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平成２8年１月 

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 



○人口減少、過疎化が構造的に進展し、疲弊する地域経済を真の意味で活性化させていくためには、
地方自治体が、地域の現状・実態を正確に把握した上で、将来の姿を客観的に予測し、その上で、
地域の実情・特性に応じた、自発的かつ効率的な政策立案とその実行が不可欠。 

 

○このため、国が、地域経済に係わる様々なビッグデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態、等）
を収集し、かつ、わかりやすく「見える化（可視化）」するシステムを構築することで、地方自治体によ
る、真に効果的な政策の立案、実行、検証（ＰＤＣＡ）を支援する。 

本システムの目的 
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○本システムの３つの特徴は、以下の通り。 
 

（１）誰もが使える、わかりやすい画面操作 
  ○「鳥の目→虫の目」で可視化（Google Mapのイメージ） 
  ○「右脳、左脳（直感、論理）」の両立 
 

（２）他者の優れた分析結果を全国自治体で共有できる 
  ○自治体のスーパー職員の分析結果などを共有 
   →互いの経験・ノウハウを共有するワークショップの開催、動画の共有 

（３）永続的に進化し続けるシステム 
  ○政府・民間のビッグデータの更新・追加 

鳥の目 
「全体を俯瞰する」 

虫の目 
「細部に着目する」 

魚の目 
「潮目を読む」 

右脳での把握 
（直観的） 

左脳での把握 
（分析的） 

・ 
・ 
・ 

都道府県 ○○ △△

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

政府データ 

地理学者 シンクタンク グラフィック 
デザイナー 

大学教授 

民間ビッグデータ 

本システムの特徴 
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地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）マップ一覧 

１．産業マップ 
 １－１．全産業花火図（※１） 
 １－２．産業別花火図（※１） 
 １－３．企業別花火図（※１） 
 １－４．稼ぐ力分析 
 １－５．特許分布図 
 １－６．輸出入花火図 
 １－７．海外への企業進出動向 
 

２．地域経済循環マップ 
 ２－１．地域循環図 
 ２－２．生産分析 
 ２－３．分配分析 
 ２－４．支出分析 
 
３．農林水産業マップ 
３－１. 農業マップ 
 ３－１－１．農業花火図 
 ３－１－２．農業販売金額 
 ３－１－３．農地分析 
 ３－１－４．農業者分析 
３－２. 林業マップ 
 ３－２－１．林業総収入 
 

６．自治体比較マップ 
 ６－１．経済構造 
  ６－１－１．企業数 
  ６－１－２．事業所数 
  ６－１－３．従業者数 
  ６－１－４．製造品出荷額等 
  ６－１－５．年間商品販売額 
  ６－１－６．付加価値額  
  ６－１－７．労働生産性 
 ６－２．企業活動 
  ６－２－１．創業比率 
  ６－２－２．黒字赤字企業比率 
  ６－２－３．経営者平均年齢（※１） 
 ６－３．労働環境 
  ６－３－１．有効求人倍率 
  ６－３－１．一人当たり賃金 
 ６－４．地方財政 
  ６－４－１．一人当たり地方税 
  ６－４－２．一人当たり市町村民税法人分 
  ６－４－３．一人当たり固定資産税 
 

４．観光マップ 
 ４－１．From-to分析（滞在人口）  
 ４－２．滞在人口率 
 ４－３．メッシュ分析（流動人口） 
 ４－４．目的地分析（※２） 
 ４－５．外国人訪問分析 
 ４－６．外国人滞在分析 
 ４－７．外国人メッシュ分析 
 ４－８．外国人消費花火図 
 ４－９．外国人消費分析 
 

５．人口マップ 
 ５－１．人口構成 
 ５－２．人口増減 
 ５－３．人口の自然増減 
 ５－４．人口の社会増減 
 ５－５．将来人口推計 

※１ 国および地方自治体の職員が一定の制約の下で利用可能な「限定メニュー」 
※２ 現時点では、国および地方自治体の職員が一定の制約の下で利用可能な「限定メニュー」ではあるが、 
    2016年4月を目途に一般メニューとして公開を予定 

黒字：従来メニュー 
赤字：第Ⅱ期開発（２次リリース分） 
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本日の御説明部分 



４．観光マップ 

４－１．From-to分析（滞在人口） 
 
４－２．滞在人口率 
 
４－３．メッシュ分析（流動人口） 
 
４－４．目的地分析（限定メニュー） 
 
４－５．外国人訪問分析 
 
４－６．外国人滞在分析 
 
４－７．外国人メッシュ分析 
 
４－８．外国人消費花火図 
 
４－９．外国人消費分析 
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観光マップ ４－１．From-to分析（滞在人口） 
（データ出所：株式会社Agoop「流動人口データ」） 

○ある都道府県、市区町村に２時間以上滞在した人が、どこの都道府県・市区町村から来たかを平日・休日別に把
握することで、どの地域に観光パンフレットを配布するかなど観光戦略の立案に活用できる。 

※携帯電話のアプリを利用した人数を国勢調査の夜間人口に拡大推計。アプリの利用者数は年間100万人。 

滞在人口の表示（島根県出雲市） 島根県内から出雲市への滞在人口 島根県外から出雲市への滞在人口 
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４－２．滞在人口率 
（データ出所：株式会社Agoop「流動人口データ」） 

○市区町村単位で、平日・休日別、時間帯別の滞在人口を表示することで、自地域は、平日・休日ではいつ滞在人
口が多いのか、月別で見るといつ滞在人口が増えるのかを把握し、他の目指すべき地域と比較・分析することで、観
光戦略を立てることができる。 

○また、滞在人口率（滞在人口÷当該自治体の人口）を地域の集客力や地域活性化のＫＰＩとすることができる。 
※携帯電話のアプリを利用した人数を国勢調査の夜間人口に拡大推計。アプリの利用者数は年間100万人。 

観光マップ 

湯沢町 

滞在人口率をヒートマップで表示 

月別の滞在人口を表示（新潟県湯沢町） 

時間帯別の滞在人口を表示（新潟県湯沢町） 
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４－３．メッシュ分析（流動人口） 
（データ出所：株式会社Agoop「流動人口データ」、中小企業庁「地域資源情報」） 

○500mメッシュ（政令指定都市は250mメッシュ）単位で、月別・時間単別の流動人口の集積度合いをヒートマップ
で表示できる。また、任意に指定した範囲における、月別・時間単位別の流動人口をグラフで表示することで、人気の
観光スポットを把握するとともに、過密地域から周辺地域にいかに誘導（周遊）するかという、観光戦略を立てること
ができる。 

※携帯電話のアプリを利用した人数を国勢調査の夜間人口に拡大推計。アプリの利用者数は年間100万人。 

観光マップ 

流動人口をメッシュで表示（兵庫県朝来市付近） 

竹田城 

月別の推移を表示（2014年） 

時間帯別の推移を表示（2014年11月） 
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●竹田城 

●竹田城 



観光マップ 

○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）で把握することで、自地域の観光施設の人
気度（注目度）を把握することができる。 

○また、当該施設がどこの地域から多く検索されているかを見ることで、どこに観光ＰＲを重点的に行うかの選定等に役
立つ。 

※2013年9月から2014年8月のデータ。観光資源、宿泊施設や温泉、広域からの集客が見込まれるレジャー施設や
商業施設を表示。 

※現時点では、国および地方自治体の職員が一定の制約の下で利用可能な「限定メニュー」ではあるが、2016年4月
を目途に一般メニューとして公開を予定。 
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４－４．目的地分析 
（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」） 

施設ごとの検索回数をマップで表示 目的地検索ランキング 

出発地ランキング 



国籍ごとの訪問者数の推移を表示（福岡県） 

訪日外客数をマップに表示 
（大韓民国、観光・レジャー目的） 

観光マップ 

○国籍別・訪日目的別（ 「すべての目的」 or「観光・レジャー目的」）の外国人の訪問人数を、都道府県単位でマッ
プやグラフで表示し、どの国からの観光客に対して観光施策を重点的に展開していくべきかを検討することができる。 

※データは、2011年4-6月から2015年1-3月（四半期、年次）。訪日外国人消費動向調査の外国人訪問率に
訪日外客数（法務省「出入国管理統計年報」より算出）をかけて、訪問者数を推計。調査対象者は年間約
28,000人。 

４－５．外国人訪問分析 
（データ出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局「訪日外客数」） 

大韓民国 

台湾 

香港 

指定国籍からの訪問者数の推移を表示（大韓民国） 
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●東京都 ●福岡県 ●大阪府 ●京都府 ●大分県 



観光マップ 

○都道府県・市区町村への外国人の滞在状況を、月別に、昼間（14時）・夜間（4時）に分けて表示することで、
どの国からの観光客に対して観光施策を重点的に展開していくべきか検討することができる。都道府県単位については
国籍別に表示することも可能。 

○昼間と夜間に分けて、国別の外国人の平均的な滞在人数を比較できるため、例えば、外国人観光客が昼間は自地
域に滞在したものの、夜間は別の都道府県で宿泊していることなど（又はその逆）を把握できる。 

※データは、2014年9月から2015年2月（毎月）。携帯のローミングデータを用いており、年間約250万人分のデー
タを実際の入国データ（法務省の「出入国管理統計年報」）を基に拡大推計を行っている。 

４－６．外国人滞在分析 
（データ出所：株式会社NTTドコモ「モバイル空間統計」） 

国籍毎に訪れた人数を都道府県にマップ表示 
（中華人民共和国） 
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夜間 

夜間 昼間 

昼間 

25,130人 19,107人 

中華人民共和国 
892人 1,575人 

大韓民国 

●中華人民共和国 ●台湾 ●大韓民国 ●香港 ●カナダ 

平均滞在人口をグラフで表示 
（奈良県、大阪府） 

国籍別の滞在人口の推移を表示（奈良県） 



10㎞メッシュで国籍別に滞在者数を表示 

観光マップ 

○国籍別の外国人の滞在状況を、10㎞メッシュ単位で表示することで、人気スポットや、訪れている数が少なく、今後
重点的にPRしていくべきと思われるスポットを把握することができる。また、1kmメッシュ単位でより細かい地域の分析が
可能（国籍別データについては非表示）。 

○また、10kmメッシュ単位については、メッシュ間の外国人の移動関係を表示（国籍別データについては非表示）す
ることで、観光の地域間連携を検討することができる。 

※データは、2014年11月から2015年4月の半年間の積算（メッシュ内に30分以上連続して記録された人数。携帯
の端末情報を用いており、半年間で約2万5千人のデータ量）。３人未満のメッシュについては秘匿。 

1㎞メッシュで滞在者数を表示 

４－７．外国人メッシュ分析 
（データ出所：株式会社ナビタイムジャパン「インバウンドＧＰＳデータ」） 
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10㎞メッシュ単位で地域間の滞在相関を表示 
（石川県・富山県との相関） 



観光マップ 

○都道府県単位で、訪日外国人（地域別・国籍別）の部門別カード消費額（総額）を四角の大きさで表示し、自
地域における訪日外国人の消費行動を把握することで、インバウンド戦略の立案に役立つ。 

※2012年8月から2015年7月までの月次データ。国名はカード保有者の居住地を表している。また、VISAカード消費
額の各国におけるシェアを基にクレジットカード全体の金額へ拡大推計を行っている。 
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４－８．外国人消費花火図 
（データ出所：ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社のクレジットカードデータ） 

費目ごとの割合を表示 中分類           



観光マップ 

○都道府県単位で、訪日外国人（地域別・国籍別）の部門別カード消費額や取引件数、取引単価をマップやグラフ
に表示して比較したり、消費額の推移をグラフに表示することで、自地域における訪日外国人の消費額や消費単価を
把握することができる。 

※2012年8月から2015年7月までの月次データ。国名はカード保有者の居住地を表している。また、 VISAカード消
費額の各国におけるシェアを基にクレジットカード全体の金額へ拡大推計を行っている。 
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４－９．外国人消費分析 
（データ出所：「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」） 

消費額（総額）、取引件数、取引単価をマップで表示 
表示する内容：取引単価 

表示年：2014年 
表示部門：飲食店＞レストラン 
指定国籍：アジア州＞大韓民国 

 
 
 

 表示年月：2012年８月～2015年7月 
指定地域：宮崎県 

指定部門：飲食店＞レストラン 

表示年月：2014年 
指定地域：宮崎県  

指定部門：飲食店＞レストラン 

都道府県別取引単価 

国籍別消費額の推移 



「データを活かして地方創生アイディアソン！  
 ～地域経済分析システム「RESAS」活用 
 講座～」（三鷹市） 

7/12(日) 主催：好齢ビジネスパートナーズ 

「RESASって何？どうやって地域に活かせ 
 るの？」 （三鷹市） 

6/11(木) 主催：合同会社いとへん 

「BAR RESAS」第3回（RESAS×観光） 
12/10(木) 主催：NPO法人マイスタイル 

http://mystyle-
kodaira.net/event/barresas/ 

7/11(土) 主催：国立RESAS研究会 

「RESAS BAR 地方創生まちづくり勉強会
＠国立」 

10/18(日) 主催：Code for Tokyo 

Civic Hack Day「RESASを使って地域の
課題を発見しよう！」 

11/26(木) 
主催：チーム24分ですむまち西東京 

「西東京RESASカフェ」 
（小平市） 

（参考）RESASにより芽生えた地域における新しい動き 

○地域住民がRESASを使って自分の故郷や地域を分析して、インターネット上で投稿したり、RESASを見ながら地
域について語り合うなど、各地のNPOや地域住民による新しい動きを創出。 
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地方創生担当大臣賞 

石破地方創生担当大臣と受賞者全員で記念撮影 

 
【高校生以下の部】  

大口明光学園高等学校・チーム高2B＜鹿児島県伊佐市＞ 

【大学生以上一般の部】  

株式会社ビジネスクロス・長野県諏訪チーム＜長野県諏訪地域＞ 

 

 

徳島県庁リーサス活用実践チーム＜徳島県神山町・美波町＞、上
田昭弘（基山町商工会）＜佐賀県基山町＞、チーム24分です
むまち＜東京都西東京市＞、名古屋大学大学院情報科学研究
科・尾張御庭番衆＜岐阜県坂祝町，静岡県御殿場市＞、高橋
涼花（福島県立ふたば未来学園高等学校）＜福島県広野町＞、
三浦奈々美（仙台白百合学園高等学校）＜宮城県仙台市＞ 

【高校生以下の部】 
福島市立岳陽中学校 

イノベーション部 
＜福島県福島市＞ 

【大学生以上一般の部】 
筑波大学社会工学域・ 
都市計測実験室 
＜北海道津別町＞ 

優秀賞 

協賛企業賞 

応募総数 907件！ 高校生以下の部：206件（中学生29件） 大学生以上一般の部：701件（大学生431件）                             

プレゼンの様子 400名収容の会場は満員 

（参考）「地方創生☆政策アイデアコンテスト2015」について 

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 
○募集区分：高校生以下の部／大学生以上一般の部 募集期間：平成27年9月15日(火)～11月15日(日) 
○最終審査（平成27年12月13日(日)） 会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール 
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