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1 RESAS（リーサス）とは
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１－１．RESAS（リーサス）とは何か
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１－２．RESAS（リーサス）とは何か

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
○勘や思い込みではなく、データに基づく政策立案（EBPM：Evidence-

Based Policy Making）へ
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（参考）EBPM

5出典：「統計改革推進会議最終取りまとめ・参考資料」



トップ画面で左上のメインメニュー
ボタンをクリック

データを見たい都道府
県・市区町村を選択

（参考）RESAS（リーサス）の画面構成

 誰もが直感的に使える、分かりやすい画面操作

アドレスは「resas.go.jp」 右上のボタンで、FAQや操作
マニュアルなどが見られます

様々なグラフを自動で表示。
右の選択ボタンをクリックす
ると、グラフが切り替わります

選択ボタン
（年・月を選択）

※基本的な操作はそのままに、
３月末にインターフェースを改善

見たいマップ（データ
の種類）を選択
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１－３．RESAS（リーサス）の現状

メニューの増加 着実な利用の拡大

全国各地域での高い関心

現在：81マップ
（2017年2月）

大幅にデータを拡充

一昨年度下半期：約206万PV
（2015年10月～2016年3月の６か月間）

昨年度下半期：約486万PV
（2016年10月～2017年3月の６か月間）

※コンテスト直前期は、月間約100万PV

総閲覧数は１年で2.4倍

スタート時：25マップ
（2015年4月）

・全国10か所での地域セミナー：2,600人超の参加申し込み
・政策アイデアコンテスト：全国から699件の応募（2017年1月最終審査会）

・アプリコンテスト：全国から102件の応募（2017年３月最終審査会）
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１－４．RESAS（リーサス）のマップ一覧
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【使用データ】
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



１－５．RESAS（リーサス）を用いて把握できること（一例）
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各種指標を他の
自治体と比較し、
自らの位置付け
を把握可能に

企業数・雇用・売
上で地域を支える
産業が把握可能に

特化係数を比較す
ることで効率よく
稼いでいる産業が
把握可能に

①産業構造マップ

人口推計・推移、
人口ピラミッド、
転入転出を合算
して把握可能に

地域の少子化と
働き方の関係が
把握可能に

⑦自治体間比較

どこからどこに
人が来ているか
把握可能に

インバウンド観
光動向が把握可
能に

自治体の生産・
分配・支出に
おけるお金の
流入・流出が
把握可能に

②地域経済循環マップ

⑥消費の傾向
飲食料品や日用
品の購入金額・
購入点数の商品
別シェア、どの
都道府県で多く
消費されている
かが把握可能に

⑤人口マップ④まちづくりマップ

③農林水産業マップ 農業部門別の販売
金額割合が把握可
能に

農業経営者の年齢
・農地の利用状況
や法人化率などが
把握可能に

経路検索サイト
のデータを基に、
地域で注目され
ている観光地が
把握可能に

産業連関表の
データを基に、
他の産業への波
及効果が期待で
きる産業、地域
の中核産業が把
握可能に

⑩事業所立地動向 ⑪流動人口 ⑫滞在人口

地図上の任意の
範囲を指定し、
範囲内の流動人
口を月別、時間
帯別に表示

地図上に指定し
た業種の事業所
がどこに立地し
ているか表示

任意の範囲内で、
立地する業種の
割合や推移を
把握可能に

どの地域から来
る人が多く滞在
しているかを
平日・休日別、
男女別、年代別
などで表示

⑧観光マップ ⑨影響力・感応度



１－６．人口マップ

 人口の増減の推移や内訳（自然増減と社会
増減）、年齢階級ごとの転出入などを表示

 大学等への進学・新卒者の就職における地域
間の流出入状況を表示

データ出所：総務省「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別
生命表に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成

香川県では、近年、自然減だけではなく、社会
減が続いている傾向がみられる。

10代から20代前半にかけて大幅に転出超過。
20代後半にかけては、やや転入が上回る。

データ出所：総務省「国勢調査」、厚生労働省「人口動態調査」

香川県

＜２月末追加データ＞

データ出所：厚生労働省「雇用動向調査」、文部科学省「学校基本調査」

新卒者就職・進学
都道府県間の流出入状況（同地域間を含む）

香川県 大学進学

大学等への進学時、四国内等からは流入があるが、
近畿・中国・東京への流出が大きい。
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全産業の構造

○従業者数（事業所単位）、売上、付加価値
額など見たい指標を選び、産業分類ごとのシェアを
四角の大きさで表示

データ出所：総務省，経済産業省「経済センサス」

製造業
＞輸送用機械器具製造業

宿泊業，飲食サービス業
＞飲食店

医療，福祉＞医療業

 都道府県・市区町村単位で各地域の経済を支える主要産業等を把握

群馬県太田市

１－７．産業構造マップ①（全産業）

稼ぐ力分析

○産業ごとの付加価値額と
労働生産性の関係等を分析して表示

データ出所：総務省，経済産業省「経済センサス」 11



データ出所：農林水産省「農林業センサス」

農産物販売金額

小田原市

全国平均

神奈川県
平均

横浜市

東京都練馬
区

農協 農協以外の
集出荷団体

卸売
市場

小売
業者

食品製造業
・外食産業

消費者に
直接販売 その他

2005年 2010年

１－８．産業構造マップ②（農業）

 農産物の出荷先別販売金額の割合、年齢構成や法人化率等について、他の地域との比較可能
 農業だけではなく林業、水産業についてもデータを見える化

神奈川県小田原市

○出荷先の構成割合について、地域の特徴が比較できる。 12



データ出所：経済産業省「観光予報プラットフォーム」

１－９．観光マップ①

 観光施設の検索回数をマップやランキング
（都道府県・市区町村単位）で表示

目的地検索ランキング

出発地ランキング

目的地分析 岩手県花巻市

 宿泊実績データを基に、居住地別、属性別の宿
泊者数などを表示

花
巻
温
泉

宮
澤
賢
治
記
念
館

岩
手
県
平
泉
町

岩
手
県
盛
岡
市

岩
手
県
花
巻
市

秋
田
県
仙
北
市

岩
手
県
宮
古
市

青
森
県
十
和
田
市

秋
田
県
秋
田
市

岩
手
県
雫
石
町

花巻市では花巻温泉が人気

花巻市の宿泊者は、
近隣の宮城・岩手等
だけではなく、首都圏
からも多い。

＜２月末追加データ＞

From-to分析（宿泊者）

宮
城
県
仙
台
市

岩
手
県
一
関
市

花巻温泉の検索は、平泉町を出発地と
するものが最も多い

データ出所：株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」 13



出典：ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社のカードデータに基づき、
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局作成

１－１０．観光マップ②

 携帯電話データに基づき、外国人の滞在状況を、
地図上にメッシュ単位で表示

外国人メッシュ

 外国人によるクレジットカード消費の部門別
の大小や推移をグラフ等で表示

外国人消費の比較
（クレジットカード）

出典：株式会社NTTドコモ・株式会社ドコモ・インサイトマーケティング「モバイル空間統計®」

道の駅 いとまん

糸満市役所

平和祈念公園

琉球ガラス村

ひめゆり平和祈念
資料館

サザンビーチホテル
＆リゾート沖縄

沖縄県 国籍別消費額の推移
（2014年4月～2016年3月）

沖縄県 外国人メッシュ
（2015年8月～2016年7月）

糸満市周辺 外国人メッシュ
（2015年8月～2016年7月）

糸満市

那覇市

北谷町

うるま市

名護市

アメリカ合衆国

台湾

中華人民共和国
香港大韓民国

沖縄県（糸満市）

外国人は北部と比べて南部
に多く滞在。特に那覇市や
北谷町の周辺に集中

国籍別のクレジットカード消費額は、台湾は6月
から10月は多く、冬季には大きく減少。
アメリカ合衆国は年間を通じて高水準で推移し、
年間消費額では最も高い。

糸満市では、「ひめゆり平和祈念
資料館」等の観光地周辺よりも、
道の駅等がある市の中心部に外
国人が滞在。
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人口10万人当たり病床数（2014年）

１－１１．雇用／医療・福祉マップ

 職業分類ごとの求職数・求人数や、雇用の
ミスマッチの状況を表示

求人・求職者

 医療の需要（患者数）や供給（医師数、病
床数など）の状況を表示 ＜２月末追加データ＞

医療需給

※パートを含む常用雇用に関する値
データ出所：厚生労働省「職業安定業務統計」

福井では、特に商品販売関連で
雇用のミスマッチが生じている。

＜２月末追加データ＞

高知県

和歌山では、特に介護関連で
雇用のミスマッチが生じている。

福井県

和歌山県

病床数の構成（2014年）

高知県
約2493床

高知市

全国平均

高知県
平均

一般病床
感染症病床
療養病床

精神病床
結核病床

特に療養病床の
割合が大きい。

中山間地が多く、高齢化の進
んでいる高知県では、人口10
万人当たりの病床数が多い。

15データ出所：厚生労働省「医療施設静態調査」、「医師・歯科医師・薬剤師調査」、「衛生
行政報告例」、「患者調査」、総務省「人口推計」、「住民基本台帳に基づく人口」



2 RESAS（リーサス）による分析例
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２－１．RESAS（リーサス）の分析例（産業振興）

17

POINT

業種別の付加価値額
等の推移を把握するこ
とが可能。

産業マップ（稼ぐ力分析）…業種別の特化係数の把握 （製造業の地域間比較）…他自治体との推移比較

その他のマップ活用例

地域ごとの製造業の構造やこれまでの付加価値額等の増減の推移を分析することにより、稼ぐこ
とができる業種や支援していくべき業種の検討に活用することができる。

製造業の業種別分析

「主要産業の現状把握」

福岡県大川市は家具関連産
業が主要産業となっており、製造
業の付加価値額全体に占める
割合も高い。
しかし、事業所数の減少や付

加価値率の低下等により近年、
付加価値額が減少傾向となって
いることが課題であることがわかる。

内 容

産業マップ-製造業花火図

家具・装備品製造業 木材・木製品
製造業

付加価値額（実数）の推移 付加価値額増減率の要因分析（家具・装備品製造業）

家具・装備品製造業

木材・木製品
製造業

POINT

事業所数、出荷額、付
加価値率の寄与度で
付加価値額増減率の
要因を把握することが
可能。



２－２．RESAS（リーサス）の分析例（企業支援）
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POINT

自治体全体における財務
状況の推移が他県と比較
して把握できる。

自治体比較マップ（経済構造）…付加価値額の比較 産業マップ（稼ぐ力分析）…特化係数の比較

その他のマップ活用例

「中小・小規模企業の財務分析」

熊本県の輸送用機械器具製造
業の設備投資(総額)は他県や業
種平均点数より低いことがわかる。
また、県全体の設備投資(総額)

が2011年以降、増加傾向にある
が、他県に比べると低いため、設備
投資に関する支援を実施すること
で労働生産性の向上にもつながる
と考えられる。

内 容

産業マップ-中小・小規模企業財務比較

■ローカルベンチマーク
経済産業省が、企業の状態を把握する
ための基本的な枠組みとして、平成28
年3月から公開している財務分析ツール。

ローカルベンチマークなどの財務分析指標とあわせて、自治体ベースの企業活動データを分析する
ことで、中小・小規模企業の経営状況を相対的に把握することができる。

中小企業の財務分析



２－３．RESAS（リーサス）の分析例（まちづくり）
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観光マップ（メッシュ分析）…流動人口の分析 地域経済循環マップ（支出分析）…地域内収支の分析

その他のマップ活用例

「市街地の事業所立地分析」

中心市街地付近の産業割合
を確認すると、2016年では「卸
売業、小売業」、「宿泊業、飲
食サービス業」の順で高い。
しかし、2011年と比較して事

業所数がそれぞれ15％程度減
少していることから、中心市街地
の活性化において、事業所数の
減少が大きな課題と考えられる。

内 容

産業マップ-事業所立地動向

POINT

地図上で選択した域内の事業
所割合や推移が把握できる。

中心市街地の事業所割合や推移、流動人口の傾向、地域経済の流れなどを分析し、中心市
街地活性化のための参考資料として活用することができる。

中心市街地の分析

静岡駅

駿府城
公園

卸売業、
小売業
22.8%

静岡駅周辺の事業所の業種構成
（2016年）

製造業
9.8%

事業所の集積状況
（2016年：静岡駅周辺中心市街地）

2,223社

1,899社

卸売業、小売業

1,789社

1,574社
宿泊業、飲食サービス業

宿泊業、飲食
サービス業

18.9%



２－４．RESAS（リーサス）の分析例（観光）
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観光マップ（滞在人口率）…滞在人口の分析 （目的地分析）…目的地への来訪時期分析

その他のマップ活用例

「駅・観光地の流動人口」

熊本県阿蘇市の人の流れは
駅周辺や大観峰・阿蘇神社など
の観光地周辺が多い。
大観峰は10月に最も人が来て

おり、冬季は大幅に減少している。
また、観光地では12時にピークに
なっているのに対し、阿蘇駅は17
時がピークとなっている。

内 容

観光マップ-メッシュ分析

POINT

選択した地点の流動人口の時期・
時間帯・場所の傾向を把握できる。

流動人口・滞在人口の動きや目的地検索の結果などを分析し、地域への来訪者に関する傾向
を把握することで、周遊ルートの検討等に活用することができる。

周遊ルートの分析

月別推移（2015年：休日） 時間別推移（2015年9月：休日）



２－５．RESAS（リーサス）の分析例（インバウンド誘客）
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POINT

国籍別のインバウンドの消費
内訳を把握できる。

観光マップ（外国人訪問分析）…インバウンドの属性、時期 （外国人メッシュ分析）…インバウンドの滞在状況

その他のマップ活用例

消費額の多い国や消費の内訳を分析することで、インバウンド誘客のターゲット選定やニーズに応
じたPR展開の検討に活用することができる。

インバウンド消費分析

「インバウンドの消費把握」

山形県では中国人の消費額が
最も高く、韓国、台湾、香港と近
隣国が次いでいる。
中国人の消費内訳は宿泊の

占める割合が最も高く、温泉旅
館などに訪れる観光客の消費が
影響していると推察される。

内 容

観光マップ-外国人消費花火図
外国人消費分析

宿泊施設

一般のデパート

宿泊
33.9%

小売
44.7%

小売
60.8%

宿泊
15.1%

山形県

全国



２－６．RESAS（リーサス）の分析例（雇用対策）
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活用例

自治体比較マップ（労働環境）…有効求人倍率 産業マップ（稼ぐ力分析）…賃金構造分析

その他のマップ活用例

「転出超過人口の傾向分析」

年齢階級別純移動数をみる
と、特に10～20代で流出する
傾向が見られる。
また、転出超過先を見ると、

近隣の福岡市が多いことから、
年代や地域の対象を絞ったUIJ
ターン施策を検討できると考えら
れる。

内 容

人口マップ-人口の社会増減

POINT

転入・転出による移動の多
い年齢階級が把握できる。

POINT

転入・転出超過先の多い
地域が把握できる。

自治体の転入・転出の状況に関連するデータを分析し、転出の多い地域や年齢、性別などを把
握することで、より効果的なUIJターン施策を検討することができる。

UIJターンの促進



3 RESAS（リーサス）の現状

～各地域・各分野で広がる活用例～
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• うきは市立浮羽中学校２年生の地理の授業で、RESAS
を活用し、生徒自らがうきは市の農業等について分析・発表。

３－１．地域における取組例① （戦略から具体的施策へ／中学）

福岡県うきは市

 地方版総合戦略の策定や、創業支援等の具体的な施策展開において、RESASを積極的に活用。
 中学校においても、RESASのデータを用いて身近な地域を調査する授業を実施。

 戦略策定に係る作業を外部に委託することなく
RESASも活用し、職員自らで実施。福岡県内で
は最も早く地方版総合戦略を策定。

大
分
市

う
き
は
市

久
留
米
市

佐
賀
市

鳥
栖
市

 創業支援や観光戦略など、具体的な施策展開
にもRESASを活用。

• （創業支援）RESASのデータで、飲食料品の経営者の
年齢が若いことを確認。新商品開発やデザイン力向上など
の創業支援セミナーで、意欲ある若者を後押し。

• （観光戦略）RESASによる人口流動データにより、福岡都
市圏に加え、日田市、鳥栖市、佐賀市、大分市など東西方
向からの入込が多いことが判明。観光プロモーションの対象地
域を見直し。
また、RESASデータと独自ヒアリング調査により、立ち寄り型
ではなく、目的地型施設としての道の駅の重要性を確認し、
施設・機能の充実を検討中。

 中学校の授業において、RESASを活用。

「うきは市ルネッサンス戦略」において、
RESASによる分析結果を多数採用

女性を対象とした創業支援セミナー

副市長が率先して、RESAS活用
検討会の開催や、分析結果の
職員間での共有等を実施

中学校の授業で、生徒がペアになり、RESASデータによる地域の分析・発表を実施

（参考）東西軸の重要性を発見
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 「島民（みんな）で実現！！ 佐渡の地方創生」をスローガンに、「地方創生 RESASフォーラム in 佐渡」を開催。

新潟県佐渡市
 RESASの普及イベントや、RESASをはじめとしたデータ活用の取組を市を挙げて進めている。

 地域の活性化に向けてデータを活用する取組を開始。

３－２．地域における取組例② （データ活用の推進、広域連携）

 佐渡市の経済構造の実態を把握するため、佐渡版産業連関表を作成中。
（3,000件のアンケート調査の実施を予定）

 産業振興策の策定に向けて、より佐渡市に密着した独自のデータベース作りに着手。
島内4,000事業所へのアンケートの実施や、観光による島内経済への影響を「見える化」するため、
佐渡汽船との協力を実施。乗船データを基に観光客の特性を分析しマーケティングへ活用することを予定。

 平成27年11月20日に新居浜市と西条市の合同で政策立案ワークショップを開催。両市の産業が密接不可分であ
ることを踏まえ、産業政策の一体的な推進について検討を実施。

 平成28年５月、大学新卒者の地元就職を支援する、両市合同の会社説明会を
開催。（地元企業42社が参加、135名が来場）同年７月には、両市で高校生
向け就職フェアを実施。

愛媛県新居浜市・西条市（２市の産業政策の一体的推進）

 政策立案ワークショップの合同開催をきっかけとして両市の連携が進み、両市共同で地方創生加速
化交付金（27年度補正予算）も活用しながら、両市が連携した施策の実施を進めている。

 地域内の大企業と中小企業の取引拡大・地域競争力の強化に向け、地元大手企
業において、地域中小企業の技術シーズ展示会を実施。 25



RESASを活用したワークショップ 地域住民によるディスカッション
（RESAS BAR ／ RESASカフェ）

３－３．地域における取組例③ （地域金融機関）

多摩信用金庫
 市民レベルの地方創生の取組の活性化のため、NPOとも連携しながら、RESASを活用したセミナー・イ

ベントを継続的に実施。
 また、首都大学東京と連携し、多摩地域の自治体職員を対象として、地方創生についてのデータ解析

や事業企画提案など学ぶ講座（「地方創生スクール」）を開講。
首都大・たましん「地域創生スクール」
期 間：平成28年7月1日(金)～12月12日(月) 全9回
会 場：首都大学、たましん事業支援センター ほか
参加者：多摩地域の自治体職員
内 容：地方創生事業の提案に必要なデータ解析・結果解

釈、事業企画提案の基本的スキルの習得を目的とした
実習型講義

 RESASを活用した地域の自治体職員向け「地方創生支援セミナー」のほか、京都府南部の宇治市・
城陽市・久御山町の３市町と共に「実践型 施策検討勉強会」を継続的に実施。

 こうした議論の中から出てきた域内企業の販路拡大支援として、同金庫主催の異業種交流複合イベン
ト「中信ビジネスフェア2016」で自治体にブースを提供し、地元企業の紹介や商談マッチングを支援。

京都中央信用金庫

 行政・商工団体・金融機関による「奥能登2市2町連絡会議」を開催し、RESASを用いた分析や観光
DMOの取組等を情報共有。また、行政職員向けワークショップ、地元の大学・高校・住民とのワーク
ショップなど、RESASを活用しながら、広域連携による奥能登地域全体の活性化に向けた取組を推進。

興能信用金庫
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＜DMOネットにおけるRESAS連携・分析イメージ（例）＞
・分析したい地域（自治体）を選択し、メニューボタンを押すだけで、
該当するRESASのグラフ等をダイレクトに表示。

３－４．政府サービスにおけるRESASとの連携

DMOネット（観光庁、内閣官房、内閣府）
 観光庁等は、観光地域づくりのかじ取り役となる日本版DMOを情報面から支援するため、観光地域のマネ

ジメントやマーケティング等を支援するシステム「DMOネット」を提供。（2017年3月～）
※利用者は、事前に日本版DMO候補法人として観光庁に登録した団体

 同システムにおけるデータ分析機能の一つとして、日本人・訪日外国人の動向など、観光地域の分析に関係
の深いRESASのデータについて、DMOネットからRESAS画面に直接リンクする機能を組み込んでいる。

国籍別訪問者（外国人）の推移

目的地として検索された
観光施設のランキング

【出典】 上図：観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」
下図：株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」

【DMOネットの画面】 【RESASの画面】
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「地域中核産業分析モデル」
（第1段階）RESAS分析

RESASで北海道内各地の中核産業を抽出

（第2段階）金融機関保有の取引先財務（平均値）分析
北洋銀行の取引先財務データにて同産業の収益
性や投資力等を分析
・抽出した企業の財務データ（平均値）を活用し、資産、
負債、収益性、キャッシュフローの推移などから、財務
の傾向と課題を分析。

（第3段階）地域中核産業・企業の「稼ぐ力」向上のための
取組を提案

３－５．民間サービスにおけるRESASとの連携①

北洋銀行（北海道）
 北洋銀行は、地域の稼ぐ力を強化するため、北海道経済産業局と共同で、「地域中核産業分析モデル」を

作成。（2017年2月）
 本モデルは、RESASで道内各地の中核的な産業を抽出した上で、銀行が有する取引先財務データにて、

当該産業の収益性や投資力等の分析を行い、各地域の産業・企業の「稼ぐ力」強化に向けた取組を提案
するもの。

 地域金融機関が、取引先と経営課題や目指す将来像などを議論し、共に検討するための対話ツールとする
ことを想定。同行は、他の地域金融機関への説明会等も実施。

【第２段階】 金融機関保有の取引先財務（平均値）分析

産業構造分析 「域外市場産業」分析 主要「域外市場産業」の
圏内への集積状況分析

〈旭川経済圏・家具製造業の分析事例〉

抽出１５社平均の
キャッシュフロー推移

抽出１５社平均の
財務状況

抽出１５社平均の
設備投資動向

【第１段階】 RESAS分析
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３－６．民間サービスにおけるRESASとの連携②

＜HISクーポンにおけるRESAS連携イメージ（例）＞
• 観光スポットなどのクーポンを探すメニューの中に、その地域の観光情報をRESAS画面から見ることができる

メニューボタンを設置。

H.I.S.クーポン ((株) エイチ・アイ・エス）
 旅行会社（株）エイチ・アイ・エスは、全国各地の旅行スポットやレジャー施設などで使えるお得な12,000

クーポンをパソコンやスマートフォンなどオンラインで約120万人に提供する「H.I.S.クーポン」を運営。
 同サービスの中で都道府県の「観光名所・案内所」カテゴリで、RESAS画面に直接リンク、人気観光スポット

や観光情報を知ることができる機能をユーザーに紹介。

【RESAS画面出典】 上図：目的地分析；株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」
中図：外国人訪問分析；観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」
下図：From-to分析（滞在人口）；株式会社ＮＴＴドコモ、株式会社ドコモ・インサイトマーケティング「モバイル空間統計®」

【H.I.S.クーポンの画面】

http://his-coupon.com/ja/

【RESASの画面】

29



(株)e-Front（東京都）
 ソフトウェア開発の(株)e-Frontは、自社が開発した旅行業務総合支援システム（「Falcon」）の新たな

機能として、RESASのデータを取り込み、旅行会社のデータとRESASのデータを照合しながら、旅行に関
する潜在需要の分析を可能に。

【企業概要】
会社名： 株式会社e-Front
設立 ： 2003年8月
本社 ： 東京都新宿区
島根支社：島根県浜田市
事業概要：システムの設計、開発、保守、運用

旅行業務総合支援システム「Falcon」

e-Front社の提供するクラウド型の旅行業務
総合支援システム

https://www.falcon-ef.com/

３－７．民間サービスにおけるRESASとの連携③

（画面サンプル）旅行業務総合支援システム

 2017年1月30日より、RESASに搭載するデー
タとFalconの利用企業が自社で蓄積したデータ
を簡単に比較できる機能を追加

 潜在需要の分析が可能に
• 訪日旅行者の旅行先を国籍別に分析が可能
• 都道府県毎のエリア分析が可能
• 年単位、四半期単位で分析が可能
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○授業名
統計学から未来を見る（講師：松浦 義昭 氏）
○クラス数・授業回数
選択必修 基礎編19クラス、選択科目 発展編1クラス。各ク

オーター制8回 1単位
○授業内容
（基礎編）

RESASの操作、
RESASデータの分析方法

（発展編）
政策アイデアの立案

 RESASを活用した学習を１年生（普通科・英
語科）全8クラス320名で実施。

 長野県松本工業高校でも、同様の授業を実施。

 RESASを活用し、データに基づいて地域の現状・
将来を分析し課題解決について学ぶ講座を28年
６月に開始。新入生の必修科目のひとつに位置
づけ、28年度は約1000名の学生が履修。

３－８．教育現場でのRESASの活用

金沢大学の事例

金沢大学での授業の様子

長野県松本県ケ丘高校の事例

松本県ケ丘高校での授業の様子

まつもとあがたがおか

○授業の概要
「総合的な学習の時間」のカリ

キュラムとして、28年度より県教育
委が導入した歴史・文化・産業等
を学ぶ「信州学」を「情報の科学」
の授業に取り入れ、 RESASデータ
を使った地域の分析・課題発見を
学習。

（参考）『中学校学習指導要領解説 社会編』にRESASが明記

 「中学校学習指導要領」
（平成29年３月告示、
33年度より全面実施）の
「地理的分野」の内容を説
明する中でRESASが明記。

＜前略＞・・・インターネットにおける地図サイトや統計サイトとしては，現在，内閣
官房まち・ひと・しごと創生本部事務局及び経済産業省の「地域経済分析システム（Ｒ
ＥＳＡＳ）」，総務省統計局の「政府統計の総合窓口（ｅ-Ｓｔａｔ）」・・・＜後略＞

【中学校学習指導要領解説 社会編】77ページ
「地域に関する情報の収集や処理などの地理的技能」の紹介

○関連した取組
課外活動として政策アイデアコンテストへの応募にも取り組むととも

に、県議会議員と生徒の懇談会、校内研究成果発表会も実施。
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３－９．地方創生☆政策アイデアコンテスト

RESASを活用して自らの地域を分析し、地域を元気にするような政策アイデアを国民から募集

プレゼンテーションの様子地方創生担当大臣賞

【高校生以下の部】
長野県松本県ヶ丘（まつもとあがたがおか）
高等学校 内田 佑香、横山 瑠奈
【大学生以上一般の部】
福岡県糸島市 岡 祐輔

優秀賞

【高校生以下の部】
愛媛大学附属高等学校 佐藤 瞳

【大学生以上一般の部】
小樽商科大学 大津ゼミ 参加者の記念撮影

地方予選
（全国７地域）

【書類審査】

全国第一次審査
【書類審査】

最終審査会＆表彰式
【プレゼンテーション審査】

○募集区分：高校生以下の部／大学生以上一般の部
○応募総数：699件（募集期間：2016年10月1日(土)～11月25日(金)）
○最終審査会＆表彰式：2017年1月21日(土)

（会場：東京大学 伊藤謝恩ホール）

【参考】昨年度の政策アイデアコンテスト

○募集区分：高校生以下・中学生以下の部／大学生以上一般の部
○募集期間：2017年9月1日（金）～ 10月25日（水）
○最終審査会＆表彰式：2017年12月16日（土）

（会場：東京大学 伊藤謝恩ホール）
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３－１０．RESASアプリコンテスト

第一次審査

 RESAS-APIの利用を促進するため、RESAS-APIを活用して制作したアプリについて広く一般から作品を
募集するコンテスト（RESASアプリコンテスト）を開催。

 平成30年1月27日（土）最終審査会で最優秀賞、優秀賞を選出。

日 時： 平成30年1月27日（土） 午後
会 場： ベルサール六本木コンファレンスセンター
主 催： 内閣府 地方創生推進室

⇒ 第1次審査を通過した10組によるプレゼンテーション審査
最優秀賞１組及び優秀賞1組を選出

RESASアプリコンテスト（最終審査会・表彰式）

募集期間： 平成29年10月20日（金）～ 平成29年12月20日（水）
応募要件： 以下のいずれかのアプリケーションを募集します。

①RESAS-APIを使用したアプリケーションであること
②RESASを用いて実施した分析結果及び独自のデータを用いて制作されたアプリケーション
（例：IoTのセンサーデータ、市町村や観光協会などが収集した地域データ等）

⇒ 昨年度は全国から合計102件の作品が応募

募集要領

審査委員による応募書類・動画による審査
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※ＡＰＩ… アプリケーションプログラミングインターフェース（Application Programｍing Interface）
の略。データ形式の共通化を図ることで外部データとの重ね合わせ（マッシュアップ）が容易になる。

政府、自治体
オープン
データ

（e-Stat等）

RESAS
API

RESAS
データ

データの組み合わせによる
新たな分析手法の確立

企業データ
ローカルデータ
ソーシャルデータ

民間
オープン
データ

データ連携による
新たな価値・サービスの創出

ＲＥＳＡＳ以外の
プラットフォーム

API、DL等

 各種のデータとの掛け合わせた多様な活用や独自の分析を可能とするため、
『RESAS-API』を通じ、RESASに搭載する公的データを加工しやすい形式で提供。

 自治体や企業の持つデータ、各種ビッグデータ等、利用者が保有するデータとのかけあわ
せにより、新たな分析や価値・サービスの創出を目指す。

行政、民間が提供するデータ

RESAS以外の
データやサービス
とのかけあわせ

加工可能な形式で
データを提供

（参考）加工可能な形式でのデータ提供（RESAS-API)
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参考：中国地域での取組み事例

（出典 RESAS利活用事例集2017）
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• 市内産業の構造を把握できた。
• 主要産業は製造業だと思い込んでいたが、サービス業が

雇用を支える重要な産業であると気づくことができた。
• サービス業の課題を認識することができ、人口減少に歯止め

をかける施策を考えることができた。

３－１１．中国地域における取組例① （自治体/施策立案）

広島県呉市
 呉市では、人口の減少が課題となっており、若年層の減少に歯止めをかけるため雇用の創出が必要で

あると考えていた。市内産業の強みと弱みを整理し、雇用の創出による地域産業活性化施策を検討
するためにRESASを活用。

 RESASを活用し、市内産業の概要について分析。
観光と関わりが深い、飲食店と小売店が雇用を
支えていることを把握したが、受け皿となる事業所
数が減少しているという課題を認識。
そのため市内の飲食店や、小売店に立ち寄りやす
い環境の整備と、市外から観光客を呼び込む手段
を組合わせた取組が必要と考え、市が保有する商
店街の空き店舗数や空き店舗率、観光施設の来
場者数などのデータと掛け合わせて問題解決のため
の施策案を検討。

• 新くれグルメブランド確立による地域活性化プロジェクト
創業支援や新規出店を促す商業施設の活性化支援
商店街や飲食店へ誘客を促す周遊･滞在型観光の推進

 RESASから得られた気づき

施策案を検討するにあたって、RESAS
による分析結果を多数採用

RESASだけではなく、市が保有するデータ
などと組み合わせることで、より深堀した
分析が可能となった

36（参考）呉海自カレーシールラリー

飲食店

飲食料品小売業

その他の小売業



• 現在中心となっている販路以外にも、国内外に有望なマーケットが
存在することがわかった。

• 水産食料品製造業は、新たな販路を開拓する余地があると考え、
これまで実施してきた国内販路開拓を目的とした『都市間連携地域
産業活性化事業』や『下関地域商社／海外販路開拓事業』を
継続する上で、重要な示唆を得ることができた。

• 水産物ブランド化推進事業のほか、域内仕入れを促進させる地域
資源活用促進事業、持続的な水産業の振興のための水産資源の
安定確保に関する施策が、地域経済の活性化と循環性の向上、
人口減少対策につながる所得格差の是正、ひいては地方創生を推
進する上で必要であることを確認し、今後も施策を進めることとした。

３－１２．中国地域における取組例② （自治体/施策検証）

山口県下関市
 下関市では、約40年にわたり人口流出が続いている。人口の流出は所得の地域間格差が要因の

一つと言われており、格差是正のためには地域経済の活性化と循環性向上が必要と考えられる。
 これまでに推進してきた製造業の活性化と漁業の振興を目的とする施策について、必要性を検証

するため、市内産業に関する現状分析をRESASを用いて行った。
 RESASを活用し、市内産業の概要について分析。

食料品製造業、中でも水産食料品製造業が、
市の基盤産業であることが裏づけされた。
さらに、食料品製造業と漁業の結びつきを強化
することで域内仕入を促進し、漁業の振興にも
つながる可能性が示唆された。

 水産食料品製造業の域外から稼ぐ力の向上に
重点を置き、販路開拓の余地があるかさらに検証。

 分析を踏まえた今後の展開

施策を検証するにあたって、
RESASを用い現状分析を実施

37

市が独自に中核企業候補を抽出・分析
大半が水産食料品製造業であることがわかった

「産・官・学・金」の各主体が「マーケティング、技術支援、販路開拓、
商流の構築」の各フェーズで ノウハウを持ち寄り、一貫した支援を行う
擬似的な貿易会社「下関地域商社」として販路開拓パッケージを提供。
中国および成長著しい東南アジアを中心に、本市の企業や製品に
関する情報の発信、現地企業のニーズを踏まえた商談会の開催により、
新たな取引先の開拓を促進する。

■ 下関地域商社／海外販路開拓事業の概要（海外販路の開拓）

下関市地域商社協定締結式

RESASによる分析で、仮説が裏づけされたと共に、市内産業の更なる可能性を発見

食料品製造業

水産食料品製造業



 米子高校では、総合的な学習の時間において自己実現進路指導プログラムを実施しており、地域の
課題解決策やまちづくり案を検討・発表することを通じて、生徒の進路実現に向けた能力を磨いている。

 そのプログラムをより効果的に行うために、RESASを学習に活用することを検討し、2015年からプログラム
の一環である「米×米プロジェクト」にRESASを導入した。

 また「地方創生☆アイデアコンテスト」への応募を一つの目標とし、昨年度も応募。

（RESASの活用内容）

3年次の地域事例研究である「米×米プロジェクト」は、米子市内の商店
街を対象として、生徒独自の視点で地域が抱える課題を発見し、課題
解決のための仮説設定、検証を行い、地域活性化策を提案するもの。
その中でRESASは、生徒が設定した仮説の検証を考えるためのデータを
提供するツールの一つという位置付けで活用されている。

（得られた効果）

■ 生徒のデータ利活用に関するリテラシーの向上につながった。

■ データを通して地域の実情に触れることで生徒の地域に対する愛着心
の醸成につながった。

■ 信頼性の高いデータを活用できるようになり、総合的な学習の時間
での定量データの活用が促進された。

■ データ利活用の経験が面接や志望理由書等でアピールする材料
として活用され、進路実現につながった。

４－１３．中国地域における取組例③ （教育機関）

鳥取県立米子高等学校

 RESAS出前講座では、基本的な使用方法や得られる
データの種類について情報提供を行い、生徒一人ひとり
（150人）に操作をしてもらい、テーマに関する相談等に
対応した。

「米×米プロジェクト」において、地元の商店街で現地調査を実施している様子と、
データ活用と論理的思考を補助するために作成したワークシート

出前講座では、RESASの基本的な操作、取得可能なデータについて講義

実際に米子高校の生徒が作成した
発表資料 38

「米×米プロジェクト」の最終発表会
の様子



（RESASを活用するに至った背景）

RESASを活用した分析に基づく地域課題解決のアイデアを募集する
「やまぐち☆政策アイデアコンテスト」を山口県が開催することを知り、
地域課題解決という目的がプログラムの趣旨と合致する上に、実地調査
が中心の従来のメニューに、定量的・客観的なデータに基づく検討という
新たな要素を加えることにもなると考え、YFL育成プログラムに有益である
と判断し、コンテストへの応募を目標として設定。

（RESASの学習）

当局より、出前講座を実施。操作方法や学生の出身地と山口市の比較
を行うなど、基礎知識を学ぶ機会を設け、チームまたは個人でRESASを
活用した地域課題発見、解決策の提案に向けた検討を行った。

（得られた効果）

■地域課題の発見や解決策の検討を通じて、学生が地域をより深く知る
機会となり、郷土愛の醸成につながった。

■データ分析や地域課題の発見、解決策提案等の能力が向上し、
YFL人材の育成につながった。

■アイデアコンテストで評価されることで地域課題の解決に取り組む学生
のモチベーションが向上した。

■学部のゼミ活動でRESAS導入の動きがあるなど、学内での広まりが
期待されている。

昨年度の「やまぐち☆政策アイデアコンテスト」チラシと「YFL育成プログラム」について

３－１４．中国地域における取組例④ （教育機関）

国立大学法人山口大学
 山口大学では、文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」の申請代表機関

として、「やまぐち未来創生リーダー(YFL)」 育成プログラムを展開し、グローバルな視点と高い課題解決
能力を持った人材育成に取り組んでいる。

39

山口大学を訪問し、関心のある学生を対象に出前講座を実施した

「やまぐち☆政策アイデアコンテスト」
での発表の様子

理学部1年生のアイデアが、大学生・
一般の部で最優秀賞を獲得



４ 商工会議所の利活用事例

40
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一関商工会議所（「もち文化」を活かした観光・農業の活性化）
一関もち食推進会議※1が、「食と農の景勝地※2」（現名称：「農泊 食文化海外発信地域」）の

認定申請（平成28年11月認定）を行うに当たって、観光・農業データを分析し、事業内容を検討
する際の参考資料としてRESASを活用。今後は、各事業の企画や説明の参考資料として活用する他、
商工会議所として農産物の高付加価値化や農商工連携の促進等の取組に活用する予定。
RESASを活用することで、一関市の農産物の特徴等をデータで客観的に説明することが可能となり、

その内容を関係機関と円滑に共有することができた。

○観光マップ・目的地分析（一関市・平泉町） ○農業マップ・農産物販売金額（一関市）

※2 農林水産省事業。地域の食やそれを支える農林水産業、特徴ある景観等の観光資源を魅力的に海外発信し、外国人誘客を行う取り組みを認定する仕組み。

一関市・平泉町の検索は、中尊寺が最も多く、厳美渓、
猊鼻渓が次いで多い。観光名所が来訪者の目的地・基点となっ
ているが、商業施設ではあまり観光客を取り込めていないことが推
察される。

※1 一関・平泉地域の「もち文化」を普及するため、イベント等を行っている。行政機関、農協、商工会議所等で構成され、会長は一関商工会議所の佐藤会頭。

岩手県内市町村で一関市は農産物販売金額が
最も高いが、2005年から2010年にかけて減少し
ており、経営体当たりで見ると県平均、全国平均
を下回っているという課題を認識した。

一関市 県内他市と比較

農産物販売金額（総額）

一関市

県内他市と比較

県平均

全国
平均

農産物販売金額（経営体当たり）

【岩手県内市町村別 農産物販売金額 順位】

４－１．商工会議所の利活用事例①
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郡山商工会議所（若手職員による地域経済の産業分析）
中小企業相談所の若手職員でチームを組み、市内の商工業、税金などをデータで読み解く「デジタル

ネイティ部」の活動において、RESASで市内の産業や農業を分析し、資料としてまとめた。今後も地域
の経済動向に関する調査への活用を進めていくとともに、販路拡大事業への分析活用等についても、
検討を進めていく予定。
RESASを活用することで、市の産業や農業の現状を把握し、事業の方向性を検討するきっかけと

なった他、部局を越えて説明する機会を持ち、地域を考える機会を創出できた。
○自治体比較マップ・製造品出荷額等（大分類）

郡山市は県内でいわき市に次いで2位の出荷額であり、全国で見ても、
1,742自治体中81位と高水準。

郡山市の製造品出荷額を中分類で見ると、「食料・たばこ・飼料」が最も高く、
県内で1位、全国で見ても5位と高水準。その他の上位業種も2位の「化学
工業」を除いては県内で1位となっている。

○自治体比較マップ・製造品出荷額等（中分類）

【出典】RESASダウンロードデータより作成

郡山商工会議所デジタルネイティ部
の勉強会の様子

【出典】RESASダウンロードデータより作成

４－２．商工会議所の利活用事例②



５ ユーザーの利便性の向上
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５－１．eラーニング

 RESASの認知度は向上したが、実際に操作や活用方法を学ぶ手段は限定的。
 「いつでも、どこでも、誰でも」RESASを学ぶことができるeラーニングを提供。
 インターネットに接続されたパソコンやタブレット等があれば、無料で受講可能。

『RESASオンライン講座』で検索！
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 より多くの利用者にRESASを使って貰うため、Google Chromeだけではなく、
Internet Explorer11も推奨環境として追加。

 さらに、PCだけではなく、スマートフォンやタブレットでも、大部分の機能に
ついてGoogle Chromeの動作確認が完了。今後も随時対応を実施予定。

５－２．さらに進化するRESAS①（利用可能なブラウザの拡大）

Google Chromeのみ
に対応

Internet Explorer11にも対応!!

スマートフォンやタブレットに
ついても動作確認を実施中

これまで New
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５－３．さらに進化するRESAS②（ポータルサイトの統合）

 RESASに、新着情報や関連サービスの情報提供機能を追加。
 利用者が、データ更新／イベント情報／分析に役立つ資料などに、RESASから直
接アクセス可能に。

これまで New

トップ画面から、ニュースやイベント、関連サー
ビスの情報へアクセス可能
(ボタンを押すか、ページ下部にスライド)

統合

46



５－４．さらに進化するRESAS③（ダッシュボード機能）

 ユーザーが個別にカスタマイズできるダッシュボード機能を実装。
 よく見るグラフや選択地域等を保存し、ダッシュボードから再表示可能に。

分析結果を
ダッシュボード
に保存。

保存した分析結果は
ダッシュボードから再表
示可能。

右上のボタンから、ダッ
シュボード画面に。

SNSでの共有
も可能。

※地域の合算・比較など詳細設定の一部は、保存できないものあり。 47



５－５．利活用事例集

 自治体、支援機関や教育機関の取組を調査し、RESASを用いて地域の分析を行うと
ともに、そこから得られる情報に基づいて政策・施策の検討・立案等に結びついた
31の事例を取りまとめました。

48

全国の自治体、支援機関、教育機関の
31の取組み事例をとりまとめ、公表してい
ます。画面下部からご覧いただけます。



５－６．RESASの画面を使用した資料の作成方法
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その他情報、問い合わせ先について

RESASのご利用や、 RESASに関する各種情報はこちらから

50

“RESAS” で検索 RESAS 検索 （ https://resas.go.jp/ ）

RESASの利活用事例集に関する各種情報はこちらから

“RESAS 事例集” で検索 RESAS 事例集 検索

RESASに関するお問い合わせはこちらから

中国経済産業局 総務企画部企画調査課
TEL：082-224-5626

http://www.chugoku.meti.go.jp/

https://resas.go.jp/
http://www.chugoku.meti.go.jp/
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