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１．ＲＥＳＡＳとは？？

２．データ分析の方法・ヒント

３．他地域の事例



RESASとは

地域経済分析システム（2015年4月～）
～Regional Economy Society Analyzing System～

○地方創生のデータ利用の「入口」として、地域経済に関する官民の様々
なデータを、地図やグラフ等で分かりやすく「見える化」しているシステム

⇒ 各地域が、自らの強み・弱みや課題を分析し、その解決策を検討する
ことを後押しするツール

RESASが変える政策のあり方

○勘や経験や思い込み（KKO）ではなく、データに基づく政策立案
（EBPM：Evidence-Based Policy Making）へ

地域経済分析システム
（ＲＥＳＡＳ）とは



 地域経済に関する官民の様々なデータを、地図やグラフ等で
分かりやすく「見える化」しているシステム！

 勘や思い込みじゃなくデータに基づいて物事を考えよう！
 結論では無く、気づきを与えるもの！

地域経済分析システム
（ＲＥＳＡＳ）とは
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総務省統計局のホームページなどから
データを探して、ダウンロード。

⇒ 自分でグラフを作成する・・・

⇒ 面倒くさい！

今までは・・・
（鳥取県の総人口の推移）
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 地域の特徴を把握するための様々な官民のデータを、地図や
グラフなどで自動で、簡単に表示。
◎データ分析にかかる時間の削減。
◎視覚で確認することでわかりやすい。

 インターネット上で無料で公開されており、誰でも自由に
使うことができる！

RESASでは・・・



RESASの特徴

・良い所
 マウスを数回クリックするだけで簡単

にグラフや地図が表示可能！
 ”データに基づいて”考える力の向上！

“勘や思込み“からの脱却！
 政府のデータだけじゃなく、民間企業

のデータも無料で搭載されている！

・注意する所
 RESASは、”気づき”を教えてくれる

ツールであって、答えを教えてくれる
わけではない！

 RESAS単体では得られる情報に限り
があるので、他のデータと組合わせる
ことが有効！



マップ一覧

使用データ（一部）
経済センサス、農林業センサス、漁業センサス、国勢調査、ＣＲＤデータ、電話帳データ、

ＧＰＳデータ、ナビアプリデータ、ＰＯＳデータ、クレジットカードデータ など



マップ解説（一部）

調べたいこと マップ名

人口はこれまでどう変化してきたのか、
これからどうなるのか？

人口マップ
人口構成

人口が減少する（増加する）原因はなに？ 人口増減

地域のお金の流れはどうなっているのか？
地域経済循環マップ

地域経済循環図

地域でお金を稼いでいる産業は何か？ 生産分析

地域産業の事業所数や従業者数は
どうなっているのか？

産業構造マップ

全産業 全産業の構造

製造業の事業所数や従業者数は、昔と比較し
てどのように変化しているのか？

製造業 製造業の構造

地域の観光スポットで注目されているのは？
観光マップ

国内 目的地分析

地域のどこに、何人の外国人が訪れている？ 外国人 外国人メッシュ

地域を訪れる人はどこからきている？

まちづくりマップ

From-to分析
（滞在人口）

人が多い時間帯、月はいつなのか？ 滞在人口率

地域のどこに、何人の人が訪れている？ 流動人口メッシュ



１．ＲＥＳＡＳとは？？

２．データを活用するヒント

３．他地域の事例



①違和感

→データが極端に大きい、または小さいところは

ないか？

②時間

→過去と現在を比較してどのように、どれだけの

変化があったのか？

③空間

→他の地域と比べて自分の地域特有の特徴は？

分析のポイント
（3つの“カン”）



分析のポイント
（3つの“カン”）
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分析のポイント
（3つの“カン”）



データ活用のヒント

①まずはRESASに慣れてみよう！

→RESASでどんなことがわかるのか、

わからないのかを把握しよう！

②何を目的とするかを決めよう！

→まちはどうあってほしいか？

③しっかり現状分析をしよう！

→今、まちはどういった状況なのか？

何を課題としているのか？

④色んな角度から課題を検討しよう！

→例：人口が増えないのは？

転出が多い？転入が少ない？

子供が生まれていない？

⑤課題がわかったら、何故そうなって

しまったのかを考えることが重要！

→原因を把握することで、より効果

の高い解決策に繋がる！

⑥他のデータと組み合わせよう！

→RESASは便利だけど、全てを網羅

している訳じゃない！あくまでも、

データ分析の入口として有効！

⑦勘や思い込みは排除しよう！

→意外な産業や、特産品が地域の

経済を支えているかもしれない！

→でも、肌感覚は大事にしよう！



１．ＲＥＳＡＳとは？？

２．データを活用するヒント

３．分析の事例



自然増減・社会増減

（1）鳥取市の自然増減・社会増減の推移

市町村合併により周辺
町村からの流入が減少。

旧鳥取三洋電機系企業を中心とした事業
所の閉鎖、縮小、事業譲渡による減少。

（2）米子市の自然増減・社会増減の推移

市町村合併により周辺
町村からの流入が減少。

企業誘致に伴う
雇用者転入によ
る増加。

2005年度
人口増減数：-817人
社会増減数：-723人
自然増減数：-94人

2012年度
人口増減数：-1,380人
社会増減数：-985人
自然増減数：-395人

2006年度
人口増減数：-557人
社会増減数：-528人
自然増減数：-29人



年齢階級別純移動数

（1）鳥取市の年齢階級別純移動数の時系列分析

25~29歳→30~34歳
1980年→1985年：549人
1985年→1990年：671人
1990年→1995年：631人
1995年→2000年：758人
2000年→2005年：298人
2005年→2010年：-34人

20~24歳→25~29歳
1980年→1985年：91人
1985年→1990年：-346人
1990年→1995年：-618人
1995年→2000年：36人
2000年→2005年：-397人
2005年→2010年：-1,888人

（2）米子市の年齢階級別純移動数の時系列分析

市町村合併や市内事業所の事業再編、リー
マンショックによる経済不況により減少



主要産業の把握

（1）鳥取市の製造業の売上高（企業単位） （2）米子市の製造業の売上高（企業単位）

食料品製造業：
48.4％

電子部品・デバイス・
電子回路製造業：29.6％



事業所数の推移

（1）鳥取市の事業所数の推移（1986年～2013年）

2008.9 リーマンショック

約３分の１に減少

（2）米子市の事業所数の推移（1986年～2013年）

1994年：76事業所

2013年：24事業所

1989年：90事業所

約２分の１に減少

2008.9 リーマンショック

2013年：41事業所



常用従業者数の推移

（1）鳥取市の常用従業者数の推移
（1986年～2013年）

1999年：5,726人 2008.9 リーマンショック

電気機械器具製造業からの業種
の振り替えによる増加

（2）米子市の常用従業者数の推移
（1986年～2013年）

2013年：2,558人

1993年：2,716人

2013年：2,130人
旧鳥取三洋電機系企業を中心と
した事業所の閉鎖、縮小、事業
譲渡による減少。

約２分の１に減少 約２割の減少



製造品出荷額等の推移

（1）鳥取市の製造品出荷額等の推移
（1986年～2013年）

電気機械器具製造業から
の業種の振り替えによる
増加

2008.9 リーマンショック

（2）米子市の製造品出荷額等の推移
（1986年～2013年）

1986年：30,885百万円

2006年：264,761百万円

2013年：82,138百万円

旧鳥取三洋電機における取扱
商品の変更による増加

旧鳥取三洋電機系企業を中
心とした事業所の閉鎖、縮
小、事業譲渡による減少。

約３分の１
以下に減少

2013年：32,057百万円

+1,172百万円
の微増



必要な政策の方向性
 企業誘致も必要であるが、地域資源や地域特性を活用した

経済構造の形成を目指す。
 地場産業における地域の核となる企業の育成や観光産業に

おけるインバウンド誘致等が考えられる。

分析結果

○鳥取市において2005年以降大幅な人口減少が生じており、喫緊の課題といえる。
一方、米子市では大幅といえるほどの人口減少は見られない。

○鳥取市の主要産業である電子部品・デバイス・電子回路製造業では、常用従業者数・製造品出荷額等
で大幅な減少が見られる。
一方、米子市の主要産業である食料品製造業では、事業所数の減少は見られるものの、常用従業者
数・製造品出荷額等で大幅な減少は見られない。

○鳥取市では、大企業の事業所を中心とした経済構造となっていたために、リーマンショック以降の事業所
再編の影響を大きく受け、それが人口の減少にも影響しているものと思われる。



外国人滞在状況

鳥取市のメッシュ図（2015年8月～2016年7月）

鳥取駅：22,044人

鳥取砂丘：6,335人

白兎海岸：2,116人

鳥取市から出雲市までのメッシュ図（ 2015年8月～2016年7月）

鳥取市倉吉市

米子市

境港市

松江市出雲市

各都市の周辺では外国人が
滞在しているが、山陰を周
遊するような動きは少ない。



外国人国籍別宿泊者数

（1）鳥取県の国籍別宿泊者数（H19~H28年） （2）島根県の国籍別宿泊者数（H19~H28年）

（人） （人）

H28：35,080人

H28：8,830人



外国人移動相関分析

（1）鳥取県の外国人移動相関分析（2015年1月～6月） （2）島根県の外国人移動相関分析（2015年1月～6月）



外国人国籍別消費額

（1）鳥取県の国籍別消費額（2015年） （2）島根県の国籍別消費額（2015年）

参考：宿泊観光客多い順
韓国 → 香港 → 台湾 → 中国

参考：宿泊観光客多い順
台湾 → 香港 → 韓国 → 中国



外国人部門別消費額

鳥取県の外国人部門別消費額（大分類）（2015年） 島根県の外国人部門別消費額（大分類）（2015年）



必要な政策の方向性
 山陰地方でさらなる連携をすることで魅力あるプラン・コース

を提案し、これまで訪問の少なかった国籍の人を取り込み、
よりインバウンドの規模を大きくすることができる。

 具体的には、国籍・ニーズ別の精緻なターゲティング、それに
応じたプロモーション、周遊のためのインフラ整備・サービス
拡充などが考えられる。

分析結果

○全体としては、鳥取県の方が島根県よりも宿泊者数や消費額において大きい。
○一方、鳥取と島根で宿泊者の国籍や消費対象が異なる等、同じ山陰ではあるが、違いがある。
○市街地周辺での滞在が多く、山陰地方で周遊されているとはいえない。
○鳥取県では、宿泊者数の割に宿泊への消費額が高くない。



参考までに・・・

../【地方創生☆政策アイデアコンテスト2017　最終審査会】山口県立周防大島高等学校　普通科特別進学コース　Aチーム.mp4
../【地方創生☆政策アイデアコンテスト2017　最終審査会】山口県立周防大島高等学校　普通科特別進学コース　Aチーム.mp4


参考までに・・・

movie.mp4
movie.mp4
../【地方創生☆政策アイデアコンテスト2017　最終審査会】山口県立周防大島高等学校　普通科特別進学コース　Aチーム.mp4
../【地方創生☆政策アイデアコンテスト2017　最終審査会】山口県立周防大島高等学校　普通科特別進学コース　Aチーム.mp4


最後に・・・

３現主義も大事にしましょう！

「現場・現物・現実」

現場で、現物をみることで、現実を知る。
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