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１ 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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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
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１－１．RESAS（リーサス）とは何か



メニューの増加 着実な利用の拡大

現在：81マップ
（2017年2月）

・大幅にデータを拡充

2015年度：約358万PV
約42万ユーザー

2017年度：約832万PV
約69万ユーザー

・総閲覧数・ユーザー数は増加

スタート時：25マップ
（2015年4月）
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利便性の向上（最近のシステム改修）
地図検索機能の追加

・RESASの地図上で、
施設や住所を検索して
ピンで表示・保存
出来るように

合算・比較地域登録機能の追加

・頻繁に合算や比較をしたい
複数の自治体を
あらかじめ登録・保存
しておくことが可能に

１－２．RESAS（リーサス）の現状

（※）ユーザー数は日次実績の累計

・地域での活用事例も拡大



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

 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）

見たいマップ（データ
の種類）を選択
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（参考）RESASの画面構成



• 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。

１－３．自治体等における取組例（うきは市：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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施策立案、予算化、実施として

自治体職員の肌感覚

仮説を練る

検証する（RESAS）

施策として立案

関係者の説得（RESAS）

施策の実施段階で活用（RESAS）

組み合わせることで施策精度を向上

■RESASから
わかること

マップでの分析
（任意エリアが可）

時系列の分析
（月別・時間別）

出発地の分析

■アンケートから
わかること

観光客の満足度
ニーズの優先度

属性のクロス分析
（年代・居住地）

目的地の分析

×
出典：「地方創生☆ＲＥＳＡＳ地域セミナー2016」うきは市講演資料を再編加工

RESASの目的地分析データで「道の駅うきは」の
圧倒的な人気を発見。来場者の目的等を把握
するため、ヒアリング調査を実施。
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（参考）うきは市におけるRESASの使い方
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販路開拓、ビジネスマッチングへの支援
国内外での展示会出展費用を支援し、市内企業の販路
開拓を後押し。また、三条市と連携して行う「燕三条もの
づくりメッセ」を開催し、産地企業の技術力を積極的に発信。
さらに地元商社が一堂に会する「燕三条卸メッセ」も開催し、
あらゆる分野の優れた商品を展示PR。

燕三条ものづくりメッセ

RESASを活用した
データ分析研修の様子

庁内データ分析研修

出典：総務省・経済産業省「平成24年経済センサス－活動調査」再編加工

新潟県
燕市

新潟県
平均

全国
平均

新潟県
三条市

岐阜県
関市

新潟県燕市

 RESASにより、市の中核産業である金属製品製造業について、生産性の低さ等の課題を分析。また、
RESASデータで、卸売業が、金属製品製造業の振興に重要な役割を果たしていることを再認識。

 こうしたことを踏まえ、金属製品製造業の高付加価値化に加え、卸売業（地元商社）への支援など、
施策展開につなげている。

 また、外部講師を招き、RESASを活用した職員向け研修を実施するなど、データに基づく行政を推進。

１－４．自治体等における取組例（燕市）



 RESASと独自データを組み合わせて、地域の農業の状況や、観光客の動向等を分析するワークショッ
プを開催（中部経済産業局、金沢大学、民間企業等が参加）。

 農業の６次産業化や、道の駅を生かした交流人口の拡大・地域経済の活性化に向けて、地方創生推
進交付金を活用しつつ、地域商社を核とした各種事業を展開中。
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千里浜は、昼食・夕食時に流動人口が低下。
観光客が滞在するような施策の必要性を確認。

＜事業イメージ＞

石川県羽咋市（はくいし）

１－５．自治体等における取組例（羽咋市）



 「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。
 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。 10

１－６．自治体等における取組例（データ活用の推進、広域連携）
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＜分析イメージ＞

一関商工会議所

 「平泉の文化遺産」の世界遺産登録により、滞在人口・インバウンドが増加し、地域資源の活用・観光
誘客に向けた機運が高まる中、地域の産学官民の関係者で構成する「一関もち食推進会議」が中心と
なり、RESASの分析を活用し、農林水産省の「食と農の景勝地」（現：「農泊 食文化海外発信地域
（Savor Japan）」として申請を検討。

 一関商工会議所がRESASのデータ分析を提供。28年11月に第一弾の取組地域として認定。

１－７．自治体等における取組例（商工団体）



地域住民によるディスカッション
（RESAS BAR ／ RESASカフェ）

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（「地域創生スクール」）を開講。

首都大・たましん「地域創生スクール2017」
期 間：平成29年7月27日～11月27日（全7回）
会 場：首都大学、たましん事業支援センター ほか
参加者：10自治体職員等11名（主に、企画・産業振興 担当者）
内 容：所属する自治体、さらに周辺自治体の社会経済状況を

客観的に理解するために、初歩的なデータ解析技術、ビッグ
データ解析技術の最新動向と結果解釈の“センス”を学ぶ

 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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１－８．地域での取組例（地域金融機関①）



「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

 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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北洋銀行（北海道）

１－９．地域での取組例（地域金融機関②）
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１－１０．地域での取組例（損害保険会社）

東京海上日動火災保険

 地域活性化に資する施策を立案し、地域のキーパーソンに対して提言できる人材育成を目的として、社員向け構想力強化
研修を実施。地域分析ツールとしてRESASを活用。参加者は、事前学習教材としてRESASオンライン講座を受講し、事前に
一定のスキルを習得。2日間の研修では、地域分析、考察、課題発見、解決策を検討。参加者ごとに提言書を作成し、プレゼ
ンテーションを実施。プレゼンテーションに対して、当社幹部（役員を含む）が講評を行い、
全社で人材育成に取り組んでいる。
※本研修は内閣府RESAS専門委員である松浦義昭氏（金沢大学）が講師を務め、
テキスト作成にも協力。

 研修終了後、最終課題として、自治体等の関係者に対して課題解決に向けた
ソリューションを提言。当社は、施策の実行まで支援する体制を構築し、連携して
地域活性化に取り組んでいる。

 2017年よりスタートし、これまでに8回開催、174名が参加している。 研修の様子

人材育成研修

地方創生研鑽会
 地域関係者（産官学金労言士）が参加する「地方創生研鑽会」を主催。

地域活性化をテーマにグループワークを行い、自治体へ政策を提案。グループワークの
一環でRESAS研修（金沢大学の松浦義昭氏の協力のもと実施）を行い、地域分析
課題発見を情報面から支援。

 研鑽会を通じて、参加者の人材育成や人脈構築を支援。グループワークには地元学生
も参加。企業と学生の接点を作り、地元で働く意義を考えるきっかけ作りも行っている。

 2016年よりスタートし、これまでに6回開催、283名が参加している。



15詳細な分析内容は『RESAS関連情報（イベント等、分析事例）』でチェック！https://resas.go.jp/related-information/

福岡県北九州市

Zone（小倉都心地区・門司港地区）
月別流動人口（休日）
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門司港地区（休日）

小倉都心地区（休日）

（千人）

12月は門司港周辺は最も観光客数が

少ないが、小倉都心地区には比較的
多くの観光客が来訪している

RESAS観光マップ
（メッシュ分析）

強化対象動線①
小倉都心地区⇒門司港地区 RESASデータによる分析を

きっかけとし、地域（自治体
や指定管理者）が保有する
データを加えて分析を深堀

 データを踏まえ、指定管理者や地元観光事業者など関係者が
一体となって誘客強化のための施策を立案、実施

 来訪者への調査や施策実施後の振り返りも踏まえ、
今後の取り組み強化の方向性を検討

 RESASによる分析に加え、自治体・指定管理者＊の保有するデータを活用して分析を深化
 分析に基づき、関係者間で連携した施策立案・取り組みを実施（観光をテーマとしたPDCA強化の取組）

• 来訪客へのアンケート結果を踏まえ、今後写真撮影のコーディネー
トや、子供連れに対する体験イベント実施の可能性を検討

• 戦略的な観光施策のため、関連データの整備を検討

• 門司港エリアでは、来訪者数が冬の時期や夜の時間帯に落ち込む
課題を踏まえ、韓国との国際線拡充を踏まえた呼び込みや、台湾
への営業強化、12月のイベントによる誘客強化を実施

• 小倉城庭園では、成人を祝う毎年の恒例行事である「加冠の儀」
「三三九手挟式（弓の儀式）」を誘客素材としてPR

県 市 地区

Zone Area Place

山口県 :29,004

北九州市 ：27,903

小倉都心地区
：5,659

福岡県 :107,230
門司港地区
：2,422

小倉城周辺 ：936

小倉駅周辺 ：2,951

旦過市場周辺 ：907

韓国：

小倉城 ：154

小倉城庭園 ：61

松本清張記念館 :47

門司港駅周辺 ：1,202

和布刈公園周辺 :498

八幡東田地区
：2,321

・・・

旧門司税関 :254

・・・

門司港レトロ
展望室

・・・

：180

台湾：

香港：

観光消費額
宿泊：16,991円（14.5%）
日帰り：4,163円（ 85.5% ）

( )：来訪者数における構成比

：853

・・・

（千人）

：221

：131 ・・・

北九州市
データ

RESAS
データ

RESAS
データ

福岡県
データ 指定管理者

データ

＊指定管理者とは、市の観光施設の管理・運営主体となる事業者を指す

１－１1．地域での取組例（自治体と観光施設の管理者）

https://resas.go.jp/related-information/


＜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。

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・地域別訪問者数（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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１－１2．政府サービスにおけるRESASとの連携



＜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】
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１－１3．民間サービスにおけるRESASとの連携①



(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/

（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・地域別に分析が可能
• 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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１－１4．民間サービスにおけるRESASとの連携②



○関連した取組
校内発表会、コンテストへの応募、
県議会議員と生徒の懇談会も実施。
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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

 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。

 長野県教育委は、県下の高校で授業を実施中。
（29年度は13校で約3000名の学生が履修。
30年度は28校を予定）

 RESASを活用し、データで地域の現状分析等を
学ぶ講座が、新入生の必修科目に。

 29年度は約1200名の学生が履修。

授業の様子 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」で、同県の
歴史・文化・産業等を学ぶ「信州学」
の一環として、RESASを活用。

（参考）『中学校学習指導要領（2021年度より全面実施）解説 社会編』、『高等学校学習指導要領（2022年度より全面実施）解説 地理歴史編』にRESASが明記

１－１5．教育現場でのRESASの活用

・・・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（ＲＥＳＡＳ）」・・・などの公的公的機関が提供してい
る・・・情報や情報手段を適切に活用できる技能を養う観点から、・・・情報手段の活用を積極的に工夫することが望まれる。

 地域密着型のデータ教育ツールとして、大学・高校・中学等においてもRESASの認知・活用が拡大。
 中学、高校の学習指導要領解説にも、RESASを明記。

＜金沢大学＞ ＜長野県松本県ケ丘高校＞

空間的相互依存作用や地域などに着目して、課題を探究する活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
①生活圏の調査を基に、地理的な課題の解決に向けた取組や探究する手法などについて理解すること。
②生活圏の地理的な課題について、生活圏内や生活圏外との結び付き、地域の成り立ちや変容、持続可能な地域づくりなどに着目して、主題を設定し、課題
解決に求められる取組などを多面的・多角的に考察、構想し、表現すること。
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○地方公共団体からの依頼に応じ、産業・観光等の有識者を派遣し、RESASを活用した政
策立案等に関して議論。

○地方公共団体によるデータに基づく政策立案や行政の境界を超えた連携を行うきっかけに。

【これまでの開催実績】

１－１6．政策立案ワークショップ、RESASフォーラム

【平成29年度開催実績】
長野県塩尻市、岐阜県山県市、
北海道伊達市・壮瞥町・洞爺湖町・豊浦町、
岩手県北上市、
滋賀県湖南市・和歌山県橋本市・福井県
永平寺町・奈良県王寺町、福岡県大川市、
愛媛県四国中央市（全7回）

○RESASを用いて大川市の地域経済の現状と課題を分析す
るとともに、今後の政策の方向性について議論を実施。

福岡県大川市の例

平成28年度（全９回）
岩手県花巻市、沖縄県南城市、大分県別府市、茨城県かすみがうら市、大阪府八尾
市・大阪府大東市・滋賀県近江八幡市・兵庫県豊岡市、
新潟県燕市、北海道ニセコ町、岐阜県下呂市等７自治体、香川県観音寺市

平成27年度（全６回）
福岡県うきは市、山形県酒田市
愛媛県新居浜市・西条市、北海道帯広市
島根県松江市、三重県四日市市

一般の方々を対象としたRESASの普及促進を目的として、
RESAS活用事例の紹介や有識者によるパネルディスカッション等を実施。
○日時：2017年10月23日（月） 於：大阪（ハービスHALL）
○概要：RESAS最新情報、RESAS取組事例の紹介、パネルディスカッション

地方創生☆RESASフォーラム （2017 in 関西）

政策立案ワークショップ



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

【参考】過去のコンテスト受賞提案の例：その後の取組

○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：2018年7月17日（火）～ 10月10日（水）
○最終審査会＆表彰式：2018年12月15日（土）

（会場：中央合同庁舎第8号館 講堂）
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福岡県糸島市（2016コンテスト：大学生以上一般の部 地方創生大臣賞）
 市職員の岡氏の提案である糸島市産品の販路開拓や広告宣伝、商品開発は、
同市の「糸島市マーケティングモデル推進事業」において一体的に実施中。

 第一弾商品として「JF糸島ふともずく」を発売（2017年4月）。福岡県内の企業や
高校と連携し、販路開拓や広告宣伝を推進。

 ﾌｰﾄﾞ･ｱｸｼｮﾝ･ﾆｯﾎﾟﾝ ｱﾜｰﾄﾞ2017にて大手企業のトップが選んだ「受賞」10産品に選定
市・高校生・生産者で営業・販
売先の検討ワークショップを実施

北海道小樽商科大学大津ゼミ（2016コンテスト：大学生以上一般の部 優秀賞）
 分析対象地域である岩内町における地方創生フォーラム（2017年3月）において、RESASを用いた分析の
結果と政策アイデアを披露。

 政策アイデアの１つである「“トッテオキ“のニシン缶」の商品化（店頭販売、ＥＣ）
に向け、現在地元の水産加工事業者・岩内町・岩内観光協会・北海道銀行等と
産学官金で連携。食育団体や、味・栄養品質・パッケージデザイン・製品プロモーション
の専門家とも打ち合わせを進めている。 岩内町内の水産加工事業者加工場の見学

１－１7．地方創生☆政策アイデアコンテスト



政策アイデアのタイトル 所属／チーム名等（敬称略） 分析対象地域 予選地域

高
校
生
・
中
学
生
以
下
の
部

ふくしまにぎわい大作戦（地元商店街を盛り上げるために私たち小
学生ができること）

福島大学附属小学校
(七島海希 髙橋かな恵) 福島県 福島市 北海道・東北

身延町の観光まちづくりにおけるＱＲコードの活用と動画制作に関
する研究

山梨県立身延高等学校
SKY2016 山梨県 身延町 関東

みかんの島 周防大島をまるごとテーマパーク化 空き家や耕作放棄
地を活用したオリジナル遊園地

山口県立周防大島高等学校
普通科特別進学コース
Dチーム

山口県 周防大島町 中国

ヒッチハイク★リッチタイム IN周防大島 ヒッチハイクから生まれる島
民との交流

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

山口県 周防大島町 中国

健康寿命の延伸 ビジネスプラン 宮崎県立本庄高等学校
商業系列3年 宮崎県 国富町 九州・沖縄

大
学
生
以
上
一
般
の
部

ターゲットマーケティングによる防災研修旅行の創設 宮下政策研究会 宮城県 宮城県内沿
岸地域15市町 北海道・東北

観光で吉野町の付加価値額を生み出す 合同会社 観光ビジネス研究会 奈良県 吉野町 近畿

「ついで」の＋３Hから「つい・・・」での＋10H（住）プロジェクト
岡山県備前市
Bizen Team RESAS 岡山県 備前市 中国

小豆島×迷路民泊×空き家～空き家が島の宝に！？迷路民泊を
起点とした観光振興で小豆島がもっと元気に！！～

香川大学
地域連携学生委員会 なえどこ

香川県
土庄町・小豆島町 四国

糸島ファームtoテーブル～全国のレストランに糸島食材を～ 糸島市（岡祐輔） 福岡県 糸島市 九州・沖縄

地方創生担当大臣賞

優秀賞

地方創生担当大臣賞
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（参考）地方創生☆政策アイデアコンテスト2017 最終審査会進出10組

優秀賞
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「地域経済分析システム(RESAS：リーサス）」について、以下のアプリケーションを募集するコンテストを実施。
（１）RESAS-API（※）を使用し制作したアプリケーション
（２）RESASを用いて実施した分析結果及び独自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）
※ API: Application Programming Interface

井

第一次審査
最終審査会に進出する10組を選定（書類・動画）

最終審査会【プレゼン審査】
 審査委員の前でプレゼンテーションを行い、
最優秀賞１組、優秀賞１組を選出

 協賛企業賞を最大10社
 日時：平成30年1月27日(土）午後

受付期間：10月20日～12月20日

参加登録
インターネット経由で応募

ファイナリスト１０組

政府、自治体の
オープンデータ
（e-Stat等）

RESAS
APIRESAS

データ

民間企業データ
ローカルデータ（IoT等）

ソーシャルデータ

RESAS以外の
プラットフォーム

API、DL等

行政が提供するデータ

様々なデータを活用し、
高度な分析や地域課題の

解決につながる
アプリケーション

加工可能な形式で
公的データを提供

※全国でRESASハッカソンも開催

１－１8．第２回RESASアプリコンテスト



作品名 チーム名 居住地域 作品概要

ankaa map ankaa 広島県広島市 プレジャーボートに関する情報を提供し地域に賑わいを作り、持続可能な瀬
戸内海の活性化を支援する

宇都宮移住・定住アプリ 宇都宮市役所
with バイザー株式会社 愛知県名古屋市 宇都宮の最新情報や特徴など全国の比較データなどから宇都宮の移住・定

住に関する情報を提供する

GIFUNOOTO ギフノオト 岐阜県不破郡垂井町 主に岐阜県出身者に向けて岐阜の音を提供することで距離を超えて音と耳
でつながり、岐阜を感じることで地域活性化を支援する

京都パックマン Team:パックメン 東京都荒川区 京都の碁盤の道をパックマンマップに見立て、実際の京都の街を歩いてもらう
ことで京都の魅力を発見する機会を提供する

孤立指数分析システム 首都DEぼっち 東京都墨田区 要介護者・高齢者の方について、地域から孤立指数を算出し、要介護・高
齢者が適切に介護サービスを受けられるよう分析する

TAMA Data Visualization たましん地域経済研究所 東京都立川市 多摩地域や首都圏の様々なデータを可視化し、簡単な操作でグラフや地図
上にデータを表示し提供する

Take a Look
ヘルスビット株式会社
共立女子大学
慶応義塾大学SFC研究所

東京都港区 将来推計人口で予測される人口構成と、一人あたりの消費動向に関する統
計データを組み合わせ地域の将来的な消費をシミュレーションする

宮崎地方創成 シミュレーションゲーム
輝け☆ミライの観光大使

都城高専 情報処理部 宮崎県都城市 宮崎県の観光大使を目指すプロデューサーとなり各市区町村を活性化する
新しいお店を開くことで地域を創成するシミュレーションゲーム

YourBase YourBaseProject 宮城県仙台市 地域を客観的に見るデータを提供しユーザーに適した地域を提案する。ユー
ザーが起業や貢献できる地域を見つけ出すことをサポートする

Re:Map TK-Data 東京都練馬区 数値だけでは伝わりにくい小売業界の出店履歴を可視化する。過去の出店
履歴を見ることで今後の企業誘致や出店計画の参考となる情報を提供する

優秀賞

最優秀賞
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（参考）「第２回RESASアプリコンテスト（2017年度）」最終審査会進出作品一覧



※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

25

（参考）加工可能な形式でのデータ提供（RESAS-API)



ひなたGIS（地理情報システム）
 地域の様々なデータを地図上に重ね合わせることができる統合型地理情報システム。【宮崎県情報政策課が開発】
 平成29年3月の内閣府開催「RESASアプリコンテスト」で最優秀賞を受賞。平成29年5月12日にHPで一般公開。

１ 特徴
（１）簡単操作で統計データを地図上で見える化（RESASデータを含め約5,000件の統計データを掲載）
（２）航空写真や古地図などマッピングする地図の選択が可能
（３）２画面機能を搭載。時系列の地図を比較しながら新・旧の状況を分析が可能

２ 活用実績
・九州北部豪雨（平成29年7月）への対応の際、災害後の航空写真を本システムに取り込んで公開し、２画面機能を
使って被害前後の状況を確認できるようにした。

・実際に、福岡県東峰村などの自治体職員が現場の被害状況の把握に活用。

３ 画面イメージ
【２画面機能】

豪雨被害前 豪雨被害後
【通常画面】 各種統計データ

選択画面

各種地図等
選択画面

26出典：宮崎県「ひなたＧＩＳ」 出典：国土地理院のヘリ撮影画像をひなたＧＩＳ上で表示したもの

（参考）ひなたGIS（地理情報システム）の概要



TAMA Data Visualization
 多摩地域や首都圏の様々なデータをグラフや地図上に可視化するアプリ【たましん地域経済研究所が開発】
 平成30年1月の内閣府開催「第2回RESASアプリコンテスト」最優秀賞を受賞。平成30年3月30日にHPで一般公開。

１ 特徴
（１）多摩地域30市町村をひとつの都道府県に見立てたときの多摩の実力を様々な統計データから比較
（２）簡単な操作で、多摩地域の特徴や強み、課題などを容易に把握
２ 主な機能
・「多摩の実力」では、多摩地域を他の都道府県と様々な統計データから比較
・「多摩の人口」では、多摩地域の過去から現在に至るまでの人口変化や将来の人口推計を可視化
・「首都圏の人口移動」では、首都圏の複雑な人の移動の実態を地図上に可視化
・「首都圏の鉄道」では、首都圏の鉄道駅の乗降客数の状況を地図上に可視化

３ 画面イメージ
【首都圏の鉄道】

豪雨被害前 豪雨被害後
【多摩の人口】

出典：たましん地域経済研究所「TAMA Data Visualization」

（参考）TAMA Data Visualizationの概要

出典：たましん地域経済研究所「TAMA Data Visualization」

円の大きさで
乗降客数を表示

総人口や年少人口増
減率などを地図上に
可視化

27



（参考） RESAS普及関連イベントの実績

28

福岡県大川市ワークショップ

地方創生☆RESASフォーラム2017 in 関西
○平成29年10月23日に大阪にて開催。当日267名が参加。
○「成果につなげるRESAS・データ活用術」として、自治体等の取組の紹介とデータ分析活用の専門家を
交えたRESAS活用についてのパネルディスカッションを行った。
（当日アンケート結果）

・RESASに対して、39％が「大変興味を持った」、57％が「興味を持った」と回答。：東京大学 伊藤謝恩ホール）
地方創生☆政策アイデアコンテスト2017
○平成29年12月16日に東京にて開催。当日287名が参加。
○全国から975組の応募があり、高校生・中学生以下の部で福島大学附属小学校、大学生一般の部
で香川大学地域連携学生委員会なえどこが地方創生担当大臣賞を受賞。
（当日アンケート結果）

・ファイナリストのプレゼンテーションについて、55％が「大変役立った」、38％が「役立った」と回答。査会査会＆表彰式：
2017年12月16日（土）
（会場：東京大学 伊藤謝恩ホール）第2回RESASアプリコンテスト
○平成30年1月27日に東京にて開催。当日160名が参加。
○全国から319件の応募があり、たましん地域経済研究所のTAMA DATA Visualizationが最優秀賞
を受賞。
（当日アンケート結果）
・最終審査会＆表彰式について、35％が「大変満足」、 54％が「満足」と回答。

＆表彰式：2017年12月16日（土）
（会場：東京大学 伊藤謝恩ホール）地方自治体との政策立案ワークショップ
○産業・観光等の有識者を派遣し、RESASを活用した政策立案等を議論。
○平成29年度は７地域で実施。

（ワークショップ結果の例）
・福岡県大川市では、市職員の他、市長、市議会議員、県職員等も参加。木工関連産業が
地域を支える産業であることを確認しつつ、家具産業の強化に向けた政策を議論した。

パネルディスカッションの様子

ファイナリスト発表の様子

ファイナリスト等の集合写真

長野県塩尻市、岐阜県山県市、岩手県北上市、北海道伊達市・壮瞥町・洞爺湖町・豊浦町、
滋賀県湖南市・和歌山県橋本市・福井県永平寺町・奈良県王寺町、福岡県大川市、愛媛県四国中央市



（参考）地方経済産業局における取組、地域への再周知

地方自治体等でのRESAS活用を促すため、地方経済産業局等とも連携し、継続的に取り組んで
いる。

29

○地方経済産業局における取組

・出前講座等による地方自治体サポート
各局にRESAS調査員を配置。29年度は年間約268回の出張研修
（出前講座）等により自治体のRESAS活用を支援。

※研修だけではなく、伴走型の継続的な分析・検討サポートや、地方自治体との「政策立案
ワークショップ」も実施。

・経産局ホームページにおけるRESAS情報サイトの整備
各経済産業局のホームページに、RESAS関連情報のページを整備。地方自治体に加え、地域
金融機関、商工団体、地方議会議員等からの相談にも応じる旨明記。

・RESAS活用等の優良事例のPR
RESASを活用する地方自治体等について、HPにおける事例紹介、経産局長による出張や表彰
を行い、地元紙などを通じて、地方創生に関わる様々な組織の目にも触れるよう、地元でPR。

○地域へのRESASの再周知
RESAS活用の入門編資料を作成。地方自治体・地方議会に配布し、RESASを改めて周知。



２ RESASデータの例
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 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。

31

２－１．人口マップ



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 > 社会保険・社
会福祉・介護事業

 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
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」 32

２－２．産業構造マップ（全産業）



指定地域の目的地一覧（休日・自動車）
［2016年すべての期間］

データ出所：観光予報プラットフォーム推進協議会「観光予報プラットフォーム」

 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

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」 33

２－３．観光マップ①

花
巻
温
泉

宮
澤
賢
治
記
念
館

新
鉛
温
泉

湯
の
杜

ホ
テ
ル

志
戸
平

ホ
テ
ル
紅
葉
館

佳
松
園

花
巻
市
総
合
体
育
館

大
沢
温
泉
（
岩
手
県

花
巻
市
）

藤
三
旅
館

宮
沢
賢
治
童
話
村

目的地への出発地一覧（休日・自動車）
［2016年すべての期間］

2016年
岩手県花巻市

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。



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を再編加工

 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®」

沖縄県 国・地域別消費額の推移
（2014年4月～2016年3月）

沖縄県 外国人メッシュ
（2016年8月～2017年7月）

糸満市周辺 外国人メッシュ
（2016年8月～2017年7月）

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）

国・地域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。
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２－４．観光マップ②

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
＆リゾート沖縄名護市

うるま市

北谷町

那覇市

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

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。



人口10万人当たり病床数（2014年）

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」

 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。
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２－５．雇用／医療・福祉マップ
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（参考）RESASマップ一覧【8１メニュー】
１．人口マップ
１－１．人口構成
１－２．人口増減
１－３．人口の自然増減
１－４．人口の社会増減
１－５．新卒者就職・進学
１－６．将来人口推計
１－７．人口メッシュ
１－８．将来人口メッシュ

２．地域経済循環マップ
２－１．地域経済循環図
２－２．生産分析
２－３．分配分析
２－４．支出分析
２－５．労働生産性等の動向分析

３．産業構造マップ
＜全産業＞
３－１－１．全産業の構造（一部※）
３－１－２．稼ぐ力分析
３－１－３．企業数
３－１－４．事業所数
３－１－５．従業者数（事業所単位）
３－１－６．付加価値額（企業単位）
３－１－７．労働生産性（企業単位）
＜製造業＞
３－２－１．製造業の構造
３－２－２．製造業の比較
３－２－３．製造品出荷額等
＜小売・卸売業（消費）＞
３－３－１．商業の構造
３－３－２．商業の比較
３－３－３．年間商品販売額
３－３－４．消費の傾向（POSデータ）
３－３－５．From-to分析（POSデータ）

＜農業＞
３－４－１．農業の構造
３－４－２．農業産出額
３－４－３．農地分析
３－４－４．農業者分析
＜林業＞
３－５－１．林業総収入
３－５－２．山林分析
３－５－３．林業者分析
＜水産業＞
３－６－１．海面漁獲物等販売金額
３－６－２．海面漁船・養殖面積等分析
３－６－３．海面漁業者分析
３－６－４．内水面漁獲物等販売金額
３－６－５．内水面漁船・養殖面積等分析
３－６－６．内水面漁業者分析

４．企業活動マップ
＜企業情報＞
４－１－１．産業間取引（※）
４－１－２．企業間取引（※）
４－１－３．表彰・補助金採択
４－１－４．創業比率
４－１－５．経営者平均年齢（※）
４－１－６．黒字赤字企業比率
４－１－７．中小・小規模企業財務比較
＜海外取引＞
４－２－１．海外への企業進出動向
４－２－２．輸出入取引
４－２－３．企業の海外取引額分析
＜研究開発＞
４－３－１．研究開発費の比較
４－３－２．特許分布図

５．観光マップ
＜国内＞
５－１－１．目的地分析
５－１－２．From-to分析（宿泊者）
５－１－３．宿泊施設
＜外国人＞
５－２－１．外国人訪問分析
５－２－２．外国人滞在分析
５－２－３．外国人メッシュ
５－２－４．外国人入出国空港分析
５－２－５．外国人移動相関分析
５－２－６．外国人消費の比較（クレジットカード）
５－２－７．外国人消費の構造（クレジットカード）
５－２－８．外国人消費の比較（免税取引）
５－２－９．外国人消費の構造（免税取引）

６．まちづくりマップ
６－１．From-to分析（滞在人口）
６－２．滞在人口率
６－３．通勤通学人口
６－４．流動人口メッシュ
６－５．事業所立地動向
６－６．施設周辺人口
６－７．不動産取引

７．雇用／医療・福祉マップ
７－１．一人当たり賃金
７－２．有効求人倍率
７－３．求人・求職者
７－４．医療需給
７－５．介護需給

８．地方財政マップ
８－１．自治体財政状況の比較
８－２．一人当たり地方税
８－３．一人当たり市町村民税法人分
８－４．一人当たり固定資産税

凡例
赤字 ：2018年3月27日データ更新・追加・入れ替えメニュー
(※) ：限定メニュー



３ ユーザーの利便性の向上
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 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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３－１．RESASオンライン講座（eラーニング）



３－２．RESASの使い勝手の向上①

○利用者のニーズを踏まえたシステム改修により、RESASの利便性は向上。

39
薄いメッシュ表示

（地図で場所を確認しやすい）

従来は「Google Chrome」でしかRESASを
見ることができなかったが、

「Internet Explorer（IE)」でも利用可能に
⇒ IEが多い自治体で利用しやすくなった

地図上のメッシュ・データの濃さを
切り替え可能に

⇒ 薄いメッシュで地図を見やすくなった

濃いメッシュ表示
（色の違いがはっきり） 切り替え可能に

※従来は濃い表示のみ

※自治体で利用が多いIEでもRESASが
見られるよう、システム改修を実施
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RESASトップから、関連イベントや分析
・取組事例を紹介するページを設置
⇒ 利用者が事例を学びやすくなった

各利用者が、良く見るグラフ等を保存し、
後から再表示可能に

⇒ グラフの共有や資料作成が容易になった

保存していた分析
画面を再表示

分析結果を保存

右上のボタンから、
ダッシュボード画面に

・RESASの活用に関連した全国のイベント情報、
分析・取組事例等を一覧表示
・都道府県・分類で絞り込みも可能
・内容は随時追加予定

【URL】
https://resas.go.jp/

RESASトップ下部に紹介ページを設置

３－３．RESASの使い勝手の向上②
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３－４．RESASの使い勝手の向上③

RESASの地図上で、施設や住所を検索して
ピンで表示・保存することが可能に

⇒メッシュやその他複数マップを組み合わ
せることでより分析しやすくなった

選択した地点にピンを表示
（保存したピンは他のマップでも表示可能）

ピンは保存可能

自治体をまたぐ経済圏や近隣の広域地域など、
頻繁に合算や比較をしたい複数の自治体を
あらかじめ登録・保存しておくことが可能に
⇒合算データの閲覧がより簡単になった

地図やグラフを画像ファイルとして
ダウンロードすることが可能に

(Google Chrome限定)
⇒資料作成がより簡単になった

マップやグラフ等の表示速度の改善のため
のシステム改修を実施

⇒より快適に利用できるようになった表示されている画面を
画像として保存可能

アイコンをクリック

合算・比較をしたい
複数自治体を
あらかじめ登録

分析画面で、登録した地域
を選択すると複数自治体を

自動的に追加
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その他情報について

【お問合せ先】

・経済産業局 RESAS担当部局

・内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 ビッグデータチーム
電話番号：03-3581-4541 ／ E－ｍail：j.resas.j9j@cas.go.jp

RESASに関するお問合せにつきましては、各地方経済産業局、内閣官房 まち・ひと・し
ごと創生本部事務局までご連絡ください。



RESASのご利用や、 RESASに関する各種情報はこちらから

まんがブックレットも、まち・ひと・しごと創生本部のウェブサイトの
ＲＥＳＡＳページ内で全編公開中です。
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“RESAS” で検索 RESAS 検索 （ https://resas.go.jp/ ）

その他情報について

https://resas.go.jp/
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