているが、今回の市町村民経済計算は平成2】年度のものであるため平成22年3月3111時卓の市町村区分で過去まで遡り推計を子iった



5　広域市町村圏別市町村内総生産

平成21年度の市町村内総生産を広域市町村圏別にみると、3広域市町村圏で増加し、7広域市町村
圏で減少した。増加率が最も大きかったのは、多野藤岡（2．0％増）で、次いで富岡甘楽（1．3％
増）、桐生市外（0．4％増）となっている。

第1次産業は、すべての広域市町村圏で減少した。内訳をみると、農業及び林業はすべての地域で減
少し、水産業は東毛（10．6％増）など2地域で増加し、前橋（11．0％減）など8地域で減少し
た。

第2次産業は、多野藤岡（5．9％増）など4広域市町村圏で増加し、渋川地区（10．0％減）など
6広域市町村圏で減少した。内訳をみると鉱業はすべての地域で減少し、建設業は渋川地区（1．6％
増）など5地域で増加し、東毛（3．0％減）など5地域で減少した。第2次産業の8割以上を占める
製造業は、桐生市外（7．8％増）など4地域で増加し、渋川地区（13．0％減）など6地域で減少し
た。

第3次産業は、すべての広域市町村圏で減少した。内訳をみると、卸売・′」、売業は、吾妻（0．2％
増）など2地域で増加し、前橋（13，8％減）など8地域で減少した。また、不動産業はすべての地
域で増加し、金融・保険業及びサービス業はすべての地域で減少した。

（第4表）平成21年度広域市町村圏別市町村内総生産　　※表中の増加率、県計は千円単位で計算している。

広域市町村圏 ��c�鵁蝌ｼb���c(鵁蝌ｼb���c8鵁蝌ｼb�倡9*ﾉ�ｩ>��ﾙ�h蜥�総生産， ������7���ﾘ��zb�総生産 ������7���ﾘ��zb�総生産 ������7���ﾘ��zb�総生産 ������7���ﾘ��zb�

（億円） ����8�｢�（億円） ����8�｢�（億円） ����8�｢�（億円） ����8�｢�

前　　　　橋 ��迭�－2．2 �(�3C�B�2．9 祷�3s#r�－4．1 ����3c���－2．6 

高　崎　市　等 ��32�－2、．2 �8�3s澱�－2．9 ����3イr�←2．3 ��H�3#�B�－2．3 

渋　川　地　区 涛b�－0．9 ���3�3b�－10．0 �(�3SC��－1．4 �8�3Ss��－3．9 

多　野　藤　岡 �#b�－1．4 塔S��5．9 ���3CS��－0．5 �(�3#c��2．0 

富　岡　甘　楽 鼎r�－4．0 涛釘�5．1 ���3Sコ�－1．3 �(�8�CSC"�1．3 

吾　　　　妻 ��C��－1．2 �3C��－2．2 ���3ツ"�≠2．1 �(�33�B�ー】．9 

利　根　沼　田 ��3��－1．8 鉄c��－3．8 �(�3#���〈2．1 �(�3��b�－2．2 

伊勢崎佐波 塔��－0．6 �8�3田��－3．9 滴�3����「1．8 嶋�3cィ�－2．6 

桐　生＿　市　外 都r�－1．3 ���3�#"�5．1 �8�33cr�－・1．4 滴�33澱�0．4 

東　　　　毛 ���2�－0．4 祷�3�s��－0．6 嶋�3都r�－1．6 ��x�3�3B�¶0．9 

県　　　　計 ���3�#b�11，5 �#H�3#c��－1．0 鼎x�3Cs��－2，3 都��3C#��－1．7 

（注）億円未満は各項目ごとに四捨五入してあるため、内訳と合計とが一致しない場合がある。
（注）市町村内総生産は総資本形成に係る消費税・帰属利子控除及び輸入品に課される税・関税加算後のため、

各産業の合計とは一致しない。

（第1図）広域市町村圏別市町村内総生産　構成比

4



6　広域市町村圏別市町村民所得

平成21年度の市町村民所得を広域市町村圏別にみると、9広域市町村圏で減少した。減少率が最も
大きかったのは桐生市外（6，2％減）で、次いで伊勢崎佐波（4．9％減）、東毛（4．8％減）と
なっている。

項目別にみると、雇用者報酬はすべての広域市町村圏で減少した。これは主に、雇用者報酬の約9割
を占める賃金・俸給が減少したことによる。雇用者報酬の減少率が最も大きかったのは東毛の（8．0％
減）で、次いで桐生市外（7．7％減）、伊勢崎佐波（6．4％減）となっている。

次に財産所得をみると、すべての広域市町村圏で増加した。増加率が最も大きかったのは前橋
（4．5％増）で、次いで高崎市等（3．7％増）、東毛（3．0％増）となっている。◆

企業所得は8広域市町村圏で増加した。増加率が最も大きかったのは多野藤岡（16．5％増）で、
次いで利根沼田（14．6％増）、東毛（7．7％増）となっている。

（第5表）平成21年度広域市町村圏男 剿ﾆｨ�9*ﾉ�ｩj�ｩ;����������iUﾉ(h,ﾉ�ﾘ��zh��ﾊxﾇh,ﾙ�x鈴%�肩,Xﾇh螽+X,H*(.��"�

広域市町村圏 佻冽��)_���俥�蝌�;��舒仂h�;��倡9*ﾉ�ｩj�ｩ;��所得額 ������7���ﾘ��zb�所得額 ������7���ﾘ��zb�所得額 ������7���ﾘ��zb�所得額 ������7���ﾘ��zb�

r（億円） ����8�｢�（億円） ����8�｢�（億円） ����8�｢�（億円） ����8�｢�

前　　　　橋 嶋�3�CR�－3．8 鉄S2�4．5 �(�3Ss2�7．0 ����3�s��－1，1 

高　崎　市　等 祷�3s#B�－3．9 田c"�3．7 �8�3#cB�0．2 ��8�3cS��－2．6 

渋　川　地　区 �(�3Scb�－2．3 ��s��2．0 鉄S2�3．2 �8�3#ヲ�－1．2 

多　野　藤　岡 ���3SS��－4．8 �����t2．3 �3唐�16．5 �(�3�S��－0．9 

富　岡　甘　楽 ���3ScR�、2．7 �����1．8 鼎�"�4．7 �(�3�ビ�－1．1 

吾　　　　妻 ���3#3b�【3．0■ 塔B�1．1 �#���7．3 ���3c���－1．1 

利　根　沼　田 ���3cビ�－3．4 �����2．0 鼎S2�14．6 �(�3#S��0，0 

伊勢崎佐波 店�3S#b�－6．4 �3c��2．3 ���33���－0．3 度�3#sR�－4．9 

桐　生　市　外 �8�3Cs��－7．7 �#cR�2．4 都3��－1．．6 滴�3C�"�－6．2 

東　　　　毛 祷�3�#��－8．0 田�r�3．0 �(�33�B�7．7 ��(�3�S��－4．8 

県　　　　計 鼎H�3S�b�－5．2 �8�3�C��3，1 ��(�33cb�4．2 鉄��3�#"�－3，0 

（注）億円未満は各項目ごとに四捨五入してあるため、内訳と合計とが一致しない場合がある。

（第2図）広域市町村圏別市町村民所得構成比
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7　広域市町村圏別市町村名

広域市町村圏名 倡8����*ﾈ�����ｨ����kﾂ�

前　　　橋 ���H�2�

高崎市等 俘(ﾞ育8����(h�2�

渋川地区 偬��ﾈ�8����8ﾉ�ｨ��ｶx圸*ﾂ�

多野藤岡 �:�圷�8���9nﾉ�ｨ����ﾉ*ﾂ�

富岡甘楽 儻�ｨ�8��岔�ﾙ69*ﾈ�I>ﾉg��ｨ��ｬ8ｧ�*ﾂ�

吾　　　妻 �(iEh��*ﾈ��+ynﾈﾋI*ﾈ��-ｩ�i�ｨ����,9*ﾈ��ﾘ(�)�ｨ��8ﾈﾎ�ﾜ�*ﾂ�

利根沼田 傲�68�8��]�V��ｨ���ﾈ�ｩ�ｨ��諸���ｨ��-ﾘ,�*�-ﾙ*ﾂ�

伊勢崎佐波． ���萎育8��ｼｩ�ｩ*ﾂ�

桐生市外 仂ｹ�h�8��-ﾘ,x.育2�

東　　　毛 ���68�8��ｭ凩��8��L)��*ﾈ��k驢�*ﾈ���y�969*ﾈ���Y�)*ﾈ��uxｧ�*ﾂ�
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