日本経済新聞の和歌山支局長として 2007 年
4 月に赴任し、2010 年 3 月末までの 3 年間、
和歌山の地域や産業を取材し、それからほぼ

寄稿

3

10 年が過ぎた。現在は、シンクタンクの日本
経済研究センター大阪支所で、主として関西地
域の会員向けセミナーや懇談会などの企画や運
営にあたっている。10 年ひと昔と言うが、和
歌山勤務時に取材して原稿を書いたいくつかの

10 年ひと昔

テーマを改めて振りかえってみると、この 10
年の間に動いた時代の一端が見えてくるような
気がする。
▼インバウンドの変遷
「インバウンド」という言葉は今では普通に
使われるようになったが、10 年ほど前は新聞
記事の見出しで見かけることはなく、本文中で
使う場合でも「インバウンド（訪日外国人旅行）」
のように注釈付きで使われていた。現在はイン
バウンドに関する様々な統計が充実している
が、当時は各府県単位でどこの国・地域からど
の程度来訪しているのか把握できるはっきりし

公益社団法人 日本経済研究センター大阪支所長

原

明彦

たデータがなかった。そこで近畿運輸局が初め
てまとめた 2007 年 1 〜 6 月分の近畿 2 府 4
県の外国人の宿泊調査をもとに、国・地域別の
外国人宿泊者数の傾向を分析し、2008 年 1 月
28 日付の近畿経済面（現・関西経済面）で「増
える外国人観光客

韓台中…アジア客万来」の

まとめ記事を書いた。
当時はまだ中国からの観光客が増え始めた時
期で、近畿 2 府 4 県の国・地域別の外国人宿
泊者は韓国、台湾、米国、中国、香港の順だった。
この調査で、和歌山県で最も多かったのが香
港（38%）で、次いで台湾（28%）だった。現
地で放映された白浜温泉などの旅番組や、当時
人気になっていた和歌山電鉄貴志川線の「たま
駅長」を取り上げた番組の影響、県などによる
温泉とグルメを組み合わせたパッケージツアー
の企画といった誘致活動が奏功したことなどが
背景にあった。
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このころから高野山を散策するフランスを中

販売促進や村との交流拡大に役立てる戦略を進

心にした欧州の旅行客が目立っており、宿坊に

めていた。ネットを通じて全国から同村を応援

宿泊する旅行客も話題になり始めていた。記事

する「バーチャル村民」を募るという取り組み

を書くにあたって高野山に出向いてみると、確

もユニークだった。

かにバックパックを背負った欧米系の旅行客が

この記事の掲載後、情報通信の技術を利用し

目についた。フランスの旅行ライターが書いた

て地域活性化に取り組む先進事例を表彰する

紹介記事がきっかけになったとのことで、スピ

「日経地域情報化大賞 2007」の事務局の担当

リチュアルな体験が好きなヨーロッパ系の人た

者から問い合わせがあり、この北山村の取り組

ちの間で人気が広がったようだ。関西観光の拠

みを推薦した。審査の結果、人口約 500 人（当

点である大阪に宿泊し、南海電鉄高野線で高野

時）の小さな村でもネットを活用し、全国への

山に足を延ばすといったパターンの旅行客が多

情報発信に工夫をこらしている点が評価され、

かった。日本の新たな魅力を「発見」する外国
人が増えているようだった。

「村ぶろ」が「日経 MJ（流通新聞）賞」を受
賞した。

日本政府観光局のデータによれば、訪日外国

10 年を経て、インターネットを使った発信

人旅行客は 2010 年に 861 万人だったが、18

方法は様変わりした。今や SNS により、小さ

年は 3119 万人と、10 年ほどの間に 4 倍近く

な村どころか、個人でも手軽に世界に向けて情

に増えている。和歌山県の外国人宿泊者は 18

報発信ができる時代になった。パソコンをベー

年に 40 万人泊で、国・地域別の 1 位は中国

スにしたブログサイトより、スマートフォンを

（28%）がとって代わり、2 位香港（19%）、3

使った SNS による情報のやり取りが一般的だ。

位台湾（16%）が続いている。来訪する外国人

こうした変化を反映してか、
「村ぶろ」も 2018

の増加もさることながら国籍も多彩になり、体

年 5 月をもって終了し、同村の観光情報などは

験型観光や SNS を通じて知った話題のスポッ

フェースブックなどでの発信に移行している。

ト巡りなど、旅行のニーズも多様になっている。

2018 年度末の同村の人口は 445 人と 500 人

新型コロナウイルスの影響で観光産業などは大

を割り込んでいるが、今でも特産の「じゃばら」

きな打撃を受けているが、歴史や自然といった

の商品開発や加工販売を積極的に進めているよ

観光資源が豊富な和歌山が、関西国際空港に近

うで、新たな時代の情報発信にも期待したい。

い立地を生かし、再びインバウンドを地域振興
に生かしていくことを願っている。

▼ I ターンの先進地
過疎化・高齢化対策が全国的な課題となる

▼様変わりする地域の情報発信手法

なか、I ターンの先進地として、和歌山県那智

合併協議を離脱して単独で生きる道を選択し

勝浦町の色川地区を取材し、日本経済新聞の 1

て話題になった全国唯一の飛び地の村、北山村

面企画（2008 年 7 月 13 日付の「都市と地方

には和歌山支局の着任早々から興味を覚えてい

豊かさ再評価②団塊・若者『ふるさと』回帰」）

た。さっそく同村を取材し「和歌山県北山村

で同地区の現状や取り組みを書いた。

武器はネット」
（2007 年 6 月 22

JR 紀伊勝浦駅から山道を自動車で約 40 分

日付近畿経済面）の記事を書いた。今では有名

かけて訪れた同地区の出張所近くの小学校の

になった特産の柑橘系果実、「じゃばら」の加

校庭から、新規移住してきた世帯の子供たち

工品の販売拡大でインターネットを活用し、特

の歓声が響いていたのが印象的だった。ちょ

産品直販サイトにブログサイト機能を持たせて

うど取材した時期は新規移住者のお子さんが

飛び地振興
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前年に 5 人生まれ、その年にも 4 人が誕生予
定というちょっとした「ベビーブーム」となっ

▼鉄鋼業界の生産体制再構築
和歌山支局での任期中に大きく動いたのが鉄

ていたころだった。この地区に向かう途中で、

鋼業界再編に向けた動きだった。2007 年 10

廃墟となった建物を目にしてきただけに、そこ

月、当時の新日本製鉄、住友金属工業、神戸製

からさらに奥深くにある地域で、にぎわいが維

鋼所が業務提携を拡大するのに合わせ、住友金

持されていることが驚きだった。このエピソー

属工業和歌山製鉄所が建設中だった高炉の隣接

ドを記事の冒頭に使い、許可を得て山あいの小

地にもう一基の同じタイプの新高炉を建設する

学校の校庭で走り回る子どもたちの写真も掲載

ことを発表した。同製鉄所では 1970 年には 5

した。当時は同地区の人口約 450 人のうち新

基の高炉が稼働していたが、07 年当時は第 4、

規移住者が 4 割を占めていた。

第 5 高炉のみが稼働していた。新高炉完成後

同地区では近くの銅鉱山の閉山に伴う人口急

には効率が高い新鋭の 2 基体制に切り替えて、

減への危機感があり、新規移住が増えたのは

新日鉄、神戸製鋼などへの鉄鋼半製品の供給を

1977 年に有機農業の実践を目指す移住者のグ

拡大する計画だった。今から振り返れば、こ

ループを受け入れたことがきっかけだったとい

うした生産体制の再編が 2012 年の新日鉄住金

う。地域内では賛否両論はあったようだが、最

（現日本製鉄）発足の布石となった。

初に移住した人たちを頼りに各地から若い人

生産体制の再整備の一環として、2007 年 9

たちが次第に集まり、次第に I ターンが増えて

月には住友金属和歌山製鉄所内で 40 年ぶりと

いったという。

なる新コークス炉のレンガ積みを始める際の神

移住促進で大きな役割を果たしているのが元

事である鏝（こて）入れ式が行われ、私も取材

からの住民と新規住民が一緒になって地域づく

した。この時に一緒になった鉄鋼業界紙のベテ

りに取り組むためにつくられた色川地域振興推

ラン記者は「鏝入れ式に出るのは初めてだ」と

進委員会だ。移住希望者のアドバイスや農業体

話していた。印象的だったのが、このコークス

験先の紹介などをこの住民組織が担っており、

炉の設計とレンガ製造を手掛けるのが中国企業

施設の整備を担う官と民の役割分担と連携がう

だったことだ。日本国内ではコークス炉を建設

まく機能していると感じた。移住を希望しても

する動きが途絶えている一方、中国の国内では

自分が実際にコミュニティーになじめるかどう

幾つものコークス炉がつくられているとのこと

かを見極めるため、希望者が地区の宿泊施設に

で、中国の鉄鋼業界の躍進ぶりを感じされられ

短期滞在できる「お試し移住」も定着促進にとっ

た。2009 年 7 月に行われた新第一高炉の火入

て大切な取り組みに思えた。いろいろな条件や

れ式も取材したが、同製鉄所での高炉の稼働も

工夫が相まって I ターンが持続する仕組みが維

40 年ぶりとのことだった。

持されていることを感じた。
この寄稿を書くにあたって同推進委員会の

その後、世界の鉄鋼産業は中国の存在感が
一段と大きくなっている。2000 年の粗鋼生

ホームページをのぞいてみたが、地域での最近

産量のトップは新日本製鉄（現日本製鉄）で、

のイベントや交流会、様々なトピックスが写真

上位 10 社のうち中国企業はわずか 1 社だった

付きで満載に掲載されており、移住者インタ

が、2018 年には 6 社が中国企業となっている。

ビューや施設の紹介など内容も充実している。

世界的な規模で鉄鋼の生産能力が過剰となっ

掲載されている写真を見ているうちに、取材を

ており、日本製鉄は今年 2 月に大規模な生産

した当時がよみがえり、機会があればもう一度

能力削減策を発表した。呉製鉄所（広島県呉

訪ねてみたいと思った。

市）の高炉全 2 基を 21 年 9 月末までに休止し、
21 世紀 WAKAYAMA
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製鉄所も 23 年 9 月末までに閉鎖する。2009
年に私が火入れ式を取材した和歌山製鉄所の
新高炉 1 基も 22 年 9 月末をメドに休止する
という。わずか 10 年の間に日本の製造業を代
表する鉄鋼業の変化のスピードはあまりにも
目まぐるしい。
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