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Abstract 

The Seikan area comprise Aomori prefecture and Donan region, that is, southern part of Hokkaido. 

It is also called the Tsugaru Strait exchange area. Since around the opening of the Hokkaido 

Shinkansen, this area has been facing significant changes. A number of exchange channels have been 

created for the purpose of wide-area cooperation on tourism or so. Nevertheless, many of them have 

already disappeared. This area is experiencing a declining and aging population, and it is important 

to create a sustainable cooperation system. The "Seikan Destination Campaign", conducted by the JR 

Group, has given a form to exchanges in these regions, and has left achievements to be evaluated. 

However many issues to be solved, attention should be paid to how they will evolve in the future. On 

the other hand, the four prefectures of Hokkaido, Aomori, Iwate and Akita are aiming of achieving 

inscription of "Jomon Archaeological Sites in Hokkaido and Northern Tohoku" on the World Heritage 

List. These sites are distributed in almost the same area as the Seikan area. In order to achieve World 

Heritage registration and to utilize it properly, it is necessary to organize and examine regional 

policies, and the perspective of “organizing tourism” would be effective. 

 

Keywords ; Seikan area, Tsugaru Strait exchange area, Destination campaign, World Heritage,  

Jomon culture 
 

１.はじめに 

 高速鉄道・高規格鉄道である新幹線の開業は，

地域に多大な変化をもたらす．整備新幹線の開業

においては，特に観光面の効果が強調される（櫛

引・2007; 櫛引・三原 2020）．そして観光面での

効果は，主に入込客数の増加や，期待される消費

額から推定される経済効果から論じられてきた

（櫛引，2020）． 
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 しかし，開業済みの地域で実際に調査すると，

例えば八戸市や弘前市では，観光客の入込数を開

業効果にカウントしている訳ではなく，むしろ，

新たな観光施策を企画し実現させる力や，その前

提となる地域経営力の向上を，新幹線開業の効果

と捉えている（櫛引，2020）． 

 上記のような事情は，観光やその振興に関する

営みと，地域の構造的・空間的な関係性に，さまざ

まな示唆を投げかけてくる．しかし，観光をめぐ

る地域の「力」に着目した，新幹線開業に関連した

先行研究は，必ずしも多くはない． 

 筆者は 2017 年度に発足した「東北の次世代観

光交流」研究グループ（代表＝山田浩久・山形大学

教授）に所属し，2018 年度から 4 カ年で科学研究

費補助金事業「『観光の組織化』と地域構造変容の

ダイナミズムに基づく次世代観光戦略の構築」（山

田浩久研究代表，JSPS 科研費・18H03457）に従

事してきた．そして「観光の組織化」と地域構造の

変化について，基礎的な情報収集および検討を進

めてきた． 

本研究は，北海道新幹線の沿線である「青函圏・

津軽海峡交流圏」＝図 1＝の連携の動向および地

元自治体の意識について検討し，「観光の組織化」

との関わりを考察することを目的とする． 

具体的には，①青函圏・津軽海峡圏の経緯と概

念を確認し，②特に北海道新幹線の開業前後に形

成された「交流圏」の概要を整理するとともに，③

JR グループが実施した大規模観光キャンペーン

ならびに 2021 年度の世界遺産登録を目指す「北

海道と北東北の縄文遺跡群」を対比させながら，

④道南側の自治体に実施した③に関するアンケー

トの内容を分析して，⑤地域の意識と動き，課題，

そして可能性を検討する． 

 

２.北海道新幹線の開業後の概観 

 北海道新幹線は 2016 年 3 月に新青森－新函館

北斗間 149km が開業した．需要の少なさ，航空機

との競争力の乏しさ，青函トンネルの維持管理コ

ストの上乗せなどにより，1 日の便数は東京－新

函館北斗間が 1 日 10 往復，対仙台・対青森の便を

含めても 13 往復にとどまる一方，特急料金は他の

新幹線よりも割高に設定された（櫛引，2018）． 

 このため，国土交通省のデータによると，2016

年度の利用者は在来線比 54%と一定の伸びを示し

たものの，2017 年度は同 22%増，2018 年度は 17%

増と低減している＝図 2． 

それでも，函館市を中心とする道南地域には経

済的恩恵をもたらしたとされ（日本銀行函館支店，

2019），道南地域と青森県のさまざまな連携が強

化された（櫛引，2017）． 

 

【図 2】北海道新幹線の利用推移 

 

【図 1】本研究の検討対象地域 
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３.「交流」圏域の整理 

 青森県内と道南エリアでは「青函圏」「津軽海峡

交流圏」という語や概念が多用される．本節では，

これらに加えて，北海道新幹線開業に前後して登

場し，一部は既になくなった「交流」圏域について

整理する＝図 3． 

 

3-1.「青函圏」の推移 

 青函圏・津軽海峡交流圏はともに，津軽海峡を

挟んだ青森県と北海道・道南地域を合わせたエリ

アを指す．ただし，後述するように，青函圏は，狭

く見れば青森・函館両市の交流圏ととらえること

もできる． 

 このエリアの交流は縄文時代に遡り，縄文時代

前期～中期の円筒土器文化圏が代表するように，

約 1 万年にわたって文化を共有した． 

古代から近世にかけて，文化や統治の境は津軽

海峡を挟んで行き来したが，江戸期には藩領を異

にしながらも幕藩体制に組み込まれ，また，中期

以降はともに北前船の寄港地として結ばれていた．

道南と青森県の行き来は長く，渡島半島と津軽・

下北半島の間が中心だったが，明治期に青森－函

館航路が開設されると，大きな比重を占めるよう

になった．さらに，1906（明治 39）年の日本鉄道

東北線と青函航路の国有化，1908 年の青函連絡船

開設によって，特に青森，函館両市のつながりは

緊密さを増した（末永，2013a）． 

ただ，「青函圏」の語が広く使われるのは，青函

連絡船の廃止後である． 

 1988（昭和 63）年 3 月の青函トンネル開業に伴

い，津軽海峡線が誕生する一方，青函連絡船が廃

止されて 80 年の歴史の幕を閉じた．青森，函館両

都市の往来は，海路の 4 時間弱から大幅に短縮さ

れ，沿線は地続きになった． 

 この時，瀬戸内海では岡山県と香川県を結ぶ瀬

戸大橋が開業した背景もあり，第四全国総合開発

計画（四全総）は青函地域，ならびに瀬戸大橋を抱

える西瀬戸地域について，「地域の活性化をもたら

す広域的な交流」の萌芽が見られると記述した．

この状況に対応する形で 1988 年，「青函インター

ブロック交流圏構想推進協議会」が発足し，また，

翌 1989 年に青函両市は「ツインシティ」の盟約を

結んだ（末永，2013b）． 

つまり，「青函圏」という言葉は，いわば青函連

絡船の空白を埋める形で登場したといえる． 

ツインシティは 2017 年度，計 106 件の交流事

業が報告され，後者は 2018 年 7 月段階で北海道

側 62 団体，青森県側は 72 団体が構成，産業振興

から学術研究に至る幅広い活動が展開されている． 

このように，ツインシティの枠組みは，多様な

交流の〝容れ物〟として機能した．例えば連携団

体数や連携事業数といった指標で経済的，文化的

なつながりが可視化され，青函両都市の連携は一

つの形を獲得した．「青函ツインシティ」という言

葉が広く用いられたこともあり，筆者の経験によ

れば，「青函圏＝青函両都市の連携」というイメー

ジも存在した． 

しかし，当時，青森市内に居住していた筆者の

記憶と管見の限りでは，沿線がひと続きになった

にもかかわらず，青森県－道南のつながりは必ず

 

【図 3】主要な交流圏 

（筆者作成） 
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しも可視化されず，青函インターブロック交流圏

構想が進展したとは言い難かった．特に観光面の

交流や連携には，必ずしも進展がみられなかった．

青函両都市についても，一体感は必ずしも強化さ

れていないという認識が一般的だった． 

 末永（2013b）は青函圏をめぐるこのような経緯

の背景として，地元に交流の意識が浸透していな

いこと，鉄道でつながった後も青森－函館間の時

間距離が 2 時間余りあったことなどを挙げている． 

 青函交流の取り組みはその後，大きくは進展せ

ず，かといって衰退もしないまま，2010 年 12 月，

東北新幹線全線開通・新青森開業が訪れた． 

 その後，青函インターブロック交流圏構想は，

全国総合開発計画「21 世紀の国土のグランドデザ

イン」（1998 年）でも「今後の発展が期待される

地域」と位置づけられた．しかし，2008 年の国土

形成計画ではこの文言が姿を消したことから，青

森県と北海道は 2011 年，組織を「青函圏交流・連

携推進会議」に移行させ，活動趣旨も「交流圏構想

の推進」から「青函圏の交流・連携の推進」に切り

替えた． 

 

3-2．「津軽海峡交流圏」の登場 

 青森県は北海道新幹線開業をにらみ，2013 年度

に「津軽海峡交流圏」構想を提唱した．県のサイト

はその理念について「本県と道南地域とを一つの

圏域とする津軽海峡交流圏の形成に向け，圏域内

の交流の活発化や圏域外からの交流人口の拡大，

滞在時間の質的・量的拡大が重要」と示している． 

 その構想を具体化するプランとして，県は「λ

（ラムダ）プロジェクト」を掲げるとともに，主に

青森県内の学識経験者や経済・観光関係者から成

る「青森県津軽海峡交流圏ラムダ作戦会議」を設

立した．「λプロジェクト」の名は，函館，青森，

弘前，八戸の各市を結んだ「λ」にちなむ． 

 ラムダ作戦会議は 2016 年度でいったん解散し

たが，青森県は 2017 年度，この組織に道南側のメ

ンバーを加えて「津軽海峡圏ラムダ作戦会議」を

発足させるとともに，津軽海峡交流圏構想を核と

した地域再生計画を策定，地方創生推進交付金の

交付対象に認定された． 

 その結果，2013 年度以降，青森県と道南地域の

連携構想として「青函圏」と「津軽海峡交流圏」が

並立することになった． 

 λプロジェクトの事業は，例えば 2019 年度は

10 月から 2020 年 2 月まで開催された，約 20 件

のウェルネス・プログラムから成る体験型博覧会

「津軽海峡圏ウェルネス博」，2020 年 1 月に八戸

市で開かれた「津軽海峡ケンミン（圏民）交流ラム

ダＰａｒｔｙ」などが挙げられる． 

 

3-3.さまざまな「交流圏」の推移 

 本節では，北海道新幹線の開業に前後して発足

した，各種の連携について概観する．詳細は第 7

節で検討する． 

 

①津軽海峡観光クラスター会議 

 北海道新幹線の開業に先立ち，弘前商工会議所

と函館商工会議所は 2011 年，青森県の地方銀行・

みちのく銀行の協力を得て，「津軽海峡観光クラス

ター会議」を設立した．外国人観光客の共同誘致

や両地域を回遊する旅行商品の開発をうたい，相

互訪問・交流を進めつつ，函館市のコメを使って

弘前市の業者が日本酒を醸造したり，物産展を共

同開催したり，といった事業を展開した． 

 青森県の地元紙・東奥日報の記事（2016 年 9 月

24 日）によると，両会議所は前日の 23 日，事業

を総括する懇談会を開催し，引き続き連携を強化

することを確認した．その後，両会議所とも会頭

が交代した事情もあってか，「クラスター会議」の

名を冠した事業は実施されていないが，共同開発

した日本酒は販売が続いており，人的交流も継続

しているという． 

 

②青函圏観光都市会議 

 2013 年 3 月には，函館，青森，弘前，八戸の 4
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市が，観光 PR の強化などに向けて「青函圏観光

都市会議」を設立した．この 4 市の組み合わせに

よる地域施策，青森県内の 3 市が歩調をそろえて

の観光施策参加は，筆者が調べた範囲ではいずれ

も前例がない．同会議は函館市観光部に事務局を

置き，2016 年 4 月から 2017 年 2 月まで広域観光

キャンペーン「青函圏周遊博」を開催したほか，4

市共同の観光ガイドブックや観光プロモーション

ビデオなどを作成した．しかし，函館市の提案に

より，2019 年度限りで活動を終了した． 

 

③３D 連携 

青森県を飛び越して 2017 年 5 月にスタートし

たのが，函館市と秋田県の大館市，仙北市による

「３D 連携」である．「３D」は函館の「館」，大館

の「館」，さらに仙北市角館町の「館」にちなむ．

2017年5月20日の函館新聞記事によると，大館，

仙北両市の動きに小坂町が歩調を合わせて 4 市町

の活動となった．後に北秋田市が加わって，イベ

ントへの相互出店や周遊ルートの造成を行い，

2020 年 1 月時点でも活動を継続している． 

 

④新幹線木古内駅活用推進協議会（道南西部 9町） 

 道南地域は渡島総合振興局（函館市）管内の 11

市町（函館市，北斗市，松前町，福島町，知内町，

木古内町，七飯町，鹿部町，森町，八雲町，長万部

町）と，檜山振興局（江差町）管内の 7 町（江差

町，上ノ国町，厚沢部町，乙部町，奥尻町，今金町，

せたな町）から成り、2010 年度に発足した．青森

県が 10 市 30 町村，人口約 128 万人であるのに対

し，道南は空間的な広がりが青森県に匹敵する半

面，2 市 16 町，人口約 33 万人と地域構造が大き

く異なる．また，札幌市の道庁に加えて，両振興局

が広域的な窓口となる． 

 北海道新幹線の開業に際して，木古内町の駅勢

圏にある道南の「西部 9 町」（木古内町，知内町，

福島町，松前町，上ノ国町，江差町，奥尻町，乙部

町，厚沢部町）が，振興局の管轄を超え，交通事業

者を交えて「新幹線木古内駅活用推進協議会」を

発足させた．木古内町に事務局を置き，「旬感・千

年北海道」を掲げてプロモーションを進めている． 

 

⑤青函圏・みなみ北海道連絡会議 

 青函圏・津軽海峡交流圏を超えた広域の情報共

有・発信を目指して 2015 年 1 月に発足したのが

「青函圏・みなみ北海道連絡会議」である．同年 3

月 26 日の函館新聞記事によると，北海道側は渡

島，桧山振興局管内に加えて胆振，日高の両総合

振興局管内，さらに後志総合振興局管内のニセコ

町の計 42 市町村が参加した．青森県側は青森，弘

前，八戸の 3 市と下北半島のむつ市，奥津軽いま

べつ駅がある今別町の 5 市町が参加した．この組

織も事務局を函館市観光部に置き，2015 年 4 月に

情報を一元的に発信するためのサイト「みなみ北

海道・青森イベント information」を開設した． 

 2016 年 5 月 28 日に東北財務局と北海道財務局

などが開いた第 2 回「青函地域経済活性化フォー

ラム」に函館市が提示した資料によると，同連絡

会議は青函圏観光都市会議と道南 18 市町，さらに

日高・胆振地方の 18 市町がつくる「北海道新幹線

×nittan 地域戦略会議」の連携をベースにした組

織であり，広域観光における情報の共有と発信，

地域間連携の柱として位置づけられていた． 

 「みなみ北海道・青森イベント information」

サイトは 2020 年 1 月現在も稼働しているが，連

絡会議自体は 2017 年 2 月に解散した．ただし，

解散に至る経緯は公表されていない． 

 以上のように，青森県側，道南側それぞれでい

くつもの枠組みが重層的に始動した．地域的には

もちろん，目的も重複するものが少なくない．そ

して，函館市は複数の事務局を兼務し，多くの連

携の枠組みに加わることになった． 

 だが，結果的に，半ばの枠組みは開業年度から

さほど時間を置かず，姿を消すことになった．  

 

４.「青森県・函館」の観光キャンペーン 
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 一方，JR グループ 6 社は北海道新幹線の開業に

合わせて 2016 年 7～9 月，デスティネーションキ

ャンペーン（DC）を実施した． 

 DC は 3 カ月を単位として展開される，国内

大規模の観光キャンペーンである．前年の「プレ

DC」，本番，翌年の「アフターDC」と 3 年で 1 サ

イクルを構成する．新幹線開業に合わせての開催

が通例となっており，2002 年 12 月の東北新幹線・

八戸開業時は翌 2003 年 4 月から北東北 3 県を対

象として，2010 年 12 月の東北新幹線全線開通・

新青森開業時は，東日本大震災に遭いながらも，

翌 2011 年 4 月から 7 月まで，青森県が初めて単

独で開催した． 

 北海道新幹線開業時の DC は「青森県・函館デ

スティネーションキャンペーン」（青函 DC）とし

て実施された．DC 史上で初めて，一つの県と隣接

する他県の特定地域が対象となる「越境型」とな

った．道南側は函館市など 11 市町が参加した． 

 青函 DC は 2015～2017 年度で一区切りを迎え

たが，青函地域は 1 年おいて 2019 年，JR 東日本

の「重点販売地域」指定（重販）を受け，大型観光

キャンペーン「青森県・函館観光キャンペーン」が

実施された．同社単独での DC というべきキャン

ペーンで，道南側の参加は 18 市町村に拡大した． 

DC については，個別の事例の効果を検証した

先行研究が多数存在するものの，DC 全体の枠組

みを総括した研究がほとんど見当たらない．一方

で，日本の各地で必ず，日常的に実施されている

ことから，その都度，入手したり体感したりでき

る情報も多い．これらの情報に基づいて検討する

と，第 3 節で述べたさまざまな交流・連携の枠組

みに比べて，DC は規模が大きい上にフォーマッ

トがある程度，決まっている．さらには特定のエ

リアで繰り返し実施される例が少なくない．加え

て，道府県を窓口として広範な市町村が参加する

など，連携や地域の「つくりかえ」を広域的に進め

るには優位な点があると推測された． 

このため，後述するように，道南側の 18 市町お

よび 2 振興局に対してアンケートを実施し，現状

を検討することにした． 

 

５．「縄文遺跡群」の世界遺産登録活動 

青森・岩手・秋田の 3 県と北海道は「北海道と

北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録（2021 年度）

を目指している＝図 4．この活動は青森県が中心

となっている上，空間的な枠組みも上記の青函圏・

津軽海峡交流圏に近い．さらに，世界遺産登録は

観光が目的ではないながら，観光振興とは不即不

離の関係にある．そこで，青函圏・津軽海峡交流圏

と対比させながら，前記の道南側の 18 市町・2 振

興局にアンケートを実施することにした． 

ここで，4 道県の活動の経緯を確認しておく． 

2005 年 10 月 11 日の東奥日報記事によると，同

遺跡群の世界遺産登録構想は，端緒が 2001 年 1 月

に遡る．当時の青森県知事が，三内丸山遺跡を中

心とする県内の縄文遺跡群の登録を目指す意向を

表明．やがて，北東北 3 県と北海道が知事サミッ

トを開くなど交流が深まっていたことを背景に，

4 道県が 2003 年 1 月，登録構想を公表した．さら

に，青森県知事の交代を経て同年 9 月，4 道県は

世界遺産登録を視野に「北の縄文文化回廊づくり」

 
【図 4】北海道・北東北の縄文遺跡群 

（青森県サイトから筆者作成） 
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を進めることを表明した． 

この構想はいったん，立ち消えとなったが，青

森県は 2005 年 10 月，単独での世界遺産登録を目

指す考えを明らかにし，翌 2006 年 11 月，登録候

補を記載する「暫定リスト」入りを文化庁に提案

して正式に名乗りを上げた． 

しかし，2007 年 1 月，暫定リスト入りを逸し，

課題の一つが範囲の拡大だったことから，同年 4

月に再び「北海道・北東北 3 県」の枠組みに戻っ

た．そして共同提案を経て 2009 年 1 月，暫定リ

スト入りを果たした．この後，10 年余りにわたっ

て推薦候補入りを逃し続けたが，2019 年 7 月，正

式に推薦候補となった．順調に進めば 2020 年秋，

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国

際記念物遺跡会議（イコモス）が現地調査を実施

し，2021 年夏に開かれる世界遺産委員会で登録

の可否が審査される． 

遺跡は当初，青森県の 15 個所とされたが， 終

的に 17 個所の「構成資産」と 2 個所の「参考遺

産」に整理された．内訳は，構成資産が北海道 5 遺

跡（函館市 2 遺跡，伊達市，千歳市，洞爺湖町各

1 遺跡），青森県 8 遺跡（青森市 2 遺跡，つがる市

2 遺跡，弘前市，八戸市，外ケ浜町，七戸町各 1 遺

跡），岩手県 1 遺跡（一戸町），秋田県 2 遺跡（鹿

角市，北秋田市）である．また，参考資産は北海道

1 遺跡（森町），青森県 1 遺跡（八戸市）である． 

次節に記すように，道南地域の自治体アンケー

トでは，この世界遺産候補の遺跡群と観光の関連

について尋ね，多くの回答が寄せられた． 

 なお，JR 青森支店へのヒアリングによると，

2019 年の青森県・函館観光キャンペーンは，「北

海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録運動

が実現の一助となった． 

 

６.道南市町・振興局へのアンケート結果 

筆者は 2019 年 10 月，道南 18 市町と 2 振興局

に郵送アンケートを実施した．電話で担当課と担

当者を確認し，趣旨を説明した上で調査票を送付，

郵送で回収した（一部はメールで回答）． 終的に

13 市町と 2 振興局から回答があった＝図 5． 

以下，主な質問項目と，回答の概要を記述する． 

なお，図 6～10 では，2 振興局のマークを一回

り大きく表示してある．また，記述式の回答につ

いては，送り仮名等の表記を一部，内容・ニュアン

スを損なわない形で加工した． 

 

【主な質問項目】 

①「青森県・函館観光キャンペーン」（2019 年 7～

9 月）が地元の誘客に及ぼした効果について 

②同キャンペーンが及ぼした，誘客面以外の効果

について 

③今後，「青森県－道南」の枠組みでの大規模観光

キャンペーンが実施された場合の期待度 

④「北海道・北東北の縄文遺跡群」は圏域全体の観

光振興に役立つと考えるか 

⑤同遺跡群は，地元市町の観光振興に役立つと考

えるか 

⑥同遺跡群が文化的な価値を創出しながら地元振

興と関連づけていくための施策 

⑦青函圏・津軽海峡交流圏の現状と将来性，課題

について 

【回答の概要】 

①キャンペーンが誘客に及ぼした効果 

 回答があった 13 市町のうち，「相当の効果があ

った」と答えたのはゼロ，「一定の効果があった」

と答えたのは函館，木古内，福島の 3 市町だった．

 

【図 5】アンケートへの回答状況 
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「ほとんど効果はなかった」と答えたのが今金町

で，残る 9 町は「あまり効果はなかった」と回答

した＝図 6． 

 函館市は 2019 年度上期の観光入込客数が前年

同期比で 5.8%になったこと，木古内町は 2019 年

7～9 月の入込客数が 190 万 5000 人と，前年同期

の 188 万 7000 人から増加したことを理由に挙げ

た．福島町は「新幹線利用者の増加に伴い，観光客

の入込数が増加した」と答えている． 

 2 振興局はいずれも「一定の効果があった」と評

価し，「キャンペーン特別企画として，ドリンクサ

ービス特典をつけた既存の商品について，前年に

比べ利用者数が約 50％増加した．新規コンテンツ

についても，想定以上の利用があり，キャンペー

ン中の PR 効果の影響と感じている」（渡島総合振

興局），「東北と北海道を周遊する観光旅行が少し

ずつ増えていると観光協会等から聞いた」（渡島振

興局）と回答した． 

 「一定の効果があった」と回答した 3 町はいず

れも，新幹線と津軽海峡に近い．一方，「ほとんど

効果がなかった」と答えた今金町は，これらから

遠い内陸部に位置する．これらの地理的環境が何

らかの影響を及ぼしている可能性がある．また，

道南で飛び抜けた集客力を持つ函館市が「一定の

効果」を感じる半面，大沼国定公園のある七飯町

は「あまり効果はなかった」「キャンペーンの実施

により，多少入り込み客数が増えた施設はあるが，

ほとんどの施設が効果を実感できていないようだ」

と回答しており，観光客の旅行目的や旅行目的地

によって，観光キャンペーンの効果が異なってい

る可能性がある． 

 なお，木古内町は，このキャンペーンの効果が

拡大するよう，独自に「夏休みの町内周遊企画キ

ャンペーンを実施したという． 

また，上ノ国町は「あまり効果はなかった」とし

ながらも，「以前より東北圏からの観光客が増えた

ような印象がある」と記している．「あまり効果は

なかった，と回答したが，実際は効果がわからな

い，という回答が合っているかもしれない」と記

載してきた自治体もあった． 

 

②同キャンペーンが及ぼした，誘客面以外の効果 

 「相当の効果があった」と答えたのが北斗市，

「一定の効果があった」と答えたのが函館市と福

島町，長万部町，木古内町，せたな町の 5 市町，

そして 2 振興局だった．七飯，厚沢部，今金の 3

町は「ほとんど成果がなかった」，残る知内，江差，

上ノ国，乙部の 4 町は「あまり効果がなかった」

と答えた＝図 7． 

 北斗市は「本キャンペーンや青函ＤＣを通じて，

青森県庁や青森観光振興連盟とのパイプができた

ことが一番の成果」，木古内町は「青森県今別町と

両町の夏のイベントにおける相互ＰＲなどの取り

組みを行い，相互の交流・連携を行った．また，民

間における交流も進むなど，青函地域内における

交流・連携に効果があった」と回答し，ともに青森

県側との連携強化を成果に挙げている． 

 

【図 7】キャンペーンの誘客以外の効果 

 

【図 6】キャンペーンの誘客効果 
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一方，函館市は自治体や団体の連携が強化され

たこと，福島町は「各地域への観光プロモーショ

ンに参加することにより，組織の連携強化につな

がった」こと，長万部町は４町連携推進協議会（長

万部，今金，せたな，八雲）への参加によって「地

域の組織強化につながった」ことを効果に挙げ，

せたな町は「道外事業者・市町村と情報交換・PR

活動ができたのはよかった」と評価している． 

 渡島総合振興局は，「道南全 18 市町の参加によ

って…連携がみられた」，檜山振興局は「地域の組

織連携強化として，道南だけでなく青森県との交

流も図れる」と記し，上記の市町と認識が付合し

ている． 

 ポジティブに評価する市町は，津軽海峡エリア

だけでなく北部にも存在するが，江差エリアには

ない． 

 

③「青森県－道南」大規模観光キャンペーンへの

期待度 

 「大いに期待できる」が函館市と北斗市，「やや

期待できる」が福島，知内，木古内，長万部，江差

の 5 町，「あまり期待できない」が七飯，せたな，

上ノ国，乙部の 4 町，「ほとんど期待できない」が

今金町だった（厚沢部町はこの項目，回答なし）．

渡島総合振興局はこの項目，回答がなく，檜山振

興局は「やや期待できる」だった＝図 8． 

 地理的にみると，北海道新幹線・津軽海峡エリ

アは総じて期待度が高い．ただし，2 次交通の充

実・整備を課題に挙げる町がいくつかあり，その

意味では「条件付き」の期待となっている．長万部

町は，北海道新幹線の延伸に向けた観光 PR を視

野に入れている． 

また，北斗市は「観光資源が少ない当市では，生

活，文化等で深い繋がりをもつ青森と共存できる

着地型観光を模索しており，今後の展開によって

は，青森県内の担い手の皆さんと連携できると期

待している」と展望を記載し，木古内町は「青函Ｄ

Ｃ以降，当町としても相互連携したプロモーショ

ンや交流などを行っているほか，旅行会社との商

談会においても青森県側の鉄路や空路などの利便

性も考慮した提案を行うなど，青函エリアを意識

した取り組みとなっている」と，北海道側の玄関

口としての立場を感じさせる回答を寄せた．さら

に，「負担金が大きく議会等から効果が問われるの

で，効果の指標を表現していただければ大変助か

る」と要望を記していた． 

ただ，「青森県・函館」というネーミングや枠組

みについて，地元の理解がしいという指摘や，「道

南側と青森側の予算（負担金）の差が大きく，青森

寄りの内容となった印象がある」という記述もあ

った． 

観光キャンペーン以外に期待する「青森県・函

館（道南）」の枠組みでの施策としては，「郷土料理

や風習的に近いものがあると思うので広域での文

化交流的な取組が可能だと思われる」（渡島総合振

興局），「小学校や中学校などの相互の交流（修学

旅行誘致等）」（乙部町），「私たちも青森の皆さん

と結びつき新たな発想をもって観光振興に取り組

みたいと考えており，お互いの地域を知ることが

できる研修会や商談会などを通じて交流を深めら

れると助かります」といった記載があった． 

 

④「北海道・北東北の縄文遺跡群」は圏域全体の観

光振興に役立つか 

 「大いに役立つ」と答えたのは函館市，北斗市と

 
【図 8】「青森県－道南」大規模観光キャ

ンペーンへの期待度 
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今金町，「多少は役立つ」は福島，知内，木古内，

長万部，江差，七飯，厚沢部，上ノ国の 7 町，「あ

まり役に立たない」が乙部，せたなの 2 町，「ほと

んど役に立たない」はゼロだった．渡島総合振興

局は「多少は役立つ」，檜山振興局は「大いに役立

つ」と答えた＝図 9． 

 前述のように，道南地域は世界遺産構成資産が

函館市に 2 遺跡，関連資産が森町に 1 遺跡あるの

みだが，圏域全体として，人の流動や観光 PR が

活発化することに伴う，効果を期待している様子

がうかがえる． 

 

⑤同遺跡群は地元市町の観光振興に役立つか 

 「大いに役立つ」と答えたのが函館市，「多少は

役立つ」と答えたのが福島，知内，木古内の 3 町，

「あまり役立たない」は上ノ国，乙部の 2 町，「ほ

とんど役立たない」が七飯，長万部，今金，せたな

の 4 町だった．北斗市と江差町，厚沢部町は「該

当しない」と答えた．2 振興局は「多少は役立つ」

と回答した＝図 10． 

 構成資産 2 遺跡を持つ函館市の評価が高いのは

当然ながら，北海道新幹線・津軽海峡に近い福島，

知内，木古内の 3 町はこの項目でも評価が比較的

高かった． 

 

⑥同遺跡群の文化的な価値を創出しながら，地元

振興と関連づけていく施策（記述式） 

この項目はテーマが絞り込まれているせいか，

記述が も多かった．以下，大きく内容別に列

挙する．詳細な考察は次節にて行う． 

 

▽商品・ツアーの造成など 

・教育旅行誘致のため，文化と体験を絡めた商品

を造成すること（七飯町） 

・縄文遺跡をめぐるツアーの創出（上ノ国町） 

・地元食材を生かした縄文関連商品（土産品）の

開催（渡島総合振興局） 

▽PR など 

・例えば，北海道なりが「北海道・北東北の縄文遺

跡群」の展示を北斗市観光交流センター別館内

で開催していただくことで，観光関連事業者へ

の送客が期待できるかも」（北斗市） 

▽施策の方向性 

・文化財的側面と観光コンテンツ的側面は，場合

によって相反することもあるので，遺跡群を所

管する部局とも連携を密に進めていく必要があ

る（函館市） 

・自治体規模や立地条件，観光振興に対する考え

方もさまざまであるなかで，圏域内の自治体す

べてが参画して事業展開しても，大きな成果は

あまり見込めない．効果を期待する（できる）自

治体間での連携から成功モデルを構築していく

ことが必要（今金町） 

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」に含まれないが，

各地域に存在する歴史的に価値の高い関連素材

を掘り起こすとともに，文化的価値を生かした

 

【図 9】縄文遺跡群」は圏域全体の

観光振興に役立つか 

 

【図 10】縄文遺跡群」は地元市町の 

観光振興に役立つか 
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体験メニューの創出や磨き上げなどを行い，地

域全体で一体となった観光コンテンツを作り上

げることで，より一層の誘客促進を図る」（木古

内町） 

▽啓発 

・当町には縄文遺跡群はあるが現地見学できるよ

うな遺跡群ではない．地元振興と関連づけるの

は難しい．まずは地元住民が縄文遺跡群のつな

がりを知る，意識付けが必要（長万部町） 

・地元の人や観光客に，縄文文化に興味を持って

もらうため，おもしろく紹介できるガイド人材

育成（スキルアップ研修の実施，ガイド育成の

ための冊子作成）（渡島総合振興局） 

▽ビジネスモデル 

・遺跡への来訪者確保とともに「宿泊を必要とし

ている観光客」「購買を目的としている観光客」

等，具体的なターゲットの設定が必要（江差町） 

・地域振興の観点で考えるのであれば，施設を見

るだけにならないために地域にお金が落ちる仕

組みが必要（檜山振興局） 

 

⑦青函圏・津軽海峡交流圏の現状と将来性，課題

について 

 この項目にも多くの意見が寄せられた．前項と

同じく，詳細な考察は次節で行う． 

 

・青函圏の住民同士が相互に観光できるような取

り組みがあれば（上ノ国町） 

・青函圏及び津軽海峡交流圏の関係者の交流機会

が限られることが課題．将来的には，もっと結

びつきが深まるべき．（檜山振興局） 

・青森・函館の交流はうまくいっているかもしれ

ないが，道南で考えるともう少し施策が必要だ

と思います．両方の観光客をいかに，どちらに

も呼び込み，生かせるかが課題になってくると

思います．（長万部町） 

・国内・国外観光客をどう呼び込むか．リピータ

ーの増加（知内町） 

・青函地域は素材が魅力だと思うが，誘致するた

めにはエアー（航空）の強化が重要だと感じる

（七飯町） 

・東北からの観光客誘致を現状より更に効果的に

実施することが課題と考える（乙部町） 

・青函ＤＣや今回のキャンペーンで大規模に宣伝

していただいていることで，青函圏での周遊が

図られていると思います．生活面・文化面では

とても身近な存在である青森とは，今後も，新

幹線やフェリーを活用した広域の周遊ルートの

造成が期待できますが，道南では各自治体に温

度差があるような感じがしますので，今後はオ

ール青函での地域づくりをしていくためにも，

観光セクションだけではなく市の中枢である部

署が率先して青函圏を盛り上げていかなければ

ならないのかなと考えます（北斗市） 

 

７.考察 

7.1.「交流圏」の推移をめぐって 

青森県や道南では現在，「青函圏」と「津軽海峡

交流圏」の構想や名称・組織が並立している状態

である．「青函ＤＣ」の略称が示すように，青函圏

は直感的に核となる青森・函館両市をイメージし

やすい半面，津軽海峡を挟んだ面的な広がりを連

想しづらい．また，筆者が市内の経済関係者に聞

いたエピソードとして，県外での共同物産展で「青

函」の名を連呼しても，それが道南・青森県エリア

だと伝わらないケースが増えているという．つま

り，青函連絡船の廃止から 30 年余りを経て，「青函
せいかん

」

の文字・音
おん

の認知度そのものが下がっている可能

性がある． 

他方，津軽海峡交流圏は，エリアとして，ある程

度のイメージがわく半面，逆に津軽海峡沿いの地

域に限定したイメージをもたらす可能性がある． 

ただ，北海道新幹線の開業に伴い，「道南の東北

化」というべき兆候も現れる中で（櫛引，2019），

今後，「圏域」をめぐる整理が，どのような観点か

ら，どうなされるべきなのか．筆者自身もまだ明
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快な方向性を見いだせていない． 

いずれにせよ，λプロジェクトと青函圏交流・

連携推進会議はともに，青森県側は企画政策部交

通政策課が担当しており，多くの自治体や団体も

関わっているため，青函圏と津軽海峡交流圏の用

語や構想を，将来的に整理・統合していくべきな

のか，並立させていくべきなのか，という議論そ

のものが生じにくい環境にあると言える． 

一方，他の連携の枠組みは結果的に，2～5 年程

度の期間で実質的に姿を消したものが多い．道県

レベルの施策の中に位置付けられる青函圏・津軽

海峡交流圏に比べると，地域政策面・観光政策面

での位置付けや相互の調整が十分だったかどうか，

検討の余地が残る枠組みもある．また，観光面の

期待値が高い整備新幹線の開業に際し，日本有数

の観光都市である函館市に対して，特に本州側の

多くの地域がアプローチしており，各構想の調整

や事務作業が必ずしも十分な水準に届かなかった

可能性も念頭に置く必要があろう． 

とはいえ，この種の，「前例のない連携」が，ど

のような展開をたどることが理想的なのか，確た

る理想が確立されているとも言えず，連携の枠組

みの消長をもっぱら批判的に検証する営みがどこ

まで妥当か，そのこと自体が議論の対象となり得

るだろう．一連の経緯が必死の模索であると位置

付けられるなら，その成功の有無を問うよりも，

失敗を含むさまざまな教訓を糧に今後の施策を構

想する方が，生産的な営みとは言えないだろうか． 

いずれにせよ，北海道新幹線は開業から 5 年目

に入り，過渡期は一段落を迎えようとしている．

県境を越える広域的な連携や「観光の組織化」の

在り方について，戦略的な視点から，あらためて

課題と可能性を検討する時期が訪れていると言え

るのではないか． 

 

7-2．青函ＤＣと縄文遺跡群の世界遺産登録をめぐ

って 

 多くの連携の枠組みが生まれ，そのいくつかが

消える中で，青函 DC の枠組みは断絶を挟みなが

らも，5 年にわたって機能した．マスコットキャラ

クター「いくべえ」は，東北新幹線・新青森開業時

から 10 年間，同じものが使われている＝図 11．

DC は日本版 DMO（Destination Management 

Organization＝観光地域づくり法人）などによる

「組織化」とは異質ながら，戦略的な展開を図れ

ば，「観光の組織化」を通じた地域の好ましい変容，

構造変化をもたらし得る可能性をはらむように見

える． 

 第 6 節でみたように，道南自治体には地域内・

地域間の連携に対する観光政策面・地域政策面の

強いニーズが存在する．しかし，現時点ではその

受け皿や今後の将来像が必ずしも明確ではないよ

うだ．アンケートでは，大規模観光キャンペーン

の効果に懐疑的な声があったほか，前記のように，

効果としての指標を示してほしいというニーズも

浮かび上がっていた．青森県と北海道が今後，ど

のような広域型・連携型の観光施策を（再）構築す

るのかが注目される． 

 一方，「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺

産登録をめぐっては，観光振興への寄与が大きく

期待されている．ただし，2019 年 9 月 1 日の朝日

新聞記事（青森県版）が伝えているように，三内丸

山遺跡を除く遺跡の多くは整備が進んでいない．

また，遺跡間の距離の遠さと公共交通網の弱さ，

遺跡そのものの偏在が大きな制約となっている． 

 
【図 11】青函 DC の掲示物に用いられた 

マスコット「いくべえ」＝ 

2019 年 7 月、新青森駅 
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 とはいえ，青森県・北東北と道南をカバーする，

しかも 1 万年に及ぶ歴史に根ざした「地域ブラン

ド」としての価値は，観光客のみならず地元に人々

にとってもかけがえがない．このエリアは国内で

も人口減少と高齢化のペースが国内の先端にあり，

持続可能な地域づくりの上でも，遺跡群をどのよ

うに利活用していくか，さらなる検討と実践が不

可欠である． 

 このようにみると，方向性によっては，縄文遺

跡群そのものが「観光の組織化」のプラットフォ

ームになり得る可能性がある．あるいは上記のよ

うな連携や青函 DC の枠組みを，「観光の組織化」

という視点から再検討または再生する試みによっ

て，縄文遺跡群の世界遺産登録の実現や，その後

の活用を支援する，という戦略も有効かもしれな

い． 

 いずれにせよ，上記のような制約要因を考える

と，縄文遺跡群を何らかの形で活用しようとすれ

ば，広域的な連携は絶対的な前提条件であり，DC

など，既存の組織やネットワークの活用は，有力

な選択肢となり得るに違いない． 

 

7-3.道南アンケートをめぐって 

 アンケートの結果からは，観光客や新幹線利用

者の動きに生で接しやすい沿線・津軽海峡エリア，

やや離れて日本海に面した江差エリア，さらに両

者から離れた道南・北部エリアで，観光キャンペ

ーンや縄文遺跡群に対する評価や期待度が異なっ

ている様子が分かった． 

 ただし，海峡エリアに近くても，回答がなかっ

た町もあり，地理的な環境に加えて，社会・経済・

文化状況や施策の方向性によっても，地元の感覚

や事情が大きく異なっている可能性もある． 

 観光キャンペーンについては，懐疑的な見方が

にじむ回答も散見されたが，観光客の増加以上に，

地元の町同士の連携強化や，青森県側との交流の

推進を成果に挙げた自治体が目立った点が注目さ

れた． 

 2000 年代に新幹線開業を経験している青森県

八戸市や弘前市でも，同様の傾向がみられ，観光

客の増加よりも，地元の地域経営力の向上を評価

する声があった（櫛引，2020）． 

新たなビジネスモデルづくりを含む施策を求め

る声もあり，新しいフォーマットづくりを伴う，

地域が自走する条件整備が求められている． 

 縄文遺跡群については，構成資産である遺跡が

ない町でも，地元に関心を持つきっかけとしたり，

地域の歴史を見直す契機として活用しようという

意識を確認できる．5～10 年程度のスパンで，そ

して学校の郷土教育や社会教育とリンクさせた取

り組みを視野に入れる必要があろう． 

 

８.おわりに 

特に北海道新幹線の開業後，多くの外国人観光

客が津軽海峡を挟んで回遊するなど，道南と青森

県の観光面でのつながりは強まった．半ば一過性

ながら構築されたネットワークの多くは，趣旨が

重複し，あるいは活動目的が必ずしも明快ではな

い取り組みも存在していたものの，旅行商品の造

成や観光情報の共有・発信を活動目的に含んでお

り，「観光の組織化」の端緒となる取り組みだった

と総括できる． 

とはいえ，λプロジェクトを軸とする観光面の

組織的な連携は，総体としてはまだ途上にある． 

縄文遺跡群の世界遺産をめぐっては，交通手段

や距離，住民との距離感などが活用のネックとな

っており，啓発活動や，MaaS（Mobility as a 

Service）的な展開も含む交通網の整備が求められ

ている． 

青函圏・津軽海峡交流圏は海を挟む広大なエリ

アであるにもかかわらず，交通機関は未整備であ

り，しかも観光面では「函館一強」に近い構造を持

つ．人口減少・高齢化が進む中，地域の存続と観光

をリンクさせ，態勢を強化するには，「観光の組織

化」の観点から，観光地や遺跡所在地に関する空

間的・階層的・機能的な整理と施策を戦略性に進
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める必要があろう． 

北海道新幹線の開業は，この圏域を確立する好

機とみられ，各種の連携の枠組みが生まれ，いく

つかは姿を消した．その中で，JR グループによる

DC は，恒常的な組織による活動ではないながら，

特定地域における定期的な開催事例もみられるこ

とから，ある種の「観光の組織化」の事例とみなせ

る． 

 青函 DC の枠組みが今後，どう推移するか，ま

た，地域の構造にどのような影響を及ぼし得るか

は不明確だが，2031 年春に予定される北海道新幹

線の札幌延伸までの期間を視野に，必要な支援の

在り方について検討する必要があろう． 
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 Tourism cooperation and issues in the Seikan area: 

Around the opening of the Hokkaido Shinkansen 

 

Motoo KUSHIBIKI 

 

College of Sociology, Aomori University 

 

要 旨 

北海道新幹線の開業に前後して，道南地域と青森県が構成する青函圏・津軽海峡交流圏は大きな変化に

直面している．観光面の連携などを目的として，多くの交流の枠組が誕生したが，既に消滅したものもあ

り，人口減少・高齢化が進む中で，持続可能な連携の在り方が問われている．JR グループによる青函デ

スティネーションキャンペーンは，道南と青森県の交流に一つの形と実績を残した．まだ課題は多いが，

今後の展開が注目される．一方で，世界遺産登録を目指す「北海道と北東北の縄文遺跡群」は，エリアが

広域観光キャンペーンと重なっており，登録の実現や登録後の活用に向けて，「観光の組織化」という視

点に立った政策の整理と検討が有効であろう． 
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