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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 30年 9月 8日（土）から 9月 20日（木）までの 13日間にわたり、グラウンドワーク三島の主催

による、「英国スタディ・ツアー」を実施した。なお、本スタディ・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Ⅱ」の対象科目でもある。 

本スタディ・ツアーは、グラウンドワークの発祥地である英国を訪問して、英国の NPO やボランティ

アセクター、社会的企業への視察と具体的な実践活動への参加・体験により、多様な社会的・地域的な

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・知見を身に付けることを目的としている。なお、フランス・パリも訪問した。 

  

再生されたバーミンガムの運河網 英国グラウンドワーク連合体・常務理事からの説明 

  

オックスフォードの歴史的図書館 バースのローマ時代からの温泉施設 

  

パリ・ベルサイユ宮殿 パリ市内での研修・食事風景 
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２．日程表 

   

日付 プログラム詳細 宿泊先 

9/8(土) 
15：３0 集合 

17：25 発 

成田空港 タイ国際航空南ｳｲﾝｸﾞ 4階・Ｆｶｳﾝﾀｰ集合 

成田空港 
 

9/9(日) 

7：15 着 

 

夕方 

ヒースロー空港 

→バーミンガム（高速バス、約 3 時間半） 

ホテルにてミーティング 
バーミンガム 

JURYS INN 

BIRMINGHAM 
9/10(月) 

9:30→10:00 

10:00→11:30 

午後 

グラウンドワーク本部＆現場訪問（徒歩） 

グラウンドワークUK 訪問 

グラウンドワークUK 活動現場 

9/11(火) 

8:30→10:30 

 

12:00→12:20 

12:30→ 

13:30→14:30 

→16:00 

16:30→18:45 

ホテル→コッツウオルズ（貸切バス） 

コッツウオルズの村々視察、ランチ 

コッツウオルズ保全委員会事務所（貸切バス） 

コッツウオルズ及び保全委員会についての説明 

現地視察 

野外活動体験 

オックスフォードのホテルへ（貸切バス） 

オックスフォー

ド 

Hampton by 

Hilton Oxford 

9/12(水) 

 

13:30→14:15 

 

16:00→18:30 

オックスフォード市内視察 

タックリー村へ（貸切バス） 

プランケット財団担当者と合流 

ブライトンのホテルへ（貸切バス） 

ブライトン 

Kings Hotel 

9/13(木) 
9:30→ コミュニティ・ウッド・リサイクリング（徒歩） 

景勝地セブン・シスターズ見学 

9/14(金) 

7:00→8:30 

9:20 着 

9:30→11:00 

 

11:30→12:40 

13:45 着 

14:00→15:30 

夜 

ロンドンへ（鉄道） 

バイクワークス着（地下鉄） 

バイクワークス 

説明、ショップ・トレーニングセンター見学 

ロンドン市内へ移動、ランチ（地下鉄） 

グラウンドワーク・ロンドン 

グラウンドワーク・ロンドンプレゼン 

（希望者はミュージカルへ） 

ロンドン 

ROYAL 

NATIONAL 

9/15(土) 

 

9:00→11:00 

 

12:00→13:30 

17:00→18:30 

自由行動（希望者は下記行程） 

ロンドン・グローブ座 

ロンドンブリッジ駅より 10 分(地下鉄) 

世界遺産都市バース 日帰り パティトン駅より(鉄道) 

ロンドンへ(鉄道) 

9/16(日)  ロンドン市内自由行動 

9/17(月) 

→９:15 着 

 

10:24→13:47 

 

ホテル→セントパンクラス・インターナショナル駅 

（地下鉄） 

ロンドン→パリ、車内でランチ（ユーロスター） 

パリ北駅→ホテル（地下鉄） 

パリ 

ibis styles 

paris 

massena 

olympiades 9/18(火)  パリ市内自由行動 

9/19（水） 
→11:00 着 

13:40 発 

ホテルよりシャルル・ド・ゴール空港へ（地下鉄） 

シャルル・ド・ゴール空港 
 

9/20（木） 15:45 着 成田空港着  
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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 福田 果凛 女 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

２ 田邉 日向子 女 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

３ 藤原 南実 男 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

４ 栗山 塁玖 男 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

５ 古泉 達大 男 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

6 名取 舞 女 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

7 佐藤 悠介 男 都留文科大学 文学部 社会学科 3 年生 

8 中村 優成 男 都留文科大学 文学部 社会学科 4 年生 

9 米澤 雄太 男 都留文科大学 文学部 社会学科 4 年生 

10 高田 渚 女 都留文科大学 文学部 社会学科 1 年生 

11 夷藤 友樹 男 長野大学 環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 2 年生 

12 友光 和美 女 立教大学セカンドステージ大学 

13 根本 幸雄 男 立教大学セカンドステージ大学 

14 京極 精一 男 立教大学セカンドステージ大学 

15 清水 朝子 女 立教大学セカンドステージ大学 

16 三上 克盛 男 立教大学セカンドステージ大学 

17 前川 美佐子 女 一般参加 

 

（２）同行指導者 

No 名前 性別 所属 

1 渡辺 豊博 男 
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 

2 前川 卓三 男 
元社会企業大学副学長 

GW 三島海外アドバイザー 

  



4 

 

４．視察先の概要 

（１）視察先の活動概要 

■英国グラウンドワーク（Groundwork UK）http://www.groundwork.org.uk/ 

英国グラウンドワークは、1980 年代初頭、英国内の地域社会の衰退を背景に、環境省によって設

立された。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および社会の再

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ている。各地域に設立された実働団体（トラ

スト）においては、専門性を備えたスタッフが中心となり、地域の再生と活性化に向けパートナーシッ

プ型のプロジェクトを展開している。 

■バイクワークス(bikeworks) 

２００６年、株主のための企業でなく、地域のための企業として設立された。自転車を通じて、環境

を意識しつつ、現在３０人を雇用して、地域に根付いた活動を行っている社会的企業である。 

■グラウンドワークロンドン(Groudwork London) 

英国の首都ロンドンに本拠地があり、環境に優しく、活気がある持続可能な地域つくりをミッション

として活動している。 

■コミュニティ・ウッド・リサイクリング(Community Wood Recycling) 

廃材利用を通じて環境改善及びチップ化することを、体の不自由な人やマイノリティの人に職業訓練

をすることでスキルを身に着け、仕事に就けるようにしている社会的企業である。 

■コッツウォルズ（Cotswold） 

古くは羊毛の交易で栄えた歴史があり、今も昔ながらのイングランドの面影を残した建物や田園地帯

が残っている。近年、これらの景観を活かした観光業が盛んになり、毎年多くの観光客が訪れている。 

■タックリー村（Tackly Village） 

オックスフォードより北へ 12 マイルに位置する村で人口約 1,000 人。郵便局の撤退など衰退が進

む中、ボランティアが中心となって、今では郵便局からパブ、小学校の運営まで行うようになっている。 

■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）。 

■ロンドン（London） 

英国の首都ロンドンは、屈指の世界都市であり、世界で最も多くの来訪者数を誇っている。芸術、商

業、教育、娯楽、ファッション、金融など幅広い分野で強い発信力・影響力を保持している。 

■ブライトン（Brighton） 

英国有数の海浜リゾート地。ビーチが主要な観光資源であり、砂浜に沿ってバー、レストラン、ナイ

トクラブなどが立ち並ぶ。今回ブライトン観光局を訪問し観光振興等の取組みについて話を伺う。 

■セブン・シスターズ（Seven Sisters） 

イングランド南東端、イギリス海峡に臨む白亜紀の石灰岩の海食崖。切り立った断崖の波打つ断面が、

7 人の乙女が並び立っているように見えることからその名がついた。付近一帯は公園に指定され、海鳥

や海浜植物が保護されている。 
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（２）現地宿泊先 

 

＜バーミンガム＞ 

ホテル名：Jurys Inn Birmingham（ジュリーズ イン バーミンガム） 

住  所：245 Broad Street, Birmingham, B1 2HQ 

電話番号：+44-121-6069000 

 

＜オックスフォード＞ 

ホテル名：Hamptom by Hilton Oxford（ハンプトン バイ ヒルトン オックスフォード） 

住  所：Grenoble Road, Oxford, OX4 4XP 

電話番号：+44-330-3319770 

 

＜ブライトン＞ 

ホテル名：Kings Hotel(キングス ホテル) 

住  所：139-141 Kings Road Brighton 

電話番号：+44 1273 329001 

 

＜ロンドン＞ 

ホテル名：Royal National（ロイヤル ナショナル） 

住  所：38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG  

電話番号：+44-20-76372488 

 

＜パリ＞ 

ホテル名：ibis styles paris massena olympiades（イビス スタイルズ パリ マセナ オリンピアード） 

住  所：82 84 rue Regnault 75013, Paris 

電話番号：+33-1-45857070 
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（３）視察先位置図 

 

 
  

●ランカスター 

●ロンドン 

ウインダミア● 

●バーミンガム 

●コッツウォルズ 

ブライトン● 

●バース 

●ｾﾌﾞﾝ･ｼｽﾀｰｽﾞ 
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Ⅱ．視察調査報告 

 

１．英国グラウンドワーク連合体本部(福田果凛、田邊日向子) 

〇グラウンドワーク UKの概要 

 GWUK はバーミンガムに所在し、イギリスのグラウンドワークの本部としての役割を担っている。グラ

ウンドワークは連邦のように機能しており、そのヘッドとしてブランドや全国的な政治家や企業家との

関係を維持してサービスの基準を設定し、どこでも品質の高いサービスを提供している。 

活動は 3 つの基本原理の下に行われており、それは地域が環境や生活の質を改善することを支援する

実践的行動、ほかの団体と協働し、さまざまな問題にチャレンジするためのパートナーシップ、地域が

長期に渡って問題解決できるような方法や資源を提供するエンパワーメントからなっている。 

グラウンドワークの具体的な活動内容としては、近隣住民を巻き込んで雑草や犬の糞などの清掃活動、

統合失調症の方の作業を通じた社会復帰の支援、36 年前のリバプールでの経済的な落ち込みや社会的分

断、環境悪化の改善における様々なプログラムの提案など多岐に渡る。 

このような幅広い活動ができる理由は、グラウンドワークは専門家集団であるからである。具体的に

はお金を集めてくる専門家、カウンセラー、公園づくりのスペシャリスト…など、各分野の専門家が集

まっているため、社会の穴を埋めることができ、行政がやりきれないことを補っているため、市民から

の厚い信頼を得ることができている。 

 

〇グラウンドワークの今後 

設立から 30 年ほどが経ち、持続的な発展をするため、「グラウンドワーク 2020」今後の 5 年間で行う

ことの 3 つを明るい未来へ・よりよい場所・環境教育と定め、地域が直面する様々な問題を支援するこ

とを目標としている。 

そのための具体的な目標も数値をあげて明確に設定している。その内訳は、15000の職業訓練や雇用へ

の進展、2500 のオープンスペース、10000 人の若者のより多くの学びや達成、100000 の燃料や水の無駄

遣いの削減、1000000人のボランティア活動の参加である。 

 仕事の内容は変化しており、政府が公的資金を削減しているため、地域社会のコミュニティ支援は困

難となってきている。特に社会が高齢化していく中でケアーの財源が必要となるため、若者支援や地域

再生の資金はなくなってしまう。そのための 2つの方法は、（１）企業の社会的責任に基づいて、商業的、

効果的にサービスを販売する。（２）市民が必要としていることに長期的にわたってケアーを改善できる

よう支援すること。が必要だと考えている。 

 この 2 つの方法には地域の一体化が必要であり、地域のグループ、若者、届かない声の三者の調整や

橋渡しが必要である。多くのヨーロッパの国々では難民、亡命者、移民の影響に関しての議論があり、

若者と高齢者の乖離も深刻な状況である。これを解決するために、若者が地域の一員であることを感じ、

これまで届かなかった声を届け、地域の包括的な運営の支援をしてプロジェクトが成功するよう支援を

していくことが重要である。 
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〇グラウンドワークユース 

 グラウンドワーク UKは、地域の再生と活性化に向けた活動を行っており、若者たちを対象とした活

動としては、彼らの活躍・交流できる場の提供などを行っている。 

 その活動の１つとして、GW youth というプロジェクトがある。このプロジェクトに参加する若者た

ちは、環境のリーダーとなって活躍するためのスキルアップ・若いリーダーとしての魅力を磨くなどの

トレーニングを行うことができる。実際にスキルを磨くのは若者たちであり、社会で活躍したいがその

ためのスキルを身につけたいと考えている若者たちに向けて、グラウンドワーク UKは、彼ら自身のスキ

ルアップのための機会を得るための場を提供しているのである。 

 では、若者たちはその機会を得るための情報をどうやって得ているのだろうか。それは、SNSや口コ

ミが一番多い。SNSを利用したアンバサダーの人達の口コミや、若者同士の口コミなど、様々な人の、様々

な方法での発信により、より多くの人々の耳に入るようになる。グラウンドワーク UKでは、小さなコミ

ュニティでは様々な方法が必要と考えているため、主には口コミだが、多くの発信方法を行うようにし

ているそうである。 

 この他にも、若者たちに向けて、メンタルヘルスや精神状態に関わるキャンペーンも与える活動も

行っている。このような若者支援は、日本ではほとんど見られない。グラウンドワーク UKがそれを実現

できているのは、イギリス政府からの推進・資金提供もあって可能となっており、グラウンドワーク UK

の活動により生み出される価値や努力が国に認められているからこそであるだろう。 

 

〇感想 

都留文科大学 3年 福田果凛 

私は今回の英国スタディーツアー全体を通して、日本との文化の違い、人の心の温かさの違いを体感

した。道路や地下鉄ですれ違った際、目が合うと老若男女関係なく皆笑顔を向けてくれた。中には挨拶

をしてくれる人や、困っているのを見かねて声をかけてくれる人もいた。このようなことは日本ではま

ずほぼ無い。とっさに目をそらすかそもそも人目を避けようとしている人達が多いだろう。 

ほんの少しすれ違っただけでもちょっとした行為を向けてもらえるのは嬉しい。イギリスでであった

人達は、他人を避けるべき対象、無関心であるものと考え無い人が多く、こういった全体の雰囲気をと

ても心地よく感じた。 

多くの人達から貴重な話を聞くことができたことも非常に良い経験であった。実際にそこで働くその

分野のプロである人達の想いは、どれも日本では知り得ない。やはりこう言ったことは、自分たちが自

分たちの五感を使ってでしか感じ得ないことだろう。今回のこれらの経験は、今後の自分の人生に彩り

や発見を与えてくれる機会になった。 

 

都留文科大学 ３年 田邊日向子 

スタディーツアーでは様々な NPO や企業を見学させていただいたが、一番感じたことは日本の NPO と

の規模の違いであった。 

日本ではイギリスほど小さな政府というあり方ではないため、困ったことがあれば行政に駆け込むの

が一般的だが、イギリスではまず NPOに相談をし、NPOが行政との仲介をしているということで、権力の

大きさを知ると同時に地域に密着している側面もあるということで、日本では選挙によって弾かれてし
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まうような「届かない声」も実現しやすいのだろうということを知った。 

仕組みが根本的に違うため、このようなことをそのまま日本に反映させるのは困難だが、まず NPO が

どんなことをしているのかを知ってもらうために米国の GAP 制度を導入するなどして身近に感じる機会

を創れば徐々に地域の小さな声も拾っていけるようになるのではないかと感じた。 

 

  

産業革命後、汚れたバーミンガムの運河網 
「バーミンガムの奇跡」として、市民力で再生され

た運河網 
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２．コッツウォルズ地方探索及び保全委員会訪問（栗山塁玖、古泉達大） 

① コッツウォルズ地方の特徴 

コッツウォルズはイギリス中央部に広がる標高３００ｍ以上に達する丘陵地帯であり、特別自然景

観地域に指定されている。また子「コッツウォルズ」は「羊の丘」という意味を持ち、古くから羊毛

の交易で栄えていた。現在でも古いイギリスの面影を残した建物を見ることができる。中でも「ボー

トンオンザウォーター」は多くの雑貨屋や飲食店、住宅の周りを沿うように川が流れ、水を生かした

まちづくりの成功事例と言えるだろう。源兵衛川を中心にまちが構成されている、静岡県三島市と似

た雰囲気であった。この素晴らしい景観を求めて年間１０００万～１８００万人の観光客が訪れる。 

また田舎暮らしに価値を見出す人々が、静かな生活と美しい景観の中での生活を求めて移住してく

るケースも多い。日本では田舎から都会への人口流出が問題となっているが、 

イギリスでは田舎にこそ価値があるという考え方が浸透している。イギリスのライフスタイルが分

かるまち、それが「コッツウォルズ」といえるだろう。 

 

 

ボートンオンザウォ―ターの景観 

 

② コッツウォルズ環境保全団体 

イギリスには３４のＡＯＮＢ「特別自然景観美観」があり、コッツウォルズは１９６６年にＡＯＮ

Ｂに指定され、今ではＡＯＮＢの１０％をコッツウォルズが占めている。他のヨーロッパのＡＯＮＢ

地域と違い人が生活している点がコッツウォルズの大きな特徴である。そうした生活と景観を両立さ

せるために尽力しているのが保全委員会である。 

この保全委員会は現在、役員３７名、地方当局者１５名、行政区関係者８名、スタッフ１５名、３

００～５００名のボランティアによって構成されている。①既存の環境を守っていきながら価値を高

める。②周りの人々が素晴らしいと思える地域、幸福度の高い地域の形成。この２つを活動方針に掲

げ、日々活動している。活動予算の約半分は政府からの援助が占め、その他の自治体からの寄付も合

わせると１億５千万円ほどになる。主な活動は旅行会社と連携した観光誘致、７０の専門コースを設
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け環境保全についてボランティアの方に関わってもらう取り組みなど、環境教育にも力を入れている。 

今後も若い世代を巻き込みながら景観維持や人々にとって魅力的な地域づくりのため尽力してい

くという。 

  

現場での作業の様子 

崩れないための工夫された積み方 
コッツウォルズで多くみられる羊たち 

 

③ 感想 

都留文科大学 ３年 栗山塁玖、古泉達大 

コッツウォルズ地方探索では田舎の価値というものを非常に強く実感した。日本の田舎では、子供が

いなくなり、高齢者が取り残されることによりその田舎はどんどん疲弊し、若者が「戻りたくない場所」

となっているのでないか。反面、コッツウォルズ地方が象徴するようにイギリスの田舎は全く逆のよう

に思えた。家屋は石造りで軸は木造という頑丈な造りで築年数が経過しても価値は失われないことと、

イギリス人が老後は田舎で暮らしたいという考えが融合することで、イギリスの田舎は余生を過ごす場

所として、彼らが進んで住む場所となっているのではないだろうか。 

更にこうした人々が増えることで、地域に経済効果が生まれて田舎の価値はますます上がっていくと

思う。高齢者が増加し、若者の流出で地方はどんどん衰退している日本にとってとても理想的な文化で

あり、イギリスでこうした習慣がなぜ根付いたのか今後時間に余裕があれば研究していきたい。コッツ

ウォルズの環境保全委員会の訪問でも日本にいては感じえないことがいくつもあった。 

例えば、コッツウォルズの景観を利用して観光客を誘致することで得られる年間 500 億円の経済効果

に加え、約 10,000人がこの景観の中で仕事をしていること。イギリスでは、景観だけにとどまらず、景

観に仕事（雇用）という概念が付け加えられている。景観や環境保全のためにできるだけ人間の介入は

最低限にした方が良いと思っていた自分にとってはまさに先進的な考えだった。 

また、この美しい景観はメンタルヘルスの防止にもなるという。メンタルヘルスの改善ではなく、未

然に防止するという考えも非常に参考なった。日本では環境保全や環境再生活動はボランティアが担う、

お金にならない活動という認識が強い。しかし、イギリスでは保全委員会に対する国からの助成金が厚

く、保全委員会自身もお金の価値を認め、自然の豊かさの中に経済的発展の指向も組み込まれているこ

とから、環境保全に対し明確な目的をもっていることも理解できた。実際にその場に赴き、体感するこ

とに加え、現場の人に話を聞くことでより理解が深まりとても印象に残る経験となった。改めて現場に

行くことの重要性を感じた。 
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３．コミュニティショップ（Tackley Village Shop）（名取舞、佐藤悠介) 

1) 概要 

オックスフォード近郊のタックリー集落（人口約 3000人）にあるコミュニティショップ。地域の果物

や野菜をはじめとした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

便局が併設されている。設立は 2004年。きっかけは地域コミュニティの中心であった集落内の店舗やパ

ブの閉店が相次いだことにある。この事態を問題視した有志たちが住民に対してアンケート調査を実施

（回収率は 50％ほど）。アンケート結果や住民参加の話し合いを通して、集落に必要なものを 10、リス

トアップした。注目すべき点は、打ち合わせを一度ではなく、何度も重ねることで、より多くの住民を

巻き込んだことにある。このような経緯で、Tackley Village Shop は地域コミュニティの拠点として、

住民が中心となって運営されている。 

 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。 

 

 

Tackley Village Shopでは地域の果物や 

野菜が販売されている。 

Tackley Village Shop店内。 

ワインや絵葉書も売られていた。 

  

Tackley Village Shop敷地内にある 

Tackley Playground。 
現地の子どもたちと遊ぶゼミ生。 

 

2）感想 

都留文科大学 3年 名取舞 

 私自身、英国スタディツアーに参加するまでは海外渡航経験はなく、また、あまり外国に目を向けた
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こともありませんでした。今回のスタディツアーでは日本では見ることのできない・体験できないもの

を間近で感じ取ることができ、自分自身の見聞を深めることができました。 

 コミュニティショップという仕組み自体は、日本においても農山村地域の消費を支える可能性ある仕

組みとして注目されています。地域に合わせた経営、地域コミュニティの拠点になり得るなどといった

ことがメリットとして挙げられていますが、資金確保や持続的な経営が困難であるなど、懸念事項もま

た多くあります。こういった問題点について、Tackley Village Shop の方々は寄付金やボランティアな

どといった形で対応していると聞きました。 

このような形で、コミュニティショップの持続的な経営を続けるためには、この地域コミュニティを

守りたいという強い意志や、それを実現するための行動力が不可欠であり、Tackley Village Shop をは

じめ、コミュニティショップが盛んなイギリスにおいてはそういった熱意や力を持った住民が多いので

はないでしょうか。想いあってこその地域再生・地域活性化であると、訪問を通じて実感しました。 

 今回のスタディツアーを通じて、刺激的で有益な学びを得ることができました。「百聞は一見に如かず」

という言葉の重みを実感しました。共に学び、支えてくださった学生の皆さん、引率してくださった渡

辺先生、前川さんご夫妻、企画してくださったグランドワーク三島の皆様、そして研修先の方々には感

謝の気持ちでいっぱいです。今回の学びを大切に、これからも日々精進致します。この場を借りて感謝

申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

都留文科大学 3年 佐藤悠介 

 私は渡辺先生のゼミに入ってから”グラウンドワーク“のことを知り、大学２年生の時からグラウン

ドワーク三島の活動に何回か参加させて頂いていました。そのような中で今回の英国スタディツアーに

参加して、グラウンドワーク先進国のお話を聞けたことは私にとって貴重な財産となりました。 

英国スタディツアーでの訪問場所全てが私にとって刺激的なものでした。その中でもタックリー村は、

村民全員が一体となって村を作り上げてきたという印象があります。人口が少ないからこそ人を動かし

やすいのかもしれませんが、何度もミーティングを行う地道な活動が村の存続にも繋がっていると考え

られます。コミュニティショップは日本ではあまり馴染みのない言葉ですが、食料の生産者から消費者

にいたる過程で生じる余った食べ物を割引価格で提供するお店を日本にももっと導入していけば、食料

の無駄と食料困難を解決できます。 

ただし、寄付金の問題であったり、コミュニティショップの仕組みが理解されないとなかなか日本で

もコミュニティショップを広めていくのは難しいのだと思われます。今回訪問したタックリー村はコミ

ュニティショップによって村が良い方向に動いている成功例だったので、まちづくりの進め方としてと

ても勉強になりました。 

英国スタディツアーを通して自分の知見を広げることができました。イギリスのまちを歩いていて印

象深かったのは思っていたより異国民が多かったことです。世界的な観光地でもありますが、多文化社

会であるイギリスだからこそ様々なアイデアが生まれ、発展しているのだと考えられます。また、社会

的弱者を見捨てない国であるということもツアーを通して感じました。 

最後にツアーを企画してくださった渡辺先生を始めとするグラウンドワーク職員の皆様、訪問先の皆

様には本当に感謝しています。ありがとうございました。 
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４．社会的企業：コミュニティ・ウッド・リサイクリング（Community Wood Recycling） 

（中村優成、米澤雄太） 

１）組織の概要 

コミュニティ・ウッド・リサイクリングは１９９８年にイギリスのブライトンから始まった。ここで

は、建設業などでの廃材を集め、それらを利用して棚や机といった物を作り、使用可能な廃材はそのま

ま売りに出している。 

 この場に就労する人々はアルコール依存症、体が不自

由といった様々な問題を抱えている。このような人々の

職業訓練の場として、コミュニティ・ウッド・リサイク

リングは雇用を提供している。彼らの主な仕事は建築現

場から集めた廃材を、そのままの形で売りに出せるのか

否かを選別し、売り物として出せるのであれば釘を抜く

作業などを行い売りに出す。 

一方で、売り物として出せない場合や需要のない廃材は、

本棚や机や薪として加工し売りに出す。 

 コミュニティ・ウッド・リサイクリングでは環境保全にも力を入れており、廃材をリサイクルするこ

とだけでなく、廃材を回収するトラックも燃料の燃焼が少ない車を使用し二酸化炭素を極力排出しない

よう工夫している。また、できる限り移動距離を短くし企業周辺の建築現場から廃材を集めている。 

 このようにコミュニティ・ウッド・リサイクリングは社会的弱者に雇用の機会を提供し、環境に配慮

しながら活動を行っている。現在の運営は、行政からの補助金や家具を売って得た利益などで賄ってい

る。単なる、マイノリティの人々への就労支援ではなく、環境改善の事業にも積極的に取り組んでいる

とい 

う点に社会的意義があるように感じた。 

 

 

  

【売り物の廃材】 

【作業場で説明を受けている様子】 
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2）感想 

都留文科大学 ４年 中村優成、米澤雄太 

 英国研修 5 日目、我々はコミュニティ・ウッド・リサイクリングと景勝地セブン・シスターズに向か

った。 

 コミュニティ・ウッド・リサイクリングの創設者であるエリザベス・グリーンさんによると、このソ

ーシャルビジネスの始まりは、廃材を利用した息子のおもちゃ作りからだという。組織の概要でも紹介

したが、今このビジネスはアルコール依存症になった人、精神疾患を抱える人等の職業訓練の場となっ

ている。また、廃材を利用することで、環境面への配慮も伺える。率直な感想として、息子のおもちゃ

作りから、社会的弱者のための雇用、さらには環境にも配慮したビジネスモデルを確立したグリーンさ

んの発想力に驚きと凄さを感じた。 

 他方、グリーンさんは「お金より社会的貢献」と述べていた。利益追求は、コミュニティ・ウッド・

リサイクリングが最小限継続できる程度で、社会復帰や就労支援に力を入れている姿勢は、ソーシャル

ビジネスの本来あるべき姿であると考えた。「できるというものを見つけ、自信をつけさせてあげたい」

というグリーンの言葉は、社会的企業ならではの温かさを感じた。 

 私自身これまで、ソーシャルビジネスに関わる機会はあまりなかった。こうして、英国まで来て、ソ

ーシャルビジネスの成功したモデルを勉強できたことは、とてもいい機会であったと感じている。 

 後半は、景勝地セブン・シスターズに訪問した。セブン・スターズとは、イングランド南部イースト・

サセックス州にある白亜系石灰岩からなる海食崖である。ここでは、ひたすら歩き、とても疲れた。し

かし、その疲れも吹っ飛ぶような壮観な絶景を目にすることができた。改めて、自然の素晴らしさを感

じられるひと時であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【景勝地セブン・シスターズにて】 
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５．バイク・ワークス、グラウンドワークロンドンについて 

都留文科大学 ３年 藤原南実 

   概要１：社会的企業バイク・ワークスについて 

     バイク・ワークスとはイギリスのロンドンで 2006年に設立された社会的企業で自転車の修理

や放置自転の修理、加工を行い市民に安く提供している。 

     ここでの社会的企業としての特徴は、失業者や社会に復帰することが難しい人、例えば引き

こもりや犯罪歴のある人、薬物中毒者やアルコール中毒者などである。 

    それらの人々を集め就業トレーニングを行っている。具体的に言うと自転車の修理や加工、コ

ミュニケーションについてである。イギリスにおいて手に職をつけるということは日本よりも

重要である。この団体においては自転車の修理、加工であり、ここで専門性を磨き社会に出て

いくというのである。 

     現在ではかなり事業が拡大しており 2012年に行われたロンドン五輪の自転車競技の会場を運

営しており自転車競技の選手たちの練習場となっている。 

   概要２：グラウンドワークドンについて 

     英国グラウンドワーク連合はイギリスに 13個ありそのうち本拠地をロンドンとしているもの

がグラウンドワークロンドンである。 

     グラウンドワークロンドンでは主に空間の利用、社会的弱者への支援、市民・企業・行政の

利害調整役という活動を行っている。 

     まずは、空間の利用であるが人口の増加により人と人とが孤立しないように集まれる場所を

つくることや人々の生活と自然を結びつける事業を行っている。 

     次に社会的弱者への支援であるが Fuel poverty という燃料代が 10 パーセント以上の家庭へ

の支援、waste water という人が利用できる水が減少しているという問題に取り組んでいる。 

     最後に市民・企業・行政の利害調整であるがグラウンドワークロンドンはインフラ開発等の

それら三主体の利害が衝突することにより発生するそれぞれの意見、特に住民から出る意見を

尊重し公共事業に影響を与えている。 

     グラウンドワークロンドンにおける資金であるが行政からの援助を 20％、事業における利益

を 80％とすることにより行政の言いなりとならずに活動できるのである。社会的企業や市民か

らの寄付もあり、社会的企業はグラウンドワークに寄付することにより市民から評価され利益

へとつながるのである。 

 

感想：ロンドンの二団体、イギリススタディーツアーについて 

 まず、ロンドンの二つの団体についての感想であるが日本に比べ格段に社会的企業や NPO 法人につい

て市民や社会に評価されていると感じた。自分たちのためだけでなく社会のために何かするということ

を深く考えさせられた。 

 他にも、グラウンドワークロンドンで自分がした質問である大手スーパーの TESCO という企業はなぜ

グラウンドワークに寄付をたくさんするのかという質問に対しての答えである「自分たちに寄付をする

ことでロンドンの環境が評価されるので市民は TESCO を支持し売り上げも増える」と自信満々に答えら

れたことが印象的である。 
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これに裏付けられるように次の日のロンドン観光では川辺にある天然芝や人工芝という緑のあふれる

スペースで休憩することができ都市の中の環境整備というものが深く理解できた。他にも若者や失業者

に対する支援が行き届いっており毎年、イギリスの失業者が減少していることも納得できたということ

もある。 

 最後に英国スタディーツアーの全体に関してであるが、英語しか通じない現地の人々、自分に合わな

い食事、一日の移動距離が多い等のかなり厳しいこともたくさんあったがそれらよりもイギリスという

国は日本とは全くの別世界でその分学ぶこともあった。それとともに帰国後は時事的なニュースもイギ

リスと比較してみるという癖も付いた。実際にイギリスという国を見るということによりこれまでの自

分より広い視野を身に着けるということにつながっていると実感している。 

 このような企画を立案していただいた渡辺先生、通訳をしていただいた前川夫妻、様々な視点から自

分たちにアドバイスをしていただいた立教セカンドステージの皆様にはこの場を借りて感謝を申し上げ

ます。 

 

都留文科大学 1年 高田 渚 

〈bikeworksについて〉 

bike works は 2006 年に設立された。その際、bike works には人々の生活を変える活動をすることや自

転車を使う経験をする機会を人々に積極的に提供するという使命が課された。 

 bikeworks が行なっている多くの活動の中に自転車の修理技術を学ぶことができるプログラムがある。

このプログラムはいくつかに分類されており、健全な人だけではなく障害のある人も参加できる。また、

ホームレスや受刑者なども参加することが可能であり、彼らが就職活動をする際に履歴書に書けるよう

に資格取得の手助けも行っている。この活動は彼らの社会復帰に大きな影響を与え、彼らのコミュニケ

ーション力の向上や自立を促している。 

 bike worksの活動資金は所有する４つのショップの収入などから得られているが十分ではないため、寄

付や助成金に頼らざるを得ない状況である。bike works 側の理想は活動資金の８０%が収入で２０%が助

成金という割合になることだと担当者は言っていた。その理由は活動資金の大部分を自社の収入で賄う

方が自分たちの本当にしたい活動をすることができるからである。助成金は用途を限定されたり、それ

を得るための条件を満たしたりしなくてはならないため本来の目標から遠ざかってしまう可能性もある。 

bikeworks はこれらの活動を 12 年続けてきた。彼らは社会的企業がどのようなものであるかというこ

とを広く知ってもらうために活動を行っている。彼らは今後の活動としてショップを増やしていきたい

と言っていた。これも彼らが大切にしている「継続」ということに繋がると考えられる。 

 

〈GROUNDWORK LONDONについて〉 

Groundowork London には３つの目標がある。 

・creating better places 

・greener living and working 

・improving people’s prospects 

彼らはこの目標を基にしてさまざまな活動を行っている。彼らの活動例として一時的なコミュニティ

ー作りというものがある。住宅ができるまでの一定期間、空いている土地を緑地化して公園として活用
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したり、イベントを催したり人が集まる場所やものを提供している。彼らは綺麗にすることだけでなく

人が集まるものを提供することが大切であると述べている。 

また、グランドワークは専門家集団であるということも彼らは述べている。彼らは失業者や技能を持

たない人々のサポートを行ったり、若者が非行に走らないように手を差し伸べたりする。そして、彼ら

は住民と企業の仲介人となってさまざまな計画を遂行していく。その際に住民の利益になるファンドを

作ることで住民の賛成を得られるよう工夫を行うこともグランドワークの役目である。  

また、企業側もグランドワークの活動に協力することで企業イメージの向上に繋がるため、その後の

雇用や収益の維持に繋がる。つまり、住民とグランドワークと企業はそれぞれ結びつきがあるというこ

とである。 

 

〈感想〉 

 私は、今しかできないことをたくさん経験し、さまざまなことを学び、多くのことを吸収する大学４

年間にしたいと入学前から思っていました。今回の研修は私にとって非常に大きな挑戦でした。グラン

ドワークの活動についての知識がほぼなかった私はイギリスのグランドワークの活動内容に驚きました。

そして、同時にこの活動内容が日本でも通用し、広く行われるかということを考えたときにそれは難し

いと思いました。  

そこにはボランティアに対する積極性の違いが関係してくると考えるのですが、日本にもある一定数

はボランティアに参加したいと思う人がいると考えられます。しかし、彼らの身近で活動が行われてい

ないことや海外に比べてボランティア活動に対する評価が低いことが影響してボランティア参加者が著

しく増加しないのではないかと考えます。これから日本でもグランドワークのようなボランティア活動

がさらに広がっていくために新たな視点からのアプローチが必要になってくるのではないかとも思いま

した。 

今回の研修でイギリスに行ったことでボランティア活動だけでなく、さまざまな面で日本との比較が

できるようになり、改めて日本の良さに気づくことができました。そして、日本について学ぶことがた

くさんあると感じたことは自分にとって大きな変化でした。 

 今回の研修は個人の旅行では経験することのできないことをたくさんすることができました。また、

街中を散策するときもガイドブックには載っていない場所やものを目にすることができたので改めて実

際に足を運ぶことの大切さを実感しました。 

 渡辺先生をはじめとし、ゼミ生の皆さん、立教セカンドステージの皆さん、前川さん夫妻、そしてイ

ギリスで話すことができたたくさんの方々との出会いは私にとってとても貴重な出会いとなりました。

特にゼミ生の皆さんは私を輪に入れてくださり、そしてたくさん気にかけてくださり本当にありがとう

ございました。 

 

長野大学 ２年 夷藤友樹 

【バイクワークス】 

・組織概要について 

 バイクワークスは、「自転車」を通し社会貢献を目指し活動する社会的企業である。 

自転車の修繕や教室の開校、資格の取得を支援することで、社会的弱者の雇用を創出し、また自転車を
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通じた市内の環境美化に取り組んでいる。 

「活動を通した就職支援」「より多様な自転車社会の構築」「ロンドン市民の健康増進」「ロンドンの環

境を良好に」以上 4 つを目的とし、2012 年ロンドンオリンピックが開催された会場を本拠に活動を行っ

ている。 

4つの目的を果たすために、バイクワークスは、以下 5つのサービスを行っている。 

・チームビルディング 

複数人のチームで自転車の組み立てを行うことで、チームワークスキルを強化するとともに、社会的責

任の習得の機会を得る。 

イベント内での組み立ての活動もあり、学生のインターンにも対応している。 

また、ここで得た利益は、すべて地域へ投資され、またこれにより組み立てられた自転車は小学校や、

チャリティ団体などに寄付される。 

 

・サイクリングクラブ 

年齢や経験、障害に関係なく、だれもが参加できる自転車教室を行っている。学習障害や身体的障害、

精神的障害のある方に加えて、脳卒中からの復帰を目指す人、あるいは体重を減らしたい人まで、様々

な人が参加可能なクラブを開校している。 

その人の背景に関係なく、サイクリングを通じた健康管理や、幸福感の獲得を目指している。 

 

・出張修理 

ロンドン市内であれば、どこでも出張し自転車修理を行う。これにより、よりよい自転車社会の構築に

取り組んでいる。 

この際修理を担当する技術者はバイクワークスによる雇用プログラムを受けた者であり、これにより、

ロンドンの何百人もの失業者を支援している。 

 

・自転車メンテナンスコース 

自転車の修理や維持管理についての、さらなる知識や技能の習得を目指すコース。 

維持管理のノウハウを取得し、よりよい自転車社会への働きかけにつなげる。 

 

・資格取得コース 

イギリスの職業教育機関 city&guids の定めた自転車技術取得コースを提供することにより、自転車技術

士としての公的な資格取得を支援する。これによりキャリア形成を目指す人の支援や、社会的弱者の雇

用創出を支援している。現在 4人が受講を終え、そのうちの 3人が自転車関連の職に就いた。 

現在のバイクワークスの収入と助成金の割合は８：２。助成金が大部分を占めると助成金獲得を目的

とした活動に陥るため、現状の割合は理想だと言う。また、様々な活動を通して、「社会的企業そのもの」

のアピールもバイクワークスは行ってる。 

 

【グランドワークロンドン】 

・組織概要について 
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 グランドワークロンドンは英国の首都ロンドンに本拠地を置くイギリスグランドワークの一つだ。環

境にやさしく、活気がある持続可能な地域づくりをミッションに活動をしている。そもそも、グランド

ワークとは、企業、行政、住民が一体となった地域再生を行う際の中間組織である。 

中間組織はこのほかにトラストが存在するが、トラストとグランドワークの徹底的な違いは、国から

の補助金があるかないかである。グランドワークは補助金も助成されることで、より多様な活動を行う

ことが出来る。イギリスではそのグランドワークの先駆けとして、日本よりも広範囲に及ぶ活動を行っ

ている。 

 

 グランドワークロンドンの 3つの戦略 

１、 よりよい再生活の場を 

２、 緑の多い場を 

３、 次のステップが見えるような（将来がみえるような）活動を 

以下には、グランドワークロンドンの、地域活動の事例を示す。 

 

グランドワークロンドンは、高速鉄道建設によって公園がなくなることに反対する住民と、インフラ

企業等との仲介も行った実績があるという。グランドワークが仲介となり、意見を言い、企業の開発を

差し止めるという訳ではない。両者が win-win となる解決策を見出し、それを実行するのがゴールであ

る。この事例から言えることは、地域からの絶対的な信頼をグランドワークロンドンは得ているという

ことだ。地域の専門家であることで、地域住民も、グランドワークを信頼するのだ。 

 

西ロンドンでは、white city という構想を行った。西ロンドン地区に、多くの大学、企業に来てもら

い、荒廃地域の再生を目指すものだ。これを行う上で、地域に投資をしてくれる企業探しをしている。

例えば、民間の水道会社に環境整備を委ね、水という観点から住みよさを追求している。この構想は現

在も遂行中であろう。 

 

【感想】 

 「海外に行ってみたい」 

初海外、都留文科大生でも立教セカンドステージ大生でもない長野大の自分が一人スタディツアーに

参加したのは案外それだけの理由だ。大学で地域づくりを学んでいる身としては、グランドワークとい

う海外の地域づくりの事例に触れることは非常にいい経験が出来たと感じる。正確にはグランドワーク

は地域づくり団体ではないのかもしれないが、自分は一つの地域づくりの事例として今後も捉えていき

たいと思う。 

 地域づくりには 2つの形があると自分は考えている。一つは街の景観、建設で町の在り方を考える「ハ

ード」の地域づくり。もう一つは、人との関係づくりを通して町の在り方を考える「ソフト」の地域づ

くりだ。グランドワークはどちらかと言えば「ハード」の地域づくりをしているのかなと思う。産業革

命を背景に持つイギリスは荒廃地の更生を、失業者やギャング、いわゆる「社会的弱者」を巻き込み取

り組んだ。団体間の中間組織であるグランドワークが持つ強みは、国からの助成があること。あらゆる

個が一体となり、ハードの更生を通して地域に貢献をしている好事例だなと改めて感じる。 



21 

 

 今回のツアー通じて一つ感じたことがある。日本ではギャングはそこまで深刻な社会問題ではない。

むしろあまり聞かない。これは日本とイギリスの相違点だ。では共通点はどこか。それは「社会的弱者」

が存在することだと思う。様々な団体の話を聞いたが、それらをすべて日本に持ち帰り実践することは

できない。日本の社会的弱者をいかにして巻き込むか。地域に還元するか。イギリスのグランドワーク

という社会的活動を知ることを一つのゴールとしてはならないと今回のツアーを通して感じた。 

 最後に、今回ただ一人の長野大生を温かく受け入れてくれた都留文科大の学生の皆さん、立教セカン

ドステージ大の学生の皆さん、前川さん夫妻、渡辺先生には本当にお世話になりました。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。 

 

  

海辺のまち・ブライトンの街並み オックスフォード・ハリーポッターの撮影場所 

  

コッツウォルズでの石積み体験 ロンドン・ミュージカル観劇 

  

コッツウォルズ・エコツアー体験 ユーロスターでパリに 
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Ⅲ．全体ふりかえり・講評 

１．立教セカンドステージ大学参加者 

1-1 清水朝子 

英国 NPO視察から学んだこと 

1 はじめに 

今回、立教セカンドステージ大学で渡辺豊博先生の「セカンドステージと市民生活」受講生 5 名が英

国スタディ・ツアーに参加した。今回のツアーの感想を求められたのは想定外であったが、英国の NPO

について学ぶことができたので、簡単に記すこととしたい。 

 

2 英国における NPO成長の背景 

1979 年にマーガレット・サッチャーの公共投資を抑制した緊縮財政は、国営の水道、電気、ガス、通

信、鉄道、航空などの事業を民営化した。その結果、賃金の低下、失業率の上昇、格差の拡大など、国

民の中に大きな批判が起こった。しかし、従来、官で行ってきた行政サービスを民間に委ねることで、

NPO が育っていくことになった。 

1997 年のブレア労働党政権下では、政府のボランタリー・コミュニティ・セクターの大きな転換期と

なり、政府とボランティア・セクター代表が「コンパクト（Compact：協約）」を締結し、公共政策にお

ける市民とのパートナーシップが確立したのである。 

 

3 イギリスにおける市民との協働 

政府と NPOは「コンパクト」は次のような特長をもつ。  

① パートナーシップという新しい理念を掲げていること。  

② ボランタリー・コミュニティ・セクターを 社会の本質的な構成要素とし、その独立性、自立性を認

めていること。 

③ 事業の計画段階から ボランタリー組織が関与する必要性を明示していること  

④ 明確な基準による資金提供  

⑤ 行政セクター、ボランタリー・コミュニティ・セクター双方のアカウンタビリティ（説明責任）、評

価をもとめていること  

⑥ 行政セクター、ボランタリー・コミュニティ・セクター間の継続的な協議、対話のプロセスを重視

していること 

 英国においては、ブレア政権になって、市民サービスが求められるようになり、英国ナショナルトラ

ストやグランドワークを発足させ、NPOが行政と対等なパートナとして歴史的建造物や自然公園を管理運

営するとともに、行政と起業、市民をつなぐ地域の活性化に貢献している社会的責任を受け持つことに

なった。 

 

4 日英における NPO比較 

80 年代、イギリスのサッチャー政権、そして日本の中曽根政権おいて、小さな政府、民活導入が取り

入れられた。 

しかし、イギリスが営利を求めない民間非営利組織と手を組んだのに対し、日本にはそういった発想
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と組織がなかったこともあり、民活導入とは、すなわち民営化であった。その結果、地域開発を企業に

任せた結果、バブル期の大規模リゾート開発など、無秩序、無計画な開発が行われてしまった。 

 イギリスのように民間組織が、社会・公共のために活動を行うことは、従来の日本になかった発想で

あった。 

 日本で NPO が注目されたのは、1995 年、阪神大震災が起こり、日本各地から集まったボランティア団

体の動きに注目が集まり、これを契機に NPOへの認識が広まり、本格的に NPO というものが設立された。

加えて、1998年に成立した特定非営利活動促進法（通称：NPO法）により、NPOが活動しやすくなり、こ

れを境に NPOは各地で急増した。NPO法の下で、NPO は法人格を取得できることになり、契約など対外的

な活動がしやすくなった。 

しかし、イギリスのように、国立公園の管理運営全体を委託することは少なく、対等なパートナーと

して協働する対象ではなく、NPO とのパートナーシップ事業としては、社会教育講座などの委託事業や、

障害者団体などへの公園清掃などにとどまっている。 

行政と NPO（特定非営利活動団体）が対等な関係ではなく、行政が NPOを委託や補助金等で支援または

NPO は行政の下請け的な側面がある。政府は補助金で施策を誘導しているが、3年または 5年という立ち

上げ支援的な補助金が多く、補助金の期限経過後に消滅していく NPO 団体は多い。自立した自主事業の

確立も大きな課題となっている。 

また、イギリスでは学生が職業を選択する際に NPO 団体が上位に挙がっていると聞いた。日本と違い

職業としての尊敬と、それに値する賃金が支払われていると推察される。 

それに比較すると日本の NPO はボランティア的側面が多く、担い手がボランティアで奉仕的なモチベ

ーションに支えられているため、いったん仲間内で感情的なトラブルの発生や、主な担い手の高齢化な

どにより活動自体が揺らぎかねないなどの懸念がある。 

 職業（仕事）としての組織化と生活できる賃金の支払い等が日本における NPO の発展には不可欠であ

ると考える。 

さらに、日本では行政に対する依存性が非常に高い。地域の課題を行政任せではなく、地域の課題は

地域で解決するという土壌を育てることが最も重要であると考える。 

 

結びに 

今回の視察では、英国グランドワーク本部、タックリー村、コミュニティ ウッド リサイクリング、

バイクワークス等を視察したが、特にタックリー村を再生したバーバラさんが印象的であった。バーバ

ラさんの実践した住民のための郵便局、日用品の販売、地域で取れた野菜の販売など、日本でも高齢化

による限界集落が増えている現在、地域再生の一つのあり方だと感じた。 

最後に渡辺先生、通訳の前川様、ありがとうございました。また、都留文科大学の学生の皆さまには

移動の際のスーツケースなど、高齢者の私達に配慮していただき、改めて感謝申し上げます。 
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1-2 友光和美 

現在、日本では、各地で過疎化が進行し、社会的な問題になっている。そうした地域は、労働力の担

い手である若者の都市への流出、商店の閉鎖、交通などライフラインの寸断で存続が危ぶまれている。

残された高齢者の中には、長年住み慣れた土地を離れたくないと考える人も多いが生活を維持すること

は困難になっている。 

英国でもかつて農村部集落の存続の危機があったが、ブレア政権による地域再生政策と社会的企業

（Social Enterprise）の育成により、住民が主体的に地域再生に参加する枠組みが作られた。日本と英

国では、文化・風習に違いがあり、成功事例をそのまま日本に当てはめることはできないが、英国の活

動実態を学ぶことは、日本の過疎問題、社会問題の解決に繋がると考えられる。2018 年 9 月、現地視察

調査で英国の社会的企業を訪問し、社会的、政治的な役割、公共サービスの担い手としての役割を把握

することができた。 

 

１．タックリー村ビレッジショップから見るコミュニティ活動と社会的背景 

 イギリスでは 1970 年から 1980 年に、サッチャー政権の市場主義に基づく局地的な土地利用規制緩和

の影響で郊外の大型店が増加した。1990年代には売り場面積 10万㎡以上のショッピングセンターが数か

所で開店した。これにより英国各地で個人商店が閉鎖に追い込まれた。こうした中で 1997年にブレア政

権が誕生し、パートナーシップ政策によりボランタリーセクターの育成が推進された。 

コミュニティショップとは、住民が村の存続のために立ち上げたコミュニティビジネスである。住民

が運営する店では食料品、日用品、地場産品を販売している。地場産品とは地元の農家が生産する商品

や住民が趣味で作った手芸品などのことを指す。住民のニーズに合った商品を手頃な価格で提供してい

る。  

大型スーパーよりも生活用品や食料品は少し安く、アルコールなどの贅沢品は高く設定されている。

同じものなら村の店で買う人が殆どである。そして何よりも、村の店に来ることで、人々とコミュニケ

ーションが取れる。店舗に併設されたカフェは、住民や来訪者が紅茶を飲みながら会話を楽しめる場に

なっている。また、郵便サービス、ドライクリーニングなどのサービスは、商品の宅配を通して高齢者

や病人の様子を確認する目的もある。継続（Sustainability）の秘訣は、 

 ①Need of Community (地域の必要性を満たす) 

 ②Support local Specialty（地元の特産品） 

 ③Environment friendly  (環境にやさしい) である。 

タックリー村ビレッジショップはプランケット財団（Plunkett Foundation）の支援も受けている。これ

は、アイルランドの政治家 Horace Plunkett氏により 1919年に、集落コミュニティを支援するために設

立された組織である。タックリー村は、2014 年に同財団による「地域主体町づくりコンクール」におい

て「より良い環境部門賞」を受賞した。 

 

２．バイクワークスのビジネスモデルと社会的側面 

 ロンドン市内を歩いているとレンタルバイクをよく目にする。それだけ自転車が社会に浸透している

ことがわかる。バイクワークスは、2005 年に若いカップルが発案した社会的企業だった。ロンドンには

放置自転車や中古自転車がたくさんあり、それを集めて修理したのが始まりだった。バイクワークスの
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経営は、企業向けサービスの企業からの収益、職業訓練コースでの公的機関からの助成金と参加者から

の講習料、フランチャイズからの収入で成り立っている。そして無料の自転車教室の開催や職業訓練の

提供により、知名度を上げている。社会的弱者の社会復帰と自転車社会を目指すことで、環境にも貢献

している。ロンドンの街を歩いていても、放置自転車は見られず綺麗に整備されている。歴史的建造物

と共に美しい景観が守られている。そして、政府から助成金を受けながらも現在では、ロンドンオリン

ピックが開催された The Queen Elizabeth Olympic Park に本拠地をおくほど社会的企業として大きな成

長を遂げている。補助金に頼らない経営も注目すべきである。 

 

感想 

 イギリスではチャリティーの伝統的な考え方や、ボランティア文化が定着しておりその社会的地位も

確立している。タックリー村の事例からも解るように、住民主体で集落生活を守るために、率先してボ

ランティア活動をする。 

また、市民活動でもインターネットの利用が浸透しており、情報コミュニケーション技術（Information 

and Communication Technology）の活用も進んでいる。市民活動に対する社会的認識も高く、情報コミ

ュニケーション技術を持った技術者がボランティアで技術を提供している。日本では、市民活動への認

知度が低く、ボランティアに対する社会的評価が低いため、ボランティアで技術を提供する人は少ない。

日本は今、過疎問題、雇用問題、環境問題など様々な問題を抱えている。 

そのどれもが政府だけでも国民だけでも解決できない問題である。日本においても政府が NPO や社会

的企業を育成することで社会の隙間を埋め、本当に必要な所に手が差し伸べられるようにしなければな

らない。市民ボランティアへの関心が高まれば、社会的評価も高くなり、参加者も増える。様々な技術

の提供も見込まれ、参加することの意義や喜びに結び付くことで、さらに活動が広がるのではないかと

思った。 

 

今回の研修でご教示頂いた渡辺先生、通訳をしてくださった前川様夫妻、そして学生の皆様には色々

な場面で助けて頂きました。感謝致します。ありがとうございました。 
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1-4 根本幸雄 

 昨年夏の標記ツアーには、渡辺豊博先生の特別なお取り計らいで参加させて頂きました。今振り返る

と、先生良し、コース良し、メンバー良し、更に天気良しの大変恵まれたツアーでした。この場をお借

りして、前半ではツアーの中で特に興味を持った企業や企業家を中心に事業概要を説明し、後半ではそ

の中で学んだ事柄を中心にまとめて見ました。尚、ツアーからかなり時間が経過しているため、記憶違

いの記述が有りましたら、何卒ご容赦ください。 

 

1. 訪問企業と特色 

 渡英後、最初に訪問した企業は、バーミンガム市の『英国グラウンドワーク本部』でした。 

早朝だったので、テーブルにお菓子やドーナッツが山盛りに置いてあったり、コーヒーや紅茶が飲み放

題だったのを見て、海外の企業に来たことを実感しました。ここで印象的だったのは、「二人のジョン」

即ちジョン・ディビッドソンとジョン・ハンドリーによって、国政と地方行政との双方のコミュニケー

ション・チャンネルをしっかりと構築して、国家レベルと地方レベルの行政課題を有機的にリンクさせ、

双方の問題解決を組織全体で行っている事でした。また、「Join the Frogs」というスローガンを掲げて、

積極的に若者の参加を呼び掛けて、特にリーダー人材の育成に力を入れて組織の持続的発展を目指して

いる事でした。 

 次の訪問先は、『コッツウォルズ歴史保存委員会』でした。まず驚かされた事は、その事務所が昔の刑

務所だったことです。ここで感じた事は、さすが英国第一の景勝地の管理団体であり、総勢 9,270名と

いう組織の大きさもさることながら、現場の石積み職人を含めて、スタッフ個々人が地域と仕事に大き

な誇りを持っている点でした。また丘陵地の自然遊歩道を歩いた時に目にしたとても美しい眺望は、今

でも目に焼き付いています。絶景のセブン・シスターズと並んで、このツアーのクライマックスを飾る

景観でした。 

 オックスフォードより訪問したタックリー村の『プランケット財団』も忘れられません。村の入り口

から新築の住宅が沢山見えてきて、ここが 18年前には限界集落だったとは信じられませんでした。ここ

ではやはりバーバラさんの存在感でしょうか。キャメロン前首相と友達とは言え、彼女の明るさ、前向

きな姿勢、事業開始時のしっかりとした計画性、それから住民ニーズにしっかり応える柔軟なマーケテ

ィング、どれを取っても素晴らしく、正に起業家の鏡と感服しました。こういう人の周りにお金も人材

も集まって来ると実感しました。 

 その後に訪れたブライトン市の『コミュニティ ウッド リサイクリング』も大変興味深い企業でした。

まず、普通は邪魔者扱いされる廃材からビジネスを始めた発想が優れています。 

誰でもできそうで出来ない「コロンブスの卵」でしょうか。木材回収で稼ぎ、家具や玩具で稼ぎ、木材

販売で稼ぎ、燃料用廃材で稼ぐという一石四鳥の商売にしてしまい、且つそのビジネス・モデルを全国

展開して、フランチャイズ料でも稼ぐと言う逞しさを感じました。創業者のリチャード・マーメドさん

は、正に「Mr. 芋づる式事業家」と言えると思います。 

 ツアー最終日に訪問したのは、東ロンドン地区の『バイク ワークス』でした。この会社は、まさにソ

ーシャルビジネスの優等生と言う印象でした。街に捨ててある中古自転車を拾って来て、その部品を交

換し新品同様にして販売すると言う、正に無から有を生み出し、その過程で若者を雇用して失業者を減

らし、そのことで街の治安を改善し、地域活性化に繋げる典型的なソーシャルビジネスです。 
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これを英国全体で考えると、失業者の再雇用率の改善と周辺地域のギャングやニートの減少、活性化

による地価上昇や失業保険金支払額の節約などの多面的効果をもたらします。この事例から、渡辺先生

が嘗て言われた「地域、企業、行政の三者ともに win-win-winの関係」を築いている事に感銘を覚えま

した。 

 最後は、ロンドン中心部の『グラウンドワーク・ロンドン』を訪問し、コールズ部長のプレゼンテー

ションを受けました。その中では、近年企業の CSR 活動と連携したプロジェクトが非常に増加していて、

過去 3年間で約 1,500万ポンド、日本円で約 22億 5千万円の企業支援金を得ているとの事でした。その

一方では、グラウンドワーク・ロンドンの事業領域を大きく拡大していて、例えば団地等の集合住宅の

コミュニティー形成や空き地利用の公園作り、飲料水の水源確保、燃料貧困家庭の撲滅、ニートやギャ

ングへの転落防止プログラム、失業者の職業訓練、高齢者・年金生活者のボランティア活動への参加促

進など非常に多岐に亘る様々な事業を展開しています。その事による収入源の多様化によって、その経

営基盤の柔軟性と多様性を強化し、より盤石な経営となっている現状を見て、彼らは正に経営のプロ集

団であり、企業実績を上げる事でその報酬額が高くなることも十分納得できました。 

 

2. ツアーから学んだ事柄 

今回のツアーで一番学んだ事柄は、英国の財政難や歴史的遺産・自然景勝地の荒廃に対して、国民が

自ら立ち上がり、1世紀以上も前から様々な種類の社会的事業を様々な企業形態で活動して来たと言う確

たる事実を目の当たりにできた事です。政府は 1970 年代のサッチャー政権以来、従来の公共サービスを

次々に民営化して、財政基盤の安定化を図って来ました。 

一方で、NPO法人を始めとした社会的企業は、これまで行政が対応して来た公共サービスを、より効率

的で進化した高度サービスの形にして、国民に提供しています。その結果、国民のサービス満足度が高

まるとともに、社会的企業数と雇用人口の増加を実現して、国全体の経済活性化に繋がる好循環を生み

出して来ました。この様な行政と国民との関係で何が日本と英国で違うのかを考えてみた所、その関係

が英国では補完関係である一方、日本では依存関係になっている事が指摘できます。 

英国民の「自分達のことは、自分達で解決する。」との気構えを見習って、日本の社会事業家の自立自

尊の精神を呼び起こしたいと強く思いました。まず自分達の住んでいる地域で何が問題かを良く考え、

住民同士で話し合う。それを解決するために自ら立ち上がり、住民を組織化する。そこに必要な人、物、

金、情報を行政から支援させるという住民主体型の地域活性化に変貌させたいと強く思います。 
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1-5 三上克盛 

「スタディツアーを振り返って」 

 

 タイ国際空港の迷路のような巨大ハブ空港 

 バーミンガムの再生された素敵な運河の街並み 

 グランドワーク UKでの真摯な説明 

 コッツウォルズの英国紳士の理想とする引退後の生活 

 オックスフォードのハリーポッター的な知の世界 

 ブライトンの湘南のそれとは違うスケールの大きな一直線の浜辺 

 セブンシスターズの広大な景観と戦跡 

 グランドワーク・ロンドンの英国的オフィスと午後の紅茶 

 ロンドンの重厚な鉄とたっぷりペンキな街並 

 イギリスが大陸の一部となった快適なユーロスター 

 おしゃれで優雅なエッフェル塔、凱旋門、シャンゼリゼ、オペラ座 

 若者の街であることを感じさせるパリのメトロ 

 

 いろいろな貴重な体験をさせていただきました。スマホを捨て町に出よう！ 
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２．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。パリを含めて 13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Ⅱ」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、1984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、26 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。



 

 

 


