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本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行大分支店まで 

ご相談ください。 

転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。 

内容に関する照会は、日本銀行大分支店総務課（TEL：097-533-9106 FAX：097-538-7085）

までお寄せください。 

本稿はインターネット（http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html）からも

ご覧いただけます。 
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１．２０１６年を振り返って 

 ２０１６年の国内外の金融経済情勢を振り返ると、年初から新興国経済、

特に中国経済の減速などを背景に、国際金融市場が不安定な動きとなり、

その状況が続く中で原油価格も一時１バレル＝３０ドルを割り込んだ。ま

た、６月の英国の国民投票でＥＵ離脱（ＢＲＥＸＩＴ）の方針が示された

ほか、１１月の米国大統領選の結果を受けて金融資本市場が大きく変動し

た。まさに、「驚」（おどろき）の多い１年であったと言える。 

日本銀行としても、１月にマイナス金利政策を導入したほか、７月には

ＥＴＦ買入れの増額、さらには外貨資金調達環境の安定のための措置を採

り、この９月には過去３年半の金融政策に対する「総括的な検証」を経て、

「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入するなど、できるだけ早

期に２％の「物価安定の目標」を実現する観点から、様々な対応を行って

きた。 

 

こうした中、２０１６年は大分県経済にとって大きな試練の年であった。

４月に発生した熊本地震は、家屋や道路などに被害を及ぼすに止まらず、

観光客の大幅な減少、消費者マインドの低下や自粛ムードの広がりに伴う

個人消費の鈍化という形で、直接・間接的に大分県経済を大きく下押しし

た。 
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もっとも、こうした強い逆風に、県民が一丸となって立ち向かい、また、

それを政府・自治体や金融機関が力強くバックアップすることで、秋口以

降は、持ち直しの軌道に復することができた。大分県の短観をみても、震

災前の３月調査では、業況判断ＤＩは「１２」であったが、６月調査では

「▲２」まで落ち込み、その後、９月調査では「１０」、直近の１２月調査

では「１１」と、概ね震災前の水準に復した姿が確認されたところである。 

大分県民の皆さまの踏ん張りと復興に向けた並々ならぬ努力に、改めて

敬意を表するとともに、それを支援して下さった多くの方々に感謝の意を

お伝えしたい。地震の被害は悲しむべきことであるが、震災復興の中で一

段と強くなった産官民金の「絆」や「連携」は、今後の大分県にとっての

貴重なレガシーであると信じたい。 

 

 熊本地震のインパクトが非常に大きいため、ネガティブな印象を抱きが

ちではあるが、大分県経済にとって明るい出来事も数多くあった。 

東九州自動車道の延伸（大分と北九州直結）（４月）により、宮崎方面か

らの来訪客が大きく増加しているほか、中国方面から北九州経由で南下し

てくる人も多い。熊本地震後も、中国方面からの来訪客はあまり減らなか

ったとの話も聞かれている。 

大分空港と台湾中部の台中空港を結ぶチャーター便の就航（９月）も喜
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ぶべきことである。大分県を訪れる海外客の国別内訳をみると、韓国が 56％、

台湾が 14％、香港が 9％、中国が 9％となっており、韓国のウェイトが非

常に高い。これは都道府県別でみても全国トップであり、大分県が韓国人

に親しまれていることの表れでもあるが、１国だけでなく、幅広い国々か

ら海外客を呼び込んでくることも重要であり、今回のチャーター便の就航

により、台湾からの来訪客の更なる増加を期待したい。 

日田市の夏の風物詩、日田祇園の曳山行事「山鉾（やまぼこ）巡行」の

ユネスコ無形文化遺産への登録決定（１１月）も大きな快挙であった。大

分県内には、全国有数の温泉地のほか、世界農業遺産の国東半島・宇佐地

域（認定：13/5 月）や日本ジオパークの認定を受けた豊後大野市・姫島村

（同：13/9 月）、日本遺産に認定された「咸宜園」（同：15/4 月）など、自

然・食・歴史・文化面で多数の観光資源を有している。これらに新たな要

素が加わることで、大分県の観光の魅力が一段と増すものと思われる。今

年、大分県は民間調査機関の「都道府県魅力度ランキング」で前年（３１

位）を大きく上回る１５位に躍進したが、次回は更なるランクアップも期

待できるのではなかろうか。 

数々の魅力ある企業の誘致に成功したことも非常に明るいニュースであ

る。自治体等による様々なサポートが実を結んだケースも多い。こうした

中には、大分やその周辺に工場を置く大手メーカーへ製品供給を目的に進
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出した企業も少なくなく、大分県産業の裾野の広がりや深化に繋がってい

くことが期待される。 

このように例を挙げると枚挙にいとまがないが、２０１６年は、逆風の

中でも、今後に繋がっていきそうな数多くの「芽」が出てきた年でもあっ

た。 

 

２．２０１７年を展望して 

それでは、２０１７年は大分県経済にとってどのような年になるだろう

か。２０１７年を展望するに当たっての主なポイントは、①「九州ふっこ

う割」終了後の観光関連の動向、②米国の政治・経済情勢とそのもとでの

金融政策運営、また、英国のＥＵ離脱や中国をはじめとする新興国経済の

動向が県内経済に直接・間接的に及ぼす影響、③金融資本市場の動きや金

融政策が企業や家計の支出動向に及ぼす影響、の３点であろう。 

まず、「九州ふっこう割」終了後の観光関連の動向については、反動減を

心配する声も少なからず聞かれているが、やはり、年前半、とくに１～３

月については相応の落ち込みがみられる可能性もある。一方、これまで余

震への懸念から大分への来訪を控えていた層が、徐々にではあるが戻って

きつつあるとの声も聞かれ始めている。また、海外客に関しても、当初の

想定を上回るペースで回復している。観光業界の復興に向けた自助努力も
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着実に身を結びつつある。それらが、「九州ふっこう割」終了後の落ち込み

をどの程度穴埋めできるかが大きなポイントであろう。 

次に、観光と同様に大分県の主要産業の１つである製造業を取り巻く環

境をみると、大分県からの輸出比率が高い中国では、製造業部門に鈍さを

残しつつも、当局が景気下支えに積極的に取り組むもとで、概ね安定した

成長経路をたどることが予想される。この間、米国大統領選後のドル高円

安により、わが国の競争条件は改善方向にあり、仮に現状程度の為替レー

トを前提にすれば、輸出や収益が 12 月短観の予想より上振れる可能性もあ

る（12 月短観における大分県の製造業の想定為替レートは 1 ドル＝107 円

であるのに対し、足もとの為替レートは 1 ドル＝117 円前後で推移）。但し、

米国の政治・経済情勢とそのもとでの金融政策運営、また、英国のＥＵ離

脱や新興国・資源国経済の動向など、現時点では不確定要素も少なくなく、

上下双方向のリスクが存在するという点については留意しておく必要があ

る。 

また、金融資本市場の動きや金融政策が企業や家計の支出動向に及ぼす

影響についてであるが、日本銀行が実施している「長短金利操作付き量的・

質的金融緩和」のもと、2017 年も緩和的な金融環境が継続することが想定

され、企業や家計の前向きな支出に繋がっていくことが期待される。 

 



7 

 最後に、2017 年の大分県を漢字一文字で表すと、どのような字が相応

しいだろうか。「紡」（つむぐ、大分県人の力を１つに合わせる）や、「昇」

（のぼる、震災復興を乗り越えて更なる高みを目指す）など、様々な字が

思い浮かぶが、ここは敢えて、“酉年”にかけて「醸」（じょう、かもす）

という字を挙げたい。「醸」には、「時をかけて作る」という意味がある。

2016 年は、本来、2015 年の東九州自動車道の県内全線開通、JR 大分駅ビ

ルや県立美術館の開業、デスティネーション・キャンペーンなど一連の大

型イベントを終え、それらを通じて得られた中長期的な課題に、腰を据え

て取り組み始めるべき年であった。しかしながら、４月の熊本地震の発生

により、まずは目先の復旧・復興に全力を注がなければならなくなったた

め、先々に向けた取り組みにまで十分に手が回らなかったという声が多い。

2017 年こそは、こうした中長期的な課題に、じっくりと、かつ着実に取り

組んでいくことが期待される。2018年の国民文化祭、2019 年のラグビーワ

ールドカップ、そして 2020年の東京オリンピックなど次の大型イベントの

足音が、そろそろ聞こえてくる頃でもある。今のうちから、しっかり、そ

してじっくり、“仕込み”をしておきたいものである。 

「酉年」だけに、今年 J２への昇格を果たした「大分トリニータ」の更な

る活躍も期待される。きっと、大分県応援団"鳥"「めじろん」も応援してく

れるだろう。 

以  上 



8 

＜当店が公表している特別調査レポート等のご案内＞ 

 

WEB上でご覧になっている方は、下記レポートのタイトルをクリックするとそのレポートを閲覧することができます。 

● 大分県民の金融知識・判断力と金融教育の課題 ～ 「金融リテラシー調査」（2016 年）結果を踏まえ

て ～ （16年 12月 7日） 

● 持続的な賃上げに向けて ～ 大分県における最近の賃金動向と今後の課題 ～ （16年 10月

26 日公表） 

● ５月をボトムに回復に向かう大分県の観光 ～ 熊本地震による影響のフォロー ～ （16年

8 月 23日公表） 

● 大分県内における銀行券流通の変化とその背景にある商流・個人消費の動向（16年 7月 21

日公表） 

● 英国のＥＵ離脱（BREXIT）による大分県経済への影響について（16年 7月 4日公表） 

● 大分県における設備投資動向の現状と先行き（16年 6月 8日公表） 

● 熊本地震による大分県の観光面への影響について ～ 現時点における今後の見通しと課

題 ～ （16年 5月 16日公表） 

● アジア新興国経済の動向が大分県経済に及ぼす影響 ～ 現状と今後の展望・課題 ～ （16

年 4月 12日公表） 

● おんせん県おおいた観光レポート 2016 ～ デスティネーションキャンペーンの総括と今

後の課題 ～ （16年 1月 28日公表） 

● 大分県における観光の現状と今後の課題（15年 6月 5日公表） 

● 大分県における銀行券の受払動向とその背景について（15年 4月 17日公表） 

● 地場中小企業の現状と今後の成長に向けて（14年 5月 21日公表） 

● 大分県における産業クラスターの更なる発展に向けて（14年 4月 10日公表） 

● 観光・交流を中心とした「ビジター産業」振興による大分県経済の発展に向けて（13 年 3

月 14日公表） 

● シニア層の可能性を活かした大分県経済の発展に向けて～「シニア人口ボーナス」を踏ま

えた戦略 ～ （12年 4月 9日公表） 

http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607hashi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607yabi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607yabi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607yabi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1606yua.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1506yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1504ino.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1405yua.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1404muna.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1303turu.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1204noza.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1204noza.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1204noza.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1204noza.pdf
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＜当店のホームページのご案内＞ 

 

 

（当店ホームページのトップページ） 

http://www3.boj.or.jp/oita/index.html 

（県内金融経済概況） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/shikihou.html 

（短観） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tankan.html 

（特別調査レポートのご案内） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html 

（支店見学のご案内） 

http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html 
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