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ずの福岡市・中洲のような歓楽街の人出が、一
部企業の経営者や幹部などを除けばまだ戻りき
れていない。一部大手企業が「接待を伴うスナッ
クやホストクラブには行かないようにしてい
る」といった行動制限を行っている影響が大き
く、地場企業の中にもそうした自主規制を続け
ているところがあるからだ。
　観光地には、週末を中心に日帰り圏内からの
客が増え、修学旅行生を乗せた大型バスを見掛
けることも増えた。ある旅行会社の福岡担当者
によれば、九州外から航空便を使って福岡など
九州に観光に訪れる客も21年10月以降、段階
的に増えているという。
　とはいえ九州外からの観光客の動きは、政府
の観光支援事業「Go To トラベル」や都道府県
による支援策が本格化していないだけに、一部
の富裕層を除けばまだ鈍い。
　インバウンド（訪日外国人客）の回復は早く
ても23年との見方もある。特に厳しい新型コロ
ナ対策を敷く中国は、どのタイミングで規制を
緩和できるのか全く見通せず「回復が相当先に
なるかもしれない」（旅行業界）との懸念が強い。
　このため、22年は国内客にいかに足を運んで
もらうかが鍵になるが、鉄道事業者の通期の旅
客数見通しは依然、厳しい見方が支配的だ。

　早期の「Ｖ字回復」が可能かどうか見通せな
い状況が続く環境下にあって注目したいのは、
営業を一時休止したり、従業員を一部解雇した

　福岡県内の中心市街地の活気が徐々に戻って
きた。福岡市などに支店を置く企業では、長期
にわたり足止め状態だった東京の役員や営業担
当などの出張が明らかに増えた。福岡市の繁華
街の飲食店は若者を中心ににぎわい、中高年の
客が繰り出す姿もみられる。
　一方、外食では２次会、３次会でにぎわうは

非製造（外食、観光、流通）

2022年経済展望／
中小企業の進むべき
方向性

　2021年の九州も福岡を中心に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴
う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令、解除が繰り返され、地
元経済に大きな影響を及ぼした。しかし、地場企業の21年９月中間決算をみると、増益や黒字転換した
り増収を確保したりする企業が目立った。21年11〜12月に西日本新聞が実施した九州の主要企業アン
ケートの結果からも、新型コロナ禍からの回復傾向が見て取れる。宣言などが解除された10月以降は繁
華街や観光地への人出が増えるなど、明るい兆しが散見されるようになった。とはいえ、今後も新型コ
ロナ禍の影響は予断を許さない。21年11月末に急浮上した変異株「オミクロン株」の行方は、この原稿
を執筆している時点では見通せない。九州経済を大きく左右する輸出環境を見ても、米国と中国との覇
権争いの余波がどう及ぶのかなど不透明感が色濃く漂う。22年の経済は、業種によって好不調の差が
出る「Ｋ字回復」状態が、もうしばらく継続するのではないか。

西日本新聞社
報道センター　経済部長
田中　伸幸

西日本新聞　九州の主要企業アンケートより
（2021年11月18日～12月３日実施、回答123社）
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ず、貯蓄に回った「強制貯蓄」が、日本銀行の試
算によると20兆円も積み上がっているとされる。
　実際、高価格帯のホテル需要が強い状況と同
様に、百貨店などでは外商も含めて富裕層の動
きが活発で、時計、宝飾品といった高額品が売
れている。カップルなど若年層の消費も一部活
発で、個人事業主からは「買いたいものがあれ
ば少々高額でも購入する消費意欲の高まりを感
じる」との声も聞かれる。
　一方で、給料が上がりにくい状況が続く以上、
貯蓄を大きく取り崩す展開にはなりにくいとの
見方もある。消費動向の行方もなかなか展望し
づらい状況が続きそうだ。

　地場企業の2021年中間決算まとめでも分か
るように、製造業は新型コロナの感染拡大に伴
う経済活動の制約が国内外で和らいできた結
果、業績回復傾向が鮮明だ。
　ただ、住宅設備大手TOTO（北九州市）やト
ヨタ自動車九州（福岡県宮若市）など業績が好
調だった企業でも、東南アジアの部品工場の稼
働停止による部品不足や半導体不足で、受注を
一時的に規制したり、工場を一時停止したりと
いった影響が出た。
　北九州地区などの地場部品メーカーの中に
は、週の稼働日数を減らして生産を調整すると
いった対応を取らざるを得なかったケースもあ
る。22年もコロナ禍の展開次第で部品不足がど
こまで長引くのか、不透明感はぬぐえない。原
燃料や資材価格のほか、海外で顕著な物流コス
トの高騰への懸念も強い。
　九州に限らず日本の製造業にとって久々の大
きなニュースとなったのが、世界的半導体大手

製造業、農業

りせざるを得なかった事業者の中に、自らの「強
み」を見つめ直し、コロナ後に向けて行動を起
こそうとする動きだ。
　一例として、国指定の名勝「立花氏庭園」に建
つ料亭旅館「御花」（福岡県柳川市）を取り上げ
たい。江戸時代の柳川藩主・立花家の末裔が経
営する福岡県南部有数の観光地として知られる。
　国内観光客だけでなくインバウンドでもにぎわ
い、主に日帰り客への対応に多忙を極めていたと
いう御花だが、コロナ禍が直撃し、客が激減。そ
の際、社内での議論も踏まえて導き出した方針が

「観光客の数や量を追わない」経営だったという。
　日帰り客中心では建築物の文化的価値など

「強み」を生かしきれないと判断し、施設にゆっ
くり滞在する宿泊客優先にかじを切ることに。
国内客だけでなく、東京、京都など日本観光の

「ゴールデンルート」では飽き足らない欧米の
富裕層をターゲットに、御花で立花家ゆかりの
能を楽しみながら時を過ごすなど、１泊15万
〜20万円想定のプランを企画した。昨年末には
欧米人に実際に滞在してもらった。
　高付加価値路線には異論もあったという。しか
し、自社の特徴を最大限に生かすため、在り方を
見直そうという発想には、九州観光推進機構の幹
部らから「正しい判断だ」と評価の声が上がる。
　コロナ禍をきっかけに業務内容や慣行を見直
した企業は少なくない。また、事業承継に関す
る帝国データバンク福岡支店の調査によると、
コロナ禍で後継者候補の選定に向き合った企業
が増えている可能性が高いという。
　そうした中で、新たな試みが結実していくの
か。困難を伴い、時間はかかるかもしれないが、
こうした点の動きが面となって地域に広がれ
ば、地域の活性化にもつながり得る。

　消費については、コロナ禍で家計の消費に回せ

柳川市の料亭旅館「御花」のモデル宿泊プランで披露された宿
泊客向けの能。インバウンドの早期の回復が見込めない中、観
光業界では集客増に向けたさまざまな試行が続く（昨年12月）

トヨタ自動車九州の生産ライン。新型コロナウイルス
禍の影響で落ち込んだ製造業の回復が、九州や福岡の
景気回復の鍵を握る（昨年10月、宮若市）
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　イチゴなど、これまでの青果中心の輸出から
最近は、鶏肉や牛肉といった畜産品や水産物な
ど加工品の取り扱いが拡大する動きもみられ
る。九州経済連合会は、23年度までの中期事業
計画で、九州の港からの１次産品・食品輸出額
を1800億円に伸ばす数値目標を示しており、輸
出拡大の具体化の行方に注目が集まりそうだ。

　福岡市・天神地区の通称「ビッグバン」に象
徴される都心部の再開発事業は、対象の第１号
案件ビルが秋に完成し、具体的な姿が見え始め
た。米国系高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン」
の23年春開業予定を踏まえ、福岡市と福岡県は
同年夏の先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）の
誘致に乗り出した。福岡への外資系企業誘致を
活発化させようとの動きも活発化しつつある。
　ただ、福岡市中心部に新規のオフィス供給が
相次いでも、どれほどの企業誘致効果があるか
については、なお不透明さが残る。
　新型コロナ禍の影響で導入が進んだリモート
勤務は「九州のような地方では、東京、大阪に比
べれば広がりが限定的」（人材派遣大手幹部）で、
コロナ禍に伴うオフィス需要の落ち込みは限定的
との見方はあるが、逆の見方もあるのが現状。オ

再開発

の台湾積体電路製造（TSMC）の熊本県での工
場新設だ。
　九州に工場を構える自動車メーカーからは半
導体の安定供給やコスト面での恩恵への期待感
が高まっている。福岡県内の製造業向け人材派
遣業者や製造ライン受託企業などからも「TSMC
側から声がかかれば半年で準備を整えられるよ
う、構えておく」といった声が上がっている。
　インターネットのサーバーや通信機器などを
集約し、企業などの膨大なデータを処理する施
設「データセンター」を巡っては、政府が拠点
や通信網整備を支援する方針。福岡県は直方・
鞍手地区に産業団地を造成する計画を打ち出
し、誘致に乗り出している。
　ＩＴ関連の投資の活発化は、九州の中小企業
にも相乗効果が及ぶとの期待がある半面、中小
への直接的な経済効果がどれほどあるのかは、
まだ把握しづらい。規模感が見えてくるにはし
ばらく時間がかかりそうだ。

　デジタル分野に加え、政府が経済対策や成長
戦略の投資先として重視する気候変動・グリーン
関連は、製造・非製造の業種を問わず「対策強化
に対する社会の目が厳しく、投資が避けられない」

（地場金融機関幹部）ほど重要性が増している。
　ただ、この分野でも関連投資がどこまで中小企
業に及ぶかについては、まだまだ読み切れない。
　例えば、国の「SDGs（持続可能な開発目標）
未来都市」に選定された北九州市の響灘地区な
ど、九州の数カ所で開発や検討が進んでいる洋
上風力発電。必要な部品が数万点に及び、導入
が盛んな欧州では１万〜２万人の雇用が生まれ
ていることから、中小企業への波及効果を期待
する声が高まりつつある。
　しかし、北九州市の中小企業関係者からは「地
場企業の参入の余地があると言われ、注目して
はいるものの、今のところ恩恵がありそうにな
い」との懸念も。
　再生可能エネルギーの推進に関しては、九州
ではかねて、地熱発電の将来性を高く評価する
意見があるなど、注目すべき技術が少なからず
ある。政府や地方自治体、大手企業との連携も
含め、企業としてどの技術に投資する余地があ
るのか、対応が急がれよう。

　農業では、人口減で市場が先細りする日本国内
ではなく、富裕層を開拓するため海外市場に打っ
て出る動きが、引き続き盛んな状況が続くとみる。

2021年に完成した天神ビジネスセンターから見る福岡
市の天神地区。写真奥には「ザ・リッツ・カールトン」の
工事現場も見える（昨年10月）
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復した企業を念頭に置いているようだが、首相
は中小企業の賃上げを可能にする環境整備にも
言及している。
　これに対し、厳しい経営を強いられる事業所が
多い中小企業に、一律に賃上げを求めるような展
開となれば反発は必至だ。政府主導の賃上げ方
針がどこまで具体化されるのか、注目される。
　国内外にさまざまな懸案を抱える中、いずれ
にしても22年の経済の鍵を握るのは、前述の

「オミクロン株」も含めた新型コロナの動向と
対策であることは言うまでもない。
　西日本新聞の九州の主要企業アンケートで
は、2022年後半に景気が本格回復すると回答
した企業が多かった。「コロナ前に100％戻る
のは厳しい」（運輸関連）といった悲観的な分析
をせざるを得ない業種もあるとはいえ、総じて
みれば九州経済は「ウィズコロナ」の姿勢で業
績を回復させる途上にある。
　ただ、足元は回復基調とはいえ赤字から脱し
きれない企業もなお存在する。業績が伸びる業
種と落ち込む業種とで二極化する「Ｋ字回復」
は、落ち込み方が緩やかになりつつも、もうし
ばらく続くとみるのが自然だろう。

　最後に、福岡県南部のある中小メーカーの社
長の言葉を紹介したい。
　父から事業承継した社長は、新型コロナ禍で
製造に必要な部品の確保に苦労するなど、厳し
い経営が続く。日本経済が結局、大企業中心に
回り続けている現状への嘆きもある。それでも、
２期連続の赤字計上を回避するため日々奔走す
る中で、こう語った。
　「（私の会社は）経済を回す小さな歯車だが、
無いと大変なことになるくらいの存在感を示せ
るよう、これからも頑張る」
　こうした気概を胸に秘め、前を向く福岡の中
小企業の新たな１年の飛躍に期待したい。

フィス需要がどこまで伸びるのかは見通せない。
　Ｇ７サミットの誘致に関しては、福岡はこれ
まで首脳級や随行者が宿泊できるホテルが少な
いと指摘されてきただけに、ザ・リッツ・カー
ルトン開業を好機とにらんでの立候補となっ
た。ただ、福岡市中心部に各国首脳が宿泊する
場合、ホテル周辺が数日にわたり封鎖される恐
れがあるほか、会議を行うメイン会場となり得
る施設を用意できるか、といった課題は多い。
　福岡市は17〜18年にかけて、20カ国・地域
首脳会議（Ｇ20サミット）の誘致を狙ったもの
の、大阪市が選ばれた経緯がある。今回のＧ７
でも名古屋市や仙台市など他の地方都市からも
誘致を目指す動きが相次いでおり、開催実現は
容易ではない。
　ただ、米国など海外における福岡の知名度は
高くない。日本国内の各種調査で「住みたい街」
の上位として名前が上がるとはいえ、海外から
の認知度は「とても低い」（米政府関係者）のが
実情だ。だからこそ、Ｇ７開催に伴う国内外へ
のＰＲ効果は、中長期的に見れば福岡にとって
プラスになる可能性を秘めている。22年中に開
催地が決まる見通しだけに、注視したい。

　経済協力開発機構（OECD）が21年12月に
発表した世界の実質経済成長率見通しによる
と、日本は21年の1.8％から上昇し、新型コロ
ナワクチン接種が加速したことを受け22年は
3.4％が見込まれる。
　ただ、九州、福岡の経済にとって自動車から
農産品に至るまで、重要な輸出先である米国、
中国の22年成長率はそれぞれ3.7％、5.1％と
21年の成長率を下回る見通しだ。
　米国はガソリン価格など極度のインフレが直
撃し、中国は不動産大手の経営危機を抱えるな
ど、両国の国内消費を冷え込ませかねない懸案
を抱えている。加えて、米中の覇権争いに伴う
経済対立が激化する懸念もくすぶり続けてお
り、日本を取り巻く貿易・通商環境は予断を許
さない。
　日本国内を見渡せば、岸田文雄政権の発足に
伴い新設された政府の「新しい資本主義実現会
議」で、首相は22年春闘で３％を超える賃上げ
に期待感を示した。
　業績が新型コロナ感染拡大前の水準にまで回

まとめ


