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１．RESASの概要



RESAS（リーサス）とは何か

RESASとは
地域経済分析システム（ https://resas.go.jp/ ）
～Regional Economy Society Analyzing System～
・・・地方創生・３本の柱の「情報支援」、2015年4月より提供開始

RESASの特徴
○地域経済に関わる様々なビッグデータを分かりやすく「見える化」
○誰もが直感的に使える、分かりやすい画面操作
○国が官民のデータを調達・加工した上で、インターネットで無料で提供

RESASによる効果
（１）【中立性・客観性】データに基づく政策意思決定
勘に基づく、旧来型の意思決定システムから、データや「見える化」されたグラフ等に基づく、より客観的・中立的な
政策意思決定システムへの転換が促進される。
（２）【ベンチマーク・比較】立ち位置の確認、他の自治体と比較

全国平均や他の自治体と比べ、自らの「立ち位置（ランキング）」を確認できる。また、講じた施策の効果を時
系列で追いかけることも可能。他の自治体と比較することもできる。
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RESASの現状

メニューの増加
スタート時︓25マップ

（2015年4月）

・大幅にデータを拡充

現在︓81マップ
（2017年2月）

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

着実な利用の拡大
2015年度︓約358万PV

約42万ユーザー
・総閲覧数・ユーザー数は増加

2017年度︓約832万PV
約69万ユーザー
（※）ユーザー数は日次実績の累計

・地域での活用事例も拡大
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RESASの画面構成

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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RESASの各種マップ

①人口マップ 人口推計・推移、
人口ピラミッド、
転入転出などが
地域ごとに比較
しながら把握可
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 ③産業構造マップ 売上や雇用で地域を
支える産業が把握可
能に

地域の製造業、卸
売・小売業、農林水
産業の構造が把握可
能に

④企業活動マップ 地域の創業比率や
黒字赤字企業比率
が把握可能に

地域の特許や補助
金採択企業の分布
が把握可能に

⑤観光マップ 国籍別の外国人
の滞在状況など
のインバウンド
動向や、宿泊者
の動向などが把
握可能に

⑥まちづくりマップ 人がどこに多く集
まるのか、いつ集
まっているのかが
把握可能に

事業所の立地動向
や不動産取引の状
況などまちづくり
の検討材料が取得
可能に

⑦雇用/医療･福祉マップ 地域の雇用や、医
療・介護を需要面
や供給面から把握
可能に

⑧地方財政マップ 各自治体の財政
状況が比較可能
に
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地域経済分析システム（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 ︓民間データ利用
(※) ︓限定メニュー 6



２．RESASの分析事例



○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。
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①人口マップ （例︓UIJターン施策の検討）
①人口マップ

「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、
近隣の鳥栖市や福岡市が多い
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-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。

出典：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」

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」
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②地域経済循環マップ （例︓地域経済循環図の分析） ②地域経済循環マップ

○地域内企業の経済活動を通じて生産された付加価値は、労働者や企業の所得として分配され、消費や投資とし
て支出されて、再び地域内企業に還流する。このいずれかの過程で地域外にお金が流出した場合、地域経済が縮
小する可能性があるため、上記の地域経済の循環を把握することで課題の分析が可能になる。

「地域経済循環図」

熊本県で最も割合の高い第
3次産業は一人当たりの付加
価値額が全国43位で、雇用
者所得も全国42位と低く
なっている。
地域経済循環率を向上させ
るためには、第3次産業の付加
価値額向上が課題となっている
ことがわかる。

内 容

地域経済循環マップ-地域経済循環図

出典：環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」（株式会社価値総合研究所（日本政策投資銀行グループ）受託作成）
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③産業構造マップ （例︓製造業の業種別分析） ③産業構造マップ

○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。

POINT

業種別の付加価値額
等の推移を把握するこ
とが可能。

「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

産業構造マップ-製造業の構造

家具・装備品
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。

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

出典：経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工
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④企業活動マップ （例︓中小企業の財務分析）
④企業活動マップ

○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。

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。

内 容

企業活動マップ-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。「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、横ばい傾向であり、
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。

熊本県

福岡県

出典：CRDビジネスサポート株式会社
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⑤観光マップ （例︓インバウンド消費分析）
⑤観光マップ

○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。

POINT

国籍別のインバウンドの消費内
訳を把握できる。

「インバウンドの消費把握」

山形県では台湾からの旅行者
の消費額が最も高く、中国、韓
国、香港と近隣国が次いでいる。
台湾からの旅行者の消費内訳
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-外国人消費の構造
外国人消費の比較

宿泊施設 一般のデパート

小売
28.7%

宿泊
60.3%

宿泊
17.9%

小売
69.5%

山形県

全国

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
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⑥まちづくりマップ （例︓中心市街地の分析）

○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。

⑥まちづくりマップ

「市街地の事業所立地分析」

静岡市の中心市街地付近の
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年と比較すると
事業所数がそれぞれ15％程度
減少している。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

まちづくりマップ-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。

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）

静岡駅周辺の事業所数の業種別推移

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%

出典：日本ソフト販売株式会社「電話帳データ」
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⑦雇用/医療･福祉マップ （例︓雇用創出施策の検討）

○職業分類ごとの有効求職者数、有効求人数、就職件数を把握することができる。また、雇用需給のミスマッチ状況
も把握することができ、地域での雇用創出施策の検討に役立てることができる。

⑦雇用/医療･福祉マップ

「求人・求職者」

山口県の有効求人数は「サー
ビスの職業」が最多で、それに次
いで「専門的・技術的職業」の
割合が高い。
しかし、山口県内の「サービス
の職業」は、有効求職者数が有
効求人数の半分以下である一
方、「事務的職業」では、有効
求職者数が有効求人数の2倍
以上であることから、雇用のミス
マッチ状況にあることが想定され
る。

内 容

雇用/医療･福祉マップ-求人・求職者

有効求人数（大分類）
2016年
山口県

サービスの職業

専門的・技術的職業

販売の職業

事務的職業

生産工程の職業 運搬・清掃等の職
業

輸送・機械運転の職業

建設・採掘の職業

有効求人数：317,619人

POINT

有効求人数と有効求職者数の
差が一目で把握できる。

POINT

職種ごとに有効求人数、有効
求職者数が把握できる。

有効求人数・有効求職者数
2016年
山口県

すべての大分類

■有効求人数 ■有効求職者数
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出典：厚生労働省「職業安定業務統計」
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⑧地方財政マップ （例︓財務状況の把握）

○財政力等の財政指標や税額を他地域と比較することで、自地域の財政面での安定性や税額の水準を把握する
ことができる。

⑧地方財政マップ

POINT

自治体ごとの財政状況を7の
指標で把握することができる。

主要財政指標比較レーダーチャート

一人当たり地方税

人口あたり職員数 将来負担比率

ラスパイレス指数

財政力指数

経常収支比率

実質公債
費比率

人口1人あたり
人件費・物件
費等の決算額

瀬戸市

大府市

日進市

尾張旭市

豊明市

「自治体の財務状況の把握」

瀬戸市は財政力指数が高く、
実質公債費比率が低いことから、
財政状況は比較的安定してい
ることがわかる。
加えて、一人当たり地方税も
周辺自治体に比べて少ないこと
から、移住を促す際等のポイント
になり得ると考えられる。

内 容

地方財政マップ-自治体財政状況の比
較、一人当たり地方税

出典：総務省「地方財政状況調査関係資料（財政状況資料集）」、「国勢調査」、「住民基本台帳」



３．自治体等での
RESAS活用事例



福岡県うきは市の事例
○ RESASを用いて観光客の来訪について分析。観光ＰＲを実施している3月に観光客数が上昇していること、
「フルーツ狩り」の9月にピークになることを確認。

【2014年（休日）5月 福岡県うきは市】

5月の休日は、筑後川温泉、吉井温泉、
吉井白壁の流動人口が多いことがわかる

いずれの観光地も、2月に流動人口が減少するが、3月には上昇している
また、「フルーツ狩り」最盛期の9月が、流動人口のピークとなっている

17



福岡県うきは市の事例

来訪者は、福岡県内は朝倉市、久留米市から、県外は日田市などからが多いが、福岡市からは少ないことがわかる

〇RESAS分析による施策課題に係る気づき
・これまで福岡市中心のプロモーション
・周辺を通り越した遠方へのプロモーション
・効果測定の必要性

〇対応施策
・プロモーション対象地域の見直し

＜From-to分析による施策展開＞

18

○ また、ＰＲに力を入れていた福岡市からの来訪が期待よりも少なかったことや、鳥栖市や佐賀市、日田市や大
分市等の県外からも来訪が多いことを把握。観光プロモーションの対象地域を見直し。



福岡県うきは市の事例

〇RESAS分析による施策課題に係る気づき
• 立ち寄りを想定した施設運営
• 買い物以外の機能が脆弱
• レストランと物販施設の機能の整合性
• 市場ニーズを取り逃している可能性

〇対応施策
• 目的地型施設としての、施設、機能や
サービスの充実

目的地分析によりうきは市内の目的地として、道の駅
うきはが圧倒的に多くなっている。

これまで、道の駅は立ち寄り型の施設と認識。

道の駅に係る今後の施策展開を行う上で、来場者の行
動パターン、目的など詳細に把握することが必要。

道の駅来場者へのヒアリング調査を実施。
• 「道の駅うきは」をメイン目的地としている回答者 の
割合が高くなっており、「道の駅うきは」の知名度や満
足度の高さが伺えた。

• うきは市に来た目的は、「買い物をすること」が圧倒的
に多く、次いで「おいしいものを食べること」、「自然景観
を見ること」の順となった。

道
の
駅
う
き
は

19

＜目的地分析による施策展開＞

○ さらに、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。



福岡県うきは市の事例
〇創業支援でもRESASを活用。

• RESASのデータで、飲食料品小売業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。

〇中学校の授業において、RESASを活用。
• 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。

女性を対象とした創業支援セミナー

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 20



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）

時系列の分析
（月別・時間別）

マップでの分析
（任意エリアが可）

■RESASから
わかること

出発地の分析

属性のクロス分析
（年代・居住地）

観光客の満足度
ニーズの優先度

■アンケートから
わかること

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

組み合わせることで施策精度を向上

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。

（参考）RESAS活用時のポイント （うきは市におけるRESASの使い方）

21



山口県下関市の事例（一部抜粋）～支援施策の検証～

構成割合から基盤産業を把握

売上高や従業者数から、
食料品製造業が基盤産業の一つだと確認

独自分析で、食料品製造業で
中核を担うのは水産食料品製造業だと把握

22

○ 昔から水産都市と呼ばれ、水産食料品製造業が強みという認識はある。
○ これまでに推進してきた製造業と漁業の活性化を目的とした施策の必要性を検証。

食料品製造業



山口県下関市の事例（一部抜粋）～支援施策の検証～
○ 昔から水産都市と呼ばれ、水産食料品製造業が強みという認識はある。
○ これまでに推進してきた製造業と漁業の活性化を目的とした施策の必要性を検証。

特定した産業の推移を確認

製造品出荷額等、常用従業者数などが
ピーク時からの減少が大きいことを確認

製造品出荷額等（実数）の推移 常用従業者数（実数）の推移

23



山口県下関市の事例（一部抜粋）～支援施策の検証～
○ 昔から水産都市と呼ばれ、水産食料品製造業が強みという認識はある。
○ これまでに推進してきた製造業と漁業の活性化を目的とした施策の必要性を検証。

水産業について他地域と比較
下関市と同様に、特定３種漁港が所在する他地域や、

海面漁獲物等販売金額が同水準の地域と比較

販売金額や従業者数の減少について、
流通業者・加工業者への販売金額の影響が考えられた

海面漁獲物等販売金額（総額） 海面漁獲物等出荷先別販売金額の構成

24



山口県下関市の事例（一部抜粋）～支援施策の検証～
○ 昔から水産都市と呼ばれ、水産食料品製造業が強みという認識はある。
○ これまでに推進してきた製造業と漁業の活性化を目的とした施策の必要性を検証。

検証結果・気づき

これまでに実施してきた施策が、
地域経済の活性化と循環性向上に資すると再認識

25



福島県北５市町の事例（一部抜粋）～観光×農業の連携強化～
○ 中学生のアイデアを施策の一部に取り入れ、福島県北５市町（福島市、伊達市、桑折町、国見町、
川俣町）広域連携における観光誘客推進策を検討。

震災前から農産物販売金額の減少は始まっていた

農産物販売金額の推移を確認

26



福島県北５市町の事例（一部抜粋）～観光×農業の連携強化～

近県からの来訪が大半を占めている

福島市への来訪者の地域構成を確認

27

○ 中学生のアイデアを施策の一部に取り入れ、福島県北５市町（福島市、伊達市、桑折町、国見町、
川俣町）広域連携における観光誘客推進策を検討。



福島県北５市町の事例（一部抜粋）～観光×農業の連携強化～
○ 中学生のアイデアを施策の一部に取り入れ、福島県北５市町（福島市、伊達市、桑折町、国見町、
川俣町）広域連携における観光誘客推進策を検討。

果樹農園に関するスポットが認識されていない 観光農園や貸農園、体験農園等が盛ん

強みの農業に対する観光客の認知状況

28



福島県北５市町の事例（一部抜粋）～観光×農業の連携強化～

地元の人も、果樹農園の魅力に気付いていない
→今までは観光地として認識されていなかった果物共選場をルートに組み込んだ観光プランを提案

地元住民の地域の魅力認識状況

29

○ 中学生のアイデアを施策の一部に取り入れ、福島県北５市町（福島市、伊達市、桑折町、国見町、
川俣町）広域連携における観光誘客推進策を検討。



北海道ニセコ町の事例（一部抜粋）～町内観光消費の促進～
○ 町が本当に観光で稼げているのかを検証。
○ 稼ぐ力のある農業に着目し、「食」で町内の観光消費を増やすための施策を立案。

農林
水産業

農林水産業を除く観光関連の産業が、
町の稼ぎにあまり繋がっていないことを推察

サービス業

移輸出入収支額で稼ぐ力を把握

30



北海道ニセコ町の事例（一部抜粋）～町内観光消費の促進～
○ 町が本当に観光で稼げているのかを検証。
○ 稼ぐ力のある農業に着目し、「食」で町内の観光消費を増やすための施策を立案。

他地域と比較して農産物の特徴を把握

販売金額の大部分を占める主要作物はないが、
農産物の品ぞろえの多種多様さが強みだと把握
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北海道ニセコ町の事例（一部抜粋）～町内観光消費の促進～
○ 町が本当に観光で稼げているのかを検証。
○ 稼ぐ力のある農業に着目し、「食」で町内の観光消費を増やすための施策を立案。

月別推移から集客時期を把握

冬季の集客について、道の駅は苦戦しており
食の魅力発展拠点に活用する場合は特徴を踏まえた検討が必要 32



北海道ニセコ町の事例（一部抜粋）～町内観光消費の促進～
○ 町が本当に観光で稼げているのかを検証。
○ 稼ぐ力のある農業に着目し、「食」で町内の観光消費を増やすための施策を立案。

観光客の周遊状況と飲食店立地状況

ターゲットの外国人観光客の回遊性は乏しく、飲食店も広域に点在しているため、
飲食店を増やしたり公共交通を最適化する対策が必要だとわかった

33



○ 「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。2016年11月に第一弾の取組地域として認定。

一関商工会議所（岩手県）の事例

34



一関商工会議所（岩手県）の事例

＜分析イメージ＞

○ 「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。2016年11月に第一弾の取組地域として認定。
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４．RESAS等データ
の活用に向けて



RESAS等データの活用に向けて

37

○ RESASを使うことで、議論が進む、深まる
 客観的な情報のため、一定の正確性が担保される
 ビジュアル化されており、データが分かりやすい
 活用事例に関する情報が入手しやすい

○ 一方で、RESASは万能のツールではない
 データを100％網羅することは不可能であり、他のデータによる補完が必要

○ データの分析・活用を進める2つの視点
 グラフから、特徴や強み・弱みを読み取る（データ確認→現状把握）

→産業や観光等に関する資料を作成する場合など
 仮説を立てた上でデータで検証する（仮説設定→データ確認）

→事業やイベントの計画を立案する場合など
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