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Ⅰ．スタディ・ツアーの概要 

１．スタディ・ツアーの目的 

平成 28 年 9 月 7 日（木）から 9 月 14 日（火）までの 8 日間にわたり、グラウンドワーク三島

の主催により「英国スタディ・ツアー」を実施した。本ツアーは、都留文科大学の共通科目「グ

ローバル・フィールドワーク」の対象科目である。 

本ツアーは、グラウンドワーク英国本部を始めとして、英国の NPO や社会的企業への視察と

具体的な実践活動への参加や体験を通して、多様な課題を抱えた生活現場における課題解決力と

コミュニケーション力、実践力を高めるとともに、国際的な交流と見識・知見を高めることを目

的として実施した。 

 

２．日程表 

日付 行程 

9/7

（水） 

ロンドン・ヒースロー空港着→ホテルへ 

ホテルロビー現地集合 参加者全体打合せオリエンテーション 

ロンドン泊 

9/8

（木） 

ホテル発（貸切バスでオックスフォードへ移動約１.5時間） 

①ブランケット財団（オックスフォード） 

②コミュニティ・ショップ（タックリー・ビレッジショップ） 

③オックスフォード市内研修 

バーミンガム泊 

9/9

（金） 

① 英国グラウンドワーク本部視察訪問研修 

（バーミンガム街中研修） 

②ダドリー・カナル・トラスト（運河保全団体） 

ブリストル泊 

9/10

（土） 

①バース市内研修（世界文化遺産地区散策） 

② コッツウォルズ研修（英国ナショナルトラスト活動など研修） 

ロンドン泊 

9/11

（日） 

終日：各自・目的研修 

ロンドン泊 

9/12

（月） 

① 社会的企業研修：バイク・ワークス 

②社会的企業研修：カルティベイト・ロンドン 

ロンドン泊 

9/13

（火） 

①ザ・コンザベーション・ボランティア―ズ 

（グリーンジム・ボランティア体験） 

② 研修のまとめ・参加者と小山さんなどとの意見交換 

ロンドン泊 

9/14

（水） 

解散 

ロンドン・ヒースロー空港(各自の時間に合わせて)→9/15（木）日本着 
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３．参加者 

 

（１）参加者（敬称略、順不同） 

No 氏 名  性 別 所 属 

1 小暮 和馬 男 都留文科大学 社会学科 2 年 

２ 深町 隆成 男 都留文科大学 社会学科 1 年 

３ 西脇 双葉 女 都留文科大学 初等教育学科 1 年 

４ 松浦 美月 女 都留文科大学 社会学科 ３年 

５ 早川 真衣 女 都留文科大学 社会学科 ３年 

6 山本 あい架乃 女 都留文科大学 社会学科 3 年 

7 石岡 真由美 女 都留文科大学 社会学科 ４年 

8 斎藤 麦穂 女 都留文科大学 初等教育科 2 年 

9 黒岩 健太郎 男 長野大学 環境ツーリズム学科 3 年 

10 小相沢 悠 男 長野大学 環境ツーリズム学科 3 年 

11 寺島 諒 男 長野大学 環境ツーリズム学科 3 年 

11 箕口 蒼生 男 長野大学 環境ツーリズム学科 4 年 

12 寺島 諒 男 長野大学 環境ツーリズム学科 3 年 

13 松下 重雄 男 長野大学 環境ツーリズム学科 准教授 

 

（２）同行指導者 

No 名前 所属 備考 

１ 小山 善彦 
バーミンガム大学 客員講師 

グラウンドワーク三島 英国アドバイザー 

通訳 

指導 

2 安倍 万莉子 グラスゴー大学 修士課程 通訳 

３ 渡辺 豊博 
グラウンドワーク三島 専務理事・事務局長 

都留文科大学特任教授 

引率 

指導 
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４．視察先の概要 

 

（１）視察先の活動概要 

■プランケット財団（Plunkett Foundation） http://www.plunkett.co.uk/ 

 農村部における住民主体の地域づくりを支援する全国規模の中間支援組織。協同

組合運動の指導者ホレイス・プランケットにより 1919 年に設立。現在は、農村

部における住民主体の社会的企業の設立運営支援、農村コミュニティ主体の生活拠

点（コミュニティ・ショップやコミュニティ・パブ）の設立運営支援を主要事業と

して取り組む。本部をオックスフォード近郊に置く。 

■タックリー集落ショップ（Tackley Village Shop） 

http://www.tackleyvillage.co.uk/tvshop.html 

 オックスフォード近郊のタックリー集落にあるコミュニティ・ショップ。2004

年設立。生鮮食料品から日用品までを扱う店舗に加え、カフェやコミュニティ・ホ
ール、郵便局も併設されており、コミュニティ拠点として住民主体の運営が行われ
ている。プランケット財団による地域主体のまちづくりコンクールにおいて、
2014年度「より良い環境部門賞」を受賞。 

■英国グラウンドワーク連合（Groundwork UK） 

http://www.groundwork.org.uk/ 

 地域住民・NPO、企業、行政のパートナーシップによる地域づくりであるグラウ

ンドワークを推進する全国連合。英国最大規模の環境まちづくり団体のネットワー

クである。連合本部を 1985 年にバーミンガムに設置。本部では、地域組織であ

るグラウンドワーク・トラストが取り組む全国的なプログラムの開発、大手企業と

の連携、政策提言など、中央本部として機能している。 

■ダドリー運河トラスト（Dudley Canal  Trust） 

http://dudleycanaltrust.org.uk/ 

 産業遺産である運河の保全活用に取り組む環境保全団体。英国では 1950 年代、

国策として運河の埋め立てが行われ、それに反対する市民運動が各地で立ち上が

り、多くの運河が市民の力で復旧・保全されてきた。ダドリー運河トラストは、そ

うした運動に取り組んできた団体の一つで 1970 年に設立（前身 1963 年）、運

河を資源にした体験活動、環境教育活動などに取り組む。 

■コッツウォルズ地方 

コッツウォルズは、英国の特別自然美観地域に指定されており、ボートン・オン・

ザ・ウォーター、バイブリーなど、蜂蜜色の石造りの家々からなる村が点在する英

国の典型的な美しい田園風景により構成されている。それらの資源は、ナショナ

ル・トラスト運動など国民によって保護され、グリーン・ツーリズムの拠点として

親しまれている。あわせて大学都市オックスフォードも訪問。 

  

http://www.plunkett.co.uk/
http://www.tackleyvillage.co.uk/tvshop.html
http://www.groundwork.org.uk/
http://dudleycanaltrust.org.uk/
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■世界遺産都市：バース 

1987 年に街全体が世界遺産登録。お風呂の「bath」という言葉の由来にもな

った温泉の歴史は古く、紀元前にまで遡る。そうした資源を活用し、18 世紀から

19 世紀にかけてのジョージ王朝時代は、温泉リゾート都市として栄える。ローマ

浴場跡、バース大僧院、ロイヤル・クレセント集合住宅などの歴史的資源が市街地

内に点在する、英国有数の観光都市（人口約 8.3 万人）。 

■バイク・ワークス（Bikeworks） http://www.bikeworks.org.uk/ 

 「自転車のもつ力で、生活に変革をもたらそう」という使命を掲げた社会的企業

で、2006 年にロンドンで設立。単なる自転車店としてビジネスではなく、修理技

術の習得を通じた雇用トレーニング、障がいの有無に関わらず誰でも楽しめるサイ

クリング・クラブの運営など、コミュニティに基盤を置いて多様な事業に取り組む。

2009 年度「社会的企業大賞」受賞など、受賞歴多数。 

■カルティベイト・ロンドン（Cultivate London） http://cultivatelondon.org/ 

 ロンドンのウエスト・ロンドンで活動する社会的企業。2010 年に設立され、若

者の雇用機会の促進、都市内の荒廃地の改善、地産地消の促進をテーマに活動する。

ロンドン都心に 3 地区の農場をもち、若者のトレーニングをはじめ、地域住民や企

業が参加する活動など、ファーマーズ・マーケットへの出店など、さまざまな実践

的活動をおこなう。若者雇用に関する賞など、他分野で数多くの賞を受賞。 

■環境保全ボランティアーズ（The Conservation Volunteers） 

http://www.tcv.org.uk/camden 

 英国最大規模の環境保全団体で、1959 年にその前身をもつ。しばらく BTCV

（British Trust for Conservation Volunteers）の呼称であったが、2012 年よ

り改称。身近な自然環境をフィールドにした環境ボランティア活動を中心に、環境

活動体験（「グリーン・ジム」プログラム）、地域環境改善活動、就業訓練プロクラ

ムなど、実践的な環境活動に全国約 2,000 地区で取り組む。 

  

http://www.bikeworks.org.uk/
http://cultivatelondon.org/
http://www.tcv.org.uk/camden
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（２）視察先対応者 
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Ⅱ．視察調査報告 

１．農村活性化：プランケット財団、コミュニティ・ショップ（早川真衣、松浦美月） 

1) 組織の概要 

プランケット財団 

 プランケット財団は、アイルランドの有名な政治家である Horace Plunkett 氏により 1919 年

に設立された。現在、カナダなど国際的にも広めていっている。活動内容としては、主に農村部

で孤立や孤独から貧困に及ぶ問題の解決のため、コミュニティによるショップ、カフェ、パブな

どの運営支援で人々をサポートしている。コミュニティが中心にくるような組織づくりが重要視

されており、費用を抑えコミュニティの架け橋をつくるためのボランティア募集・63％の店舗が

地域住民を雇用・必ずコミュニティの意見を取り入れる、など全てにおいてコミュニティ主動の

システムが構築されている。また、現在、英国全土では 343 のコミュニティサービスがあり、5

年間の存続率は 99％である（パブにおいては存続率 100％）。 

コミュニティ・ショップ(Tackley Village Shop) 

 Tackley Village Shop は、2004 年に創設された。創設の理由は、Village Shop 以外の村の店舗

の営業終了だ。村に 2 軒あったパブも閉まってしまい、地域コミュニティの中心である地域の店

舗・パブの閉店は地域住民の不安を大いに募らせた。また、Tackley Village Shop はプランケッ

ト財団が支援をしており、大きな成果を上げているコミュニティ・ショップのひとつである。 

  

▶Tackley Village Shop で販売している地

域の野菜や果物 

▶Tackley Playground でまったりするお母さ

ん達と子供たち 

 
  

▶Tackley café ▶Tackley village shop の方々と.. 

  



 

7 

 

2) 感想 

都留文科大学 3 年 松浦美月 

 今回の英国スタディツアーは、私の人生において、非常に大きな思い出になったと言っても過

言ではないほどの本当に良い経験をすることができました。私は、英国スタディツアーに高校生

の頃から行きたいと思っていて、大学 3 年生になってやっと夢が叶ったので、全てが新鮮で、非

常に濃く刺激的な 9 日間になりました。 

 私が英国で最も強く感じたことは、英国の人の良さです。9 日間過ごしていて、NPO の方達以

外にも、店員さんやバスの添乗員さんやホテルマンなど多くのイギリスに住む現地の方達と触れ

合うことができました。全てが英国人ではないですが、国民性は良いのではないかと感じました。

特にロンドンは観光地であるため、観光客に優しい街や人であったように思えます。 

また、人の良さというのはボランティア精神に溢れているという点においても言えます。ボラ

ンティアに対する積極性を持ち合わせた市民、地域のために実費を出しても再生させたいと行動

を起こす市民、また英国の問題を解決したいと立ち上がり NPO を創設させる市民、など多くの

英国市民自体が元々持っているボランティア力が非常に高いのです。その大きな例としてあげら

れるのが、プランケット財団やタックリーのコミュニティ・ショップです。 

プランケット財団は、コミュニティ自身がコミュニティのためにコミュニティ主体で地域再生

を行う手助けをする中間支援組織です。実際に、地域再生というものは地域の人が動かない限り、

本来の持続的な地域の発展には繋がりません。問題が起きた時に、主体的に動くか、人任せにす

るかが英国人と日本人の大きな差であると感じました。同じように日本にも改善すべき地域は多

くあるはずなのに、地域の意識が違うだけでこんなにも差が開いてしまうのかと思うと、ただ地

域再生のスキルを持った人材がいくらいても仕方がないのだということが分かりました。地域の

人が諦めず、自分たちでより良い場所にしていこうという「地元愛」を日本人も見習うべきです。 

しかし、ひとつ疑問に感じたのは、ボランティア精神をこんなに持ち合わせている英国人です

が、日本人のサービス精神には優れていないという点です。相手のために、見返りを求めずに行

動するという心持は似ているはずなのに、なぜ英国人のサービス精神は発達しないのでしょう。 

私個人の考えとしては、始めからお金をもらって行う活動のため、マニュアル以上のことはし

ないと、ふんずり返っているのではないかと思いました。ボランティアは本当に全てが気持ちで

あるが、サービス精神というのは対価以上の気持ちの表れです。やはりお金が絡むと人は変わる

のかなと感じました。 

タックリーのように、住民のために、税金の無駄遣いをしないように行政には頼らないとする

団体もいれば、日本のように行政に頼りたがり、税金の無駄遣いをする団体もいます。また、サ

ービス精神に優れている日本もあれば、ボランティア精神に優れている英国もあります。考え方

が国や人それぞれ違うのは当たり前ですが、より良い考え方に合わせていける柔軟な頭を持つこ

とがそれぞれの発展への近道ではないかと思いました。 

また、今回は長野大学の 4 名や文大の他学科の 1・2 年生、そして普段から顔を合わせている先

輩やゼミ生、と、とても良い仲間に恵まれ、毎日笑顔で楽しく過ごすことができました。新しい

人と出会うのはすごく大切で自分を高めてくれる機会だと感じました。 

そして、９日間引率をしてくださった渡辺先生・松下先生、通訳をしてくださった安倍さん・

小山さん、このようなツアーを企画してくださったグラウンドワーク三島の皆さま、現地で視察
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をさせてくださった NPO の皆さまには本当に感謝しています。また機会があれば、英国に訪れ

て、新たな発見をしてみたいと思っています。今回のツアーで培った知識や経験を生かして、今

後も自分自身を高め、それを地域に貢献できるように日々精進していきたいと思います。本当に

ありがとうございました。 
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２．地域再生：英国グラウンドワーク本部、ダドリー・カナル・トラスト 

（石岡真由美、山本あい架乃） 

1) 英国グラウンドワーク本部 

①設立の背景 

 1970 年代から 80 年代にかけて、郊外における産

業公害の悪化に伴い環境に対する配慮が考えられる

ようになった。しかし、直接的な政策や規制はなく

経済も疲弊し、地域を住民自ら改善しなければなら

なくなる。このことをいち早く見出したデイビット、

また風景と環境を活用して地域コミュニティ、環境

問題へアプローチを図ろうとした J・ハンドリーら

は 1982 年に環境省が設立した英国グラウンドワー

クの中心的存在として活躍することになる。グラウ

ンドワークは、「住民・企業・行政がパートナーシッ

プを組み、地域環境の改善を通して経済及び社会の

再生を図り、持続可能な地域社会を構築すること」

を目的とし、人々のスキル向上及び雇用促進、都市

部の生活水準の向上、専門家と地域を結び付けるこ

とにより持続可能な地域社会を目指すなどパートナ

ーシップに基づいた活動の仕掛人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

理念 

① 実践的活動 

② 問題を包括的にとらえ、ビジョンを明確化する 

③ 資金集め、パートナーシップ構築 

目標 

①持続的生活スタイルの保持 

②人々の能力を引き出す 
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②主な活動内容と仕組み 

 現在、不況に伴い若者の失業率が高いイギリスでは企業や政府が人材に対してハイレベルなス

キルを求めている。経済重視に伴って、何らかの理由で社会の片隅に追いやられた人々が増えて

いることがイギリス社会の大きな問題の 1 つとなっているのが伺える。パンフレットを覗いてみ

ても、グラウンドワークでは十分な教育を受けていない若者や社会的弱者へ自立を促すためのプ

ログラムが多く行われているようだ。簡単な仕組みとしては以下の図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会で自立させるための具体的な活動内容としては、グリーンジムのようにコミュニケーショ

ン能力、協調性を向上させることを目的とした野外でのグループワーク、就業訓練（読み書き、

コミュニケーション、算数など）を行っている。また、こうした活動を通して環境保全や地域社

会の維持にもつながっている。 

 

どう実現 

させる？ 

政府 EU   寄付 会社 

慈善団体 国運営の宝くじ 

質の向上 ビジョンの明確化 人 

ブランド コスト ストーリー性 

理念・目標 地域の課題 

環境教育 ボランティア 緑化事業 

エネルギー事業 

かけあう 

団体 

作戦・戦略 
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③現状と課題 

 上記のような、若者や社会的弱者のスキル向上を目的とした活動は就職率 60 パーセントという

実績を残している。課題としては、活動資金の 70 パーセントほどが補助金で賄っており支部も縮

小し、新しい資金提供の開拓が必要だ。また、より良い地域社会を保つうえで必要な専門家との

パートナーシップの維持、更に、持続的な生活状況がままならない中で地域の予算も減少し、環

境意識も低下している現状がありその他の社会問題における事業拡大にまでは及んでおらず、厳

しい様子だった。 

 

④感想 

 若者や社会的弱者を救済する仕組みがきちんと存在しており、自分たちで仕掛けてアクション

を起こし資金提供から事業開拓まで行い、彼らと共に歩んでいく姿がそこにあってこそより専門

的で柔軟な対応ができると思った。日本では大抵、こういった事業は行政の管轄であり浅く広く

なりがちである。こういった細かい社会問題に対して、行政だけでなくいくつかの団体のパート

ナーシップから解決を試みることも必要だ。だが、不況の波、経済発展をより望む社会の流れに

対して、英国グラウンドワークはその屈強な起業精神やアイディアに驚かされてばかりであった。 

 また、イギリス社会の仕組みについても日本と違う点ばかりだ。特に、根強い寄付文化持つイ

ギリスではこうした社会に貢献する活動をしている団体や会社の活動資金として一個人又は慈善

団体などが寄付を行う。グラウンドワークが支援を受けているものの一つに国営の宝くじという

ものがあった。私はこれを聞いたとき、マザーテレサが支援を受けている方の車を譲り受け、た

だ売却するのではなく宝くじとして売り出し、より利益を出して患者の治療費へ使ったという事

例を思い出した。こうした考え方の柔軟性も事業に大きく関わってきていることを学ぶことがで

きた。 

 

2) タドリ―・カナル・トラスト（Dudley Canal & Tunnel Trust） 

①概要 

 ここは The black country と呼ばれ、鉱山採掘地として栄えていた。採掘した鉱物や人を運

ぶためにトンネルを利用し運河を形成し、地域住民やイギリスの産業の発展のため大きな役割を

果たしてきた。 

しかし、時代の変化や安全性などの問題から 1959 年に鉱山は運河とともに閉鎖されることに

なってしまう。市民は歴史的な地域資源とみなしそれを保全・管理するためにトラストをたちあ

げ、様々なキャンペーン活動を実施。安全性の懸念個所を修正するなど、存続のために住民が主

体となった活動は多くのメディアなどにより少しずつ注目を浴びるようになったが、結局は行政

の理解が得られず閉鎖に追い込まれてしまった。 

しかし 1968 年、閉鎖直前のラストキャンペーンには８万人もの人がここを訪れ、歴史ある運

河トンネルを惜しみながらクルーズを楽しんだ。 

それからは、存続のためあらゆる試みがされましたが、安全上、経営上の問題により困難な状

況が続きましたが、2000 年に再び歴史的な地域資源を保全・管理していこうと約 1000 人余りの

市民が立ち上がり、今では運河とトンネルを活かした観光資源として活用している。 
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②感想 

実際に乗船し運河を通ってトンネルや洞窟を視察したが、ライトアップや音楽によって観光客

を楽しませる工夫が多くあり、市民の力によって地域資源を観光資源へといかすイギリス人の市

民力を実感した。また、クルーズのガイドの方はご高齢の方が多く、地元の雇用にもつながって

いると感じたが、一方で団体の寄付、観光客による収入や補助金などによる経営はどこまで持続

できるのかなど課題もあるのではないかと感じた。 

  

トンネルの様子 労働者たちの碑 

 

3） 感想 

都留文科大学 4 年 石岡真由美 

 GW 三島の主催する英国スタディツアーには、今回で３度目の参加となった。毎年、魅力的な

研修の場を用意してくださり、英国の先進的な制度による社会的企業や市民による様々な活動に、

大きな知見を得ることができることに限らず、現場で活動している方々の情熱を肌で感じること

ができるツアーとなっている。私は、そこに学生生活最後の研修として大きな意義を感じ３度目

の参加を決断するに至った。 

 今回の研修で学んだことは多くあるが、その中で特に印象深かったのは社会的企業、「Bike 

Works（バイクワークス）」でのスタッフのベンさんからのお話の中にあった。一通り会社につい

ての説明を受けたのち、「継続という面での難しさ、苦労」についてお話してくださった。 

そこでは、「助成金に頼った経営では持続させていくことが難しい」ということ。その背景には、

「社会的使命を持った企業や市民活動の多様化に伴い、より魅力的かつ分かりやすい確実な成果

を出せないと助成金ももらえない」ということについておっしゃっていた。助成金制度の普及と

理解が浸透していったことにより、英国の社会的企業や市民セクターが大きく拡大、増加してい

ったことにより、もちろん地域社会に大きな効果が生じていることは確かだが、普及したがため

に生じている新しい課題というものの存在に気づくことができた。理想や情熱だけでは社会を変
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えることは難しい。戦略的なマネジメントのもと、成果を出さないと存続できない厳しい現状を

ここで思い知った。 

振り返ってみると、バイクワークスには３回訪問している。１回目の訪問ではバイクワークス

の社会的役割について感動し、２回目では継続していくことの難しさについて知り、３度目では

なぜ難しいのか、英国における市民活動の歴史や制度を知ったうえでの新たな課題の理解ができ

た。このことは私にとって、今回研修に参加したことの一番の成果であり、大変有意義な学びを

得ることができたと実感できることであった。 

 「第３セクターの発展」という分野で考えると、日本は NPO の数を世界的に比較しても、市

民の主体性という面でかなりの差があると感じる。そういった現状の中で、英国から学べること

は大いにあり、継続性という面ではまだまだ課題は残るものの先例に倣って、私たちなりに社会

的な使命を持った活動にいかしていけると思う。今後、学生という学ぶ立場から、それを具体的

に社会へ果たしていく一員となる。私自身が社会的な使命を持って、役割を果たしていく中で、

今回の英国研修の成果が大いにその効果・知見を発揮してくれるものと期待したい。 

 そして最後に研修を企画してくださった渡辺豊博特任教授を始めとする GW のスタッフの方々、

現地通訳として同行くださいました安倍万莉子さん、通訳・コーディネーターの小山善彦さん、

研修先の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

都留文科大学 3 年 山本あい架乃 

 高校生の時、短期留学でケンブリッジを訪れたことがあり、今回は 2 度目のイギリスだった。

前回訪れたときは、英語の勉強ばかりだったが、今回は約 10 日間、日本ではあまり見かけないボ

ランタリーセクターや社会的企業、少し道の駅に似ているようなコミュニティショップなどを訪

問して学び、新しいイギリスを発見して、まさに目からウロコの日々を過ごせたことがとても幸

せだった。私が特に印象的だったのは、コミュニティショップだ。 

 私は昨年から、山梨県都留市にオープンする「道の駅つる」の市民会議に参加しその動向を見

てきた。すると、行政と市民の間におけるひずみ（生産者との意思形成ができない、情報をぎり

ぎりまで開示しない、方向性の違い、、、など）をダイレクトに感じ、こんな状態ではうまくいか

ないのでないかと感じていた。さらに、日本の地域社会は、横のつながりが強固過ぎて柔軟性に

欠けることも活性化がうまくいかない原因なのではとも感じていた。 

 だが、イギリスのコミュニティショップの方の話を聞いたとき、イギリスの地域社会は日本と

同じくらい横のつながりが強いものの、その作用は良い方向性に進んでいて、例えば、近くに大

きなショッピングモールがあってもコミュニティショップで買う方が、近いし、地域に貢献でき

るからという理由で利用する人が多く、昼間際になると昼食を買いに来る人で駐車場はいっぱい

になっていた。コミュニティショップの横には、子供たちが遊ぶプレイグラウンド、小さなカフ

ェ、小さなホールがあり地域の人々が集まる拠点を複合した造りになっていた。こうすれば、地

域の人は自然と足を向けるだろうし地域の人中心で動いていることで持続性も期待できる。 

 日本でも、成功を収めた栃木県の「道の駅もてぎ」に訪れた際、職員の方が「地域の人が気軽

に来られること」「付加価値を付けること」を第一として道の駅を作り、年間 3 億円もの売り上げ

を計上していることから地域の中にあって、そこには公民館や公園が付属していて、地域の人を

中心に企画・運営し、そこに行政がアドバイスや補助金をつけるなどをしていれば、それはまた
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道の駅とは呼べなくなるのかもしれないが全国的に道の駅が盛んに作られている中で、田舎なら

ではの新しい形としておもしろいのではないだろうか。 

 今回、イギリスの先進的な事例を見て、その通りには行かなくても、日本の良い点に加えて、

イギリスの事例を日本らしい形に変え、エッセンスとして取り入れることができるのではないか

と思った。 

また、コミュニティショップにとても感銘を受けたので、将来は地域の中にこうしたこじんま

りした複合型の施設を作ることができたらいいなという漠然とした夢を持つことができた。 

引率してくださった渡辺先生、松下先生、現地ガイドの安倍さんや小山さん、そして貴重なお

話を聞かせてくださったイギリスの方々に感謝し、自分の学びを更に深めていきたいと思った。 
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３．世界遺産都市、ナショナル・トラスト運動など：バース、コッツウォルズ地方 

（黒岩健太郎、小相沢悠） 

1） 世界遺産都市バース（黒岩健太郎） 

①バースの概要 

 バースは紀元前から温泉場があったと言われ、英国でも有数の観光地として有名である。イン

グランド西部に位置するバースは、1987 年に町全体が世界遺産登録された。また、お風呂の「bath」

の語源になるほど歴史は古く、現在も石材で造られた建造物が多く残っている。ローマン・バス

博物館は年間 100 万人の観光客が訪れるイングランドの観光名所の一つだ。紀元前からある建物

が現在も残っていることから、バースでは保全活動に力をいれていることが分かる。19 世紀後期

の彫刻は酸性雨の影響を受けやすく、毎年清掃しカバーで保護されている。また、2006 年には神

殿内部の空気を入れ替えて状態を保つために換気装置も設置された。 

 

②バースを訪問して 

 今回の英国視察スタディ・ツアーに初めて参加させていただいた。ただの観光では足を運ぶこ

とのない場所へ行くことができ、かけがえのない知識と経験を得た。そして、本ツアーに参加す

る前の自分よりも確実に成長した。 

 私はゼミ活動で、蔵を再利用した町づくりに参加している。歴史のある蔵が残っている町であ

り、とても素晴らしい。しかし、日本には様々なタイプの建造物があり統一感がなく、せっかく

の蔵が台無しになっていると感じた。しかし、バースの建造物は一体感があり、日本との差を本

ツアーで確信した。 

 この日視察したバースは、町全体が世界遺産に登録されており景観をとても大切にしていると

感じた。一番驚いたのはプルトニー橋が架かっている川である。川の水に空気を含ませ環境を維

持するためにアーチ状の溝になっている。景観を損ねず環境保全をし、それが観光名所にもなっ

ている。これは町づくりと観光両方の最終目標だと私は思う。このように、 

町の景観を守り保全していくことで、町全体が世界遺産になったと感じた。日本にも同じこと

が言えて、昔ながらの古民家や蔵などを保存し守ることで価値のあるものへと変化する。結果、

観光地にもなり町づくりにも良い影響が出ると考えた。 

 この英国視察スタディ・ツアーに参加し、歴史のある建造物や景観はその町や都市の未来に影

響を与えるものだと改めて理解した。日本の歴史や景観について、本ツアーで学んだことを活か

し考えていきたい。 
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2） コッツウォルズを散策して（小相沢悠） 

①視察場所の概要 

コッツウォルズ 

コッツウォルズは、黄色みを帯び「蜂蜜色の石」「ライムストーン」とも称される石灰岩「コッ

ツウォルズストーン」を使った建物が特徴的な景観をなしている。田園風景など美しい景観を、

見ることができる地域でもある。ウィリアムモリスが、バイブリーを「この世で最も美しい村」

と称賛したことでも有名である。歴史が古く、羊毛の交易で栄えていた地域である。 

 

②視察内容 

バイブリー 

バイブリーでは自然豊かな景観動物が見受けられた。野生の鴨や、鱒が泳いでいる姿を見るこ

とができる。街の中には、商店が一か所だけあり、観光客などで賑やかであった。周囲の景観は、

歴史的建造物の保護団体であるナショナル・トラストが管理している。この建物には未だに人が

住んでいることが何よりの驚きであった。 

 

ボードン・オン・ザ・ウォーター 

ボードン・オン・ザ・ウォーターは、町中に川が張り巡らされており石屋根の建物があるのが

特徴である。川の水は澄んでおり徹底された管理をされているのが分かる。水が澄んでいるのが

何よりの驚きであった。子供たちが川で水遊びをしていた様子を見る事ができたが、この事から

も子供が安心して遊べることを感じた。 

町中には、商店が多くあり観光客などで賑わっていたが、歴史的建物の景観を壊すことなく商

売が行われていた。地域の人々も景観を大切にしようとしていることが感じられた。 

 

  

バイブリーの景色 ボードン・オン・ザ・ウォーターの景色 
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４．社会的企業：バイク・ワークス（小暮和馬、深町隆成） 

1) 組織の概要 

バイク・ワークス（Bike Works）は、ロンドンで 2006 年に設立された社会的企業で、自転車

を修理するだけでなく、自転車を通して、多くの人に自転車の楽しさを知ってもらうために、放

棄自転車を回収し、修理、加工し市民に安く提供をしている。 

また、その放棄自転車を使い、さまざまな障害を持った人でも、その障害を乗り越えて、自転

車の楽しさを知ってもらうために、個人にあった自転車を開発・補修している。 

 さらに Bike Works では、失業者や、社会に復帰することが難しい人（主に犯罪経験のある人）

のための「就業トレーニング」も行っている。その雇用トレーニングの内容とは主に、「資格の取

得」や、「コミュニケーション」である。個々人にあった修理技術の向上や、習得に向けてのトレ

ーニング、また、勤務時の休憩時間を使って、さまざまな人とコミュニケーションを図ることで

閉ざされた心を開くことにより、自律を促すことができるので、社会復帰のきっかけを作ること

ができるのである。 

 
 

Bike works にて、説明を受ける。 倉庫にある放棄自転車を再利用できるもの

と、部品だけ利用できるものに分ける。 

 

2) 感想 

都留文科大学 1 年 深町隆成 

今回のイギリスの 5 日目に訪れた Bike works では、日本にないような仕組みに驚かされた。

まず、自転車を使って社会に貢献しようと思うことは到底、日本では思いつかないようであるし、

今のような形態に行くのは様々な苦労があったはずだ。社会的企業は Bike Works のような企業

を目指していけば、よりよい社会になるだろうし、日本ではないほかの国の社会的企業の形態を

知ることで日本でも導入できるようなことはないのだろうかと考えた。 

例えば、今修理技術を持った人がいたとしても、そのような職を生涯の職にするような人は少

ないので、そういった修理技術のスキルアップを図る人に技術の提供をしている Bike Works の

取り組みは、日本でも取り入れることができるのではないだろうか。 

しかし、日本では Bike Works のような自転車を通して楽しさを知るようなことは少し難しい

ように思われた。それは、ロンドンでの、有料でバイクを貸し出すところの多さや自転車に対す
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る配慮が都市部でも、しっかり為されていることだ。認知もされているし、これは、イギリスの

国柄にあっているからこそ発達する文化の一部なのではないだろうか。 

今回の研修旅行に参加することができて、とても光栄に思う。最初は、イギリスに行くなんて

全く考えもつかなったが、国柄も違うし、肌の色も違うその中で、英語がたくさん飛び交う世界

を知ることができ、日本では体験できないことを知った。 

また、今回の研修旅行に参加することで、「もっと大きな世界を知りたい」「もっといろいろな

国に行って自分の経験を増やしたい」と思った。本で読んだものをただ想像するよりも、実際に

体験して得られることは生涯の宝物になったと思う。「百聞は一見に如かず」というが今回の研修

でその意味を強く痛感することができた。 
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５．社会的企業：カルティベイト・ロンドン（齊藤麦穂、西脇双葉） 

1) 組織の概要 

①はじめに――活動内容について 

カルティベイト・ロンドンは現在 3 つのトレーニングを行っている。何らかの問題をかかえて

いる若者の社会復帰を目指すユーストレーニング。地域の野菜を作ったことのない人に作り方を

教えることで持続可能な社会を目指すコミュニティトレーニング。コミュニティトレーニングと

同様に花やハーブを育てることで都市の荒廃地改善や地産地消の促進を目指すランドスケープト

レーニングである。 

なかでもユーストレーニングでは、学校とパー

トナーシップを組んだり、国・自治体・チャリテ

ィー団体からの支援を受けたりしているというこ

ともあり、目標にしている NEET の子どもたちは

減少しつつあるそうだ。 

一方で問題を抱えている子どもたちとしっかり

話せるソーシャルワーカーのような人材の確保が

課題であるという。今後はビジネス面での自立、

長期的に活動できる場所の確保、持続可能な育て

方の確立を目指していくという。 

 

②イギリスの NEET問題 

カルティベイト・ロンドンのような就業・就学が困難な若者を職業訓練や心的カウンセリング

によって就職を目指す団体はイギリスには多くある。この就業・就学が心的な問題によって困難

な若者たちを NEET(not in education, employment or training)と呼ぶ。日本でも近年、この「ニ

ート」問題が取り上げられるようになってきた。 

しかし、イギリスが日本よりもかなり前から問題解決に躍起になっているのは確かである。そ

もそもこの NEET という言葉が生まれたのはイギリスの地である。1999 年に、イギリスの労働

政策において出てきた言葉で、イギリスがこのニート問題にいち早く対策をとってきた。イギリ

スは今も階級制が残る国であり、そのため格差も大きく就学や就業訓練を受けることができない

若者が多い。 

日本ではニートといえば「親のすねをかじって引きこもって生活している人」というようなイ

メージが蔓延しているが、イギリスでのニートはこのような収入格差によって生まれてしまう若

者であることが多い。このような人口を就業訓練や就学援助などの制度の充実によって生産性を

上げていくというのがイギリスの一つの政策であった。 

バイク・ワークス（Bike Works）は、ロンドンで 2006 年に設立された社会的企業で、自転車

を修理するだけでなく、自転車を通して、多くの人に自転車の楽しさを知ってもらうために、放

棄自転車を回収し、修理、加工し市民に安く提供をしている。 
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2) 感想 

都留文科大学 2 年 齊藤麦穂 

今回の研修では、イギリスと一言で言っても様々な土地や業種様々な施設を訪問したことによ

って、自分自身の今までの見識の浅はかさを実感した。それと同時に、イギリスという国の多様

性を垣間見ることができた。 

やはり、自分の母国日本と比べてしまうのだが、イギリスの歴史や文化は日本と少し似ている。

そして、文化的に発展が早いイギリスは日本の少し未来を見ているような気がしてならない。だ

からこそ学ぶことが多かった。日本でも問題になっている「ブラック企業」と呼ばれるような労

働環境の悪化、経済格差に苦しむ若者、環境問題。これらはみな似たような状況がイギリスでは

過去に起こっている。 

ただ日本と決定的に違うのは、国民の一人ひとりがこの問題解決に従事していることだ。自分

たちで国の、地域の自分たちのことは自分たちで解決しようとする意志が日本では弱い。群れを

大切にする国民性の「自分たちのコミュニティのことはリーダーが全部やってくれるのだ。」とい

う意識と、戦後の過激な学生運動がテロ行為につながってしまったという反省と、なかなかイギ

リスのような意識を持っている人は少ない。 

小学校の教員を目指す現在の私は、このイギリスのような考えをぜひ大人だけでなく子どもた

ちにも持ってほしいと感じた。このイギリスの経験を自分の中でとどめていくだけでなく、発信

していくことが大切なのではないだろうか。たとえそれが数人だったとしても動かないよりはよ

っぽどもいいことなのではないだろうか。イギリスの研修ではこんなことを私に教えてくれた。 

 

都留文科大学 1 年 西脇双葉 

 イギリスに行って最も印象に残ったのは、日本よりははるかに社会的企業の存在が大きいこと

やイギリスの主体性である。イギリスには、今回訪問したカルティベイト・ロンドンやバイワー

クスのような社会的目的のためにビジネスを展開する社会的企業が多く存在し、政府もまた、若

者の社会復帰などを目指した取り組みを行う社会的企業に対して補助金を出すことに委託するな

ど、日本ではあまり見られない形態で社会を変える動きがあることに驚いた。 

日本の NPO よりも資金面で現実味があり、より自由度の高い取り組みができるのではないか

と思った。しかし、日本人とイギリス人では伝統や習慣、物事などの考え方などの違いによって、

イギリスの社会を変えようとする動きの見習うべき点をそのまま日本で実践するのは難しいと思

う。イギリス人の「自分たち一人一人が社会を変えていくために行動すれば、社会全体はよくな

っていく」という人任せにしない主体的な面は見習っていきたいが、日本人の考え方にあったや

り方で、イギリスの良い面を取り入れていけたらいいと思った。 

 今回、イギリスに行ったことで、日本とイギリスの文化を比較し、互いにそれぞれ良い面もあ

り、見習うべき面もあると知った。この貴重な体験を風化させることなく、ふくらませ、これか

らも生かしていきたい。  
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６．環境保全活動体験：ザ・コンサベーション・ボランティアーズ（寺島諒） 

1) 研修の概要 

研修最終日の 9 月 13 日、英国まちづくり研修のプログラムは、半日かけてロンドン都心の公園 

Regent's Park で、環境保全活動団体の TCV (The Conservation Volunteers) が主催する環境活

動体験をおこなった。 

TCV は英国最大規模の環境保全団体で、1959 年にその前身をもっている。しばらく BTCV

（British Trust for Conservation Volunteers）の呼称として有名であったが、2012 年より現在

の名称に改称した。TCV では、身近な自然環境をフィールドにした環境ボランティア活動を中心

に、今回の活動体験プログラムである「グリーン・ジム」プログラムなどの環境保全活動をはじ

め、地域環境改善活動、就業訓練プロクラムなど、実践的な環境活動に全国約 2,000 地区で取り

組んでいる。 

 

2） グリーン・ジムに参加して 

今回は、地域のボランティアの方々とともに Camden Green Gym プログラムに参加した。グ

リーン・ジムとは、いわゆるスポーツジムなどで健康を維持するために身体を動かす活動を、自

然環境の中で環境保全活動と連動させておこなうプログラムである。 

今回体験した活動は、リージェンツ・パーク内の野原の草刈り作業を通して、都市の生物多様

性を確保しようというものである。プログラムには、私たち学生グループに加えて、地域のボラ

ンティアの方々が参加し、TCV のスタッフの指導のもとにおこなわれた。作業時間は、11 時から

14 時までで、英国流のゆったりとした雰囲気で進む活動体験であった。 

当日、リージェンツ・パークへは、2 階建てバスを利用し、ロンドンの街の様子を眺めながら

向かった。公園の最寄りのバス停を降りてから、公園内の目的地には約 20 分もかけて到着。この

ような大規模な公園がロンドンのど真ん中にあることに驚くとともに、水鳥のいる池や小川、広

大な芝生とそこに寝そべる上半身裸の人たち、スプリンクラーから勢いよく放たれる水のアーチ

などが、とても印象的であった。 

グリーン・ジムの活動体験は、まず TCV のスタッフの指導のもと作業道具の運搬、軽い準備体

操をおこない、活動主旨や注意事項についての説明の後、公園の一角の野原の草刈りをおこなう

というものである。作業は、園芸バサミや鎌を使って草を刈っていくものである。中でも死神が

持っているような大鎌を使った草刈りは、初めての体験でコツをつかむまで時間がかかったが、

たいへん楽しかった。 

途中、休憩をとりながら作業を進めたが、休憩の際には英国風に紅茶やクッキーが用意されて

いたのが印象的で、個人的には栄養補給のバナナがとても美味しかったのを覚えている。作業は、

公園内の生物多様性を保全するために、ハリネズミの巣などに注意しながら進められた。私自身

はハリネズミの巣は発見することはできなかったが、時折大きなカエルと遭遇するなど、都会の

中の自然を感じることができた。天候が良く、かなり汗をかく作業であったが、時間とともに、

刈った草の山があちこちにできあがると、ちょっとした達成感を感じることのできる貴重な体験

となった。 
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７．各自の自由視察調査報告 

＜都留文科大学チーム＞ 

◆９月１１日の自由視察の報告 

都留文科大学 3 年 松浦美月 

 私たちは、丸一日ロンドン市内の主要観光スポットをビッグバスで観光したのだが、一日だけ

では回り切れないくらい良い所の多い都市だった。日曜日ということもあり、非常に込み合って

いたが、ロンドンの街並みを身体全体で感じることができた。 

特に、二階の屋根がない席に座ってゆったり景色や歩いている人たちを眺めている時間は、街

を歩いている時よりも客観的に見ることができて、非常に充実した時を楽しむことができた。 

渡辺先生から昔のレンガで造られた街並みを法律でそのままに保っていると聞いていたが、実

際に自分の目で眺めていて、ふと自分たちがその景観が好きで、守っていきたいと感じているか

らこそ、これだけの綺麗な街並みが出来上がっていることが感じられた。 

また、私の前に乗っている子供達が街中を歩いている人に手を振り振り返してもらえた人が勝

ちという遊びをしていて、私もそれをさりげなく見ていたのだが、ロンドンの人は非常に優しく、

気づいた人の大半が笑顔で手を振り返していた。非常にほのぼのする光景で、ロンドンに住む人

達は観光客を心から受け入れているのだなと感じた。 

さらに、私達が乗ったバスには、日本語など多数の言語の案内のアナウンスやパンフレットが

あり、観光客を受け入れる体制がよく整っていると表面は感じられた。しかし、似たような観光

バスがあったり、乗り場がいまいち分かりにくい書き方をしてあったり、もう少し出来ることが

あるのではないかとも感じられた。地元民には分かっていることだから、あまり気にならないか

もしれないが、全く分からない人からしたら少しでも多くの情報が欲しい。 

この事は、地域ならではの良さを発見する時にも言える。地元民は普通だと思っている物・事

が、外から見たら全く新しい物・事の可能性があるのだ。これらを発見できるのは、周りの人間

でしかない。 

観光バスの分かりにくさも、埋もれている地域の良さも、全く知らない人が見ることにより発

見することができ、より良いものへと改善されるのだ。そう考えると、地域も観光も同じように

解決されていく問題のように感じられた。 

 こうやって一歩日本から外に出ると、数え切れないほどの人がいて、改めて世界の広さを実感

した。毎日同じ場所で生活していくことも大事なことだけど、視野を広くもって、たまには実際

に外に出て周りを俯瞰してみることも大切だということがわかった。 

 今回は、ロンドンといえばというような主要な箇所をまわったが、次イギリスを訪れることが

できた時は、少しマイナーなようなスポットを回ってみたいと思う。 

 

都留文科大学 3 年 早川真衣 

イギリススタディーツアーに参加し、考え学んだことはとても多い。中でも私は最終日の自由

行動の際に学んだことが多くあった。 

 イギリスの研修では、基本的な行動は通訳の方が１人いて団体行動することが多く、ほとんど

個人的に行動することはなかった。しかしこの最終日に関しては、すべて個人で動かなければ何

もできないことを痛感した一日だった。 
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 私達は、二人ともイギリス滞在が初めてだったので自由行動としてイギリス市内のロンドンの

観光地を巡ることにした。観光地の中でも、ビックベン、ロンドンアイ、ロンドンタワー、ベル

サイユ宮殿、などをバスで巡りロンドンの街並みを回るツアーに参加した。 

日本では目にすることはできない二階建てのオープン屋根の赤いバスに乗り観光地を回った。

すべて目にする建物、人、空気感が日本とは異なり「ここはイギリスなのだ」と改めて周りの風

景に圧倒されてばかりだった。 

しかし、なかなか自分たちの考えているような思い通りに進むことが出来なかったのも事実で

ある。日本ならば、簡単に人とコミュニケーションを取り道を尋ねたり調べることができ、スム

ーズに自分の行きたい場所へ行けるがイギリスという場所ではそうではない。私達は、多くの壁

にぶつかった。私達の参加したバスツアーは、常に観光地を巡る場所に止まるが、すぐにバスは

違う観光地へと進む。つまり、同じバスにずっと乗るわけではなく、自分たちで次はどこへ行き

たいか考え、そこを回るバスを探し、乗るというツアーである。 

日本のように、常にバスは乗客を待つのではなく、自分たちで毎回バスを探すという仕組みの

ものだった。コミュニケーションを取るということがいかに難しいかということを考えさせられ

た。自由ということは、好きにいろいろな場所に行くことができ、自分たちの好きなように動く

ことが出来る。一見簡単に見えるが、自分たちで動くということがどれほど大変か、見たことも

ない土地を自分たちだけで回るということは、団体行動では得られない多くの学びがあった。 

私達は、観光地を巡るツアーに参加している最中も常に現地の人に助けてもらった。慣れない

土地で方向も分からなくなり、どう進めばよいか困った際イギリス人の現地の方にどのようにし

て回ればよいのか、バスは次にどこに向かうのか、どこに止まるのか聞き何とか観光名所をいく

つか訪れることが出来た。 

地図の中に何度も何度も印をつけてもらい、わかるまで教えてもらった。イギリス人の人が私

に一生懸命説明してくれているのを見て、私は「人の力になる、助けてあげる」ということはこ

のような小さなことでも相手に与えるものはとても大きいと痛感した。スタディーツアーの中で

もとても印象に残っていて、忘れられない貴重な一日になった。 

 

 

▶Big Ben ▶Big bus tour(2階席からの眺め) 
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▶Big ben裏側 ▶London eye 

 

＜長野大学チーム＞ 

◆９月１１日の自由視察研修（黒岩 健太郎） 

 私は用意しておいた観光マップを頼りに有名な観光スポットを散策した。まず、グリーンパー

ク周辺に向かった。グリーンパークはバッキンガム宮殿に隣接する大きな自然公園で王室所有の

ロイヤル・パークの一つである。ピカデリーライン・ヴィクトリアライン・ジュビリーラインが

発着するグリーンパーク駅があり、観光地をめぐる際通ることが多い場所だ。 

この観光地の最大の見どころは広大な芝生や自然だ。自然に囲まれた長野県にも存在しないほ

どの大規模な施設だった。長野県は広い土地が多いので、もっと自然と土地を活かした広大な施

設を経営するべきだと感じた。 

その後、バッキンガム宮殿へと向かった。こちらも観光客で賑わう有名なスポットだ。ここで

海外から訪れた複数の観光客と会話することができた。海外の方々はとても積極的で、日本人と

の差を感じた。しかし、様々な情報をお互いに交換でき、英国視察スタディツアーでの一番の思

い出になりました。これを機に、積極的に行動できるよう成長したいです。 

 そして、ハリーポッターでも舞台となったキングスクロス駅にも訪れた。日曜日の夕方という

こともあり、観光客が多かった。またハリーポッターの撮影に使用された場所だけでなく、駅全

体も美しく興味や関心があふれる観光地だった。映画の聖地となった場所は、観光地へと変貌す

ることが多い。この場所は駅ということもあり多くの観光客が訪れやすいと感じた。 

 この日、私は徒歩で散策した。バスなどの公共機関を利用せず、歩くことで町並みや細い路地

にある店舗などを見つけることができた。イギリスの文化や自然と触れ合うことができ、充実し

た 1日になった。 
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◆９月１１日の自由視察研修（寺島 諒・小相沢 悠） 

 私たちの自由行動は、特に事前にどこへ行こうか決めてはいなく観光バスツアーのマップを元

に徒歩で行動した。たくさんの観光地を訪れたが、その中から４つの観光地を報告とする。 

まず、１つ目に訪れたのは、ロンドンでは人気観光地の「バッキンガム宮殿」である。バッキ

ンガム宮殿は、１７０３年にバッキンガム公爵が自らの邸宅として桑畑を購入して建てたバッキ

ンガムハウスが始まりとされる。後の１７６１年にジョージ三世が私邸として購入をし、建築家

のジョン・ナッシュに命じて宮殿に造り変えた。１９世紀以降、イギリスの正式な宮殿となった。

私たちは、実際にそのバッキンガム宮殿を見て、とにかくすごい迫力で感動した。宮殿を守って

いる衛兵もいて衝撃だった。宮殿の中には入れなかったが、長い歴史があるからこその魅力だと

感じた。 

 ２つ目は、よくテレビや書籍で目にする「ビッグ・ベン」である。ビッグ・ベンは、英国国会

議事堂に付属する、時計台の大時鐘の愛称である。よく「ビッグ・ベン」と耳にするが、正式名

所は「クロック・タワー」であったが、２０１２年にエリザベス女王在位６０周年を記念して、

「エリザベス・タワー」と改称された。テレビなどで良く目にすることはあったが、実物はとて

も大きくて大迫力だった。鐘の音色も聞けて大満足だった。バッキンガム宮殿もそうだが、日本

の建物と造り方が違い新鮮だった。 

 ３つ目は、これもまたテレビや書籍で目にする「タワー・ブリッジ」である。タワー・ブリッ

ジは、ロンドン市内を流れるテムズ川に架かる跳ね橋である。１９９４年に構造され、全長２４

４メートル、高さは４２．２メートルもある。内部は博物館となっており、橋の歴史や稼働の仕

組みなどを見学できるようになっている。タワー・ブリッジからの眺めは、最高でテムズ川や周

りの建物を存分に見渡せる程大きい橋で、また、綺麗な景観を見渡せて楽しかった。 

 ４つ目は、ハリーポッターファンなら一度は訪れてみたいと有名なキングス・クロス駅の「９

と３/４番線」である。まずキングス・クロス駅のデザインに圧倒されてしまったことが印象に残

っている。９と３/４駅はさすがハリーポッターの聖地ということもあり、私達が訪れたのは夜で

あったが、大変な賑わいであった。映画の世界に自分がいるような感覚を味わえた。 

まだまだ訪れた所はあるが、初めてのロンドンを存分に観光することができ、とても充実した

１日となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

スタディ・ツアーを通しての感想 

 私は、今回のツアーで海外旅行は初めてで正直不安しかなった。だが、プランケット財団やグ

ラウンドワークなどの団体のお話やグリーンジムの活動体験をさせていただき、自分にとって吸

収できることがとても多くあった。また、イギリスの社会状況も勉強でき、イギリスを存分に楽

しむことができ、とても貴重な体験になった。この研修で勉強したことを今後活かしていきたい。

（寺島諒） 

 

 今回の英国スタディ・ツアーは、刺激的な毎日であった。私は、海外に行くのが初めてであり、

何も分からないままツアーに参加した。日本とは違った習慣や、文化に触れ不自由に感じる部分

もあったが、日本のみでしか生活したことがない私は、日本的な考え方が基準であったが、その

考え方では、浅いのではないかと考えるようになった。私は、狭い世界で生きてきた事を実感し、

異文化に触れる事の大切さを知った。ツアーに参加して良かったと思う。（小相沢悠） 
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Ⅲ．全体ふりかえり 

１．英国スタディ・ツアーに参加して（松下重雄） 

 英国のまちづくり現場については、私が以前日本グラウンドワーク協会という団体に所属して

いたこともあり、今回訪問した英国グラウンドワーク本部をはじめ、これまで何回か訪問させて

いただいています。グラウンドワーク三島主催の英国スタディ・ツアーも、これまで企画のお手

伝いをさせていただいたり、参加もさせていただき、そのたびに英国の市民社会から新鮮な刺激

を得ています。 

とくに今回のスタディ・ツアーについては、これまで以上に企画に関わらせていただきました。

ロンドンに着いてからも訪問先の調整を続けるというドタバタ状況でしたが、充実したプログラ

ムになったのではないかと思っています。ギリギリまで調整していただいた小山さんには、たい

へん感謝申し上げます。 

今後のプログラムの特徴は、具体的には、まず訪問するまちづくり団体が、地域住民組織、ま

ちづくり NPO、さらには社会的企業など、多様だということです。また、活動実績の豊富な伝統

的団体から新進気鋭の若い団体まで幅広いものになっています。さらには、ロンドンのような大

都市圏の都心部で活動する団体から、オクスフォード近郊の農村で活動する団体まで、さまざま

な地域課題に向き合った取り組みを学ぶことができたと思います。 

初日に訪問したタックリー・ビレッジショップでは、コミュニティ・ショップの運営者に加え、

その設立に関わった中間支援組織、行政関係者、活動を支援する地域企業関係者など多層的な関

係者との意見交換が実現できました。こうした多様な訪問先において、単なる視察見学方式でな

く、講義、意見交換、ワークショップおよび活動体験を適宜組み込まれたプログラムは、参加し

た学生には大きな刺激になったのではないかと期待しています。 

 

 また、別の観点から、今回のスタディ・ツアーは特別なものでした。これまで大学生と一緒に

スタディ・ツアーに参加したことはありましたが、自分の教える大学の学生（ゼミ生）とともに

参加するのは、はじめてのことだったからです。大学の授業でもとりあげている、松下自身が規

範としてる英国のまちづくり、とくにグラウンドワークについて、彼らがどこまで感じとり価値

観を共有できたであろうかが気になる部分です。本学の学生の場合、今回が皆はじめての海外旅

行ということもあり、前述のプログラムの豊富さとあいまって、消化不良を起こしてしまったか

もしれません。 

それでも、プログラム最後の反省会の際に、一人の学生が、「英国でまちづくりに取り組む若者

の姿をみて、自分も好きなバスケットボールをとおして、社会と何か関われたらいいなと思いま

した」との感想を聞き、うれしく思いました。それは、自分の関心のある分野をとおして社会に

関わる、あるいは社会を変革していくという社会的企業家の本質、すなわち英国市民社会の精神

をきちんと見抜いていたからです。 

 

 さて、個人的にも、今回のスタディ・ツアーは、自分の拠り所を再確認できる良い機会となり

ました。定点観測のように見続けてきているグラウンドワークは、相変わらずボトムアップ、ホ

リスティックおよびパートナーシップといったブレない原則を掲げ続け、魅力的でたくましい活
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動を展開する一方で、社会情勢の変化に対応するために、より戦略的、論理的な展開を目指して

いると感じとることができました。 

また、グラウンドワークに限らず、多くの団体が事業のアウトカムの表し方として、個人の生

活（人生）にどのように影響をおよぼしたか、そのプロセスを整理する手法がとられていたこと

が印象的です。まちづくりの現場において、これまで以上にきめ細かな対応が求められているこ

とが感じられました。 

 各団体の活動テーマでは、プログラム作成側の指向が反映されてしまった部分もあるかと思い

ますが、都市および農村部に限らず、食や健康が重要なテーマの一つであることを改めて認識す

ることができました。グリーンジムのような自然環境保全活動と健康増進活動、バイクワークス

のような自転車利用の促進と健康増進活動、カルティベイト・ロンドンやグラウンドワークのよ

うな都市内空地の農園利用、地産地消を促すコミュニティ・ショップの運営など、食と健康に関

わる活動に、多くの団体が複合的に取り組んでいることが印象的でした。 

その中にあって、都市内空地の農園利用の活動や今回ひとりで訪れたシティ・ファームの活動

は、日本の地方都市の中心市街地の社会的・物理的空洞化問題に対して、具体的なヒントを与え

たくれるような気がします。こうしたモザイク状の土地利用・コミュニティ形成の可能性につい

て、今後の研究課題の一つに加えてみようかと思います。 

 

 最後に、今回訪問した英国のボランタリー・セクターの取り組みの多くは、社会変革に向けて

革新的で魅力的な活動を展開しています。また、その担い手の多くが若者であることが特徴です。

私自身、大学では学生のキャリア形成を促すインターンシップの通年授業も担当していますが、

学生の研修先を探すにはたいへん苦労しています。 

今回訪問した団体のように、若者が地域社会と関わりながら生き生きと活躍している組織を、

なかなか見つけられないからです。日本の地方都市は、とくにそのような傾向があります。そう

した組織が活躍する地域社会やライフスタイルをいかに築いていくかが、日本の市民社会確立に

向けた課題であることを、今回のスタディ・ツアーで改めて認識させられました。 

今後、そうした課題の改善に向けて、長野大学での地域と連携したフィールドワークをつうじ

て、学生とともに取り組んでいきたいと思います。 
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２．参加者へのメッセージ（小山善彦） 

今回は後半部分しかご一緒できませんでしたが、前半日程の中で皆さんに注目していただきた

かったのは、Dudley Canal Trustの活動です。私もボートでトンネルを通るツアーを、10年ほど

前に体験しました。薄暗く、狭く、ジメジメしたトンネル内の感触を、今でも鮮明に思い出すこ

とができます。その時は特別の印象はなかったのですが、後でそれが英国における運河復旧運動

の成果の一部であることを知り、大きな感銘を受けたことを覚えています。 

どこの国でも同じだと思いますが、社会を現代化する過程で、古くなったものを刷新しようと

します。利用価値の低くなった道路や橋、鉄道などは、閉鎖あるいは破壊される運命にあります。

英国の運河もそうした捨て去るべきものの対象となり、1960年代に政府は運河閉鎖の政策を実施

しました。 

これに対し、60 年代から 70 年代にかけて、市民による運河復旧運動が全国各地に広がりまし

た。現在でもその運動は継続中で、2000年以降だけでも、約 320㎞の運河が復旧されたと言われ

ています。今では都市で、そして農村でも、運河は重要な景観要素となり、貴重な水辺環境とな

っています。運河沿いの散策、サイクリング、運河での釣りといった楽しみに加えて、野生動物

にとっての重要な生息環境でもあります。 

あのボート体験は、Dudley Canal Trustの子会社による運営です。自分たちの活動成果を一般

市民に楽しんでもらい、理解者を増やし、乗船料で収益を上げ、その収益を再生活動の資金に充

てているわけです。 

Dudley Canal Trustのホームページには、つぎのような一文があります： 

 

「私たちは過去 50年間、運河を復旧し、保全し、その未来を揺るぎないものにするために活動

してきました。その間に数多くの争いを闘い、そのいくつかに勝利し、そのいくつかに敗れまし

た。そして多くの仲間ができました。あなたも、自分たちのヘリテージを守る活動に参加されま

せんか。私たちの仕事と闘いはこれからも続くのです」 

 

考えてみれば当然のことですが、政治や行政に任せておいて、市民にとって大切な環境が守ら

れる保証はありません。「まあ仕方ないか」ということでは、地域環境はどんどん悪くなる可能性

があります。英国人はそのことに一早く気付き、政治や行政から離れた市民社会の世界で、自分

たちが求めるものを実現させる文化を育ててきたのだと思います。 

今回訪問されたコミュニティ・ショップ、グラウンドワーク、バイクワークスなどの活動を見

ても、その目的や組織の形、方法論が実に多様ですよね。これだけの多様性があるからこそ、い

ろいろな背景の人が、いろいろな動機をもって、また自分のキャリアとして、市民社会の活動に

関わることができるわけです。 

日本は教育水準が高く、しかも市民の社会的意識も高い国です。しかし、市民の力がなかなか

社会的課題の解決に活かされない。政治や文化の違いだから仕方ない、としておくにはあまりに

も残念は状況だと思いませんか？ 
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３．講評・感想（安倍万莉子） 

 イングランドでの研修、お疲れさまでした。みなさんのレポートを拝見し、日本との違いを発

見するだけではなく、批評的に比較して「どの部分をどのように取り入れるか」ということをよ

く考えていらっしゃるのが印象に残りました。 

 特に、社会的企業や持続可能的なビジネスの発展・維持の根幹となるのが、それに携わるコミ

ュニティや組織の「人」であるという理解がよく見て取れます。事実、社会的企業の発展・維持

や、その他 持続可能的な社会の構築ためには、様々な段階での「コミュニティの参加」が不可欠

であり、そのため景観や建造物の保全に対する態度や、問題解決・意思決定に対する市民レベル

の主体性など、基礎的な人材育成がカギになります。 

そういった面でのイングランドと日本における「人」の違いに関する気づきも、様々なレベル

で得られたようです。これを「国民性・文化性」の違いに落とし込んでしまうことは簡単ですが、

その土台を作り上げるのが教育・市民参加や意思決定プロセスなどの細かな社会的な枠組みであ

ると考えれば、主体的な人材づくりのノウハウを日本に取り入れることも不可能ではないのでは

ないでしょうか。 

例えば、学校教育のカリキュラムや、ボランティア制度の違いなど、人材育成の土台となるプ

ロセスを解体して、日本の似たような地域とシステマチックに比較することで、「良いところを日

本に取り入れるにはどうするか」という疑問への答えがより明確に見えてくると思います。ぜひ、

これを機にさらに広い比較研究に結びつけて、スタディツアーの経験をより一層有益で建設的な

ものにしていただければと思います。 

 また、私個人としても、実際に携わる方々の声を聞くことでこれまでの知識に肉付けすること

ができ、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。私が暮らしていたスコットランド南

西でも、コミュニティの小ささや土地の広さなど、その地域の特徴を活かしたビジネスや、公益

性を重視したビジネスが盛んです。 

例えば、スコットランドとの国境付近のイングランドの町 Carlisleで中古自転車を買った際は、

利用した Rebike というお店が社会的企業であることを後に知りました。失業者や NEET を積極的

に有給もしくは無給で雇用し、社会復帰に向けたトレーニングを提供しているそうです。 

ちなみに、この Rebikeのビジネスを大きく支えているのは、UKの主要な慈善団体 Big Lottery 

Fundで、2004年の創立以来 130,000のプロジェクトへの補助金を提供し、その 8割以上がボラン

タリーセクターへの支援なのだそうです。こういった補助金制度の違いを見るのも、日本におけ

る社会的企業の実現可能性に関するヒントを得られそうで興味深いですね。 

 さて、社会的企業と他セクター（企業や自治体）との連携に関する学びも多いようでした。裏

を返せば、皆さんが今後どのような道に進まれても、ボランタリーセクターの力になることは可

能だということだと思います。松下先生も言及されていますが、ぜひ皆さんの興味分野や生活・

仕事環境の中でできることを見つけていってください。 

皆さんの今後のご活躍を心から楽しみにしています。改めて、今回はお疲れさまでした。 
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４．講評（渡辺豊博都留文科大学特任教授） 

 参加者の皆さま、「英国スタディ・ツアー」ご苦労様でした。報告書の内容や感想を読ませてい

ただくと、イギリスにおいて多様で有益な学びと刺激を得たことが理解できます。9日間といえ、

現状の生活・日本からの一時的な離脱は、精神的な緊張感ととともに、海外での新たな刺激に対

しの敏感な反応力や吸収力、問題意識を醸成します。日頃の大学での勉学だけでは学べない、五

感を刺激する興味津々のグローバルな視点での学びの楽しさと影響力を実感することができたと

思います。報告書の内容は、視察先やイギリス社会の現状を的確に把握した質の高いものです。 

 「グローバル・フィールドワーク」の講義を活かす 

今回のツアーは、都留文科大学の共通科目「グローバル・フィールドワーク」の対象科目であ

り、旅行社のイギリス旅行ではありません。都留文科大学として参加者・受講生には、事前学習

の実施や視察態度、報告書の内容などを判定し単位を与えるものであり、大学の助成金の対象に

なっています。参加することに意味がありますが、その範囲を超えて、参加して具体的に何を学

び、その学びを今後、どのように自分として現実社会の中で活かしていくのかが問われています。 

 日本とイギリスの違いを学び、日本でその先進性を活かす 

 参加者の多くは、日本とイギリスの文化性・歴史性や社会システムの違いを前提とした分析・

感想を述べています。しかし、両国の違いを前提として、イギリスだから、社会的企業やコミュ

ニティショップが、成功したとする結論を出すことは間違いだと思います。どうすれば、イギリ

スの成功のノウハウを日本型に変換・工夫して、実効性の高い地方創生・まちづくりのノウハウ

として活用できるのかについて、さらに情報収集して学んでいってもらいたいと期待しています。 

 英国グラウンドワーク連合の継続的発展の背景から学ぶ 

 バーミンガム市にある英国グラウンドワーク連合は、1981 年の設立から 35 年が経過した現在

でも、イギリス社会の変化に合わせて、着実な成長、社会的役割を果たしてきています。保守党

や労働党など政権が極端に変わろうと、カメレオンのように色・役割を変え、必要とされる新た

な社会システムを政策提言して地域社会を支えてきました。私が関わる、グラウンドワーク三島

も設立して、25年となりますが、組織体制と資金調達、活動の質の継続的な維持と発展は大きな

課題であり悩みです。この NPO としての「光と影」の深遠な課題を的確に学び、発展の方向性・

手法を考え、具体的な活動に活かしていただきたいと思います。 

 生活現場を変革する知恵を学ぶ 

イギリスのグラウンドワーク活動や社会的企業のターゲット・サービスの提供者は、地方で生

きている社会的弱者や困窮者です。行政や企業では対応できない社会的隙間・歪に対しての人間

的なサービスを提供しています。課題を抱えた現場にでかけての具体的な実践活動の蓄積で着実

に地域社会の底辺を変革しています。この地道な実効性の高い、足元からの変革の手法を学んで

もらいたいと思います。 

 グローバルな発想力と行動力を学ぶ 

 今後の学生生活の中で、グローバルな領域を自分としての活動現場として想定し、英語力など

の多言語の勉強や今回のような海外研修への積極的な参加、国内での NPO 活動の体験など、さま

ざまなチャンスを活かして、自分磨きに資金的な投資をしてください。お金は有意義に使って生

きるものであり、親への出世払いも検討しながら、世界に飛び出していってください。 


