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地域経済循環率 

生産（付加価値額） 

分配（所得） 

第1次産業,

649億円(2.2%)

第2次産業, 

11,032億円
(38.2%)

第3次産業, 

17,218億円
(59.6%)

東三河 全体28,899億円
第1次産業, 

1,643億円(0.5%)

第2次産業, 

106,419億円
(33.6%)

第3次産業, 

208,998億円
(65.9%)

愛知県 全体317,060億円

東三河地域の「地域経済循環」 

 

 

 「地域経済循環率」は「生産(付加価値額)÷分配（所得）」より算出され、地域内で生み出

された所得がどの程度地域内に還流しているかを把握するもので、地域経済の自立度を示して

おり値が低いほど他地域から流入する所得に対する依存度が高くなっています。東三河地域の

地域経済循環率は、田原市で 107.1％となっており、愛知県全体の 104.1％を超えていますが、

他の 7市町村では 100％を下回り、東三河全体では約 78％（各市町村の値の単純平均）となっ

ています。東三河地域では、100％を超えているのは田原市のみで、その他の 7市町村では他

地域に依存しているといえます。特に設楽町、東栄町、豊根村では他地域への依存が 4割～6

割と高くなっています。 

 

 

 

  

 地域が生産した商品やサービス等を販売して得た金額から、原材料費や外注費といった中間

投入額を差し引いた付加価値額（地域内 GDP）を把握します。東三河地域では、第 1次産業 649

億円、第 2次産業 11,032億円、第 3次産業 17,218億円が生産されています。愛知県全体の生

産構造と比較すると東三河地域では第 1次産業、第 2次産業の割合が高くなっており、特に第

1次産業は愛知県全体の 39.6％（695億円÷1,643億円）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域産業が稼いだ付加価値額がどのように所得として分配されたかを把握します。 

【雇用者所得】 

 東三河地域の地域外流出入については、新城市、田原市、設楽町、豊根村の 4市町村で流出と

なっており、働く場を求めて地域外から地域内に人が集まる状態であると言えます。 

【その他所得】 

 東三河地域の地域外流出入については、すべての地域で流入となっています。その他所得の流

入は、他地域の企業からの配当や他地域で納税された税金の再分配を通じて、東三河にお金が流

入している状態であり、財政の再分配に依存していると言えます。一人当たりのその他所得をみ

ると設楽町、東栄町、豊根村の山間部が高くなっています。 

地域経済循環率
愛知県 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村
104.1% 94.4% 92.8% 80.0% 86.6% 107.1% 59.5% 58.1% 41.9%

出展：ＲＥＳＡＳを使用しＨＲＲＣ作成（数値は 2010 年） 

出展：ＲＥＳＡＳを使用しＨＲＲＣ作成（数値は 2010 年） 
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支出 

【民間消費額】 （単位：億円）
愛知県 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村

地域内 182,681 8,906 4,269 1,915 1,233 1,661 128 72 25
地域外 ▲10,920 ▲859 ▲524 ▲127 ▲152 ▲576 17 7 14
（地域外流出入） 流出 流出 流出 流出 流出 流出 流入 流入 流入
支出流出入率 -5.6% -6.2% -10.9% -6.2% -11.0% -25.8% 13.2% 9.9% 55.2%

【民間投資額】 （単位：億円）
愛知県 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村

地域内 48,785 2,313 1,126 425 300 560 28 14 6
地域外 3,729 ▲58 27 ▲63 ▲11 ▲4 ▲10 ▲5 ▲4
（地域外流出入） 流入 流出 流入 流出 流出 流出 流出 流出 流出
支出流出入率 7.6% -2.5% 2.4% -13.0% -3.5% -0.8% -25.5% -26.0% -38.6%

【その他支出】 （単位：億円）
愛知県 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村

地域内 62,238 2,509 1,308 170 369 647 22 7 -3
地域外 19,627 ▲164 ▲23 ▲436 ▲132 825 ▲140 ▲74 ▲67
（地域外流出入） 流入 流出 流出 流出 流出 流入 流出 流出 流出
支出流出入率 31.5% -6.1% -1.7% -71.9% -26.3% 127.4% -86.3% -91.8% -105.4%

※「雇用者所得」とは、主に労働者が労働の対価として得る賃金や給料等をいう。 

※「その他所得」とは、財産所得、企業所得、交付税、社会保障給付、補助金等、雇用者所得以外の所得により構成される。 

※「地域外流出入」は、（地域内ベース）と（地域住民・企業ベース）の差額にて算出されている。 

 

 

 

 

 

地域内の住民・企業等に分配された所得がどのように支出されたかを把握します。 

【民間消費額】 

 東三河地域の地域外流出入については、設楽町、東栄町、豊根村の 3町村で流入しており、主

に観光分野での地域外からの集客が考えられます。 

【民間投資額】 

 東三河地域の地域外流出入については、豊川市のみ流入となっており、東三河地域での民間投

資については豊川市での投資需要が高いとい言えます。 

【その他支出】 

 東三河地域の地域外流出入については、田原市のみ流入となっており、農業、製造業、観光業

等の地域外に主な市場を持つ産業に地域内の所得が支えられ、行政サービス等の充実した地域で

あると考えられます。 

※「その他支出」とは、政府支出、地域内産業の移輸出入収支額等により構成される。 

※「地域外流出入」は、（地域内ベース）と（地域住民・企業ベース）の差額にて算出されている（ただし、「その他支出」につ

いては（地域内の支出額）と（住民の支出額）の差額にて算出）。 

※「支出流出入率」は、地域内に支出された金額に対する地域外から流入・地域外に流出した金額の割合で算出されている。 

 

 

  

【雇用者所得】 （単位：億円、一人当たりは万円）
愛知県 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村

地域内 166,298 7,451 3,768 1,417 1,125 1,922 110 57 21
地域外 ▲3,842 704 349 337 ▲65 ▲291 ▲1 5 ▲3
（地域外流出入） 流出 流入 流入 流入 流出 流出 流出 流入 流出
一人当たり 452 427 440 418 461 496 398 393 342

【その他所得】 （単位：億円、一人当たりは万円）
愛知県 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村

地域内 138,326 6,277 2,962 1,093 777 1,480 85 43 17
地域外 ▲8,594 107 171 289 230 47 134 67 59
（地域外流出入） 流出 流入 流入 流入 流入 流入 流入 流入 流入
一人当たり 187 169 172 168 202 238 379 292 568

出展：ＲＥＳＡＳを使用しＨＲＲＣ作成（数値は 2010 年） 

出展：ＲＥＳＡＳを使用しＨＲＲＣ作成（数値は 2010 年） 


