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１．｢地域経済分析システム（RESAS：リーサス）｣とは

（出典）まち・ひと・しごと創⽣本部ホームページ

 RESASは、内閣官房まち・ひと・しごと創⽣本部と経済産業省が、地⽅創⽣版・
三本の⽮の「情報⽀援の⽮」として、平成27年4⽉から運⽤を開始したシステム。

 地域の現状や課題把握、強み・弱みや将来像の分析等を情報⽀援すると共に、平
成30年6⽉15⽇閣議決定された「まち・ひと・しごと創⽣基本⽅針2018」をは
じめとする様々な地⽅創⽣の取組を強⼒に⽀援している。

２０１９

５年⽬
２０１８

４年⽬

◎ライフステージに応じた地⽅
創⽣の充実・強化
（「ひと」と「しごと」に焦点）

・キラリと光る地⽅⼤学づくり 等
・わくわく地⽅⽣活実現政策パッケージ
- UIJターンによる起業・就業者創出
- ⼥性・⾼齢者等の活躍の推進
- 地⽅における外国⼈材の活⽤ 等

◎国の総合戦略策定
◎地⽅版総合戦略策定

スタートアップ
２０１４・２０１５

２０１６
２年⽬

◎地⽅創⽣版
三本の⽮創設

・情報⽀援
・⼈材⽀援
・財政⽀援

◎「まち」にも焦点を
当てた政策の検討

第１期総合戦略
総仕上げ

５か年の総点検を経て
第２期総合戦略へ

中間年

◎地⽅創⽣の新展開と
ＫＰＩの総点検

・地⽅⼤学等有識者会議
・KPIの検証・改善

２０１７

「地⽅創⽣版・三本の⽮」 「⾃助の精神」をもって意欲的に取り組む地⽅公共団体を強⼒に⽀援

まち・ひと・しごと創⽣基本⽅針について

情報⽀援の⽮
• 地域経済分析システム
（RESAS)

⼈材⽀援の⽮
• 地⽅創⽣カレッジ
• 地⽅創⽣⼈材⽀援制度

財政⽀援の⽮
• 地⽅創⽣関係交付⾦
• 企業版ふるさと納税
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２．進化を続けるRESAS

（出典）まち・ひと・しごと創⽣本部ホームページ_再編加⼯

 RESASは運⽤開始以降、継続的にデータを拡充し続け、現在では運⽤開始時の3
倍超のメニューを搭載。これにより、ユーザーは様々な効果を得ることが可能。

 また、継続的なデータ更新や利便性向上も実施し、ユーザー数も運⽤開始時の
約1.6倍まで増加。各地のユーザーは多様な利活⽤に取り組んでいる。

RESASによる主な効果
①中⽴性・客観性
データに基づく意思決定

②ベンチマーク・⽐較
⽴ち位置の確認
他の⾃治体と⽐較

③スピード
PDCAサイクル加速化

平成30年8⽉現在
81メニュー

⼤幅にデータを拡充

平成27年4⽉(運⽤開始時)
25メニュー

平成29年度

約832万ページビュー
（平成27年度⽐約2.3倍）
約69万ユーザー※

（平成27年度⽐約1.6倍）
※ユーザー数は⽇次実績の累計

総閲覧数・ユーザー数は増加

平成27年度

約358万ページビュー

約42万ユーザー※

※ユーザー数は⽇次実績の累計
地域での利活⽤事例も増加

※末尾参照
※末尾参照
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３．平成29年度までのRESAS事業／三本柱
 当局はこれまで、①RESAS普及促進のため、②教育機関連携による分析⼈材の
育成、③⾦融機関連携による共同分析、に取り組んできた。

③⾦融機関連携による共同分析
【主な連携先】
①株式会社 北洋銀⾏（本店：札幌市）
②伊達信⽤⾦庫（本店：伊達市）
【北洋銀⾏との連携内容】
平成29年2⽉、道内各地の強みを持つ産業・企業が有す

る「稼ぐ⼒」強化に向けた取組をサポートするため、全国
初のRESASと⾦融機関が保有する企業財務データを融合し
た分析⽅法（地域中核産業分析モデル）を共同開発。
モデル発表に合わせて、旭川経済圏（家具製造業）、函

館市（宿泊業）の分析を実施。
【伊達信⽤⾦庫との連携内容】
平成30年1⽉、上記モデルを活⽤して、全国初の当局・

地銀・信⾦の共同分析を洞爺湖周辺地域（宿泊業）で実施。
加えて、当該地域の⾃治体における政策⽴案に繋げてい

くため、当該地域の⾃治体とのワークショップを開催。

①RESAS普及促進
 教育機関連携、⾦融機関連携を通じて、各機関への普
及促進に繋げた。

 加えて、⾃治体・商⼯会・観光協会向け研修会を実施
すると共に、利活⽤事例集発⾏（平成28年度まで；経
産省発⾏）によるRESASの対外情報を発信。

②教育機関連携によるデータ分析⼈材の育成
【主な連携先】
①国⽴⼤学法⼈ ⼩樽商科⼤学（⼩樽市）
②学校法⼈札幌慈恵学園 札幌新陽⾼校（札幌市）
【⼩樽商科⼤学との連携内容】
平成28年度、RESASを通じてデータ分析⼈材育成を⽬的

に当局と北海道銀⾏等の主催で開催した「北海道☆RESAS
フォーラム」に同学商学部社会情報学科⼤津晶准教授のゼ
ミに所属する学⽣が参加※。
参加学⽣が内閣府主催の「地⽅創⽣☆政策アイデアコン

テスト2016」において、優秀賞（全国第2位に相当）を受
賞した以降も、同学講義ではRESASが利活⽤されるなど、
道内教育機関のRESAS普及に⼤きく貢献。

※参加⼤学：⼩樽商科⼤学、釧路公⽴⼤学、札幌⼤学、北
海学園⼤学、北海道教育⼤学函館校

【札幌新陽⾼校との連携内容】
同校は、平成30年4⽉に新たに「探究コース」を開設。

⽣徒⾃らが道内各地の課題や、その解決策を検討するため
のツールとして、同コースでのRESASを活⽤した授業化に
むけて検討を実施。
≪その他≫学校間の連携
道内⼤学、⾼校間の連携を図るべく、各⼤学・⾼校の活

動のつなぎ役として活動。
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3－1．教育機関連携による分析⼈材の育成
 地域の未来を担う世代（⼤学⽣・⾼校⽣など）が分析ノウハウを共有する場（分
析に基づく政策アイデアを⽴案・発表を促す機会の提供など）の創出を通じて、
分析⼈材の育成を⾏っていくことが⽬的。

連携

波及 参加 参加 波及

北海道経済産業局⼤ 学 ⾼ 校連携

協働協働

地域活性の推進
学⽣の研究成果を対象地域（⾃治体・企
業等）へ周知し、研究内容の事業化に向
けた取組を⽀援。

地⽅創⽣☆政策アイデアコンテスト
学⽣たちは⾃ら得た分析ノウハウなどか
らコンテスト上位⼊賞を、当局はRESAS
の更なる裾野拡⼤を⽬指す。

カリキュラムへの組込
⾼校教育課程新導⼊の思考⼒や表現⼒を
養う「主体的・対話的で深い学び」を実
践するツールにRESAS導⼊是⾮を検討。

RESAS「普及活動・出前講義」
①RESAS利活⽤⼤学の開拓、ならびに普及啓発
訪問先：12⼤学、講義実施：1⼤学（平成29〜30年度）

• 道内⼤学の講義やゼミ活動でのRESAS利活⽤促進に向けた
普及啓発や、過年度アイデアコンテスト参加校向けフォロー
アップを⾏い、要望に合わせて出前講義等を実施。

②北海道学⽣研究会「SCAN※」の活動⽀援
• 同会の研究活動にRESAS利活⽤を促し、活動を側⾯⽀援。
• RESAS利活⽤の新規発掘を⾏った⼤学に対して、SCANを紹
介することで⼤学間の連携構築を⽀援。

※SCAN：Sophisticated Community and Academics for Networking
札幌⼤学学⽣が運営主体で、地域発展に資する研究に関⼼のあ
る⼤学などが参加する政策研究会。平成29年度、9⼤学が参加。

RESAS「普及活動・出前授業・研修会」
①RESAS利活⽤授業実施⾼校の開拓と、出前授業の実施
訪問先：18⾼校、授業・研修：7⾼校（平成29〜30年度)

• 授業を実施した⾼校のうち、私⽴札幌新陽⾼校では授業カリ
キュラムにRESASを利活⽤し、また道⽴斜⾥⾼校ではRESAS
の観光データ等で地域分析を⾏い、その後も多⾯的に検討を
重ねて観光系コンテストに応募した結果、銀賞を受賞するな
ど、活発な動きが始まっている。

②北海道内教育局職員向けRESAS利活⽤促進
• 平成30年7⽉発表の「学習指導要領解説（地理歴史編）」に、
情報収集や活⽤に有効な公開情報としてRESASが掲載された。

• そこで、北海道内14教育局指導主事（約70名）に説明会実施。

教育機関連携によるデータ分析⼈材の育成
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3－2．⾦融機関連携による共同分析
 地域⾦融機関による域内の産業分析結果を企業・⾃治体と共有して対話を深める
等、各地域における産業・企業の稼ぐ⼒向上をサポートしていくことが⽬的。

【第２段階】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

（北洋銀⾏）
抽出１５社平均の
設備投資動向

【第１段階】RESAS分析

＜地域展開に向けた信⾦・信組向けセミナー＞
●⽇時等：平成29年3⽉9⽇（⽊）15:00〜＠北洋銀⾏
●参加者：27信⾦・信組（道内全29信⾦・信組のうち）
●成果等：分析内容を紹介した結果、複数の⾦融機関から
本モデル活⽤に対する⾼い関⼼が寄せられた。

※本モデルでは、旭川（家具製造業）・函館（宿泊業）を分析

波

及

︵
信
⾦
連
携
︶

【第２段階】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

〈洞爺湖周辺地域・宿泊業の分析事例〉

抽出１０社平均の
キャッシュフロー推移

抽出１０社平均の
財務状況

（北洋銀⾏・伊達信⾦）
抽出１０社平均の
設備投資動向

【第１段階】RESAS分析

＜RESASを活⽤した政策⽴案ワークショップ＞
●⽇時等：平成30年1⽉29⽇（⽉）13:30〜

＠洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス
●参加者：63名

（⾃治体⾸⻑、地域企業、⼤学、⾦融機関など）
●成果等：分析内容の紹介、全国各地の事例紹介を通じて、
同地域の観光産業が発展していくための今後の取組等につ
いて地域の産学官⾦関係者が意⾒交換を実施。

⾦融機関連携による共同分析
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 平成29年度までの取組を通じて、全国的にRESASユーザー増加や利活⽤事例は増
加しているが、道内ではRESASの認知度が未だ低いという課題が明らかになった。

 当局は、このような課題を克服するため、平成30年度も、①継続的・積極的な
RESAS普及促進の実施を通じて、道内におけるRESASの認知度を⾼めていくこと
を⽬指す。

 また、継続的・積極的なRESAS普及促進のためには、②教育機関連携による分析
⼈材の育成、③⾦融機関連携による共同分析は効果的であり、かつ連携事業の成
果は道内各地における分析事例の蓄積を通じた北海道の地⽅創⽣に対する取組⽀
援にも繋がることから、これら2つの取組も継続的に実施していく。

4．平成30年度のRESAS事業／三本柱の継続

道内各地の分析事例蓄積

RESAS
普及促進活動

⾦融機関連携による
共同分析

教育機関連携による
分析⼈材の育成

北海道の地⽅創⽣に対する取組⽀援
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 当局は東神楽町と連携して、「政策⽴案ワークショップ2018」を開催すること
を通じて、東神楽町の政策⽴案の⽅向性を検討するとともに、その結果を広く公
表することを通じて、道内⾃治体のRESAS利活⽤の促進を促します。

4－1．平成30年度の主なRESAS普及促進活動

【政策⽴案ワークショップ2018】
~「北の⼦ども王国・東神楽町」の⾼齢化対策と産業振興策~

《開催趣旨》 東神楽町はこれまで、「40年間、⼈⼝増加」と「⼦どもの割合が北海
道内1位」などの特⻑を有する⼀⽅、今後予測される「急速な⾼齢
化」への課題に対応するため、RESASを活⽤して同町の現状分析
や課題抽出、政策検討等を⾏います。

《開催⽇時》 平成30年10⽉30⽇(⽕) 14:00〜16:40
《開催場所》 東神楽町ふれあい交流館 (東神楽町ひじり野北1条1丁⽬1番5号)
《主催》 当局、内閣官房まち・ひと・しごと創⽣本部事務局、

内閣府地⽅創⽣推進室
《共催》 東神楽町
《参加者》 東神楽町 ⼭本進 町⻑、同町職員、地域関係者 (商⼯会、農協、観光

協会等)、⼤学、⾦融機関、東神楽町⺠など 計70名程度
《内容》 １．プレゼンテーション①

説明者：東神楽町 ⽊村俊孝 副町⻑
テーマ：前代未聞のスピードで進む⾼齢化に⽴ち向かう「北の⼦ども王国･

東神楽町」の取組
２．プレゼンテーション②

説明者：中央⼤学総合政策学部 細野助博 教授
テーマ：現代の⼆島物語〜北海道と九州をデータ分析で⽐較する〜

３．意⾒交換会

「政策⽴案ワークショップ」とは
政策⽴案ワークショップは、RESAS運⽤開始以降、RESASを⽤いた

分析に基づき議論を実施することにより、⾃治体における地⽅創⽣政
策の⽴案を⽀援するため、全国各地で開催※されている。

本ワークショップの開催は、開催⾃治体における政策⽴案⽀援のみな
らず、⾃治体連携や地域の関係者を巻き込んだ議論へとつなげる契機
となっている。また、ワークショップ開催結果を広く他地域の⾃治体や地
域関係者等へ提供することで、広く取組の普及を図っている。

※政策⽴案ワークショップ開催実績
平成27年度：全国6か所開催（北海道1か所開催；帯広市）
平成28年度：全国9か所開催（北海道1か所開催；ニセコ町）
平成29年度：全国7か所開催（北海道1か所開催；洞爺湖町(注)）
(注)平成29年度開催の洞爺湖町では、洞爺湖周辺地域（伊達市、

壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町）を対象地域に開催（P.5参考）。
《平成29年度の開催⾵景》

RESAS普及促進活動



8

 当局は、「地⽅創⽣☆政策アイデアコンテスト2018」出場校に対するフォロー
アップ、ならびにSCAN活動の側⾯⽀援による学校間の連携⽀援を⾏うことを通
じて、分析⼈材の育成を積極的に⾏います。

4－2．平成30年度の主な教育機関連携による分析⼈材の育成

《開催趣旨》 応募者が暮らす、または縁のある地域の現状・課題をRESAS
で分析し、解決策となるような政策アイデアの提案を通じて、
データに基づく地⽅創⽣の取組を推進し、分析⼈材の育成を
⾏う。

《主催》 内閣府地⽅創⽣推進室

《募集部⾨》①⾼校⽣・中学⽣以下の部
➡北海道地域対象 11件

②⼤学⽣以上⼀般の部
➡北海道地域対象 17件

《最終審査》 平成30年12⽉15⽇(⼟)

※ 既に応募は締め切っており、現在、地⽅予選審査中です。
※ 最終審査進出作品は、以下ホームページで11⽉下旬頃からご確認いた

だけます。
〜「地⽅創⽣☆政策アイデアコンテスト2018」専⽤ホームページ〜
https://contest.resas-portal.go.jp/2018/

【地⽅創⽣☆政策アイデアコンテスト2018】
《開催趣旨》 地域活性化や地域社会の機能維持や持続化に必要な地域

コミュニティの在り⽅の⾒直しやその活性化について、より多くの
⽅々（⼤学・⾼校をはじめ企業、地域住⺠など）に関⼼を深
め、⾒直しのきっかけづくりとなるよう、SCANに賛同する⼤学な
どの研究発表会を開催する。

《開催⽇》 平成30年11⽉17⽇(⼟)

《開催時間》 10:00〜20:00(予定)

《開催場所》 札幌⼤学
（札幌市豊平区⻄岡3条7丁⽬3-1）

《主催》 北海道学⽣研究会「SCAN」
《共催》 北海道新聞社
《特別協⼒》 当局

※ 上記は平成30年10⽉17⽇現在の内容で、変更する場合があります。

【SCAN「合同研究発表会」】

教育機関連携による分析⼈材の育成

https://contest.resas-portal.go.jp/2018/
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 当局は、道内各地域別の強みを持つ産業について、RESASと⾦融機関データを
活⽤した分析を⾏い、個社・⾃治体などと共有することを通じて、当該地域・産
業(企業)の「稼ぐ⼒」強化に向けた取組をサポートしていきます。

4－3．平成30年度の主な⾦融機関連携による共同分析

⾦融機関連携による共同分析

■産業別付加価値額(2012年)

卸・⼩売業 1,279,789百万円
医療，福祉 926,463百万円
製造業 669,399百万円
･･････････
 製造業は「域外市場産業」(地域外が主な市場）に分類され、域外
市場産業は地域経済の⼼臓部とも⾔える。

(平成28年3⽉8⽇経済・財政⼀体改⾰推進委員会(内閣府)資料より)

■製造業の稼ぐ⼒※(対全国⽐)

※稼ぐ⼒を「特化係数(付加価値額)」と定義。
※特化係数は1.0超ならば、全国⽐で稼ぐ⼒があると推定。
 ⽊材・⽊製品製造、⾷料品製造が稼ぐ⼒が強いと推定。

➡ 地域別の現状・課題把握のためには、地域別のRESAS+取引先財務(平均値)分析が重要。

【（参考）北海道の産業について】
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【参考①】平成27年4⽉（運⽤開始時）25メニュー⼀覧
１．産業マップ

♯1-1

♯1-2

♯1-3

全産業花火図※

産業別花火図※

企業別花火図※

（参考）地域経済分析（都道府県・経済圏）

２．人口マップ

♯2-1

♯2-2

♯2-3

♯2-4

♯2-5

人口構成

人口増減

人口の自然増減

人口の社会増減

将来人口推計

３．観光マップ
♯3-1

♯3-2

♯3-3

メッシュ分析（流動人口）

From-to分析（滞在人口）

滞在人口率

４．自治体比較マップ

♯4-1
4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

♯4-2
4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

♯4-3
4-3-1

4-3-2

♯4-4
4-4-1

4-4-2

4-4-3

経済構造
企業数

事業所数

製造品出荷額等

付加価値額

労働生産性

企業活動
創業比率
黒字赤字企業比率

従業者数

経営者平均年齢※

労働環境
有効求人倍率

一人当たり賃金

地方財政
一人当たり地方税

一人当たり市町村民税法人分

一人当たり固定資産税

※：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」



１．⼈⼝マップ ＜農業＞ ５．観光マップ
１－１．⼈⼝構成 ３－４－１．農業の構造 ＜国内＞
１－２．⼈⼝増減 ３－４－２．農業産出額 ５－１－１．⽬的地分析
１－３．⼈⼝の⾃然増減 ３－４－３．農地分析 ５－１－２．From-to分析（宿泊者）
１－４．⼈⼝の社会増減 ３－４－４．農業者分析 ５－１－３．宿泊施設
１－５．新卒者就職・進学 ＜林業＞ ＜外国⼈＞
１－６．将来⼈⼝推計 ３－５－１．林業総収⼊ ５－２－１．外国⼈訪問分析
１－７．⼈⼝メッシュ ３－５－２．⼭林分析 ５－２－２．外国⼈滞在分析
１－８．将来⼈⼝メッシュ ３－５－３．林業者分析 ５－２－３．外国⼈メッシュ

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）

＜⽔産業＞ ５－２－４．外国⼈⼊出国空港分析
３－６－１．海⾯漁獲物等販売⾦額 ５－２－５．外国⼈移動相関分析
３－６－２．海⾯漁船・養殖⾯積等分析 ５－２－６．外国⼈消費の⽐較（クレジットカード）
３－６－３．海⾯漁業者分析 ５－２－７．外国⼈消費の構造（クレジットカード）
３－６－４．内⽔⾯漁獲物等販売⾦額 ５－２－８．外国⼈消費の⽐較（免税取引）
３－６－５．内⽔⾯漁船・養殖⾯積等分析 ５－２－９．外国⼈消費の構造（免税取引）
３－６－６．内⽔⾯漁業者分析

６．まちづくりマップ
４．企業活動マップ ６－１．From-to分析（滞在⼈⼝）
＜企業情報＞ ６－２．滞在⼈⼝率
４－１－１．産業間取引（※） ６－３．通勤通学⼈⼝
４－１－２．企業間取引（※） ６－４．流動⼈⼝メッシュ
４－１－３．表彰・補助⾦採択 ６－５．事業所⽴地動向
４－１－４．創業⽐率 ６－６．施設周辺⼈⼝
４－１－５．経営者平均年齢（※） ６－７．不動産取引
４－１－６．⿊字⾚字企業⽐率
４－１－７．中⼩・⼩規模企業財務⽐較 ７．雇⽤／医療・福祉マップ

＜海外取引＞ ７－１．⼀⼈当たり賃⾦
４－２－１．海外への企業進出動向 ７－２．有効求⼈倍率
４－２－２．輸出⼊取引 ７－３．求⼈・求職者
４－２－３．企業の海外取引額分析 ７－４．医療需給

＜研究開発＞ ７－５．介護需給
４－３－１．研究開発費の⽐較 ８．地⽅財政マップ
４－３－２．特許分布図 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⺠税法⼈分凡例 ８－４．⼀⼈当たり固定資産税

⾚字 ：2018年8⽉30⽇データ更新メニュー
(※) ：限定メニュー 11

【参考②】平成30年8⽉現在81メニュー⼀覧


