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【論文】 

北海道新幹線開業に伴う青森・函館市民の意識と行動の変化 

－ 郵送調査の試行から － 

 

Changes of consciousness and behavior of citizens of Aomori and Hakodate city caused 
by opening of the Hokkaido Shinkansen; Attempt of a mail survey 

 
 

櫛引 素夫 

 
青森大学社会学部 

 
After the opening of the Hokkaido Shinkansen, small scale mail surveys were conducted in Aomori 

City and Hakodate City in 2016 and 2017. About half of respondents have used Shinkansen in 
Hakodate city, and 30% in Aomori city. Because of the high express charges and inconvenient transit, 
there is a possibility that both citizens' use of Shinkansen is not progressing. It is also presumed that 
the number of people who use the ferry, by avoiding the expensive Shinkansen, is increasing. Many 
citizens welcome the increase in the number of tourists accompanying the opening of the Shinkansen, 
but it is concerned that the developments does not proceed around Shinkansen stations. Regarding 
the future exchange between Aomori City and Hakodate City, there are people who think that they 
will progress, while others think that they will decline. In order to properly utilize the Hokkaido 
Shinkansen in a population declining society, local governments are expected to investigate civic 
consciousness and behavior in large scale and in detail. 
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１.はじめに 

北海道新幹線は 2016 年 3 月 26 日，新青森－新

函館北斗間 148.8km が部分開業した＝図 1．1964
年の東海道新幹線開業から 52 年目で新幹線ネッ

トワークが北海道に上陸し，青森県と北海道の道

南地域が高速交通体系で結ばれた．青函トンネル

と前後の区間は新幹線と貨物列車の共用となり，

高速度が 140km に抑えられたため，新青森－新

函館北斗間の所要時間は 1 時間 1 分，東京－新函

館北斗間は 短 4 時間 2 分にとどまった．このよ

うに，高速鉄道の特性を生かし切れない開業形態

は，青函地域に複雑な影響を及ぼすことになり，

地元の人々の意識と行動に多様な変化をもたらし

ていると推測される． 
整備新幹線の開業に伴い，各地で，主に乗客を

対象としたアンケートが実施されてきた（新幹線

新青森駅開業対策事業実行委員会，2012 など）．

だが，新幹線開業が地域に及ぼした影響を明らか

にするには，観光客よりも，むしろ新幹線を利用

しない人々も含む一般市民を対象にしたアンケー

トが有効と考えられる．整備新幹線開業に際して

は，櫛引（2007），上越市創造行政研究所（2016）
などの調査事例があり，北海道新幹線については，

大橋（2016，2017）が街頭で大がかりな調査票調

査を実施して，来街者，地元の人々双方の動きや

意識を探っている． 
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筆者は 2014 年度から 2017 年度にかけて，青森

学術文化振興財団の助成により，選挙人名簿を利

用した小規模な郵送調査を実施して，新幹線開業

が青函圏の人々の意識や行動に及ぼした変化の検

証を継続的に試みてきた（櫛引・2015a，2016，
2017a，2018）．本稿では，その結果の一部，なら

びに青函圏で実施したフィールドワークや聞き取

り調査結果を用いて，北海道新幹線が青森，函館

両市民の意識と行動にもたらした変化を検討する

とともに，青函圏の将来像を展望する． 

 
２.開業に伴う変化の概要 

北海道新幹線は所要時間が長いことに加え，新

函館北斗駅は函館駅から 18km 離れた北斗市郊外

に位置する．このため，航空機に対する競争力が

低く，開業前から利用者の移転も限定的と予測さ

れたため，東京－新函館北斗間の運行本数は 1 日

10 往復止まりとなった．新函館北斗－新青森間は

短 1 時間 1 分，新函館北斗－盛岡間は 1 時間 50
分，新函館北斗－仙台間は 2 時間 30 分，新函館北

斗－東京間は 4 時間 2 分である．ただ，青森－函

館間の移動に際しては新幹線駅での乗り換えが 2
度発生し，時間距離はほとんど短縮されなかった．

また，新幹線は料金が割高に設定される一方，特

に開業当初は割引切符がほとんど販売されなかっ

たため，利用が伸び悩んだ（櫛引，2017a）． 
北海道新幹線の利用は開業初年度，在来線に比

べて平均 64%伸びた．北陸新幹線が在来線の 3 倍

弱を確保している状況に比べると多いとは言えず，

また，開業 2 年目の 2017 年度は，前年度比 2 割

減の水準で推移している（櫛引，2018）＝図 2． 
 一方，フェリーの青函航路は利用の伸びが著し

い．2016 年度以降，自動車航送を伴う「航送旅客」

が前年度比で横ばいを続けているのに対し，それ

以外の「一般旅客」は，一部の時期を除いて増加が

続き，2017 年 2 月の一般旅客は前年度から倍増し

た＝図 3．伸びた利用者の正確な内訳は不明なが

ら，筆者の聞き取り調査によれば，新幹線を忌避

した乗客のほか，船旅を選んだ旅行者，特に 2017
年 5 月，初めて就航した青森－天津（中国）の中

国人客が含まれているとみられる． 
 日本政策投資銀行北海道支店（2018）によると，

2016 年度の新幹線による来道者は約 110 万人と

在来線に比べて大幅に増加し，「道南観光の新規需

要を創出した」と評価されている．同じく函館市

の観光客入込数は史上 高の 560 万人に達し，新

幹線による交流人口拡大の効果は道内全域に波及

 

図１ 北海道新幹線の略図 

 

図２ 北海道新幹線の利用推移（2016 年度，  

JR 北海道の公表データから筆者作成） 

 

図３ 青函航路フェリーの利用推移 
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しているという．さらに，初年度の北海道全域へ

の経済波及効果は直接効果が 204 億円，間接効果

が 146億円の計 350億円と推計され，2年目も 181
億円と試算されている． 
 新幹線開業に前後して，青森県と道南の企業が，

金融機関の仲介などによって，合同で商品開発に

乗り出す事例が相次いでいるほか，業務エリアを

変更する動きも出ている． 
北海道新幹線の開業後，鉄路については，新函

館北斗駅から時間距離が も近い政令指定都市の

駅は，函館線特急で 3 時間 11 分の札幌駅に代わ

り，北海道新幹線で 2 時間 30 分の仙台駅となっ

た．筆者の聞き取りによれば，大阪市に本社を置

く大手パッケージメーカー（東証一部上場）が，道

南地域を北海道支社から青森営業所の管轄に移し

た．レンタカーを利用する営業活動を前提とすれ

ば，冬期間でも安定的かつ短時間で往来できる新

幹線利用が合理的と判断したことが理由という．

部分的にせよ，道南が「東北化」した事例と位置づ

けられ，今後，この種の経済活動の変化がどの程

度，発生するか注目される． 

 
３.道南と北東北の連携の軸・枠組み 

 上記のような北海道新幹線開業に伴う変化を経

済振興や地域間交流につなげようと，主に青森県

域と道南地域の自治体や経済団体，企業，民間グ

ループが，さまざまな組織をつくり，既存の枠組

みを含めて，多様な活動が活発化した＝図 4． 
 1988 年の青函トンネル開業を契機に，青森県と

北海道は青函インターブロック交流圏構想推進協

議会（現・青函圏交流・連携推進会議）を設立，道

南と青森県内の自治体，経済団体，大学，各種組織

などが交流を深めてきた．また，青森市と函館市

は 1989 年に「ツインシティ」（双子都市）の盟約

を結び，青森・函館ツインシティ推進協議会をつ

くって，交流事業を進めてきた．これらが も早

い時期の「青函圏」「青函軸」の枠組みである． 
両者と重なる形で，青森県は北海道新幹線開業

に先立つ 2013 年 3 月，「津軽海峡交流圏」構想を

提唱し，「青森県津軽海峡交流圏ラムダ作戦会議」

を設立して，「滞在時間の拡大」「一体感の醸成」

「情報発信」などをテーマに提言活動，交流企画

などをスタートさせた．一方，JR グループが 2016
年度に実施した大型誘客キャンペーン「青森・函

館デスティネーションキャンペーン（DC）」は，青

森県が事務局を担い，県内全域と道南の 11 市町村

が対象エリアとなる異例の形態を採った．プレ・

アフターを合わせて，2015～2017 年の 3 年間限

定ながら，青函エリアに新たな連携の枠組みが生

まれた格好となった． 
 この間，道南側では，東北新幹線が全線開通・新

青森開業を迎えた 2010 年，18 市町と観光団体が

つくる「みなみ北海道観光推進協議会」が誕生し，

「みなみ北海道」のブランドが積極的に用いられ

るようになった．また，北海道の渡島総合振興局，

檜山振興局エリアにまたがる9町（道南西部9町）

は，両振興局や国土交通省函館運輸支局，交通事

業者を交えて「新幹線木古内駅活用推進協議会」

を設立し，ブランディングや人材育成，観光プラ

ン作成などに着手した． 
 さらに，2011 年には，みちのく銀行（本店・青

森市），弘前商工会議所，函館商工会議所が，観光

による地域経済活性化を目的に「津軽海峡圏観光

クラスター会議」を設立した．両会議所は民間を

交えた交流事業を進めるとともに，弘前市の酒造

店が函館米を使って特別純米酒を醸造するといっ

た活動も始まった．2013 年には，青森，弘前，八

戸，函館の 4 市長が共同代表を務める「青函圏観

光都市会議」が発足し，合同で観光施策に乗り出

 

図４ 青函圏の主な連携の枠組み（筆者作成） 
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した． 
 このほか，秋田県大館市，仙北市（角館），小坂

町は函館市との広域連携「３D プラス 1K」を 2017
年度にスタートさせた．D は「館」（だて）を，「K」

は小坂町を意味し，情報発信や物産展企画に取り

組んでいる．民間でも，2017 年に青森県五所川原

市（金木町）と佐井村，北海道江差町が「津軽海峡

交流圏郷土芸能祭」を始めた．2014 年，開業に先

駆けて誕生し，13 市町村の約 70 人が参加する町

おこしグループ「津軽海峡マグロ女子会」は 2017
年，観光周遊ルートの提案や商品開発が評価され

て観光庁長官賞を受けた． 
 これらの中には，青森・函館 DC のように，既

に役割を終えた枠組みもある．また，互いに必ず

しも活動の内容や方向性を調整しておらず，中に

は淘汰されたり，立ち消えになったりする組織・

取り組みも出てくる可能性ある．それでも，北海

道新幹線開業が沿線に，多様な回路による多様な

連携の形を生み出したことは確認できる．そして，

後述するように，これらの多様な枠組みは，広域

的に多くの利益をもたらす可能性がある一方，青

森市などには何らかの不利益をもたらす可能性が

ある． 

 
４.郵送調査の結果 

4.1 調査概要 

 前述のように，整備新幹線が開業地域にもたら

した変化を抽出するには，新幹線を利用しない

人々に及ぼした影響も検討の検証も求められるた

め，地元住民全体を対象に調査を実施する必要が

ある．さらに，整備新幹線がもたらす影響は，住民

の職業や年齢，居住地域によって大きく異なる可

能性がある．なぜなら，そもそも住民が新幹線を

どれぐらい利用するか（利用できるか），職業が新

幹線とどの程度，関連しているか，駅周辺整備や 2
次交通整備の恩恵をどれぐらい享受できるか，な

どの条件によって，新幹線がもたらし得る時間短

縮効果や経済効果の程度，さらには，新幹線の存

在自体が何らかの恩恵をもたらす「存在効果」の

享受の度合いが大きく異なってくると考えられる

ためである（櫛引，2015b）． 
 本来であれば，上越市創造行政研究所（2016）
のように，無作為抽出に基づく，しかも数千人規

模の調査を実施することが望ましい．しかし，こ

のような調査は，地方自治体などの組織以外には

事実上，実現が困難である． 
 そこで，本研究では便宜的に，次のような手法

で調査区を設定し，郵送調査を実施した． 
（１） 青森市と函館市の選挙人名簿の登録状

況を参考に，以下の地域から，選挙人の

数が約 1 万人となる区域の組み合わせ

を設定し，調査区とした． 
青森市：①市中心部（青森市役所周辺）

②東部地区（新幹線から遠い）③石江・

新城地区（新青森駅付近） 
函館市：①市中心部（函館駅周辺）②桔

梗地区（新幹線に近い）③湯川地区（新

幹線から遠い） 
（２） 各調査区の選挙人名簿から男女計 100

人，1 市当たり 300 人を抽出した．抽出

者の性比は，各調査区の性比に合わせた． 

 
 各市の郵送数を 300 人としたのは，予算および

作業量の都合，さらには，郵送調査の回収率をお

おむね 3 分の 1 と見込み，市全体で 少でも 100
通程度の回収を期待したためである．調査票は両

年とも 8月に送付し，8～9月に回収した．しかし，

表 1 に示したように，回収率は期待した水準に届

かず，解像度の点では課題の残る調査になった．

回収率は青森市が 29.7%（2016 年），22.7%（2017
年），函館市が 19.3%（2016 年），24.7%（2017 年）

である．ただ，自由記述項目には多くの声が記載

され，定性的な傾向が相当程度，把握できた． 
 なお，筆者は青森市について，東北新幹線開業

表１ 調査表の回収状況 
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などをテーマとして，同様の調査を 2014 年，2015
年にも実施した．2014 年は送付 299 通に対し回収

116 通（回収率 38.8%），2015 年は送付 253 通に

対し回収 87 通（回収率 34.4%）だった．送付対象

者が異なるので単純には論じられないが，傾向と

して，青森市では年を追うごとに回収率が低くな

り，特に 2017 年調査の数字が低い．調査区ごとの

回収率には，大きな差はない． 
 一方，函館市については，2016 年，2017 年と

も調査区によって回収率にややばらつきがあり，

2 年続けて湯川地区の低さが目につく．また，函館

駅周辺は 2017 年調査で回収率が大きく伸びてい

る． 
仮にこれらの回収率が，新幹線に対する市や調

査区ごとの関心度を反映しているとすれば，後述

するように，特に北海道新幹線に対する青森市民

の関心は高いとはいえない実情と整合する．また，

筆者の調査経験によれば，北海道新幹線の開業後，

函館駅周辺が観光客でにぎわいを増していたこと

から，函館駅周辺の住民が，そのにぎわいに反応

した結果，2 年目の回収率が高くなった可能性が

ある． 
サンプル数と回収率が限られているため，本研

究では，調査区ごとの傾向比較や詳細な検討は行

わないが，個別の自由記述項目を見ると，やはり

「新幹線駅が遠い」あるいは「駅周辺が立派にな

ってうれしい」といった，調査区の特性を反映し

た記述が散見される． 
表 2 に回答者の年齢，性別，職業の概要を示し

た．40 歳代以上が 8 割を占め，特に 2016 年の函

館市は中高年の割合が高い．また，函館市は女性

の回答者が目立つ．青森市は会社員と公務員の割

合が高く，支店経済・行政の街としての一端が見

えている． 

 
4.2 青函圏の移動について 

 上記のように，今回の試行はサンプル数，回収

数とも限られた調査であり，また，2016 年と 2017
年の調査は対象者が異なるので，単純な比較はで

きない．その点に留意しながら，本節では，これら

の調査結果について，全体的な傾向を検討する． 
まず，北海道新幹線の利用回数を示したのが図

5である．グラフは実数ではなく，全回答者に対す

る各項目の回答者の割合を示している． 

表２ 2017 年の回答者の概要 

青森市        函館市 

 

 

図５ 北海道新幹線の利用回数 

 

図６ 津軽海峡の対岸へ出向く頻度 
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 青森市は，2016 年調査では 2 割，2017 年調査

では 3 割の回答者が，新幹線の乗車体験がある．

同じく，函館市はほぼ半数が乗車した経験を持ち，

2016 年調査より 2017 年調査の方が，乗車回数が

多くなっている．サンプル数の制約から，この数

字の代表性についてはさらに検証が必要だが，「北

海道新幹線の利用が時間を追うごとに定着してお

り，函館市の方が青森市よりも利用が進んでいる」

というシナリオが描ける． 
 次に，北海道新幹線の開業前，両市民が津軽海

峡を越えて対岸の北海道，または本州へ出向く頻

度を示したのが図 6である．青森市では半数程度，

函館市でも 3 割前後が「ほとんど行かない」と答

えている．両市は互いに，小学校の修学旅行先に

なっており，精神的には身近な地域だが，そのつ

ながりが必ずしも日常的な移動や旅行とは結びつ

いていない．特に青森市は，「年に 1 回以上行く人」

が 2 回とも 2 割以下にとどまる． 
 図 7 には「北海道新幹線の開業後，津軽海峡の

対岸へ出向く機会の変化」を示した．両市とも，2

回のいずれの調査でも，「増えた」と答えた人と「減

った」と答えた人がともに存在し，北海道新幹線

の開業が多くの人に複雑な影響を及ぼした様子が

見て取れる．青森市では，2017 年調査で「増えた」

と答えた人も「減った」と答えた人も，ともに 2016
年調査よりも多く，住民の対応が，時間の経過と

ともに「積極的に新幹線を使う」，あるいは「鉄道

利用を忌避する」と，大きく割れ始めている可能

性を示唆している． 
 函館市は，2017 年調査で「大きく増えた」と答

えた人が 2016 年調査よりも多く，同様に「減っ

た」「大きく減った」と答えた人も，2016 年調査

より 2017 年調査の方がわずかながら多い．この

ため，やはり時間の経過によって新幹線開業の影

響が拡大している可能性を指摘できる． 
 他の質問項目への回答も参考にすると，「増えた」

と答えた人は新幹線開業の話題性の増大が，「減っ

た」と答えた人は新幹線の割高な運賃設定が，そ

の要因となっている可能性がある． 
 図 8には，「青函航路のフェリーに乗る機会の増

減」を記した．2016 年調査，2017 年調査とも，7
～8 割の人が「もともとほとんど乗らない」と答え

ており，フェリーは市民にとって必ずしも身近な

乗り物ではない．また，2016 年調査の函館市を除

くと，「増えた」と「減った」が混在し，やはり住

民への影響は多様である様子がうかがえる． 
 全体的にみると，差し引きで，青森市側でフェ

リーの利用が進み，函館市側では減少している可

能性を指摘できる． 
 図 9 には「青森市から北海道新幹線で出かける

目的地」，図 10 には「函館市から北海道新幹線で

出かける目的地」を示した．青森市から出かける

場所は，「函館市中心部」が 多，次いで「函館市

 

図７ 津軽海峡の対岸へ出向く機会の変化 

 

図９ 青森市から新幹線で出かける場所 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 
 

図８ 青函航路のフェリーに乗る機会の増減 



                                   青森大学付属総合研究所紀要 Vol.19, No.1/2, 1-16, March, 2018 

7 
 

周辺」が多い．2 カ年の調査を比べると，函館市中

心部に出向く人が増える一方で，函館市周辺にも

足を延ばす人も増えている可能性が示されている．

全体的にみて，青森市からの新幹線利用者が，函

館市とその周辺に張り付く傾向がみられ，大橋

（2016，2017）の結果と矛盾しない． 
 一方の函館市は，図 10をみると，青森市と対照

的に，青森市や八戸市，盛岡市，仙台市，さらに弘

前市まで，多くの目的地が選ばれている様子が見

て取れる．2016 年調査，2017 年調査のデータの

対比を，そのまま「増減」に置き換えた分析は難し

いが，仙台以遠への遠出が減り，盛岡よりも近い

都市への利用が進んでいる可能性がある． 
 図 11 には北海道新幹線の利用目的を示したが，

青森市が「観光」に偏り気味なのに対し，函館市も

「観光」が目立つものの，「仕事・出張」，「家族や

友人に会う」など，用途が多様である様子が示さ

れている．個別の回答をみると，函館市では「コン

サート」や「ライブ」の観賞を目的に挙げる人が散

見された．これらの人は，新幹線利用の行き先に

「東京・首都圏」や「仙台付近」を挙げており，こ

のような趣味・文化活動などに関する移動が今後，

どの程度定着していくかが，「暮らしと新幹線利用」

を結ぶ一つの鍵になる可能性がある． 
 以上の質問を踏まえて，青森－函館間の今後の

鉄道利用意向を尋ねた結果を図 12に示した．全体

では 3～4 割ほどの人が「気にせず使う」「仕方な

く使う」と回答しているが，「フェリーに切り替え

る」と答えた人が， 大で 1 割ほどおり，高額・

不便な鉄道を忌避する人が一定程度，存在してい

る様子がうかがえる． 
 ここで懸念されるのは，「函館市／青森市に行く

機会を減らす」と答えた人が「気にせず使う」と答

えた人と同等以上に存在することで，特に 2016 年

調査の函館市では 3 割ほどに達する．2017 年調査

では，約 7%にとどまったものの，せっかくの新幹

線開業が，市民の往来を阻害している可能性を強

く示唆している． 
 上記のような事情を反映して，今後，希望する

 

図１０ 函館市から新幹線で出かける場所 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 

 

図１１ 北海道新幹線の利用目的 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 

 

図１２ 青森－函館間の鉄道利用について 

 
図１３ 青森－函館間に望む施策（複数回答） 
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施策としては，図 13に示したように，特に利用が

比較的活発な函館側で「割引料金の導入」を求め

る人が目立ち，回答者の半数を超えている． 
4.3 青函交流の行方について 

 今回の調査では，青函交流の行方に関する見通

しを，「観光面」「産業面」「文化面」「住民同士の交

流」「全般」の五つの観点から尋ねた．そのうち，

交流が活発化するとの回答が も多かった「観光

面」，および「全般」に関する回答結果を図 14，図

15に示した． 
 観光面については，両市とも，2016 年調査，2017
年調査いずれも「交流が活発化していく」とみる

人が存在する一方で，「衰退していく」とみる人が

一定数おり，住民の見方は一様ではない． 
 「活発化していく」とみる人が も多かったの

は 2016 年調査の函館市で，回答者の半数が「活発

化していく」と答え，「衰退していく」と答えたの

は約 3%だった．ただ，個別の回答をみると「活発

化させねばならない」「活発化するであろう」とい

った「べき論」や願望を記した人が目立ち，本音の

見通しよりは多めの数字が現れているとみられる． 
全体としてみると，2016 年調査より 2017 年調

査が，青森市より函館市が，交流活発化への期待

感が高い．開業ムードが一段落した 2017 年調査

では，函館市で楽観的な見通しがしぼみ，悲観的

な見通しが膨らんだ格好である． 
青函交流全般についても，程度の差はあるもの

の傾向は変わらず，「変わらない」とみる回答者が

半数以上いた．残る三つの観点に立った回答も，

ほぼ同じ傾向を示した． 
個別の記述をみると，交流を阻害する要因とし

て主に挙げられているのは「特急料金の高さ」だ

が，「もともと互いに関心がない」，「住民同士の接

点がない」，「人口減少が加速している」といった

理由を挙げる人も目立った．つまり，新幹線料金

もさることながら，「そもそも，青森市と函館市は

現在，どのようなつながりを持ち，将来的には何

のため，どのように連携していくか」に関するビ

ジョンや情報が大きなポイントとなることを示唆

した結果と言える． 
 このほか，交流が難しい理由として，函館市中

心部から 30km 余りの距離に建つ大間原発（青森

県大間町）の問題を挙げた人が，2016 年調査，2017

 

図１４ 青函交流の行方に関する見方（観光面） 

 

図１５ 青函交流の行方に関する見方（全般） 

 

図１６ 北海道新幹線に対する青森市民の印象 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 

 

 

図１７ 北海道新幹線に対する函館市民の印象 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 
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年調査とも，少数ながらおり，逆に，大間原発問題

を話し合うために，交流を活発化させるべきだと

いう趣旨の見解を記した人もいた． 

 
4.4 北海道新幹線開業に伴う変化 

 北海道新幹線の開業に対する印象を尋ねた結果

を図 16，図 17に示した．両市とも，互いの地域や

新幹線沿線の地域が身近になったことに関する項

目や，新幹線で出かけたい気持ちが強くなったと

いう項目が上位を占めた．一方で，特に 2016 年調

査では，鉄道を利用する気持ちが薄まった人や，

ダイヤに対する不満が高まっている人が目立つ．

これらは，料金の高さに加えて，これまで乗り継

ぎなしだった両市の中心部の往来に，2 回の乗り     

 

図１８ 北海道新幹線開業で感じた好ましい変化（青森市） 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 

 

図１９ 北海道新幹線開業で感じた好ましい変化（函館市） 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 
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た

 

図２０ 北海道新幹線開業で感じた気がかりな変化（青森市） 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 

 

図２１ 北海道新幹線開業で感じた気がかりな変化（函館市） 

（複数回答，数字は全回答者に占める割合） 
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継ぎが必要になった事情を反映していると推測さ

れる． 
 さらに，北海道新幹線開業で感じた好ましい変

化，気がかりな変化を尋ねた結果を図 18～図 21に

示した． 
 青森市は 2 回の調査とも，好ましい変化につい

て「特になし」が も多く，開業そのものに対する

冷めた意識を感じさせる．それでも，道南や函館

市との行き来が活発になり，観光客が増えたこと

については，好意的な回答も目立つ．2016 年調査

では，開業キャンペーンなどが奏功してか，知名

度向上を歓迎する声が多い．函館市の回答は全体

的に青森市よりポジティブで，行き来の活発化や

観光客の増加を実感している様子が分かる．ただ，

地元の連携体制や協力体制の整備については，青

森市よりも評価が低い． 
 2016 年調査と 2017 年調査を比較すると，好ま

しい変化については両市ともに，「往来が活発にな

った」「観光客が増えた」と感じる人の割合が，

2016 年調査より 2017 年調査の方が多い．回答者

の母集団が異なるので単純比較はできないが，新

幹線の利用者がじりじりと減少している中で，こ

のような傾向が現れている背景には，日常で接す

るにぎわいを北海道新幹線開業と関連づける意

識が定着したことや，日本全体として外国人観光

客の入り込みが増え，東北や北海道もその恩恵に

浴していることが影響している可能性がある． 
同じく，気がかりな変化に関しては両市とも，

「料金面の高さへの不満」や「地元の連携・協力

体制に対する不安」を挙げた人が，2017 年調査で

2016 年調査を下回っていた。つまり，不満や危機

感がやや沈静化している可能性を示唆している．

このほか，函館市に固有の選択肢として「並行在

来線が不便で高くなった」を設けたが，2016 年調

査，2017 年調査とも，「気がかりな変化」として

2 番目に多くの人が挙げており，地元の生活を圧

迫している様子が見て取れる．また，前述とは別

の項目で，函館市には少数ながら，青森県の大間

原発に対する警戒感や懸念を記述した回答もあっ

た． 

 
4.5 北海道新幹線がもたらした変化への評価 

 2 回の調査では，一連の質問を踏まえて， 後に

「暮らし」，「青森市または函館市」，「青森県また

は道南地域」それぞれについて，北海道新幹線が

「良い効果」，「悪い影響」のどちらをもたらした

か，評価を尋ねた．その結果を図 22～図 24 に示

す．全体的にみて，やはり函館市が青森市よりポ

ジティブな評価が多く，また，2016 年調査が 2017
年調査よりポジティブな傾向がある． 
 全体として，ポジティブな評価が も少ないの

は青森市民の「暮らし」に関する評価で，特に 2017
年調査では「良い効果をもたらした」が約 7%だっ

 

図２２ 北海道新幹線が暮らしにもたらした 

変化に対する評価 

 

図２３ 北海道新幹線が市にもたらした 

変化に対する評価 

 

図２４ 北海道新幹線が青森県または 

道南地域にもたらした変化に対する評価 
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たのに対し，「悪い影響をもたらした」が約 4%，

「どちらともいえない」が約 87%だった．逆に，

もポジティブな評価が多かったのは，2016 年調

査における函館市民の「道南地域」に関する評価

で，約 52%が「良い効果をもたらした」と答える

一方，「悪い影響をもたらした」と答えた人はいな

かった． 
なお，同じ函館市の 2016 年調査で「市に良い効

果をもたらした」と答えた人は約 21%にとどまっ

ており，同じ母集団で「暮らし」，「自分の市」，「広

域的な地域」のそれぞれに対する評価は大きく異

なるケースもあることが分かる．さらに，個別の

回答をみると，「暮らし」，「自分の市」，「広域的な

地域」に対する評価が必ずしも連動している訳で

はなく，「暮らし」や「自分の市」に対してネガテ

ィブな評価をしていても，「広域的な地域」に関し

てはポジティブな評価をする人がいたり，その逆

の回答をする人がいたり，といったバリエーショ

ンがある． 

新幹線開業に関する過去の調査では，このよう

な空間的な多層性に踏み込まず，開業に関する評

価を求めた例もある．しかし，今回の一連の調査

によって，設問次第で，少なからぬ数の住民が空

間的多層性を意識して回答することが明らかにな

った．調査主体や関連する自治体等の政策形成プ

ロセスを考慮すると，今後の同種の調査において

は，このような多層性に対する留意が必要だろう． 

 
4.6 記述項目の内容 

 一連の調査では，自由記述項目を設定したほか，

各質問項目でも自由記述を促した．その結果，2 回

の調査で述べ数百件の記述があった．本稿では個

別の詳述は割愛し，櫛引（2017a，2018）などに譲

るが，内容は大きく分けて「開業への期待・エー

ル」，「高い料金やネット限定の割引きっぷへの不

満」，「ダイヤ，観光対策，人口減少などへの不安や

不満」，「駅舎と駅周辺整備への不満」に大別され

る．このいくつかについては既に言及したが，ほ

かに筆者が注目した記述として，以下のような内

容がある． 

 
◎函館市には，新聞の折り込みチラシから青森県

の企業の進出を実感する回答がおり，「見えやす

い部分」と「見えづらい部分」の両面で，さまざ

まな企業活動が活発化しているとみられる． 
◎北海道新幹線を「交流の障壁」と見なす人々も

存在し，「在来線がなくなっても交流を続ける」

という言葉がみられる． 
◎青森市には，函館市の異国情緒に魅力を感じる

一方，それ以外の道南地域について，津軽と文

化がほぼ同質で，訪問する意義を感じない，と

考えている人が存在する． 
◎一般市民で対岸との「顔の見える関係」を保持

している人は意外なほど少なく，情報も届いて

いない．首都圏・札幌圏という二大圏域の狭間

で，「地方と地方」が「顔が見える関係」を構築

していくことは容易ではないと推測される． 

 
 繰り返しになるが，今回の郵送調査結果はサン

プル数が少なく，定量的な分析にはあまり適して

いない．しかし，延べ数百件の記述があったこと

で，個別の回答者の状況を詳細に把握することが

でき，回答の全体的な傾向を分析，解釈する際に

も，大いに参考になった． 

 
５.考察 

 一連の調査は，さまざまな制約により，小規模

な試行にとどめざるを得なかった．限られたサン

プル数から緻密な比較や考察を行うことには無理

がある．それでも集計結果から，いくつもの興味

深い示唆や視点が得られた． 
 青森，函館両市民にとって，互いの市はもとも

となじみ深い土地ではありながら，1 年に 1 回以

上，出向いている人は函館市で多くて半数程度，

青森市では同じく 2 割程度とみられ，必ずしも市

民が日常的に行き来する間柄ではないと推測され

る． 
 北海道新幹線開業に伴い，2 割～半数程度の人

が 1 度は乗車したとみられる．しかし，津軽海峡

の対岸へ出向く機会が増えた人は 1 割前後で，特

に青森市では，減った人が増えた人を上回ってい

る可能性がある． 
 それでも，函館市では 1 年半のうちに 5 回以上

乗った人が 1 割ほどおり，ヘビーユーザーも生ま

れている．また，フェリー利用の増加と照合する

と，鉄道利用を忌避してフェリーに切り替えた人

も一定数いるとみられ， 
 個別の回答をみると，青函圏を移動する機会が
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「増えた」と答えた人は「速く行けるようになっ

た」「快適に行けるようになった」「対岸（道南，本

州）への関心が増した」という要因が目立つ．一方

で「減った」と答えた人は，「料金が高くなった」

「乗り換えが不便になった」ことを主な理由に挙

げている．つまり，新幹線開業は，一定の利便性向

上と，「青函圏」への関心喚起をもたらしたものの，

割高な運賃，さらには，在来線特急時にはなかっ

た乗り換えの発生によって，青函圏に限れば，交

流を阻害している一面がある．記述項目には「修

学旅行の行き先の選択肢が増えた」という評価が

あった一方で，「日程が変わらないのに，子どもの

修学旅行の費用が上がった」という声や，「町内会

の旅行の回数を減らす」「特急料金が高くなったの

で青函を往来する回数を減らさざるを得ない」と

いった回答があった． 
 北海道新幹線に対する評価では，観光客の増加

などのほか，「新幹線で出かけたい気持ちが強くな

った」という項目が上位にきた．つまり，乗車体験

の有無や料金面の不満とは別に，半数以上の人が，

外向きの，ポジティブな感情を抱いたことが分か

る．過去に同様の調査を実施した弘前市や八戸市，

新潟県上越市，富山県高岡市における調査でも，

やはりサンプル数は少ないながら類似した傾向が

みられており，新幹線が市民の意識に及ぼす変化

の一端がうかがえる． 
 なお，青森市では，半数の人が「函館地域が身近

になった」と答え，「新幹線で出かけたい気持ちが

強くなった」を上回った．ただ，「函館以外の道南

地域が身近になった」と答えた人は，「函館地域」

の半分にとどまり，視点は主に「函館市」に向いて

いる．前述のように，実際に出かけた目的地とし

ても「函館市中心部」と答えた人が 多である．途

中駅の木古内（北海道木古内町）も含めて，道南全

体への関心が乏しい．さらに，観光面では今なお

国内有数の知名度と誘客力を持つ函館市への警戒

心がある． 
全体的にみると，北海道新幹線開業は，青森市

民とっては「青函交流への期待感は低いものの，

函館市に注目する契機となり，人によっては実際

に函館市とその周辺へ出掛ける契機となった」と

位置付けられよう．一方，函館市については「観光

面をはじめ青函交流への期待感を高め，また，青

函エリアから東北，さらに東日本全体を視野に入

れるきっかけをつくった」と位置づけられよう．

つまり，青森市民の関心は「点から点」に向かって

おり，一方の函館市民の関心は，「点から面」に向

かっている形である． 
前章で記述したように，青森市には対道南，対

函館市の交流・連携の回路がいくつか生まれたが，

函館市側にはそれ以上に複層的な交流・連携の回

路が生まれている．自治体にしても経済団体にし

ても，さまざまな事業を手がける上で，予算も人

材も限られており，交流・連携の回路が増えるほ

ど，割けるリソースを争奪し合う構図になる．こ

のような状況下，筆者の聞き取りによれば，函館

市側の複数の観光関係者が「津軽海峡の向こうの

パートナーは青森市以外にもいると気づかされた」

という趣旨の発言をしていた．つまり，函館市側

の視界や交流の範囲が，まさに拡大しつつあると

推測される． 
このような状況を，青森市の市民や自治体，経

済団体が把握できず，これまでと同程度の予算や

労力を投じるだけなら，青森市と函館市を結ぶ狭

義の青函軸は，他の交流・連携の回路の中で埋没

し，相対的に弱体化していく可能性を否定できな

い． 
また，北海道新幹線がもたらした「心配な変化」

については，青森，函館両市とも も多くの人が

挙げたのが「新幹線駅一帯の開発が進んでいない

こと」だった．整備新幹線の開業は駅所在都市に

投資や開発を呼び込む契機になることも多いが，

青森市の場合は新青森駅が街の西郊に，函館市の

場合は新函館北斗駅が隣接する北斗市の郊外に立

地し，駅前の活用は思うように進んでいない．た

だ，駅一帯の開発は，冷静に考えれば新幹線開業

の目的とはいえず、成果を測る指標の一つにすぎ

ない．全国的にも，駅前の開発が進んでいない郊

外型の新幹線駅は少なくない。にもかかわらず，

実数は少ないながら 20 歳代以下の回答者も含め，

ほぼ半数が懸案として「駅一帯の開発が進んでい

ないこと」を挙げており，個別にみても，「駅一帯

の開発の停滞＝新幹線開業の失敗」と捉えている

人が少なくない． 
もちろん，開発が進むに超したことはないが，

そもそも検証すべきは「開発計画が都市計画や都

市の将来ビジョンに照らして適正だったか」，ある

いは「都市計画や将来ビジョンそのものが適正だ
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ったか」という点であろう．本来なら，新幹線駅前

の商業集積と，駅そのものの利便性や期待される

機能，さらに新幹線がもたらした恩恵とは，切り

分けて考える必要がある。にもかかわらず，駅前

の商業集積の乏しさを，新幹線がもたらす効果の

乏しさに短絡させてしまう視点は各地で見聞され

る（櫛引，2016a など）． 
櫛引（2015b）で指摘したように，現に，新青森

駅一帯への対応などについては，市を挙げて巨大

な「空白」が生じている可能性を指摘できる．以上

の状況は，少なくとも「新幹線とまちづくり」の観

点から，青森市のマネジメントに不具合が発生し

ている状況を示唆していると言えよう．人口減少

と都市の郊外化，さらにはネット通販とリアル店

舗のせめぎ合いが世界的に激化する中で，「駅前の

呪縛」ともいうべき視点や尺度を離れて，新幹線

駅とその周辺が担うべき役割を，あらためて問い

直す必要性を感じさせる結果である． 
各種の記述項目と集計結果をまとめると，両市

民の中では，「親近感が増した」という歓迎の意識

と，高い新幹線料金への抵抗感が，時には個々の

回答の中でも入り混じっている．青函地域の人口

減少や経済活動の低迷を背景として，期待感やエ

ール，そして先行きへの不安が，コインの両面の

ように映し出された格好である． 
ただ，全体に も目立つのは「新幹線と自分の

接点を見いだせない」という心象である．開業前

の往来の頻度に反映されているように，青函両市

の日常生活面や経済活動面の結びつきがそれほど

強いとはいえない．その現状を踏まえれば，うな

ずける結果ではある． 

 
６.まとめ 

 一連の調査結果，および考察の内容をまとめる

と，次のようになる． 
北海道新幹線の開業直後は，祝賀ムードと開業

特需，各種の記念イベントに支えられ，青森，函館

両市とも市民に一定の関心喚起と需要喚起があっ

たと推測される．また，北海道新幹線の有効活用

という観点から，利用促進を図るべきという目的

意識や，利用が活発化するだろうという楽観論も

涵養されたと推測される．さらに，観光やビジネ

ス以外でも，コンサート鑑賞など「暮らし」に関連

する移動の需要も存在していることが確認できた． 

開業 2 年目には，熱気や「かくあるべき」とい

う願望が一段落し，新幹線がもたらした好ましい

効果，不都合な影響が可視化されるともに，料金

面の不満，人口減少や地域経済衰退への危機感が

あらためて認識された形である． 
地元在住者の動向をみると，青森市民にとって

北海道新幹線は「函館市とその周辺へ観光に出向

くための交通手段」という色合いが強まる一方，

道南との広域的な，もしくは経済的な交流・連携

手段とは必ずしもなり得ていない可能性が高い．

他方，本州内では主に青森市へ向いていた函館市

民の視線が，東北新幹線沿線の八戸，盛岡，仙台，

さらに奥羽線沿線の弘前などに拡大し，利用目的

も仕事，観光，親類・友人との面会など多岐にわた

って，「本州への日常的な交通手段」という色合い

が強まっている可能性が高い 
以上のような状況により，高くても北海道新幹

線を利用する人が一定数，現れる一方で，安価だ

が時間がかかるフェリー利用を余儀なくされる市

民，さらには新幹線もフェリーも利用しない，も

しくはできない市民が一定数，発生したとみられ

る．このため，一般市民が直接的に恩恵を感じる

形での青函交流は必ずしも進展しておらず，むし

ろ，北海道新幹線の開業以降，新幹線料金や乗り

継ぎの利便性低下が，交流の機運を削いだり，交

流を停滞・衰退させたりする局面が発生している

と考えられる． 
今後，道南地域と本州，東北地方の交流がどの

程度深まり，「道南の東北化」が進むかが注目され

る．同時に，青函圏の交流がどう衰退を免れるか

が，一つの焦点となる． 

 
７.おわりに 

 新幹線の開業効果については，鉄道建設・運輸

施設整備支援機構が完成後 5 年目の事務事業評価

を実施している．しかし，地元が被る影響は複雑

かつ多様であり，経済的な効果や，費用便益比だ

けでは必ずしも測りきれない一面がある（櫛引，

2015b）．このため，筆者は，観光や経済に関わる

人々だけではなく，地元に住む一般の市民が新幹

線開業をどのように受け止め，どう評価したかを

明らかにすることで，新幹線開業がもたらした恩

恵とダメージをより正確に把握できると考え，試

行を重ねてきた． 
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今回の試みも，サンプル数が限られているなど，

多くの制約下で実施したものであり，繰り返し述

べてきたように，定量的に緻密な議論には必ずし

もなじまない内容である． 
 しかし，多くの記述項目も含めて検討すると，

他の先行研究と大きく食い違う内容はなく，同時

に，整備新幹線建設・開業という巨大プロジェク

トと一般市民の感覚との落差という，古くて新し

い課題があらためて浮き彫りになった感がある． 
 新幹線の建設と開業は，ともすればそれ自体が

目的化しやすいため，開業時の集中的なイベント

開催と相まって，開業特需や開業イベントの一段

落が「新幹線対策の終わり」と誤認されやすい．だ

が，人口の減少と偏在，高齢化が間断なく進む一

方，外国人観光客の来日が活発化する中で，新幹

線や地域の社会，経済を取り巻く環境は日々，変

化している．「開業対策」には区切りがあっても，

「新幹線活用対策」には終わりがない．にもかか

わらず，多くの自治体は，開業からさほど間を置

かずに，新幹線の積極活用策の検討を怠るように

なりがちである． 
 整備新幹線の整備は，巨額の地元負担や並行在

来線の経営分離に代表される，有形無形の負担の

元に成り立っている．何より，整備新幹線は観光

客誘致のためだけに建設されるものでも，行政関

係者や経済関係者のためだけに整備されるもので

もない．建設してしまった以上，「造るべきではな

かった」という議論も意味をなさない．いかに所

与の条件を活用し，どのようにして新幹線を暮ら

しや地域社会，経済活動の再デザインに役立てる

か，という視点から，不断に，かつ，あくまでも市

民の目線に立ち，現状の検証がなされ，さまざま

な地域施策が検討，立案されなければならない． 
 その起点となるのは，基礎自治体が主体，ベー

スとなる，住民を対象とした絶えざるモニタリン

グであろう．筆者の拙い実践を批判的に検証して，

上越市のように，自治体が地域施策の一環として

検証と分析に乗り出すことを期待したい． 
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Changes of consciousness and behavior of citizens of Aomori and Hakodate city caused 
by opening of the Hokkaido Shinkansen; Attempt of a mail survey 
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 北海道新幹線の開業後，2016年と 2017年に青森市と函館市で小規模な郵送調査を実施した．その結果，

新幹線を利用したことのある市民は，函館市で半数程度，青森市では 3 割程度という回答が得られた．

特急料金の高さと乗り継ぎの不便さによって，地元市民の新幹線利用が進んでいない可能性があり，高価

な新幹線を忌避して，フェリーを利用する人も増えていると考えられる．多くの市民は，新幹線開業に伴

う観光客の増加を歓迎しているが，新幹線駅前の開発が進まないことに対して，懸念を抱いている．ま

た，今後の青函交流については，進展すると考える人がいる一方，衰退すると考える人も存在する．人口

減少社会で北海道新幹線を適切に活用するためには，地方自治体による大規模かつ詳細な市民の意識・行

動調査が必要である． 
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