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例えば九電工（福岡市）の19年９月中間連結決算
は売上高、経常利益ともに過去最高。20年３月期
も「増収増益」の予想で、グループ企業や下請け
の中小企業にも一定の波及効果があるだろう。

　再開発計画は、何も首都圏だけではない。九
州の最大都市、福岡市でも活況である。
　市主導で天神地区の老朽化したビルの建て替
えを促進する「天神ビッグバン」。国による建物
の高さ上限の緩和と市独自の容積緩和政策を組
み合わせて、30棟の建て替えを目指す。トップ
ランナーの「天神ビジネスセンター」は既に旧
ビルが取り壊され、21年秋の完成に向けて工事
が進む。西日本鉄道の本社が入っていた天神エ
リアのランドマーク「福岡ビル」は、周囲の天神
ビブレ、天神コアと一体となって、24年春に19
階建て、延べ床面積約10万平方メートルの大型
ビルに生まれ変わる計画だ。同様の狙いでJR博
多駅周囲の老朽化ビルの建て替えを目指す「博
多コネクティッド」も進行中。28年までに20棟
の建て替え、新設が見込まれている。
　天神、博多駅周辺の建て替えが順調に進めば、
現在計画が公表されている分だけでも延べ床
面積は30万平方メートルをゆうに超える。11年
３月にオープンしたJR博多駅ビル（約20万平方
メートル）の1.5倍の商業、オフィスビルが生ま
れる計算だが、地場不動産関係者は「テナント、

ビッグバン

　今年の日本経済を占う時、何と言っても最大
のトピックスは７月24日に開幕する東京五輪
だ。九州に住んでいると、あまり実感がない方
も多いかもしれない。筆者が昨年２月まで駐在
していた韓国で取材した18年２月の平昌冬季
五輪も、開幕１年ぐらい前までは盛り上がりに
欠ける印象だった。しかし、聖火が韓国・仁川
に上陸すると徐々に機運が高まり、開幕１カ月
前にソウルに入ると、ボルテージが急上昇した。
東京五輪も今年３月から聖火リレーが始まり、
九州など全国を巡るのに合わせて日本列島は五
輪一色になるはずだ。景気は「気」である。五輪
ムードが高まるにつれて、関連グッズの販売が
伸び、参加各国の選手団が来日するころには、
宿泊、飲食などに大きな波及効果が期待できる。
　日本銀行がまとめたリポート「東京五輪の経
済効果」によると、スタジアムや競技施設、選
手村のほか、首都圏の交通網整備、再開発計画
などで投資額は計10兆円規模。その効果で15
～18年での実質国内総生産（GDP）を0.2～0.3
ポイント押し上げる可能性があると試算した。
五輪関連の開発、訪日外国人（インバウンド）
対応で必要な労働力は18～19年にそれぞれ70
万人規模とされ、人件費の上昇→所得改善→消
費力向上という好循環が見込まれる。
　「五輪特需」は九州も無縁ではない。首都圏の再
開発ラッシュに関係する地場企業には少なくなく、

五輪景気

2020年の日本経済・
九州経済の展望

　「令和」という元号で初めて迎える新年を、晴れやかな気持ちで迎えた
方が多いことだろう。テレビや新聞は、早くも56年ぶりとなる東京五輪・
パラリンピック一色だ。一方、昨年10月に消費税が５年半ぶりに引き上げられ、消費を占う「初売り前線」
にどんな影響が出たのか気になる。中小企業にとっては、慢性的な人手不足も深刻な問題だ。長引く米
国と中国の貿易摩擦も日本の経済に陰を落とす。日銀福岡支店が昨年12月に発表した短観では、九州・
沖縄の業況判断指数（DI）はプラス９だった。消費税増税前の駆け込み需要の反動減や、外需の落ち込
みに伴って自動車製造などが減ったとの説明だった。2020年の九州経済はどうなるか。総論としては、
プラスとマイナスの要素が交錯して、「晴れのち曇り」というところではないか。

西日本新聞社
政経部・経済担当部長
曽山　茂志
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工知能（AI）や自動運転など最先端の技術を集
積させる「スマートタウン」とする構想を掲げ、
20年から事業者の公募が始まる予定だ。
　再開発計画は、直接投資だけでなく、テナン
ト、オフィスの移転、拡大、掘り起こしなど関
連投資も誘因する。今年も新たな計画が出てく
る可能性もあり、福岡都市圏は当面活気が続
き、九州経済をけん引しそうだ。

オフィス需要は旺盛で、十分に埋まる」と強気だ。
　両地域以外でも、博多区那珂の青果市場跡は、
三井不動産、西日本鉄道、九州電力でつくる事
業者が、九州初となる商業施設「ららぽーと」を
各施設とする複合商業施設を21年中に建設す
る計画。福岡都市圏最後の超大型開発となる箱
崎九大キャンパス跡地では、市が周辺を含めた
総面積50万ヘクタールという広大な敷地を人

「天神ビッグバン」 福岡市・天神地区の老朽化した民間ビル３０棟の建て替え
を、国による建物の高さ上限緩和と市独自の容積緩和率を組み合わせて促進
させる市長肝いりの再開発事業。２０２４年末が期限。高さ１１５㍍まで認める。

福岡県不動産鑑定士協会まとめ

　今年春商用開始が予定される次世代通信規
格「５Ｇ移動通信システム」は、経済だけでな
く、われわれの生活も大きく変える可能性があ
る。５Ｇの通信速度は、現行の４Ｇに比べて20
倍。通信の遅延が極めて小さく、映像などの大
容量データもほぼ同時に通信できる。多くの端
末に接続できるのも特徴で、インターネットで
さまざまなモノをつなぐIoTにも有効だ。総務
省は５Ｇを生かした「地方創生」を目指してお
り、高齢化が進む九州や担い手不足に悩む農業
など一次産業の現場での活用が期待される。
　例えば、ネットを活用してバスや鉄道、タク
シーなどの交通機関を必要に応じて切れ目なく
提供するサービス「モビィリティ・アズ・ア・サー
ビス（Maas）」が実用化されれば、乗り合いバス

５Ｇ
が廃止または、便数が減った過疎地でも、地域
の高齢者が買い物や通院などで不便を強いられ
なくなる。農業でも、遠隔で監視や飼料・水やり
が可能になるはずだ。NTTドコモは19年９月、
福岡市に５Ｇの世界を体験できる施設をオープ
ン。20年は５Ｇ用基地局開設や新型スマートフォ
ンの製品も活発化するだろう。九州など地方か
ら「５Ｇ時代」のうねりが始まるかもしれない。
　ITといえば、20年秋には、ヤフーの親会社Ｚ
ホールディングス（HD）とLINE（ライン）が経
営統合する。競合する両グループが手を結び、会
員制交流サイト（SNS）などインターネットを通
じた幅広いサービスを一手に担い、米グーグルな
ど海外の巨大グループに対抗するという。生活レ
ベルでは、中核サービスの決済アプリの共通化も
進むとみられ、利便性が増すだろう。両グループ
は福岡にもそれぞれ拠点を置いている。AIやビッ
グデータなどの分野に毎年１千億円の開発投資
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年９～11月に日本を沸かせたラグビーワール
ドカップ（Ｗ杯）日本大会では、世界中からラ
グビーファンが押し寄せ、九州でもそれまで
はあまりなじみがない欧州、米国、豪州のファ
ンが熱気の渦の中心にいた。例えば、５試合
があった大分県の10月の宿泊客数は前年同月
比2.3％増の約39万人。国別では、英国人は59
倍、フランス人は21倍と大幅に増え、落ち込ん
だ韓国人の分を補った。欧米豪の観光客は、韓
国人などのアジアからの客に比べて滞在日数
が長く、消費金額も相当多い。世界的に「九州」
の知名度が上がったところで、東京五輪で訪日
する欧米豪の客を関係業界一丸となって定着
させたいところだ。

　九州、福岡の中小企業にとって、目下、一番
深刻な問題は人手不足かもしれない。
　東京五輪や東日本震災の復興の関連で、この
ところ全国的に慢性的な人手不足感が続いてい
る。１人当たりに何件の求人があるかを示す有
効求人倍率は1.5倍超で推移しており、リーマン
ショック後に0.5倍以下だったことが嘘のような
「売り手市場」だ。学生たちは、待遇が良い首都圏
や大企業を志望して、そのあおりを受けて特に地
方の中小企業が人材確保に四苦八苦している。
　西日本新聞が昨年12月にまとめた地場企業景
気アンケート（111社回答）では、景気が「足踏み、
後退」と答えた企業は全体の76％に上り、前年
同期の55％を大幅に上回った。その理由（複数
回答）で多かったのが「人手不足」で半数以上
を占めた。日銀が昨年、福岡の従業員300人以
上と、300人未満の企業のそれぞれの賃上げ状
況を調べたところ、両グループに大きな差異は

人手不足

を進めるという計画の一部は福岡、九州にも向
けられるはずだ。そうなれば、先述の福岡でのス
マートタウン構想にはずみがつくと期待される。

　新年早々、暗い話も読みたくないだろうと、
本稿も前向きな話から書いた。とはいえ、厳し
い現実からも目をそらすわけにはいかない。
　まずは、九州経済の柱の一つである「観光」
である。18年10月の元徴用工訴訟を巡り、韓
国最高裁で日本企業に賠償を命じる判決が確
定。19年夏に日本政府が「韓国は信用できな
い」と、韓国向けの輸出の一部の規制を強化し
たことで、韓国側が猛反発。ソウルなどでユニ
クロ製品やビールなど日本製品の不買運動「ボ
イコット・ジャパン」の機運が高まり、彼らが
大好きな訪日旅行も控える動きが広がった。
19年は、それまで右肩上がりで増えていた訪
日韓国人が激減した。日本政府観光局（JNTO）
によると、18年の訪日外国人のうち１位は中
国人（27％）、次いで韓国人（24％）だったが、
九州に限れば韓国人は断トツの47％。これが、
19年夏以降は半減以上になったようだ。
　福岡市で訪日韓国人が訪れる定番スポットで
あるキャナルシティ博多や博多駅周辺は、すっ
かり様変わり。あちこちから聞こえてきた韓国
語もかなり減った。そのあおりを受けて、九州
各地に韓国人を運んできた韓国の格安航空会社
（LCC）も相次いで減便、運休。その一つ、エア
ソウルは日本に置く12支店を半減させる方針を
決めた。当然、訪日韓国人を受け入れていたゴル
フ場やホテルなどにも大きな影響が広がった。
　この傾向は20年も当面続くだろう。韓国の
文在寅政権は５年の任期を折り返し、これから
徐々に支持率が下がっていく。支持率浮揚に向
けて、厳しい対日政策は変えないはずだ。本稿
が掲載されるまでに、元徴用工問題で日韓が急
転直下歩み寄れば別だが、簡単ではない。
　ただ、19年末から一部のLCCが減便した日
本線の一部を再開する動きもある。18年に750
万人以上の韓国人が日本を訪れ、韓国・ソウル
では日本食ブームも起きた。「日本が好きなの
に、好きと言えない『シャイ・ジャパン』」とい
う言葉もあるそうだ。楽観的といわれるかもし
れないが、20年には関係改善の兆しがみえて、
訪日韓国人も戻ってくると期待したい。
　むろん、訪日外国人＝韓国人、ではない。昨

インバウンド

２０１９年は１～９月（速報）

九州観光推進機構まとめ
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いわれる福岡でさえそうであれば、地方都市で
はさらに厳しい状況だろう。最近は、「仕事はあ
るのに、人がいない」という嘆きも聞こえる。人
員不足で経営破綻というケースさえ出ている。
こうした厳しい状況は今年も続くだろう。

なかった。全国では、300人以上の企業の賃上
げ率が、300人未満の企業のそれよりかなり高
かった。これは、福岡の中小企業が、人員を確保
するために「無理」して賃上げをしている実態
を示している。人口が増加中で、景気も堅調と

　米中貿易摩擦の影響で、中国経済が減速。19
年後半とみられていた世界経済の回復も遅れ、
輸出向けの自動車や半導体関連産業が集積す
る九州経済にもじわりと影響が及んでいる。そ
の結果、景気をけん引する設備投資にも陰りが
みえている。
　日本政策投資銀行九州支店が昨年８月に発
表した九州の19年度の設備投資計画は、前年
度実績比15％増。３年連続の２桁増で、産業
用ロボットの研究開発拠点投資や福岡都心部
の再開発計画が押し上げた、との説明だった。
　その勢いが、秋以降、潮目が変わった可能性が
ある。昨年10月の鉱工業生産指数は前月比4.5％
減。外需の弱まりや消費税増税後の反動減などが
主因だった。こうなると製造業を中心に投資には
慎重にならざるをえない。先述の本紙の景気アン
ケートでも、19年度の設備投資は「前年度と変わ
らない」が半数以上に上って最多。「増やす」は
32％、「減らす」は12％。先行きの不透明感が強
まり、投資計画を先延ばししたり、凍結したりす
る動きが出ている可能性がある。米中貿易摩擦の
長期化は日本経済の腰を折るリスクになりえる。
20年も警戒が必要だ。

設備投資

　政府が音頭を取って推進する「働き方改革」は、
20年４月から中小企業も対象になる。原則、時間
外労働は上限45時間、年間360時間。臨時的な特
別な事情がある場合でも年間720時間となる。先
行して義務づけられた大手企業でも、少しでも油
断すると時間外労働は上限を超えがちで、運用が
難しいと聞く。親会社や取引先からの無理な発注
などで立場が弱い下請けの中小企業ではさらに
苦労するだろう。政府は下請け企業に、そうした
しわ寄せが生じないよう、①やむを得ず短納期発
注や急な仕様変更などを行う場合、残業代等の
適正なコストは親事業者が負担する②親事業者
は下請け事業者の「働き方改革」を阻害する不利
益となるような取引や要請はしない―と呼び掛
けているが、具体的な運用は「手探り状態」（福岡
労働局）であり、浸透には時間がかかりそうだ。
　中小企業の経営者は、「働き方改革」を進め
て働きやすい職場づくりに取り組む強い決意
を親事業者などに明確に示さなければならな
い。同時に業務の効率性を高めるため、イン
ターネット上のソフトウエアを活用する「クラ
ウドコンピューティング」の導入など、業務革
新にも積極的に取り組む必要があろう。

働き方改革

求人、求職及び求人倍率の推移

厚生労働省ホームページから


