
「地域経済分析システム（RESAS（リーサス））」の提供開始について 

平成２７年４月２１日 

内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）及び経済産業省は、「地域経済分析システム

（RESAS（リーサス））【※】」の提供を、本日（４月２１日）から開始いたしました。このシステム

を通じて、平成２７年度中に地方公共団体にお願いしている地方版総合戦略の策定を、情報

面から支援していきます。 

【※】RESAS とは:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/outline 

平成２６年９月、人口減少克服・地方創生という我が国が直面する大きな課題に対し政府一

体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生でき

るよう、内閣総理大臣を本部長とするまち・ひと・しごと創生本部が設置され、平成２６年１２月

２７日に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決

定されました。 

今後、地方公共団体が地域の特性を踏まえた地方版総合戦略を策定するに当たっては、地

方自治体がそれぞれの地域の強み・弱みなどの特性を踏まえることが重要であり、地方自治

体が自らの産業構造や人口動態、観光の人の流れなどの現状・実態を正確に把握するととも

に、データに基づく目標・ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定、ＰＤＣＡサイクルの確立等が求め

られています。 

こうした中で、内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）及び経済産業省では、産業構造

や人口動態、人の流れなどに関する“ビッグデータ”を集約し、可視化するシステムについて、

検証を行ってきたところであり、このたび、地方版総合戦略における基本目標・ＫＰＩの設定、Ｐ

ＤＣＡサイクルの確立等に寄与する「地域経済分析システム（RESAS）」を地方公共団体に提

供することといたしました。 

本システムで提供するデータは、企業間取引に関するデータを除いて、一般の方でも Web 上

で見ていただくことができます。 

●サイト URL：https://resas.go.jp/ 注：Google Chrome ブラウザをご利用下さい。

加えて、経済産業省、観光庁では、「地域経済分析システム（RESAS）」の活用促進に向け、

各地方経済産業局、地方運輸局において、同システムの操作等に関する地方公共団体職員

からの相談窓口となる専門的な職員を設置し、当該システムに関する利用支援を行うことと

いたしました。各地方経済産業局、地方運輸局の担当者名簿については、別紙をご覧下さ

い。 

【問い合わせ先】 

（システムの全般に関すること） 

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局  大星、小西、堀口 

電話：０３－３５８１－４５４１ 

（自治体職員による利用規約、ＩＤ申請に関すること） 

経済産業省 地域経済産業グループ 

地域経済産業調査室  山岡、中谷、吉原 

 電話：０３－３５８０－４９８７ 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/outline
https://resas.go.jp/


局名 課室名 役職 担当者名

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 課長 菅原　知彦

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 課長補佐 佐々木　信之

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 課長補佐 宮本　隆宏

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 総括係長 浜井　諒一

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 調査係長 金澤　亜由美

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 調査員（地域経済分析担当） 実吉　秀倫

北海道経済産業局 総務企画部企画調査課 調査員（地域経済分析担当） 秋林　寛

東北経済産業局 総務企画部総務課企画室 室長 藁谷　尊

東北経済産業局 総務企画部総務課企画室 計画係長 百目鬼　行弘

東北経済産業局 総務企画部総務課企画室 企画係長 武田　省吾

関東経済産業局 総務企画部企画課 課長 青木 宏

関東経済産業局 総務企画部企画課 課長補佐 西井 智

関東経済産業局 総務企画部企画課 総括係長 横川 博司

中部経済産業局 総務企画部企画課 課長 新藤　公人

中部経済産業局 総務企画部企画課 課長補佐 末吉　敏弘

中部経済産業局 総務企画部企画課 総括係長 迎　方子

近畿経済産業局 総務企画部企画課 課長 細川　洋一

近畿経済産業局 総務企画部企画課 課長補佐 中島　清一

近畿経済産業局 総務企画部企画課 総括係長 小谷　純二

中国経済産業局 総務企画部参事官（企画担当） 参事官（企画担当） 難波　貢司

中国経済産業局 総務企画部参事官（企画担当） 課長補佐 宇山　正樹

中国経済産業局 総務企画部参事官（企画担当） 企画係長 南川　圭太

中国経済産業局 総務企画部参事官（企画担当） 調査員（地域経済分析担当） 河野　泰紀

四国経済産業局 総務企画部企画課 課長 冨田　豊隆

四国経済産業局 総務企画部企画課 課長補佐 芳谷　展生

四国経済産業局 総務企画部企画課 計画係長 石山　武志

九州経済産業局 総務企画部調査課 課長 田志　招則

九州経済産業局 総務企画部調査課 課長補佐 緒方　孝範

九州経済産業局 総務企画部調査課 統計解析専門職 本多　信幸

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部企画振興課 課長 久田　友次郎

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部企画振興課 課長補佐 濱川　均

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部企画振興課 係長 安慶田　知志

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部企画振興課 地域調整係長 玉城　貴志

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部政策課 総括係長 大城　敦史

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部政策課 統計・情報システム係長 石原　亮太

地方経済産業局　担当名簿(2015年4月21日現在)



局名 課室名 役職 担当者名

北海道運輸局 企画観光部国際観光課 課長 水口　猛

北海道運輸局 企画観光部国際観光課 課長補佐 山崎　貴志

北海道運輸局 企画観光部国際観光課 係長 加茂　聖和

東北運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 伊藤　一哉

東北運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 長澤　秀博

関東運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 荷見　雄二

関東運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 飯塚　孝廣

北陸信越運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 高橋　義孝

北陸信越運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 坂内　陽子

北陸信越運輸局 企画観光部観光地域振興課 係長 桑原　健

中部運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 小林　博之

中部運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 江間　綾子

近畿運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 辻野　晃

近畿運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 岩崎　靖彦

中国運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 森井　茂人

中国運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 堀　秀幸

中国運輸局 企画観光部観光地域振興課 専門官 米田　正裕

四国運輸局 企画観光部国際観光課 課長 伊東　秀夫

四国運輸局 企画観光部国際観光課 専門官 澤村　佳典

九州運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長 薄墨　徳光

九州運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 大坪　 久晃

内閣府沖縄総合事務局 運輸部企画室 国際観光調整官 宮里　正吉

内閣府沖縄総合事務局 運輸部企画室 観光振興官 久高　聡

内閣府沖縄総合事務局 運輸部企画室 係長 児玉　真奈美

地方運輸局　担当名簿(2015年4月21日現在)
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