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【本報告書について】 

  

本書は、⻘森学術⽂化振興財団の令和 2 年度助成事業「新⻘森駅開業 10 周年に向けた市⺠
協働の場づくりの深化および情報発信の強化に関する研究・実践」の成果報告書です。 

本事業は、⾼齢化と深刻な⼈⼝流出に悩む⻘森市、さらには⻘森県域において、新⻘森駅やその
周辺をめぐる情報の収集・発信の仕組みづくりが、新たな協働の場づくりにつながり、何らかの活路につな
がるのでは、という問題意識に基づいて発案しました。本年度が 3 カ年事業の 2 カ年⽬に当たります。 

初年度は、⼿探りの中でゼロから事業をスタートさせましたが、⻘森県⽴⻘森⻄⾼等学校、東⽇本
旅客鉄道株式会社（JR 東⽇本）の多⼤な協⼒をいただき、さらには⻘森県・三内丸⼭遺跡センター、
⻘森県⽴美術館をはじめ多くの⽅々のご⽀援のもと、予想を上回る収穫を得ることができました。 

本年度は、引き続き、2020 年 12 ⽉ 4 ⽇の東北新幹線全線開通・新⻘森開業 10 周年を軸に、
連携・協働の深化と拡⼤を⽬指しました。 

しかし、同年 1 ⽉から世界に広まった新型コロナウイルス感染症のため、当初構想の事業の多くを断
念せざるを得なくなりました。 

それでも、⻘森⻄⾼校「おもてなし隊」や新⻘森駅の皆さまの奮闘を起点に、バラエティーに⾶んだ活
動が再起動し、気がつけば 1 年間を駆け抜けることができました。その経緯と展開、今後の展望を整理
し、記録にとどめることが、本報告書の⽬的です。 

本年度の活動は結果的に、新⻘森駅とその周辺に関する⼈・地域の情報をまとめた「ニュースレター」
を配布し、Facebook 等で発信する営みにほぼ限定されました。それでも、コロナ禍にひるむことなく、感
染防⽌に留意しながら、事業を完了できただけでも、⼤きな成果と考えています。 
 幸い、3 年⽬の事業実施も内定しており、事業の中括的な仕上げを構想できる状況になりました。⼀
連の取り組みと本報告書が、⻘森市や⻘森県の将来像を考える⽷⼝になれば幸いです。 

最後に、本事業を採択していただいた⻘森学術⽂化振興財団、ならびに本事業にご協⼒いただいた、
⻘森⻄⾼校、JR 東⽇本⻘森⽀店・新⻘森駅、⻘森県・三内丸⼭遺跡センター、⻘森県⽴美術館を
はじめ、すべての皆さまに⼼より御礼申し上げます。 

（取材・記事掲載や配布にご協⼒下さった皆さまのお名前は本⽂に記しました） 
 

2021 年 2 ⽉ 
⻘森⼤学社会学部 櫛引 素夫 
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１．本事業の趣旨と背景 

本事業は、⻘森学術⽂化振興財団の令和 2 年度助成により、「新⻘森駅開業 10 周年に向けた
市⺠協働の場づくりの深化および情報発信の強化に関する研究・実践」として実施した。平成 31 年度
助成「新⻘森駅と周辺の情報発信を核とした新幹線駅活⽤および市⺠協働の場づくりの研究・実践」
に続く、「3 カ年事業」の 2 年⽬と位置付けられる。 

本事業の狙いは、この名称が⽰す通りである。具体的には、新⻘森駅およびその周辺地域、さらには
⻘森駅の話題を題材とした「ニュースレター」を毎⽉発⾏し、情報や意識を共有することによる、新たな連
携・協働の回路をつくることである。併せて、駅利⽤者や地域の⼈々に対し、既存の情報源とは別の⾓
度から、駅や地域に関する情報を提供し、新たな地域アイデンティティや地域ブランドの下地づくりを⽬指
した。活動の軸は、⻘森⼤学と⻘森県⽴⻘森⻄⾼等学校の包括的連携協定に基づく⾼⼤連携事業
である。 

本事業および「3 カ年事業」は、⼤きくみて、筆者が⽬指す「⼈⼝減少社会の再デザイン」の⼀環とし
て構想した（櫛引、2020a）。 

⻘森市は最盛期の 2005 年 1 ⽉、32 万⼈近い⼈⼝を擁していた。それからわずか 15 年余、2021
年 2 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝は約 27 万 8,000 ⼈まで減り、全国の県庁所在地でワースト級の⼈⼝減少
率となっている。⾼齢化率は 31.5%と、県庁所在地であるにもかかわらず全国平均（2020 年 9 ⽉現
在で 28.7％。総務省）を上回る。問題は、社会減、つまり⼈⼝流出による、特に若い世代の減少の
激しさである。 

そのような状況下、東北新幹線は 2020 年 12 ⽉ 4 ⽇、全線開通・新⻘森開業から 10 周年を迎
えた。⻘森市の鉄道ターミナルは、1891（明治 24）年の⽇本鉄道の開業から⻑く、市中⼼部の⻘森
駅だったが、2010 年 12 ⽉ 4 ⽇の東北新幹線全線開通に伴い、新⻘森駅が新たな「顔」となった。 

市⺠に間には、新幹線駅の郊外移転に対する不満が根強く、加えて、2015 年度の北海道新幹線
開業に伴う「通過駅化」に対する不安も⼤きかった。さらに、新⻘森駅前の利⽤が進まず、更地が広がっ
ている状況への批判や不満が絶えなかった。 

それでも、区画整理事業に伴う 18 区画の商業⽤地（⼀般保留地）のうち 17 区画が 2019 年ま
でに売れた。2020 年 3 ⽉には駅前にビジネスホテル・東横インがオープンし、他の区画でもレストラン・宴
会場や障害者⽣活介護事業所の建設⼯事が進んでいる。 

ただし、新⻘森駅周辺の開発が、どのようなまちづくりにつながるのかという議論は、まだ⼗分とは⾔いが
たい。逆に、商業施設の有無とは関係なく、旅⾏者や駅利⽤者に対する地元のホスピタリティの希薄さを
指摘する声もある（櫛引、2020b）。 

新⻘森駅は⻘森市の都市政策において「コンパクト・プラス・ネットワーク」の 4 極の⼀つと位置付けら
れてきた。上記のような経緯を踏まえ、新幹線という⾼速交通体系は⼈⼝減少の抑制、あるいは⼈⼝
減少社会の克服に、どのような役割を果たし得るのか。また、交通の結節点としての新幹線駅は、まちづ
くりにどのような役割を果たし得るのか。その問いが、本事業を発案した起点である。 詳細は、「3 カ年事
業」の初年度に刊⾏した報告書（櫛引、2020a）を参照されたい。 
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2020 年頭から世界に広がった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のため、⼈の移動が停滞
し、ニュースレターで扱ってきた諸活動も⼀時、ほとんど中断を余儀なくされた。COVID-19 が⼩康状態
の時期は、新⻘森駅と周辺にある程度の活況が戻ったが、本報告書の刊⾏時点で収束は⾒通せず、
駅前に進出予定だったホテルの開業が「時期未定」となった事例もある。 

本事業も、予定していた「⼈が集まる事業」「外へ出かける事業」のほとんどは中⽌に⾄った。結果的に
は、当初計画の「調査研究」に該当する部分の多くは実施できなかった。それでも、中⼼となってきた⻘
森⻄⾼校「おもてなし隊」の活動は完全に停滞することはなかった。ニュースレターの刊⾏も中断を挟んで
復活し、コロナ禍の中で、曲がりなりにも事業を実施し、完⾛しつつあること⾃体が、評価される場⾯もあ
った。 

本事業の背景と本年度の特質をひと⾔で⾔えば「世界的な曲がり⾓における、新幹線駅を拠点とした
地域活動継続の記録」と表現できよう。 

「3 カ年事業」は当初から、新⻘森駅を中⼼に活動しつつ、⻘森駅の話題も取り上げて展開していく
⽅向性だった。その⻘森駅は 60 年余りの歴史を持つ第 4 代の現駅舎が 2021 年 3 ⽉で役割を終え、
同⽉末には新たな橋上駅と、併設される東⻄⾃由通路の使⽤が始まる。現駅舎の跡地には 10 階建
ての駅ビルが建設され、健康増進を特⻑とするホテル、⻘森市⺠美術展⽰館、⻘森県による「北海道・
北東北の縄⽂遺跡群」の情報発信拠点などが⼊居予定である。「3 カ年事業」の３年⽬は、当初の構
想に従い、⻘森駅とその周辺に関する動きにも⽐重を置くことになる。 
 
▽⽂献 

櫛引素夫（2020a）⻘森学術⽂化振興財団・平成 31 年度助成事業「新⻘森駅と周辺の情報
発信を核とした新幹線駅活⽤および市⺠協働の場づくりの研究・実践」成果報告書 

櫛引素夫（2020b）『新幹線は地域をどう変えるのか』．古今書院 
 

２．本事業の申請内容 

 本事業の申請時点（2019 年 11 ⽉）に想定した、⻘森県内における本事業のニーズおよび趣旨に
ついて、事業申請書の記述を以下に転載する。 
 
▽⻘森県内におけるニーズ 
◎新⻘森駅は 2020 年 12 ⽉ 4 ⽇、開業から 10 周年を迎える。区画整理に伴い販売された保留地

が売れ残り、⻑く「何もない駅」の名に⽢んじてきたが、2019 年 11 ⽉までにビジネスホテルの建設が
完了する⼀⽅、18 区画中 17 区画が売れ、年度内にも完売する⾒通しと報じられている。 

◎申請者は 2018 年度、「⻘森市・⻘森県のゲートウェーの⼀つである新⻘森駅を対象に、⻘森市のま
ちづくりと駅の活⽤をめぐる課題と可能性を調査・研究する。併せて、全市的な関⼼を喚起する⽬的
を兼ねて、次世代を担う学⽣スタッフを交え、新⻘森駅を舞台とした情報発信と住⺠協働の場づくりを
展開する」ことを⽬指して 3 カ年の取り組みを企画した。その初年度の事業として「新⻘森駅と周辺の
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情報発信を核とした新幹線駅活⽤および市⺠協働の場づくりの研究・実践事業」を⻘森学術⽂化
振興財団・平成 31 年度助成事業に申請、採択された。 

◎同事業はニュースレター「はっしん︕ 新⻘森」の発⾏を軸とし、⻘森⻄⾼校、JR 東⽇本、三内丸⼭
遺跡センター、⻘森県⽴美術館などの協⼒を得て、申請時点で実施中である。ほぼ想定に沿って多
くの協働のシーズとニーズが⾒いだされ、実現に⾄っている。ニュースレターの発⾏は多くの関係者に好
意的に受け⽌められ、2020 年度の発⾏継続についても、理解と賛同を得られている。 

◎2019 年度事業の⼀環として、⻘森⻄⾼校・おもてなし隊を主な対象に実施した「はっしん︕ 新⻘
森」おもてなしフォーラムは、新⻘森駅、国⼟交通省⻘森運輸⽀局、⻘森県庁、⻘森市教委、⻘函
フェリー、住⺠団体「三内を美しく元気する会」など、案内を出した関係者の⼤半が参加し、さらには⾼
校⽣とのワークショップで積極的に発⾔するなど、これまでにないネットワーク創出のきっかけとなった。 

◎加えて、北陸新幹線沿線の上越妙⾼駅（新潟県上越市）のエリアで、姉妹紙となるニュースレター
の刊⾏が予定され、新幹線をめぐる地域活動が県外に波及するなど、想定外の成果も得られている。 

◎今後、新⻘森駅前の活⽤が本格化する⼀⽅、このエリアは、⻘森市のゲートウェーにふさわしい「まち」
になるか、それとも単なる「建造物が並ぶ駅前」になるか、⼤きな岐路にさしかかる。 

 
◎以上のような状況を分析・検討すると、⻘森県内には次のようなニーズが存在すると考えられる。 
 

①開業 10 周年の節⽬を意識し、⽇々、姿を変えていく新⻘森駅前の姿を記録、保存するとともに、
市⺠、県⺠に情報を共有する取り組み 

②新⻘森駅を⻘森県および⻘森市のゲートウェーとして活⽤するための議論・検討の基礎資料 
③新⻘森駅および東北・北海道新幹線の活⽤機運を⾼め、利⽤者や市⺠に有意義かつ快適な活    

⽤法を提⽰し、実践する取り組み 
④応募者の研究の蓄積を⽣かし、県内外の新幹線駅とのネットワークを構築・強化して、新⻘森駅の  

活⽤に⽣かす取り組み 
⑤以上の活動を、⾼校⽣や⼤学⽣のトレーニングを兼ねて実施する取り組み 

 
▽事業の趣旨 
◎上記の通り、本事業は 2019 年度、⻘森⼤学による、⼤きく 3 カ年にわたる教育・研究・社会貢献

活動の⼀環として企画され、始動した。当初は、2019 年度は新⻘森駅を拠点とし、2020 年度は
⻘森駅に軸⾜を移して、2021 年度に⻘森駅－新⻘森駅の⾯的な展開を想定していた。しかし、以
下のような理由で、引き続き、新⻘森駅を拠点として活動を深化・拡⼤させることとした。 

 
①新⻘森駅が開業 10 周年を迎えることがあらためて話題に上り、節⽬の年として強く意識されている  

ことが明らかになった 
②連携先である⻘森⻄⾼校の「おもてなし隊」の活動が多岐にわたる上、⾮常に活発であり、引き続 
 き新たな協働の軸とすることが好適と判断された 
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③新⻘森駅⻑が 2019 年度の途中で異動するなど、協働の枠組みは変わらないながらも、リセットを  
余儀なくされる場⾯があり、さらなる基盤の強化のニーズが発⽣した 

④JR 東⽇本の要望で、当初から、⻘森駅を取材対象に含めたため、3 年⽬に想定していた⾯的展
開に初年度から踏み込んだ 

⑤⻘森駅の⼯事が 2020 年度に本格化し、年度末にリニューアルするため、⻘森駅を基盤とする協
働体制の構築は、2021 年度以降が望ましいことが判明した 

 
◎本事業の趣旨は、⼀連の事業としては 2 年⽬にふさわしい協働の深化、多様化を⽬指しつつ、新た

に発⽣した「新⻘森駅前の変化を記録し、伝え、地域研究の基礎資料を残す」という事業を進めるこ
とである。もちろん、2019 年度に設定した「⻘森市・⻘森県のゲートウェーの⼀つである新⻘森駅を対
象に、⻘森市のまちづくりと駅の活⽤をめぐる課題と可能性を調査・研究する。併せて、全市的な関⼼
を喚起する⽬的を兼ねて、次世代を担う学⽣スタッフを交え、新⻘森駅を舞台とした情報発信と住⺠
協働の場づくりを展開する」という⽬的も、着実に進展させる。 

 
◎なお、2019 年度の事業は、進捗状況を同年秋の⽇本地理学会（新潟⼤学）で発表したほか、

申請者が執筆する東洋経済オンラインの連載記事「新幹線は街をどう変えるのか」でも紹介し、多くの
反響があった（2019 年 10 ⽉ 19 ⽇「郊外の｢ポツンと新幹線駅｣､集客をどう図るか」）。関⼼を持
った研究者から共同研究の打診があり、この研究者との協働を想定して､県内外の郊外⽴地型新幹
線駅に関するフォーラムを開催する。初年度に想定していた道南や⻘森県内の新幹線駅との連携は、
まだ取り組みを深化させる余地があるため、このフォーラムを通じ、多様な連携策を検討する。 

 
【参考】当初、想定していた 3 カ年計画は、以下の通りである。 

①新⻘森駅を舞台とした情報発信と住⺠協働の場づくりの調査研究・実践（2019 年度） 
②改築後の⻘森駅の活⽤および中⼼市街地の協働の場づくりに向けた調査研究・実践（2020 年  

度） 
③新⻘森駅と⻘森駅を連携させたまちづくりと観光振興、住⺠協働の調査研究・実践（2021 年度） 

 
▽事業実施期間 

2020 年 4 ⽉ 1 ⽇  〜 2021 年 2 ⽉ 28 ⽇ 
 
▽事業実施地域 

⻘森市、今別町、七⼾町、⼋⼾市、⽊古内町（北海道）、函館市、上越市（新潟県） 
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３．本事業の展開 

1）経緯と総括 
 本事業は、⻘森⼤学・櫛引研究室、ならびに⻘森⼤学と連携協定を結んでいる⻘森県⽴⻘森⻄⾼
等学校とのパートナーシップを軸に、「⾼⼤連携事業」をベースとして、新⻘森（駅）ニュースレター「はっ
しん︕ 新⻘森」の制作・発⾏が主体である。具体的な事業としては、新⻘森駅に関する情報、特に開
業 10 周年をめぐる活動を重点的に取り上げた。 

2020 年 2 ⽉から COVID-19 の影響が国内外に出始め、4 ⽉にはこれまで配布に協⼒を得てきた
観光施設等が軒並み閉鎖になるなど、取材も配布も困難な状況になった。⻘森⻄⾼校や新⻘森駅の
活動もほとんどなくなった。このため、新年度の第 1 号（通算第 11 号）となる予定だった 4 ⽉ 10 ⽇号
は、印刷したが配布を断念した。美術館の閉鎖に伴い中⽌になった展⽰会などを扱っていたため、後⽇
の配布も不可能だった。結局、4 ⽉と 5 ⽉はニュースレターを休刊した。 

それでも、6 ⽉に再び通算第 11 号を復活させ、以後、⽉ 1 回のペースで刊⾏を続けた。12 ⽉ 4 ⽇
の東北新幹線全線開通・新⻘森開業 10 周年に合わせて、セレモニーが⾏われた 12 ⽉ 5 ⽇には号外
を発⾏した。 

事業期間は 2 ⽉ 28 ⽇で終了したため、3 ⽉ 10 ⽇号は、事業予算外の⾃⼰負担で制作、発⾏予
定である。 

ニュースレターの作成・配布に加えて、COVID-19 対策として、「オンライン版」の発⾏、つまりニュース
レターに収録した記事・画像を、Facebook ページのコンテンツとして再発信した。また、独⾃コンテンツも
配信した。さらに、前年度に続いて Instagram での画像配信も継続した。 

活動の学会等への報告は、当初は次年度以降を予定していたが、環境が整ったことから、コロナ禍を
克服して発⾏を継続した経緯を、⽇本地理学会秋季学術⼤会（オンライン開催）でポスター報告した。 

結果的には、記事の内容は「コロナ禍に負けない」⻘森⻄⾼校の⽣徒たちや新⻘森駅の⼈々の活動
が柱となった。次いで、駅に近い⻘森県・三内丸⼭遺跡センター、⻘森県⽴美術館の催しや印象につい
ての記録が柱となった。 

なお、本年度から⻘森県観光物産館アスパム、⻘森市男⼥共同参画プラザ・カダール、⻘森市市⺠
協働推進課、東横イン新⻘森駅東⼝でも配布を開始した。特筆すべきは、⻘森市⺠図書館歴史資
料室への提供を始めたことである。創刊号に遡って寄贈したことから、郷⼟資料としても保存・活⽤される
道が開けた。 
 他⽅、当初、予定していた以下の事業は中⽌を余儀なくされた。 

・上越妙⾼エリア（新潟県⻄部）の調査および北信越ラボ（株式会社北信越地域資源研究所）
との共同研究・事業 

・新⻘森駅の活⽤法に関連する七⼾⼗和⽥駅、⼋⼾駅、⽊古内駅、新函館北⽃駅など県内外の
郊外型の新幹線駅の在り⽅に関する調査研究 

・これらの結果を公表する新⻘森駅フォーラムの開催 
・⻘森⻄⾼校との連携によるおもてなしフォーラムの開催 
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 このため、事業実施地域は、当初予定の⻘森市、今別町、七⼾町、⼋⼾市、⽊古内町（北海
道）、函館市、上越市（新潟県）のうち、⻘森市に限定された。 

 
2）ニュースレターの発⾏ 

ニュースレターの印刷・発⾏状況は以下の通りである。 
・第 11 号（配布断念、印刷のみ）︓4 ⽉ 10 ⽇ 
・第 11 号復刊版︓6 ⽉ 10 ⽇（増刷あり） 
・第 12 号︓7 ⽉ 10 ⽇ 
・第 13 号︓8 ⽉ 10 ⽇ 
・第 14 号︓9 ⽉ 10 ⽇ 
・第 15 号︓10 ⽉ 10 ⽇ 
・第 16 号︓11 ⽉ 10 ⽇ 
・号外︓12 ⽉ 5 ⽇号（増刷あり） 
・第 17 号︓12 ⽉ 10 ⽇ 
・第 18 号︓1 ⽉ 10 ⽇ 
・第 19 号︓2 ⽉ 10 ⽇ 
※第 20 号︓3 ⽉ 10 ⽇（事業期間外・⾃⼰負担で発⾏） 
 
☆取材にご協⼒いただいた、主な組織・個⼈（順不同・敬称略） 
⻘森⻄⾼校、JR 東⽇本（新⻘森駅、⻘森⽀店、盛岡⽀社）、三内丸⼭遺跡センター、⻘森県

⽴美術館、外ヶ浜町、今別町、特定⾮営利活動法⼈あおもり若者プロジェクト・クリエイト（久保⽥圭
祐理事⻑）、⻘森県花のくにづくり推進協議会、佐々⽊康浩（株式会社花寿樹）、佐藤真奈美
（東横イン新⻘森駅東⼝）、成⽥夏実（れすとらん 五千年の星） 

 
☆第 19 号刊⾏時点での主な配布先・配布協⼒者（順不同・敬称略） 
⻘森県⽴⻘森⻄⾼校、JR 東⽇本新⻘森駅・⻘森⽀店・⻘森駅、三内丸⼭遺跡センター、⻘森県

⽴美術館、⻘森市教育委員会⽂化財課、⻘森市交流推進課・市⺠協働推進課、⻘森市男⼥共同
参画プラザ・カダール、⻘森市⺠図書館歴史資料室、⻘森県交通政策課・観光企画課・誘客推進課、
⻘森県総合社会教育センター、⻘森県観光連盟、⻘森県観光物産館アスパム、国道交通省⻘森運
輸⽀局、財務省⻘森財務事務所、⻘森県政記者会加盟社（17 社）、⻘い森鉄道、⻘函フェリー
⻘森営業所、東横イン新⻘森駅東⼝、あおもり北のまほろば歴史館、株式会社あおもり創⽣パートナ
ーズ、NPO あおもり〜な、三内を美しく元気にする会、カフェ・デ・ジターヌ 
 
3）Facebook ページの運営 

前年度に続き、Facebook ページを運営した。コロナ禍でニュースレターの取材・発⾏を中断せざるを
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得なかった時期は、実質的に唯⼀の情報発信源となったことで、結果的に軸⾜をオンラインにシフトする
形になった。独⾃コンテンツの投稿を強化した。さらに、いったん発⾏したニュースレターの内容をあらためて
投稿する試みを始めた。毎週、延べ 3,000 件程度、１件あたりでは最多で 1,800 件の閲覧がある。
全体的に、前年度に⽐べて閲覧数が伸びている。 

また、2020 年秋に JR 東⽇本盛岡⽀社、外ヶ浜町、今別町と⻘森⼤学・櫛引研究室が JR 津軽
線と沿線の振興を⽬的に開始した「JR 津軽線プロジェクト」との連携も始まっており、同プロジェクトの紹
介記事なども掲載している。 

 
4）Instagram での発信 

2020 年 6 ⽉から 12 ⽉までの期間を中⼼に、週 1 回、1〜3 枚程度の画像を投稿した。 
ただし、Instagram アカウントは開設当初から、学⽣や⾼校⽣による運営への移⾏を視野に⼊れて

いたため、あえて抑制的に使⽤していた。#shinaomori、#aomoriuniversity、#aomorinishi とい
ったハッシュタグを⼊れる以外は、説明⽂も付けず、淡々と、駅構内のイベントや掲⽰物、⻘森⻄⾼校華
道部による⽣け花の画像を投稿した。 

本格的な活⽤は次年度以降の課題である。 
 
5）⽇本地理学会での発表 
 上記の通り、⽇本地理学会の 2020 年秋季学術⼤会（オンライン開催）で、前年度に続き、取り組
みを報告した（ポスター発表、2020 年 11 ⽉ 4 ⽇〜17 ⽇）題名は「新幹線駅エリアの『メディア化』
が持つ地理学的な可能性と課題（続報）―コロナ禍の影響と克服の試み」である。 
 質疑では、コロナ禍の中で事業を持続させた経緯を評価する声があった。 
 発表要旨（投稿時点のもの）ならびに提出したポスターは巻末に資料として収録してある。 
 

４．事業の総括と展望 

「3 カ年事業」がスタートした 2019 年時
点で、⽬指した事業実施体制と理念をま
とめたのが右の図である（⽇本地理学会・
2019 年度秋季学術⼤会資料の抜
粋）。 

1 年⽬は、この体制づくりの基盤をつくる
ことができ、2 年⽬は、完成度を⾼めていく
ことが⽬標だった。しかし、COVID-19 によ
って、構築途上だった体制を死守できたの
が、本年度の成果と⾔わざるを得ない。 
 前述のように、対外的な調査研究活動
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はすべて⾒送った。初年度は実現した弘前⼤学⽣の参画、上越妙⾼駅との共同企画も困難だった。ま
た、今年の⽬標の⼀つだった⾼校⽣・⼤学⽣のトレーニングもできなかった。 
 それでも、重ねて記せば、コロナ禍という世界の歴史に残る異変の中で、「⽴ち⽌まらず、歩き続けるに
はどうしたらよいか」を考え続け、曲がりなりにも活動を継続できた。当初⽬的とは異なるとはいえ、これはこ
れで、⼀定の成果だったと考える。 
 2020 年の 3 ⽉から 5 ⽉にかけては、COVID-19 拡⼤
防⽌の観点から、新⻘森駅に⾜を運ぶことすらためらわれ
る⽇が続いた。⾜を向けても、⼈影がほぼ消えた駅の構内
の記憶は今も⽣々しい（写真右。2020 年 5 ⽉、筆者
撮影）。その後、夏から秋にかけては活況が戻ったものの、
駐⾞場はがらがらの状態が続き、今も満⾞になる場⾯は
ほぼ⾒られない。2019 年までは、駐⾞場に⼊りきれず列
⾞に遅れる⼈が続出していた状況を考えると、その落差は計り知れない。 
 今も、新⻘森駅駐⾞場が満⾞になる場⾯は⽬にできていない。しかし、コロナ禍との向き合い⽅が社会
に浸透し、社会に不可⽋な⼈の動きが維持され、何より、それを⽀える⼈々が、⼤きく健康を損なうこと
なく活動している場⾯を再び⽬にすることができるのは、本事業の成果とは別に、感慨深いものがある。 
 

前述の、本事業の「ニーズ」への対応状況を⾃⼰評価すると、以下の通りになる。 
 
①開業 10 周年の節⽬を意識し、⽇々、姿を変えていく新⻘森駅前の姿を記録、保存するとともに、

市⺠、県⺠に情報を共有する取り組み 
  ⇒ ⼀定の成果を収めた 
②新⻘森駅を⻘森県および⻘森市のゲートウェーとして活⽤するための議論・検討の基礎資料づくり 
  ⇒ 現時点では判断が困難。議論・検討の場が、事業期間内につくれなかったことによる。ただし、

⻘森市⺠図書館歴史資料室にニュースレターが納められたほか、本報告書を作成・公開することに
より、⼀定の基礎資料づくりはできたといえる 

③新⻘森駅および東北・北海道新幹線の活⽤機運を⾼め、利⽤者や市⺠に有意義かつ快適な活    
⽤法を提⽰し、実践する取り組み 
 ⇒ コロナ禍により、実現が困難だった 

④応募者の研究の蓄積を⽣かし、県内外の新幹線駅とのネットワークを構築・強化して、新⻘森駅の  
活⽤に⽣かす取り組み 
⇒ コロナ禍により、実現が困難だった。ただし、県内外の新幹線駅にかかわる⼈々との交流は継続   
しており、今後の回復・強化を期している 

⑤以上の活動を、⾼校⽣や⼤学⽣のトレーニングを兼ねて実施する取り組み 
⇒ コロナ禍により、実現が困難だった。コロナ禍の動向をみながら、今後の実現を期す 
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前述の通り、本事業は 2021 年度、最終となる 3 年⽬の事業に接続することが内定している。ワクチ
ン接種が始まる中、それでもコロナ禍の収束時期は⾒通せず、構想がどこまで実現できるか、本報告書
の執筆時点では予断を許さない。 

他⽅、この 1 年で、コロナ禍の中でもさまざまな活動を継続し、特にオンライン環境で進展させる試み
は、地球規模で⾶躍的に増加・拡⼤した。さらには、先述の「JR 津軽線プロジェクト」など、⻘森⼤学が
進める他の活動との連携も緒に就いている。このような環境をポジティブにとらえ、「コロナ時代」に適合す
るだけでなく、オンライン社会の進展を適切に採り⼊れた、「新たな協働の姿」を追求する必要性を感じる。 

世界的な社会・経済・⽂化の転換点に⽴っていることを⾃覚し、「過去の延⻑戦上ではない未来」を
想定しながら、新年度も柔軟に、粘り強く、「新幹線駅を拠点とする新たな協働の姿」を探り、実践を続
けていきたい。  
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新幹線駅エリアの「メディア化」が持つ地理学的な可能性と課題（続報） 
－コロナ禍の影響と克服の試み－ 

A follow-up report on geographical potential and issues of recreating Shinkansen stations area 
 as media; The influence of coronavirus pandemic and attempts to overcome   

 
櫛引 素夫（⻘森⼤） 

Motoo KUSHIBIKI(Aomori Univ.) 
 

キーワード︓コロナ禍、新幹線、メディア、⻘森市、協働 
Keywords : coronavirus pandemic, Shinkansen, media, Aomori city, collaboration 

 
1.はじめに 
 郊外に⽴地する整備新幹線の駅は、アクセス⾯や都市計画上の課
題を抱える例が少なくない（あおもり新幹線研究連絡会・2020、櫛
引・2020）。このような状況を克服し、新幹線駅を新たな協働の拠り
所とする営みを⽬指して、発表者は 2019 年度、東北新幹線・新⻘
森駅と周辺を対象にニュースレター「はっしん︕ 新⻘森」を創刊した。
⻘森⼤学と県⽴⻘森⻄⾼校との⾼⼤連携事業と位置付け、⻘森学
術⽂化振興財団の助成を得て、ニュースレターを 10 カ⽉に 10 回発⾏
した。経過は 2019 年の⽇本地理学会・秋季学術⼤会で報告した。 
 同事業は 2020 年度も継続したが、コロナ禍が世界と国内を覆うに
伴い、年度初めから事業の中断や活動の変更を余儀なくされた。本研
究では、地元のネットワークづくりに及んだ影響と、その克服へ向けた取り
組み、およびこれらの過程に対する考察について報告する。 
２.2019 年度から 2020 年度への経緯 

2019 年の秋から冬、ニュースレター発⾏は順調に推移した。2020
年 12 ⽉に東北新幹線全線開通・新⻘森開業 10 周年を控え、節⽬
を祝いながら開業以来の⾜跡と地域課題を⾒直す機運が⽣まれる⼀
⽅、ゴスペル・グループなど多様な市⺠もイベントに参加し始めていた。 

⼀連の取り組みは、発表者が記事を連載しているネットメディア・東
洋経済オンラインでも紹介、記事がアクセスランキング⼊りするなどの反
響を呼んだ（櫛引、2019）。2019 年 11 ⽉には本事業に関⼼を持
つ⼈々の交流の場として、地域連携ＤＭＯ法⼈・信州いいやま観光
局から講師を招き、⻘森⻄⾼校で「おもてなしフォーラム」を開催。⻘森
⻄⾼校⽣や⻘森⼤学⽣、新⻘森駅⻑はじめＪＲ東⽇本社員、⻘森
県や国⼟交通省⻘森運輸⽀局の職員､住⺠など約 70 ⼈が参加した。 

しかし、2020 年に⼊ってコロナ禍の影響が県内にも及んだ。2 ⽉に
は外国⼈観光客が減り始め、⻘森⻄⾼校の⽣徒たちが「おもてなし活
動」の舞台としてきたクルーズ船の寄港中⽌が報じられるようになった。2
⽉下旬から 3 ⽉にかけて、ニュースレターに毎回、記事を掲載してきた
三内丸⼭遺跡センターや⻘森県⽴美術館のイベントが中⽌になり、印
刷が終わった紙⾯の修正と再印刷を余儀なくされたりもした。 

3 ⽉下旬には県内初の感染者が確認され、ニュースレター配布に協
⼒を得ていた施設が相次いで閉鎖されたため、完成していた 4 ⽉号の
配布を断念せざるを得なくなった。続く 5 ⽉号は当初から制作を諦めた。 

既報の通り、北陸新幹線の上越妙⾼駅（新潟県上越市）周辺で
も、姉妹紙となるニュースレターの刊⾏構想が⽣まれ、現地セミナーや試
作を経て刊⾏を⽬指していたが､コロナ禍が⼀因となり実現していない。 

3.発信の継続と活動の再起動 
 ニュースレターは Facebook と Instagram で関連アカウントを運⽤し
てきた。また、⻘森⻄⾼校⽣は「おもてなし活動」の機会がなくなったこと
から、ねぶた⾐装を⼆次利⽤したマスクや感染拡⼤防⽌を呼びかける
ポスターを制作していた。そこで、紙⾯作りは諦めたものの、これらの活
動をネットの独⾃コンテンツとして、主に Facebook で報じ続けた。この
間、記事の閲覧回数が前年の 1.5〜2 倍に増加する現象もみられた。 
 やがて、緊急事態宣⾔が解除されたことから、⻘森⻄⾼校と新⻘森
駅のコラボによる「開業 10 周年カウントダウン企画」がスタート、活動が
徐々に再起動した。並⾏して、ニュースレターを 6 ⽉に復活させた。 
4.考察と展望 
 2020 年 7 ⽉ 30 ⽇現在、⻘森県内の感染確認者は 31 ⼈と、⼈
⼝に⽐較して必ずしも多いわけではない。しかし、全国的にみて特異な
感染事例が相次いだ事情もあり、県⺠に⼤きな精神的負荷がかかって
いることは間違いない。 
 ⼀⽅で、「ウィズ・コロナ」時代に向けた模索も始まっている。例えば、
⻘森県⽴美術館の「コレクション展 2020-2︓この世界と私のあいだ」
は「ソーシャル・ディスタンシング」が意識され、「物事の境界・空間」「これ
からの距離」をキーワードに構成されたという。さらに、インターネット上で
ギャラリートークを公開するなど、豊富なコレクションを今までとは異なる
形で「社会にひらいていく」ことを志向しているという。 

社会全般において あらためて「ウィズ・コロナ」における DX（デジタ
ル・トランフォーメーション）の必要性が浮上している。上記の取り組みは、
その⼀例と⾔えよう、とはいえ、⼈間社会のさまざまな動きや連携は、や
はり「ネット」「デジタル」だけでは完結させようがない。空間的にも、社会
的にも、さまざまな関係性を再構築していく上で、リアルとネットをつなぎ
直す「起点」やアイテムが不可⽋であろう。⼀⽅では、新たな観光や旅
⾏、移動の在り⽅を根本的につくり直す営みが不可避である。 

これらの状況を俯瞰すれば、新幹線駅やその周辺を対象とするニュー
スレターは、広域的なネットワークと地域、そしてリアルとネットを結ぶ「⼆
重の結節点」として、今まで以上の価値を持ち得ると考えられる。 
◇参考⽂献:あおもり新幹線研究連絡会（2019）「九州、北陸新
幹線沿線の変化の検証に基づく、北海道新幹線の経済的、社会的
活⽤法への提⾔」（⻘森学術⽂化振興財団・2018 年度助成事業
報告書）、▽櫛引素夫（2020）「新幹線は地域をどう変えるのか」
（古今書院）▽櫛引素夫（2019）「郊外の『ポツンと新幹線駅』､
集客をどう図るか」（東洋経済オンライン記事、2019 年 10 ⽉ 19 ⽇） 
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