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しかし、東京五輪はもはや日本だけの問題では
なくなっていた。国際オリンピック委員会には
中止の可能性も浮上していた。「中止だけは避
けたかった。開催されなかったら、日本にとって
致命傷になる」。「東京開催を人類がウイルスに
打ち勝つ証し、と全面に出して中止論を抑え込
む」。当時、自民党幹部は安倍前首相がぎりぎり
まで悩んでいたことを本紙に明かした。
　国際社会には「五輪への未練から決断が遅れ
た」との批判もあったが、この大きな決断を機
に日本政府は感染対策に大きく舵を切った。４
月１日には、マスクの全世帯配布を決定（評判
は必ずしもよくはなかったが…）。同７日には、

　感染拡大の経緯と、その都度の政府や自治体
の対応を振り返ると、いくつかの転機があった。
　中国・武漢での新型肺炎確認から10日後の
１月中旬に日本で初の感染が確認され、２月初
めには大型クルーズ船で初の集団感染が発生し
た。自覚症状がないままに感染して、高齢者や
持病がある人に感染すると重症化しやすいこと
が分かり、政府は２月末にイベントやスポーツ
の中止・延期、さらに小中学校の臨時休校も要
請した。感染は中国から欧州、米国にも広がり
はじめ、政府は米国や英国、中国、韓国などへ
の渡航中止を勧告。この頃から国民は「このウ
イルスはただ事ではない」と真剣に考え始めた。
街中から感染予防のマスクや消毒液が消えたの
も、この時期だった。同じころ、訪日外国人（イ
ンバウンド）需要で潤っていた九州など各地の
空港から国際線がほぼ消えた。
　一つの大きな転機は、３月24日の東京五輪・
パラリンピックの１年延期決定だ。安倍前首相
が自ら招致して、自らの政治的遺産（レガシー）
にしたいと意気込んでいた世界のスポーツの祭
典。11年の東日本大震災による未曽有の原発事
故からの復興を世界に高らかに宣言して、経済
浮揚を国内外にアピールするはずだっただろう。

五輪延期決断が転機

九州７県の新型コロナウイルス感染者数

出典：西日本新聞
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2020年の日本と
九州経済を振り返って

　2020年１月７日。正月が終わりかけたころ、本紙国際面に「中国発　原因不明
の肺炎」という記事が載った。けして大きな記事ではなく、03年に中国から広まっ
た重症急性呼吸器症候群（SARS）の再来か、と心配するような内容だった。この時点では、この未知のウイ
ルスが世界中で120万人以上（11月初め現在）の命を奪い、社会、経済を麻痺させると考えていた人はほと
んどいなかったはずだ。しかし、その後の展開は早かった。感染は瞬く間に世界に広がり、本稿が掲載される
12月もなお、感染は拡大している。東京五輪・パラリンピックは延期になり、それを誘致した安倍晋三前首
相が持病悪化を理由に突然辞任を表明。官房長官だった菅義偉氏が新たな首相に就任するという政治的な
大きな転換もあった。歴史に残る新型コロナウイルスとの戦いになった20年の日本と九州経済を振り返る。

西日本新聞社
政経部・経済担当部長
曽山　茂志



NEWS FUKUOKA 2020.12 7

特　
　
集

Fe
at

ur
e 

ar
tic

le
s

　４月以降の客室稼働率は採算ラインの50％
を大きく下回り、２週間の臨時休業に踏み切っ
た５月はついに１桁まで落ち込んだ。関係者に
よると、福岡市内のホテルはどこも同じような
状況だった。結婚披露宴や宴会が主力のシティ
ホテルは、ビジネスホテルよりもさらに厳し
かったようだ。
　「いつか収束すれば、必ずお客さまは戻って
くる」。支配人は、動揺する従業員にそう言い聞
かせ、「今はサービスを磨く時」と訴えた。客が
いない部屋を使って、従業員向けの研修を続け、
福博の街の歴史などを学ぶ勉強会も企画した。
一方、経費削減で大浴場を閉鎖して、バイキン
グ方式の朝食も「定食方式」に切り替えた。会
社が早めに資金繰りを手当てしてくれたので、
従業員の解雇も避けられた。
　風向きが少し変わったのは、５月末に「緊急
事態宣言」が全面解除され、６月に都道府県を
またぐ移動も解禁されたあたりだった。福岡県
は７月から独自の観光支援キャンペーンを始
め、政府の「Go to トラベル」も動き始めた。
ホテルでも、閉鎖していた大浴場を６月に再開。
コロナの第２波があったものの、７月以降の
客室稼働率は30％台まで回復して、10月には
50％を超えた。「不思議なもので、しばらくお
客さまがほとんどいなかったせいか、50％の稼
働になると忙しく感じます」。ただ、福岡市内は、
インバウンド需要を当て込んで、この数年でホ
テルが急速に増えた。コロナ収束後も、オンラ
インでの会議は定着するとみられ、出張需要は
完全には戻らない。中国人や韓国人、東南アジ
アからの観光客も元に戻るまで２～３年かかる
と予想されている。「（ホテル間の）生き残りを
かけた競争はこれからが本番。サービスの質を
上げて、旅の満足度を高める努力をしていかな
いといけません」。支配人は改めて気を引き締
めている。

　「株式上場以来の赤字」「早期希望退職者の募
集へ」「聖域なきコスト削減」。コロナ禍が本格
化した３月以降、本紙をはじめメディアにはこ

「倒産減」のからくり

感染拡大が急速に進んでいた首都圏のほか大阪
府や福岡県など７都府県を対象に緊急事態を宣
言。知事が不要不急の外出の自粛などを求めた。
３密（密閉、密集、密接）を避けるため学校や映
画館は休みになり、福岡市中心部の百貨店や専
門店ビルは一斉に臨時休業に。街から人波が消
えた。同時に政府は事業規模で108兆円の大型
緊急経済対策も打ち出し、経営難の企業や事業
者の資金繰り支援と、全国民への一律10万円の
給付金支給も決めた。曲折もあり、混乱もあっ
たが、なりふり構わず感染対策を進め、同時に
経済崩壊を食い止める覚悟だったのは間違いな
い。
　福岡では毎年５月に開催される「博多どんた
く港まつり」が中止になり、博多の夏の風物詩

「博多祇園山笠」（７月）も戦後初めて延期になっ
た。あの頃、時々通う福岡市・天神の老舗そば
屋の店主が「ゴールデンウイーク（ＧＷ）のか
き入れ時に休みなんて、生まれて初めてよ」と
嘆いていた。果たして、ＧＷ期間（４月24～５
月６日）の全国のＪＲの利用実績は前年同期比
95％減。インバウンドが蒸発して、人の動きも
止まり、耐え切れず大手アパレルや旅館などの
経営破綻も出てきたこの頃が日本経済のどん底
だった。

　コロナ禍に翻弄された具体的なケースを紹介
したい。
　福岡市中心部に19年末に開業したビジネス
ホテル（約200室）がある。一般的なビジネス
ホテルより少し高級路線。好立地に加え、大浴
場も備え、開業直後の客室稼働率は90％を超え
た。市内で開催される学会関係者や航空会社の
客室乗務員などのまとまった予約も入ってお
り、上々の出足だった。しかし、そんなムード
をコロナ禍が直撃する。感染拡大に伴って、今
年３月ごろには、キャンセルが続出。旅行サイ
トなどからの予約を管理するシステムには、毎
日、赤色のキャンセルの文字が並んだ。「お手
上げ状態。心が折れそうでした」。支配人が振り
返る。

客室稼働率が１桁
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判断指数（ＤＩ＝景況感が「改善した」から「悪
化した」を引いた指数）はコロナ禍の底は６月
のマイナス27。リーマン時の底だった09年３
月のマイナス38より、マイナス幅が小さかっ
た。統計上の景況感の「谷」は、コロナ禍の方が
浅かったのである。これは全国でも同じ傾向で
あった。

　この統計を額面通り受け取っていいのか。同
じ東京商工リサーチがまとめた「休廃業・解散
動向」調査によると、自主的に休業、廃業、解散
した事業者は20年に全国で５万３千社を超え
て、過去最多だった18年の４万７千社を大きく
上回る見通しという。九州・沖縄も同じ傾向だ。
会社更生法や民事再生法、破産といった法的倒
産ではなく、自主的に会社や店をたたむ人が増

うした見出しが連日躍った。人が動かなければ、
運輸、流通・外食業界などを中心に企業収益を
直撃。地場大手でも「企業として存続できるか
どうかの正念場」（西日本鉄道の倉富純男社長）

「（コロナが）いつ終わるのか、どのように回復
するのか予想がつかない」（ＪＲ九州の青柳俊彦
社長）と危機感が広がった。ＪＲは７月の九州
南部豪雨による想定外の被害も痛かった。大手
の経営不振は、その関連企業や下請けにも広く
影響が及ぶ。裾野が広いという意味では、九州
の基幹産業であり、一時生産調整に入った自動
車産業も同様だ。

　上記のように肌感覚の景況感は、間違いなく
2008、09年の「リーマン・ショック」以来の悪
さだった。しかし、企業の倒産は減った。東京
商工リサーチのまとめによると、20年度上半
期（４～９月）の全国の倒産件数（負債１千万
円以上）は前年同期比9.4％減の3,853件。上半
期としては、過去30年間で最少だった。九州・
沖縄でも同期間は同14.3％減の304件にとど
まった。旅館やホテル業界などでコロナが引き
金になった倒産はあったものの、政府の持続化
給付金や雇用調整助成金、自治体の家賃補助な
どの公的資金に加え、金融機関の支援が企業の
資金繰りを支えた格好だ。日銀は「金融危機が
発端になったリーマン・ショック時に比べ、今
回は金融機関の経営が安定していることが大き
い」と分析している。それを裏付けるように、
日銀の九州・沖縄地区の全産業ベースの業況

九州・沖縄の上半期（４月～９月）の倒産件数

出典：東京商工リサーチ福岡支社
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九州・沖縄の全産業の業況判断指数（ＤＩ）

出典：日本銀行福岡支店
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九州・沖縄の有効求人倍率（季節調整値）

出典：厚生労働省
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金融拠点都市にしようという意欲的なもくろみ
も、その文脈で語られよう。同市・天神や博多
駅周辺で進む大規模再開発計画に合わせて、外
資系の企業や人材を誘致するための産学官の組
織「チーム福岡」が９月末に発足した。今後、所
得税や法人税などの税制見直しや規制緩和に取
り組んでいくという。実現すれば、福岡市や福
岡県が支援するスタートアップ企業の商機も広
がりそうだ。
　観光関連では、ＪＲ九州が九州一円の魅力を
詰め込んだ新たな観光列車「36ぷらす３」を10
月に運行開始した。同社にとって約３年半ぶり
となる観光列車は、曜日ごとに九州各地の都市
を巡りながら、各地の豊かな食と風景を楽しむ
趣向だ。同じ10月には、九州・沖縄・山口各県
と経済団体でつくる九州地域戦略会議が、自転
車の国際レース「ツール・ド・九州・山口（仮称）」
を23年にも開催する方針を決めた。大会に合わ
せ、サイクリング愛好家向けに九州を自転車で
一周する旅行商品も企画する計画で、われわれ
が身近な街や山の魅力を再発見するきっかけに
もなるはずだ。
　国際通貨基金（ＩＭＦ）は21年の世界経済の
実質経済成長率をプラス5.2と予測している。
どん底の20年からの「Ｖ字回復」を果たす条件
は、新型コロナウイルスのワクチン普及に他な
らない。残念ながら、その行方は現時点ではだ
れも予想できない。従って、21年の東京五輪・
パラリンピックの開催も予断は許さない。しか
し、いつか夜は明ける。経営者は、コロナとう
まく付き合いながら、粘り強く未来への「種ま
き」を続けて、希望の芽を育ててほしい。
　最後におわびを申し上げなければならない。
小職は本誌１月号で、20年の経済展望について
のリポートを寄稿した。五輪景気や福岡都市圏
の再開発計画がけん引する一方で、慢性的な人
手不足や米中の貿易摩擦が足を引っ張り、九州
経済の見通しは「晴れのち曇り」と書いた。予
期せぬコロナ禍が、企業活動や市民活動のすべ
てを覆い尽くしたとはいえ、結果的に誤った見
通しを示してしまった。ご容赦願いたい。

えている。とりわけ、中小・零細事業者、また
は個人事業者が多い。業種的には、飲食や宿泊
業を含む「サービス業」が全体の３分の１を占
めて、圧倒的に多い。例えば、クラスタ－（集団
感染）が発生した福岡市・中洲地区で、ひっそ
りと店を閉めるようなケースだろう。金融関係
者は「政府の持続化給付金などで支払いを済ま
せた事業者が、先行きが見えないコロナ禍を悲
観して、商売を休んだり、辞めたりするケース
が増えている」と指摘する。
　コロナ禍が長引けば、比較的経営規模が大き
い飲食店でも運転資金は来年１月までで尽きる
との指摘もある。今までのところ、公的・金融
支援という「カンフル剤」で倒産は抑え込んで
いるが、人の動きが戻らなければ、再び倒産が
増えていく恐れがあるとみた方がよさそうだ。

　コロナ禍で景気が急速に悪化して、生活様式
も大きく変わった20年だったが、「ポストコロ
ナ」を見越した前向きな動きもあった。
　一つはデジタル化のいっそうの推進だ。コロ
ナ対策に伴う特定給付金の支給を巡る混乱や感
染者情報の把握などで、日本社会のデジタル化
の遅れが改めて顕在化した。これを受け、菅政
権は省庁横断的な「デジタル庁」の創設を掲げ、
企業活動や市民生活全般でデジタル化を加速す
る方針を示した。地場でも、西鉄が三菱商事と
共同で人工知能（ＡＩ）を活用したオンデマン
ドバスの運用で全国展開を目指す方針を表明。
ディスカウントストア運営の「トライアル」（福
岡市）は来年５月にもＡＩを流通業に活用する
ための技術開発拠点を福岡県宮若市の廃校跡に
開設する。アジアからの技術者も招いて、流通
の「デジタル革命」の先頭に立つ構えだ。こう
したデジタル化は、人手不足に悩む中小企業に
とっても避けては通れない道になっていくだろ
う。
　コロナ禍は、図らずも東京一極集中の問題点
を浮き彫りにした。人口密集地は感染リスクも
高まる。デジタル化が進めば、コストが高い首
都圏にこだわる必要はない。福岡市を国際的な

希望の芽も


