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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 17日（火）までの 10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。 

  
英国グラウンドワーク連合体 

常務理事からの説明 

バーミンガムの社会的企業「The Clean Kilo」 

ゼロ・ウェイスト・スーパーマーケット視察 

  

オックスフォードのクライストチャーチ 
コッツウォルズ地方 

環境保全委員会指導による石積み体験 

  

ブライトンの景勝地「セブン・シスターズ」 
グラウンドワーク・ロンドン 

お菓子やお茶を囲んでの研修 
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２．日程表 

視察の目的・狙い 

「グラウンドワーク」は、市民社会が成熟した英国において、1980年代のサッチャー首相の時代、新

たなパートナーシップの仕組みを創生するための国家的な政策として導入され、地域住民の主体性と能

力を発揮して、行政や政治に依存しない、自立した地域社会を構築してきました。 

日本では 1992年に全国に先駆け「グラウンドワーク三島」が、英国のグラウンドワークの手法を三

島に導入し、環境悪化が進行した「水の都・三島」の水辺自然環境の再生を目的に市民活動を開始して

28 年目になります。現在までに、ゴミ捨て場化していた源兵衛川の水辺再生、消滅した水中花・三島梅

花藻の復活、住民参加の松毛川の森づくり、三島街中カフェの運営など、環境再生・地域再生・農業再

生・ＮＰＯビジネスと創造的なＮＰＯ活動を展開し、パートナーシップの有益性を実証してきました。 

今回、「英国グラウンドワーク連合体」の多様な取り組みとノウハウを学びます。また、ロンドンや

バーミンガムなどの都市部において社会的企業が集積して地域の活性化を図る新しいまちづくりのモデ

ルも学びます。さらに、英国の原風景が残る「コッツウォルズ」の環境保全手法や農村部での住民主体

のコミュニティ・ショップの運営手法、海岸リゾート都市としての特徴に加えユネスコ・エコパークへ

の取り組みがくりで注目されている「ブライトン」、文化・歴史を活かした学園都市「オックスフォー

ド」などを訪問します。 

日本では十分に紹介されていない地域現場の体験や現地の若者やリーダーとの交流を通じて、最新のま

ちづくりの潮流や実践的なノウハウを学ぶことができ、他のツアーでは体験できない質の高いスタディ

ツアーです。  

日付 プログラム詳細 宿泊先 

9/8(日) 
バーミンガム着（ヒースロー空港→高速バス利用でバーミンガムへ） 

20 時、ホテルに集合→ミーティング 
バーミンガム 

Park Regis 
9/9(月) 

バーミンガム グラウンドワーク本部および社会的企業地区訪問 

午前：英国グラウンドワーク連合体本部(グラハム常務理事プレゼン等) 

午後：バーミンガムの社会的企業地区（ディグベス地区）視察 

9/10(火) 

コッツウォルズ地方訪問（バーミンガムより貸切バスで移動） 

午前：コッツウォルズ地方の村々の視察（ﾊﾞｲﾌﾞﾘｰ･ﾎﾞｰﾄﾝｵﾝｻﾞｳｫｰﾀｰ等） 

午後：コッツウォルズ環境保全委員会訪問 

ナショナルトラスト地区での環境保全活動体験 

オックスフォード 

Holiday Inn 

9/11(水) 

オックスフォード地域訪問（視察後ブライトンまで貸切バスで移動） 

午前：オックスフォード 歴史的な大学都市の視察 

午後：タックリー 農村コミュニティ・ショップ視察 

ブライトン 

Holiday Inn 

9/12(木) 

海岸リゾート都市ブライトン訪問（視察後ロンドンまで貸切バス移動） 

午前：景勝地セブン・シスターズ 

午後：ブライトン リビングコースト（ユネスコ・エコパーク）視察 

   ブライトン市内視察 

ロンドン 

Royal 

Natinoal 

9/13(金) 

ロンドン グラウンドワークおよび社会的企業地区訪問 

午前：ジレット広場と事務局オフィス視察 

（ハックニー・コーポラティブ・ディベロップメント） 

午後：グラウンドワーク・ロンドン視察 

   （ハックニー地区のオフィス、コミュニティガーデン視察） 

9/14(土) 
終日：バース、ケンブリッジ等の視察（自由行動） 

（ﾏﾝﾏﾐｱ等の観劇・ﾊﾟﾌﾞ文化の体験等） 

9/15(日) 
午前：ロンドン市内観光（自由行動） 

午後：研修のまとめ 

9/16(月) 英国発（ヒースロー空港発）  

9/17(火) （成田・羽田空港着)  
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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 池野 綾音 女 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

２ 石黒 楓季 女 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

３ 川上 晴輝 男 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

４ 佐藤 晴生 男 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

５ 滝田 乃亜 女 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

6 出口 純奈 女 都留文科大学教養学部学校教育学科 1 年生 

7 西村 拓巳 男 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

8 長谷川 舞 女 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

9 森 愛理 女 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

10 中山 七海 女 都留文科大学教養学部学校教育学科 1 年生 

11 上田 ひかり 女 都留文科大学教養学部地域社会学科 2 年生 

12 三家 伶来 女 都留文科大学教養学部地域社会学科 2 年生 

13 平尾 義之介 男 都留文科大学文学部社会学科 3 年生 

14 真部 光子 女 立教セカンドステージ大学 

15 嶺岸 憲一 男 NTC コンサルタンツ㈱ 

16 若林 豊康 男 NTC コンサルタンツ㈱ 

17 田中 邦彦 男 NTC コンサルタンツ㈱ 

18 赤嶺 辰之介 男 サンコーコンサルタント㈱ 

19 小松 勝彦 男 サンコーコンサルタント㈱ 

20 田村 昭彦 男 サンコーコンサルタント㈱ 

21 井上 透 男 NTC インターナショナル㈱ 

22 糀谷 薫 女 NTC インターナショナル㈱ 

23 中島 一彦 男 静岡市役所 

24 鈴木 靖子 女 静岡市役所 

25 緒明 春雄 男 ＧＷ三島理事 

 

（２）同行指導者 

No 氏 名 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 松田 徳子 女 GW 三島アドバイザー、通訳 

3 松下 重雄 男 ＧＷ三島理事、長野大学教授 
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４．視察先の概要 

（１）主な視察先の概要 

■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。 

■グラウンドワーク・ロンドン（Groudwork London） 

https://www.groundwork.org.uk/sites/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。ロンドン市内にいくつかの拠点をもつが、今回はハックニー地区を訪問し、コミ

ュニティガーデン事業の現場などを視察する。 

■ロンドンの社会的企業地区 http://www.hced.co.uk/home 

英国のなかで最も社会的企業が集積している地区の一つであるハックニー地区。社会的企業の中間支

援団体であるハックニー・コーポラティブ開発をはじめ、多くの社会的企業が活動を展開している。今

回は、その象徴的な広場であるジレット広場の視察を中心に視察する。 

■バーミンガムの社会的企業地区 https://digbethsocentquarter.co.uk/ 

英国のなかで最も社会的企業が集積している地区の一つであるディグベス地区。社会的企業の中間支

援団体である iSE をはじめ、多くの社会的企業が活動を展開している。 

■コッツウォルズ保全委員会（Cotswolds Conservation Board） 

https://www.cotswoldsaonb.org.uk/ 

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

が残っている地域であるコッツウォルズ。これらの景観を活かした観光業も盛んで、毎年多くの観光客

が訪れている。今回は、そうした地域の環境保全や観光振興を担うコッツウォルズ保全委員会を訪問す

るとともに、英国最大の環境団体であるナショナルトラスト管理するロッジパークにて環境保全活動体

験を行う。 

https://www.nationaltrust.org.uk/lodge-park-and-sherborne-park-estate 

■タックリー・ビレッジショップ（Tackly Village Shop） 

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

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 人の村であるタックリー。郵便局

の撤退など衰退が進む中、住民主体で、地域の商店、郵便局、パブなどの運営を行うようになってい

る。こうした現象は英国農村部の各地でみられるが、その先駆的事例として今回はタックリー村にある

住民主体のコミュニティ・ショップであるタックリー・ビレッジショップを訪問する。 

■ブライトン（Brighton） 

英国有数の海浜リゾート地であるブライトン。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んでいる。一方、ブライトンを中心とする海岸線から田園地域

の約 390 ㎢の地域は、近年ユネスコ・エコパーク（World Biosphere Region）に指定され、多様な主

体による環境保全活動が展開されている。今回は、その事務局であるリビング・コーストを訪問し、さ

まざまな実践活動を学ぶとともに GW 三島の活動との相互交流を行う。 

https://thelivingcoast.org.uk/ 

■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。 

■世界遺産都市：バース（Bath） 

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）。 
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イギリスについて 

英国はヨーロッパの北西部に位置する島国で、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北

アイルランドで構成されている。人口は約 6600万人（2017 年）、国土は約 24万 k㎡で日本の約

60％となっている。 

イングランドはシェイクスピアとビートルズの生誕の地であり、首都ロンドンがあり、ロンドン

は金融と文化の中心地として国際的に非常に影響力が高い街となっている。イングランドには新石

器時代の遺跡ストーンヘンジや、バースの古代ローマ時代の温泉浴場跡が残っている他、何世紀も

の歴史を誇る大学があるオックスフォードとケンブリッジの街などが点在している。 

英国という国名を聞いてまずイメージされることは、かって大英帝国といわれ、植民地政策を取

った西欧諸国の一員でありながら、経済的に停滞した時期に英国病と世界から揶揄させるような存

在となり、その後サッチャー政権による改革等を通じ、リーマンショック等で打撃を受けつつも金

融大国としての栄華を現時点で享受しているという国である。現在、ＥＵからの離脱をめぐり国内

が混乱しているというのは周知の事実である。 

かの有名な産業革命は、英国で起こっている。それは、英国の労働者賃金の高さと蒸気機関を動

かす泥炭が安く取れたということに起因している。もともと中世のころより、ペスト等の影響によ

る労働力不足に起因する封建的な秩序の弱まり等により、欧州の同時期の他国と比較して労働者の

権利が守られる風潮があったため、労働者はストライキ等で自分たちの権利を主張し、怠け者で慢

性的な経済の停滞と合いまって英国病と言われていた。 

しかし、1979 年に就任したサッチャー政権は「小さな政府」をめざし、石炭、鉄鋼などの斜陽産

業の整理を進め、サービス経済への移行を進めるため「ビッグバン」という規制緩和を実施すると

同時に、戦後国有化された基幹産業の民営化、炭坑の閉鎖、大ロンドン市の解体、福祉制度の圧縮

に乗り出した。これを 1980 年代に入って模倣し、通信、専売、国鉄の民営化に乗り出したのが日

本である。 

金融規制緩和による激しいＭ＆Ａを得て、近代的な金融機関の登場と伴に英国の 2013 年の金融

サービス収支は 710億ドルの黒字となるほどの金融サービス国となっている。これは世界最大で、

第二位の米国を大きく引き離している状況である。 

ただそういった激変する社会の中、取り残されたと感じている地域や人々がおり、前述の「小さ

な政府」となった官と現場、地方、市場との間にできた間隙を埋める枠割りを担ってきたのがＮＰ

Ｏや社会的企業である。 

本研修では、そういった英国を舞台に、地域における街づくりの住民との合意形成や住民目線の

地域づくりの橋渡しとしての役割を担っているＮＰＯ組織のグラウンドワークや、貧困や精神的な

疾患に苦しむ人たちの自立支援や環境に配慮したプロダクトを販売する社会的企業や歴史的なオッ

クスフォードの街、海沿いの観光地であるブライトンを訪問した。 
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グラウンドワークについて 

以下に、グラウンドワークの概要及び関連するキーワードの用語について説明する。また、キー

ワードごとに本研修で聞き取った概要を示す。 

 

①グラウンドワーク（Groundwork）とは 

1980 年代の英国では、産業の主要部門であった重工業が衰退し、失業者対策や重工業が破壊した

環境の改善が大きな社会問題となっていた。しかし、公共や民間の力だけで解決することは難しく、

新しい仕組みが求められていた。そこで、これらの問題を解決するためにグラウンドワークトラス

トと呼ばれるＮＰＯ法人が設立された。具体的には、汚れた川の再生や緑化の推進のプロジェクト

を行政の交付金や企業からの寄付を通じて実施するとともに、失業者等に就業の機会を提供する活

動を、行政、企業、ボランティアと連携しながら進めている。グラウンドワーク協会は社会問題解

決という目的達成のための企画やパートナーとの連携に必要な調整等を行っており、そのために必

要な専門技術者も多く雇用している。 

その後の社会情勢の変化に伴い、引きこもり、元犯罪者、薬物依存者、精神疾患者(うつ、障害

者等)、貧困世帯等の社会的に弱い立場にある人たちの教育や就業訓練、これらを通じた環境改善

活動を進めるべく、国内各地に協会の支部を設置し、地域のニーズに応じたきめ細やかなサービス

を提供している。 
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グラウンドワークの定義は、各種文献等には明確に示されていないが、あえて明文化するとすれ

ば、環境問題の改善に係る活動を通じ、社会的弱者も含め国民みんなが自立した生活を送れるよう

な地域社会を創造していくための活動の総称であると考える。 
参考文献：グラウンドワーク三島ホームページ 

中林浩：英国グラウンドワークの試み,財政学研究第 29号 

第 2回イギリスグラウンドワーク視察報告書 

その他本研修の聞き取り結果を踏まえて整理 

 

 
 

【本研修における聞き取り概要】 

英国グラウンドワークの協会本部及びロンドン支部での聞き取りを通じグラウンドワークの概要

を学習した。また、グラウンドワーク三島の渡辺専務理事からは、英国と日本ではグラウンドワー

クに関連する法令、または歴史・宗教観・社会情勢等の諸条件が大きく異なるが、今回の研修を

「日本でどう生かすか」を各自で考えることが重要との助言を得た。各自の考えについては、「Ⅱ．

視察調査報告」に示す。 
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②パートナーシップ 

グラウンドワークの活動は、グラウンドワーク協会のみで行うのではなく、行政、市民、社会的

企業(民間企業、ＮＰＯなど)とのパートナーシップの下で行われている。 

下図はグラウンドワーク協会本部での説明の際に提示された図である。 

◇行政：公共事業の推進、交付金の交付(資金面からの支援) 

◇社会的企業：公共の利益のための社会的活動を事業目的とする団体。利益は社会的活動に還

元 

◇市民 

◆グラウンドワーク協会 

・コミュニティの問題を解決するためのプロジェクトの立案・運営などを通じ、行政や民間

だけでは解決できない、社会の隙間の問題を解決する。 

・そのために必要なパートナーどうしの橋渡し・調整(行政の考えを市民・コミュニティに

伝える、市民・コミュニティが抱える問題を行政に伝える、コミュニティのみんなの声を

十分に聴く（プロジェクトを行う際は、コミュニティのメンバーを雇用し、徹底的に意見

交換やリサーチを行う）、社会的企業とコミュニティや行政との橋渡し) 

 
【本研修における聞き取り概要】 

本研修の聞き取り先は、グラウンドワーク協会の他、パートナーシップを組む社会的企業、コミ

ュニティであった。多くの聞き取り先から、グラウンドワークの活動を効率的・効果的に進めるた

めには、活動資金、活動の担い手、教育や環境、その他各種専門的な知識が必要であり、そのすべ

てを一つの主体でカバーすることは難しく、多くの主体がそれぞれの強みを生かした協力体制が必

須である、という趣旨の説明を受けた。 

なお、このうち社会的企業に関しては次項にて詳述する。 
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③社会的企業(Social Enterprise) 

社会的企業とは、関係機関により定義は異なるが、利益(の一部)を社会のために再投資する企業

の総称である。イギリスの定義では、ＮＰＯ団体等も社会的企業に含まれている。 

 

 
 

【本研修における聞き取り概要】 

本研修では、英国バーミンガム及びロンドンにおいて社会的企業が集中している地区において、

社会的企業の立ち上げや運営支援を行う組織(isbe 社、HCD社)の他、社会的に弱い立場にある人を

支援する企業を訪問した。訪問先の主な事業は、精神疾患者への雇用機会の提供、ホームレスの人

たちへの生活支援等であった。いずれも社会問題に対し真摯に向き合い、多くの人々の生活を豊か

にする、または環境改善するという明確な目的をもって活動しており効果も得られているが、資金

確保、中国等の外国資本との競争激化、富裕層の流入による物価の上昇やコミュニティの希薄化等

の等の問題も多く、試行錯誤しながら活動を進めている実態を説明していただいた。 

また、グラウンドワーク協会ロンドン支部における説明では、同支部の活動に対し、Google や英

国の菓子メーカーやスーパーマーケット等の大手企業も参加していることが紹介された。 
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（２）視察ルートと日程 
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（３）現地宿泊先 

 

 

＜バーミンガム＞2019年 9月 8日、9日宿泊 

ホテル名：Park Regis Birmingham 

住  所：160 Broad St, Birmingham B15 1DT 

電話番号：+44-121-369-5555 

 

 

＜オックスフォード＞2019 年 9月 10日宿泊 

ホテル名：Holiday Inn Express Oxford 

住  所：Grenoble Road, Oxford, OX4 4XP 

電話番号：+44-1865-780888 

 

 

＜ブライトン＞2019 年 9 月 11日宿泊 

ホテル名：Holiday Inn Brighton - Seafront 

住  所：Kings Rd, Brighton BN1 2JF 

電話番号：+44-871-510-1361 

 

 

＜ロンドン＞2019 年 9月 12日、13日、14日、15 日宿泊 

ホテル名：Royal National 

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

電話番号：+44-207-637-2488 
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Ⅱ．視察調査報告 

 

１．グラウンドワーク UK、グラウンドワーク・ロンドン 

都留文科大学 3年 森 愛理、長谷川 舞、平尾 義之介 

 

【グラウンドワーク UK】 

都留文科大学 3年 森 愛理 

･組織概要 

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、①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、②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、

③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。 

また、英国グラウンドワークでは事業の成果を総合的に把握するために 2008 年度より 5 つの成

果目標を定めている。①地域環境をより良く改善する、②人々が自分たちの地域により満足して居

住する、③人々が地域の意思決定に参加できる力をつける、④地域の人々や組織が経済的機会とよ

りうまく結びつく、⑤人々がより健康的で、より地域のことを思い、より自然環境を大切にする、

という目標である。 

活動内容としては、荒廃地の環境再生やコミュニティの再生、環境教育及び職業訓練といった

様々な分野にまで発展している。 

 

【グラウンドワーク･ロンドン】 

都留文科大学 3年 長谷川 舞 

･組織概要 

英国の首都ロンドンに本拠地を置くイギリスグラウンドワークの 1 つである。環境に優しく、活

気がある持続可能な地域づくりを目的として活動をしている。グラウンドワークとは、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。グラウンドワークは、国からの補助

金を助成されることにより、より多様な活動を行うことができる。イギリスでは、グラウンドワー

クの活動が活発に行われている。 

 

グラウンドワーク･ロンドンの主な活動 

1. 場所づくり 

2. 緑の多い環境づくり 

3. 将来の見通し 

 

場所づくりでは、開放的なスペースをつくる活動を行っており、子どもが安全に遊べるような場

所の提供をしている。緑の多い環境づくりでは、プランターなどに植物を植えて、動かせるように

したモバイルガーデンをつくったり、土地を有効活用して着実に緑を増やす活動をしている。将来

の見通しというのは、持続可能な排水のシステムを試行錯誤しながらつくったりなど、今後の地域

に役立つことの開発をする活動をしている。 
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↑料理をすることができるテーブル    ↑ツリーハウス 子どもたちが自然とふれあえる 

 

〇グラウンドワークと比較した今後の日本・英国グラウンドワークのまとめ 

都留文科大学 3年 平尾 義之介 

今回、英国グラウンドワーク連合体本部とグラウンドワーク・ロンドンに訪れ印象にのこった点

を 2 点挙げたい。1 点目は、イギリスはグラウンドワークを中心とした市民・企業・行政のパート

ナーシップが確立された社会であるということ。そして 2 点目はコミュニティを大切にしていると

いうことである。 

1点目のパートナーシップが確立された社会であったということから述べていきたい。 

グラウンドワークはプロジェクトを企画する段階から市民と協働することで市民の意思が反映さ

れやすい、市民に長期的に参加してもらうというシステムを作り出していた。また、プロジェクト

に参加した市民同士が繋がれるようなきっかけづくりを行うことで、市民がプロジェクトに参加し

やすく、長期的に活動できるよう後押ししている。こうしたシステムが確立しているおかげで、日

本の市民活動と比較してイギリスの市民活動は長期的、活発的であるのではないかと思った。 

イギリスの社会では、企業の評価はチャリティーにどれほど出資しているのかによって決まる。

企業の CM には商品よりも行ってきた社会貢献を宣伝している。市民が企業の行ってきた社会貢献

によって商品を選ぶことで企業がチャリティーに出資、参加するモチベーションを維持している。

企業がチャリティーを支援し、その行為が認められる社会であることが理想であると思う。イギリ

スの社会はまさしくその理想ではないだろうか。 

イギリスのインフラは古いものが多く 150 年前に作られたインフラが現在も使われており老朽化

が進んでいる。インフラ整備といえば行政の課題と思われているが、グラウンドワークはインフラ

整備にも協力している。例えばロンドンの排水システムが古くなってしまったため、道路から雨水

を逃がすシステムを作る事業などをしている。 

こうしたインフラ整備作業を行っているところを見ると行政と協働していることが分かる。ただ、

近年は政府からの助成金が減りつつあるということが気になった。しかし、公的支援が減りつつも

市民を巻き込んだ小さなプロジェクトからインフラ関係の大きなプロジェクトまでバランスよくこ

なせているのは市民や企業に支えられているからだと思った。 

1 点目はコミュニティをいかに良くしていくことが第一に考えられているということである。英

国グラウンドワーク連合体本部で「なぜ成功してきたのか」という質問に対し、「その場所にいる
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人々を尊重して活動をして来たから」という答えが返ってきた。グラウンドワークが地域ごとのニ

ーズを見極め、地域ごとに活動のきっかけを作るが、コミュニティの人々がグラウンドワークのプ

ロフェッショナルの人と共に活動の計画し、現場にもそのコミュニティの人を入れる。そうするこ

とで地域の人の意思が反映されるだけでなく、市民の地域に対する地域を思う気持ちが生まれてく

る。 

グラウンドワークの活動はこれらを重要視してきたからこそ成功してきたのだろう。また、グラ

ウンドワークが地域の人を尊重してきたからこそ、多くの市民が前向きに活動に参加してきたのだ

と思う。 

グラウンドワークが行ってきたことは、コミュニティの環境の整備だけでなく、就労支援や教育、

健康といった個人の生活の支援も行ってきた。特に就労支援は、ただ仕事を紹介するのではなく、

グラウンドワークの活動に参加してもらい、現場での力が身につくようにし、自信を持って社会に

出てもらうことを重要視していた。他にも 5 万戶以上の家庭を訪ね水や電気の使用量に関するアド

バイスを行うなどの活動も行っている。パートナーシップが確立されていること、市民の目線にな

って地域の課題に取り組めていることが、イギリスのグラウンドワークの特徴である。 

 

・英国グラウンドワークをモデルとした今後の日本の市民活動の在り方 

今回、英国グラウンドワークには市民が多く参加している、活動内容が幅広いということを述

べてきた。しかし、グラウンドワークなどの市民団体が活動していくため、市民活動団体を増や

していくためには活動資金が必要不可欠である。 

上記で述べたようにイギリスでは、公的支援が年々減少しているが、企業や市民からの援助に

よって活動を続けることが可能となっている。しかし、日本は、イギリスやアメリカと比較して

NPO への支援が少ない。 

日本とイギリス、アメリカの寄付総額を比較した表が下記のようになっている。 

 寄付総額 対 GDP比 

日本(2010) 8,804億円 0.18% 

英国(2010) 25兆 5,245 億円 2.01% 

米国(2010) 1兆 4,914 億円 0.75% 

出典:総務省統計局、国税庁、Giving USA(2011)、UK Giving(2011)より作成 

対 GDP 比を見て明らかなように日本の NPO に対する寄付金は明らかに少ない。しかし人口減少社

会の中にある日本では、行政サービスが縮小していくと思われる。そうした社会の中で求められて

くるのが市民・企業・行政のパートナーシップであり、パートナーシップを生み出すためにはグラ

ウンドワークのような仲介組織の存在が必要不可欠である。 

日本にも英国グラウンドワークを手本とした組織、NPO 法人グラウンドワーク三島がある。グラ

ウンドワーク三島もパートナーシップを重要視しながら環境整備や教育を行っている。グラウンド

ワーク三島の専務理事・事務局長を務めながら都留文科大学特任教授を務める渡辺豊博氏も NPO の

運営費は厳しい状況にあると発言していた。今後の社会ではこうした団体が多く求められてくるが、

表でも述べた通り寄付金が少ないというのが、日本の現状である。今後、日本では、グラウンドワ

ークのようなパートナーシップを重要視する団体を支援、増加させていくためにも、市民や企業の

意識を変え、寄付や活動に参加するなどして、イギリスのように支援を活発化させていく必要があ

る。 

 

○感想 

都留文科大学 3年 長谷川 舞 

私は、今回のイギリス研修が初の海外であったため、初めは不安の方が大きかったが、たくさん

の刺激を受けることができ、本当に行って良かったと感じた。行く前は、イギリスは綺麗な街並み
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というのを想像していたが、実際は、道端にはゴミが落ちていたり、建物の窓が割れたまま放置さ

れていた。そうかと思えば、花が植えられていて綺麗に整備されていたりと、治安が良い場所と悪

い場所の差が激しいと思った。 

グラウンドワークロンドンでの取り組みの中に、子どもたちと何を食べたいか決めて、その料理

に必要な材料を育てるということをしていて、すごくおもしろいし、子どもたちの教育として良い

なと感じた。子どもたち同士が話をできる場にもなるし、自分たちの手で育てることによって、食

べものをつくるという大変さや命の大切さを知ることができ、また好き嫌いもなくなるのではない

かと思った。人と人が繋がることができるという場は、少なくなってきているのでコミュニケーシ

ョンをとることができる場をつくるというのも、グラウンドワークの重要な活動の 1 つであること

が分かった。 

「百聞は一見にしかず」ということで、これからも話を聞くだけではなく、実際に自分の目で見

たり、その場を感じ取ったりすることを大切にしていきたいと思う。 

 

都留文科大学 3年 森 愛理 

今回のスタディーツアーでは、様々なことを学んだ。まず初めに感じたのは、日本との文化やマ

ナーの違いだ。チップの文化は海外ではよくあるがイギリスにもあった。チップはサービスに対す

るお礼である。礼儀のあらわれともなっているようだ。 

また、アフタヌーンティーはイギリス発祥の飲食文化で、午後の落ち着いた時間や食事の合間な

どにお菓子や軽食を食べながら紅茶などを飲むことだ。この文化が始まった当初は王族や貴族など

の高貴なる人々がおこなっていたものでしたが、現代では一般市民の間でも広まっている。日本で

も流行してきており、ホテルなどでアフタヌーンティーをおこなっている場所も増えてきている。 

そして、NPO についても違いを感じた。ＮＰＯはイギリスにおいては、1601 年の時代から法制化

の対象とされており、非常に長い歴史を持っている。こういったイギリスの慈善団体に入ってくる

収益というのは、142 億ポンドといわれており、トータルでのいわゆる資産といわれる部分につい

ては、650 億といわれている。従って、経済においても非常に大きな要素を占めているという点で、

日本の NPOとは異なっていることを学んだ。 

このツアーで、大学生活では学ぶことができない貴重な体験をさせてもらい、知識を得ことがで

きた。その知識をこれからにしっかりと生かしていきたいと考える。 

 

都留文科大学 3年 平尾 義之介 

今回イギリスで、グラウンドワークをはじめとする多くの NPO や社会的企業を見学することがで

きた。日本と比べてみると市民が積極的に参加しているという印象を受けた。やはり市民活動の面

で日本は海外に遅れをとっていると思う。イギリスで市民活動を間近で見学してきた者としては今

後、日本で市民活動に積極的に参加していきたいと思った。 

また、イギリスには、多くの国籍の方がいて宗教も文化も様々であった。その中で、互いを尊重

し活動していくことは簡単なことではないと感じた。今度さらに日本でグローバル化が進めば、さ

らに問題も多くなってくると思う。そうするとイギリスは今後、日本の市民活動や多国籍社会の手

本となってくるだろう。今回の英国スタディーツアーで学んだことやメモを大切にしていきたいと

思う。 
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２.コッツウォルズ地方及び保全委員会訪問 

都留文科大学 3年 滝田 乃亜、西村 拓巳、佐藤 晴生 

 

① コッツウォルズ地方の視察 

都留文科大学 3年 佐藤 晴生 

コッツウォルズは、イングランド中央部に広がる標高 300m 以上に達する丘陵地帯で、特別自然

景観地域（英語: Area of Outstanding Natural Beauty）に指定されている。もっとも標高が高い

のは、クリープヒルと呼ばれる場所で標高 330ｍである。 

現在でも古いイングランドの面影の残った街並みを見られることから、それを生かした観光業が

盛んとなっている。コッツウォルズストーンと呼ばれる、黄色みをおびた石灰岩を利用して作られ

た建物群を見ることができる。 

今回の研修では「バイブリー」「ボートンオンザウォーター」と呼ばれるコッツウォルズ内の観

光地を視察した。特にバイブリーでは、今でこそ「英国で最も美しい村」と表現されるほどの状態

であるが、危機感を抱いた元管理者がナショナルトラストへと管理を委託しなければ、ここまで保

全されてこなかったという事実に驚いた。どのような自然であっても定期的かつ堅実的な管理が必

要なのだと改めて感じた。 

同じく保全を行っている、グラウンドワークを初めとした中間支援団体は多方面の意見が聞ける

からこそ、市民や社会が必要としている管理を行えているのだと感じた。 

また、今後はグラウンドワーク以外でも、市民が必要としていることに迅速に反応し、そのニー

ズに答えていくことが、保全において大事なことであるのだと考える。コッツウォルズの例で考え

ると、イギリスは市民の必要としていることがきちんと社会に反映されるよう動くことのできる文

化であるといえる。 

 

  
バイブリーの街並み           ボートンオンザウォーターの景観 

 

感想 

コッツウォルズでは、イギリスのいわゆる「田舎」と呼ばれるような場所を見ることができまし

た。希少な種の飼育や耕さない畑など、特徴的な農業の在り方を学びました。 

しかし、持続可能を目指してはいても、実際は補助金だよりな経営など、問題点も多く学ぶこと

ができました。日本の田舎において持続可能を実現することを考えるうえでとても参考になる体験

となりました。 

コッツウォルズには昔から保たれてきた景観があり、今回はその景観である石を積んだ壁を直す

という体験をしました。コッツウォルズ付近の特徴である石灰を含んだ石を用いての石積みはうま

く積むと 100 年は持つという話をきき、石の壁の歴史について感じることができました。 

イギリスは僕の人生で初めての海外でした。様々なトラブルもありましたが、無事に乗り越えれ

た事は今後の人生において大きな自信となります。 

今回の研修では、熟成した社会であるイギリスの事を、普通の旅行では体験できないような部分

まで見ることができました。日本の今の課題解決における参考になるような体験ばかりなので、活

かしていけるように努力したいと感じました。  
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② コッツウォルズ地方の概要とコッツウォルズ環境保全委員会の取り組み 

都留文科大学 3年 西村 拓巳 

午後からは、「コッツウォルズ環境保全委員会」に訪問し、マーティン・レーンさん、エド・マ

ークさんから、コッツウォルズ地方の概要とコッツウォルズ環境保全委員会の取り組みについての

お話を伺った。 

【コッツウォルズ地方の概要】 

コッツウォルズ地方は、1966 年に AONB（特別自然景観地域）に指定された地域であり、1990 年

に指定範囲が拡大され、イギリスで 3 番目に大きい AONB とされている。また、特別保護地域や自

然保護地域など様々な指定が重複した地域であるという特徴もある。 

コッツウォルズ地方には、15 万人の住民が住んでおり、15 の自治体が存在している。日帰り観

光客は年間 2300万人と観光業が盛んな地域であることが伺える。 

コッツウォルズ地方の景観は石灰岩で作られており、静けさのあるまちとなっている他、徒歩、

馬、自転車で通れる道も用意されており、他の AONB とは違う強みを持っている。そのため、この

美観は￡337million の経済効果を生んでいる。また、この内￡110million はコッツウォルズ地方

で作ったという付加価値のついた農作物の利益であることから、いかにコッツウォルズ地方の美観

が人々に浸透しているかが伺える。 

【コッツウォルズ環境保全委員会の取り組み】 

まず、コッツウォルズ環境保全委員会とは、「環境保全」「住民に環境保全の大切さを知ってもら

う」という 2 つを目的とした組織であり、地方推薦、町議会推薦、中央政府推薦から選ばれた 37

人が運営している。 

コッツウォルズ環境保全委員会は「5 カ年計画」を立て、それを主軸にコッツウォルズ地方のマ

ネジメントを行っている。5カ年計画の内容とは、 

Ⅰコッウォルズの AONBを散策できるように 

Ⅱ農業と自然の両立 

Ⅲビジネスの促進 

Ⅳナショナルパーク化 である。 

また、計画を達成する上で行っている具体的なプロジェクトとは、 

ⅰウォーキングルートの整備 

ⅱ農家に対して助成金援助 

ⅲ石積体験 

ⅳ散策体験 

ⅴレストランで￡1～2多く払わせる（環境保全に使われる） である。 

Ⅰを達成するためにⅰ、Ⅱを達成するためにⅱ、Ⅲを達成するためにⅱ、ⅲ、ⅳが行われており、

ⅰ～ⅴの活動はⅣを達成するための整備、保全、地域活性化を促すプロジェクトであることが伺え

た。 

予算については、47％が中央政府からの補助金であり、上記で挙げた２つの目的のために均等に

予算が使われている。 

インフラ整備については、業者と交渉・連携しながら、景観破壊をしないようにしてきたとのこ

とである。 

コッツウォルズ環境保全委員会は 1年間で、 

・ナショナルパーク化 

・農村生活向上 

・橋をグリーンブリッジに 

・散策道整備 

・ナショナルヘルスサービス認定 

・病気が流行り木が枯れたため、代わりの木を植え景観保持 

など、２つの目的を達成するために、多くの活動を行い、環境・景観の維持や住民の生活環境の水

準を上げていきたいとのことである。 
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感想 

コッツウォルズ地方では、日本とは真逆の価値観を重視しているということを感じた。 

例えば、日本では、自然が広がるばかりで特に遊べるような場所はなく、夜は街灯が無く真っ暗

で静かな場所は若者に嫌がられる傾向にあり、自立するとともにその場を離れ、過疎化の一途をた

どるケースが非常に多くみられる。 

しかし、コッツウォルズ地方では、むしろその点を強みと捉え、推進しており、移住先として多

大な人気を勝ち取り、様々な指定で保全され、「コッツウォルズ」というブランドまで持っている。

こうなった背景に、イギリス人は古いものほど価値があるという価値観と老後は田舎で隠居したい

という価値観があるだろうが、日本人が共感できることも数多くあるだろう。 

都心部では皆がせわしく動き回り、安らぎを得にくい場所であることが言える。逆に、田舎は何

もないが、ないからこそ人間のありのままの姿で暮らすことができ、安らぎを感じやすい。都心部

に住む人もふと田舎でぼーっとしたいなんてことを考えることもあるだろう。これが人類の心理な

のである。日本とコッツウォルズ地方の価値観は真逆であり、日本人として、コッツウォルズ地方

が何もないことを強みとしてどうして成立しているかは謎だった。 

しかし、コッツウォルズ地方はせわしない世界の中の安らぎの場であるとして、何もないことを

強みとして持っており、これは、日々せわしない日々を送る人々にとってかけがえのない場所であ

ることが理解できた。 

また、自然破壊が進む世界で、コッツウォルズ地方は自然と人間の共存という、人類のあるべき

姿を示してくれており、自然と人間の共存がいかに今後の人類にとって重要なことであるかを教え

てくれるような場所であると感じた。 

 

 

③ コッツウォルズ環境保護団体 

都留文科大学 3年 滝田 乃亜 

 

１．農場 

この農場は、ジョナサンが 15 年ほど前に農家として環境保全や環境教育に携わりたいと思い始

めたものである。作っている物は、価値が高い野菜や羊、コッツウォルズにもともといたが数が減

ってしまい今では数えるほどになってしまった牛など様々である。 

ジョナサンはオーガニックにこだわっており、農場を運営していくうえで心掛けていることは２

つある。一つ目は、持続可能なものにしたいということ。二つ目は、科学的なものは使わないとい

うことだ。ジョナサンの農場はそれほど大きいものでないがそれにも理由がある。経済的かつ持続

可能な経営をしている農場はどこもむやみに大きくしたりたくさん作物や家畜を作ったりしないか

らわざと今の大きさにとどめている。 

農場では生物多様性にも気を遣っている。その土地にもともとある草をなくして牧草地にするの

ではなくその土地の草をそのまま動物たちのご飯にしている。その方が牛たちの健康にもよいそう

だ。動物を食べるにしてもその動物にしっかりと敬意を払いよりよい生活をさせようというアニマ

ルウェルフェアの活動もしており、自然や動物たちにやさしい経営をしている。 

 

２．石積み体験 

石積みとは、イギリスで昔からその場所にある石をモルタルなどの接着剤を一切使わずに積み上

げ壁を作るというもののことだ。この石積みはうまく積み上げることができれば 100 年はもつとい

われている。そして壁が崩れたり一部壊れたりしても石を再利用することができとても環境にやさ

しい。たくさんの人に体験してもらい継承していくことで伝統を絶やさないようにしている。 

 

感想 

農場の見学では環境の保護、保全だけを目指しているのではなく育てている動物たちの尊厳や種

の保存などについても考えながら経営をしていると聞き素晴らしい活動だと思った。自分達の利益
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だけを考え環境や動物のことなどどうでもいいという経営者も多くいるがそのような経営者は見習

うべきであると感じた。 

アニマルウェルフェアについてはニュースや本で見て知っていたが実際にその活動を行っている

人に会うのははじめてだったのでただの用語としてではなく実際に見たものとして理解を深めるこ

とができた。 

石積み体験は、イギリスの昔からある伝統に触れることができとてもいい経験になった。日本で

も昔からある伝統・文化を残していくため、たくさんの人知ってもらうために体験できる場所を作

るというのはあるがそのような活動が他の国でも行われているというのは知らなかった。どこの国

でも伝統の保存や継承がうまくいかないという問題があるということがわかった。 
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３．Tackley Village 

都留文科大学 1年 中山 七海、出口 純奈 

 

概要 

オックスフォードから 12 キロ離れた場所に位置するタックリー村は、人口が千人以下というと

ても小さな村である。かつてのタックリー村は郵便局やパブなど、住民の生活に不可欠な店が次々

閉店し、村の活気が失われていた。 

そこで、バーバラさんが住民を巻き込む形で徐々に村を復興させていった。まずバーバラさんが

行ったことは、住民にアンケートを取り、その中で要望が多かったものを取り入れた施設を作り上

げることだった。住民は郵便局や、パブ、日用品を買える店などを欲しがり、そして建てられたの

が、今回我々が訪れた Tackley Village Hall である。 

そこでは、日用品を購入でき、郵便局もついていた。建物の奥には会議を行える部屋があり、住

民たちはそこで会議をしたり、談笑したりするなどして交流を深めていた。建物の周りには公園や

広い原っぱがあり、子供たちがそこで駆け回っていた。またそこでは、定期的にパーティーが開か

れ、住民は酒を飲みながら語らい、お互いのつながりを深めていた。 

  
側には公園があった 訪問した際も住民たちで賑わっていた 

  

新鮮な野菜。 

住民たちには好評のようである。 
真ん中がバーバラさん 

 

この街を復興させるための資金は４００万ポンドで、そのうちの３００万ポンドが国からの助成

金、残りはローンで補った。日本も財政が苦しい地方に地方交付税交付金を寄付しているが、それ

を使うのはその地方の行政であり、タックリーのように市民が使うことはない。 

タックリーがここまで成功したのは、市民がこの計画を進めたことで、市民の意見がより反映さ

れた政策を行えたためであろう。 

現在の日本は、人とのつながりが薄れ、積極的に地域の人と関わろうという雰囲気もない。これ

は私たちが１９年間地方で過ごして感じたことである。 

どうしたらタックリー村のように市民が積極的に交流するような街が作れるのか。一つの案とし

て私たちが考えたのは、町内会といったような小さな単位で新しく引越ししてきた人たちの歓迎パ

ーティーをしたり、行事を催したりするということだ。 

バーバラさんにどのようにして人々の交流の場を確保しているか聞いたところ、３か月に一度は

無料のポップアップパブを開催していると言っていた。イギリス人はお酒が大好きで、ホールのそ
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ばには公園があるので子供もそこで遊ばせて、飲み語らってもらうようだ。日本の町内会でパブを

開けというわけではないが、気軽に参加しやすいイベントを開催してとにかくまずは交流の場を設

けることが必要だと考えた。 

我々の印象に強く残っているのは、バーバラさんのパワフルさであった。地域のリーダーとなる

ような人にはエネルギーや地域への愛と（バーバラさんは村の赤ん坊全員の名前を知っているそう

だ）計画を立て、実行できる頭の良さが必要なのだと感じた。 

Tackley Village Hallの前で集合写真。素敵な町だった。 

 

感想 

都留文科大学 1年 中山七海 

イギリスに来る前までの私のこの国に対するイメージは、裕福で大きな家に住み、街はレンガ造

りで美しく、郊外に行けば緑豊かな丘があるというものでした。実際行ってみると、都市はごみが

落ちていて、素敵な観光地にもホームレスの人が寝ていて、薬を吸っている人がいて、雰囲気に合

わない高層ビルが急に現れ、課題もたくさん抱えているのだと知りました。 

しかし、地震が少なく乾燥しているため古い建物が数多く保存されており、市民の憩いの場とし

て有効に活用されていました。美しい景観を守るため多くの人・企業が募金をしたり、ホームレス

の人のための支援をしたりするイギリスの共助の精神に感動しました。 

私が一人ロンドンの街で迷っていた時、通りすがりのお姉さんがマップアプリを使い、見ず知ら

ずの私のために親切に道を教えてくれました。イギリスの人たちは優しくていい人がたくさんいま

した。この国民性は、ドネーションの文化などから培われているのでしょう。とてもすてきだと思

います。日本も困っている人に手を差し伸べやすい社会に変わっていってほしいと感じました。 

最後になりますが、このツアーに誘ってくださった渡辺先生、関係者、参加者の方々には大変お

世話になりました。自分の知らない社会、仕事の話をたくさん吸収させていただきました。ありが

とうございました。 
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都留文科大学 1年 出口純奈 

今回の英国スタディツアーで私はイギリスの「光と影」を見ました。イギリスの「光の面」とし

ては人々のつながりの強さです。日本では最近人との繋がりが薄れ、コミュニティの力が失われ、

政府など行政が国民の要望とはずれている対策をしており、人々の間で問題となっている自殺や異

様な殺人事件などの根本的解決されていないように感じます。 

一方、イギリスではコミュニティを活用し、イギリスで起こっている問題を社会的企業を政府が

活用し、政府が手の届かない問題を社会的企業が担う仕組みが整えられていました。 

その一方で「影の面」として、イギリスは日本に比べ、治安が悪いと感じました。イギリスでは

道路に小さな薬物の瓶がタバコの吸殻とともに落ちており、建物には落書きがちらほら見えました。

また、裏路地にはホームレスと思わしき人がちらほら見えました。社会には光と影が存在する。日

本やイギリスも同様に光と影が存在するのだと再確認されました。 

私自身、英国スタディツアーに参加するまで、海外渡航経験がありませんでした。そのため、と

ても不安でしたが、今回の研修でご教示頂いた渡辺先生をはじめとして、通訳の松田さん、引率の

松下さん、ＮＴＣコンサルタンツなどの社会人の皆様、同じ大学の先輩や、同学年の中山さんには

様々な場面で助けていただきました。本当にありがとうございました。 
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４．バーミンガムの社会的企業地区 

都留文科大学 2年 上田 ひかり、三家 伶来 

 

１. ise 

ise は、バーミンガムなどで社会的企業やコミュニティ組織にサードセクターサービスを行って

いる社会的企業である。2000年以来、社会的企業の成長と繁栄を支援する条件を作り出すための

様々なサービスが提供されてきた。iseは社会的企業に対して、起業前の意識の向上、企業の成長

や発展のためのコンサルティング、そしてその持続まで支援をしており、研究とコンサルタント業

務サービスのサポートをしている。 

 

２. Living well UK 

Living wellは、精神疾患患者へのサポートを行っている団体である。会員団体はバーミンガム

に 25 団体存在しており、この団体に入りたい企業は無料で入ることができる。なぜこのようなシ

ステムで運営しているのかというと、大きな団体の方が力を持つことができ、提供できるサービス

も増えていくからだそうだ。メンタルヘルスの向上のために、ニーズに応じたサービスの提供、ク

リエイティブな問題解決がされている。具体的には対人やグループでのセラピー、オンラインセラ

ピーなどのドラマセラピーといった方法で、軽度のうつ病患者への健康支援サービスが行われてい

る。 

 

３. BETTER PATHWAYS 

BETTER PATHWAYS は、精神障害のある人への支援を掲げた団体であり、1963 年に設立された。精

神障害者と共に学習障害者も支援の対象としており、教育、ボランティア、雇用のサービスを通し

て、人中心でアプローチが行われている。このアプローチ方法の採用により、クライアントは、そ

れらのサポートのために提供するサービスの計画と開発において対等なパートナーとなる。 

具体的には、精神疾患患者の精神状況改善のために実際に働いてもらうというサービスがある。

仕事はバーミンガム内の工場などから委託してもらっている。委託してもらった仕事を行うことで、

精神疾患患者が回復した際に再就職しやすくする仕組みである。最近は、仕事内容の委託が減少し

てきおり、収入源の確保に困っているそうだ。それを改善するために、新規事業の展開も必要であ

ると考えられている。地域の会社から仕事を委託してもらうという形は地域貢献にも繋がり良いシ

ステムである。 

 

４. SIFA FIRESIDE 

この団体は、ホームレスの支援活動を行なっている。ホームレスの減少と生活の向上の両方を目

的とし、誰もが利用可能な施設を通じて一カ所で包括的なサービスを提供している。 

スタッフは、15名。月曜日から金曜日の午前 9時から午後 1時までの日中に無償でサービスが受

けられる。利用者の大半が男性であり、１日に約 160 人の利用者がいるそうである。施設自体での

広告は少なく、サービスの認知は支援者の口コミなどに頼っており、来た人には 100%サービスの精

神で、ニーズに応じたサービスを行っている。サービスの種類は様々であり、施設に来てもらう動

機付けとして、食事提供のサービスがある。 

また、住所のないホームレスが手紙を受け取ることができるサービスや、パスポートの預かりサ

ービス、シャワー、洗濯機利用、歯医者、看護師、法律関係の相談、獣医サービスなどがある。 

さらに、女性向けには、ヨガ、アクセサリー教室、作文支援がある。期間限定の宿泊サービスや

住居の提供、就労サービスまで行われており、多くのサポートが充実している。ホームレス皆への

平等な支援が目指されており、単にホームレスの健康を守るだけでなく、シャワーサービスなどは

人間としての尊厳を取り戻すねらいもある。 
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５. THE CLEAN KILO 

英国最大のゼロ廃棄物スーパーマーケットであり、18ヶ月前にオープンしたばかりの新規社会企

業である。トムさん、ジャネットさんがこのお店の経営をされている。お店ではできるだけ地元の

食材を利用し、また、再利用可能な素材を使用することでプラスチックの削減に努めている。日常

生活の中で、買い物をした際にプラスチックのごみが出ることが気になっていたため、極力プラス

チックごみを出さない店を開かれたそうだ。 

店内の商品を入れる袋には紙や布が使われており、客が持参した容器に必要な分の食材を入れて

購入するという量り売りの仕組みが採られている。小物の販売も行われており、スプーンやフォー

クなども、持ち歩いて再利用できるような商品が販売されている。 

 

６. EVOLVE AT THE ADAM AND EVE 

EVOLVEは、数年前に活動を始めたばかりで、カフェの運営や会議室の提供と並行して支援活動を

行っている団体である。支援内容としては、主に若者を対象に、精神障害や薬物依存の問題を抱え

る人々に対して就労支援が行われている。 

活動拠点場所は、かつてバーミンガムで有名なパブであり、現在はリフォームをして、会議室と

して活用できる空間が作られた。この会議室の他団体への貸し出しやカフェでの売り上げが活動資

金に充てられている。利益の 100%が EVOLVE や他のコミュニティプロジェクトに直接再投資される

ため、カフェでの一杯のモーニングコーヒーが本当に変化をもたらしていることを確信できる仕組

みになっている。 

 

◎感想 

都留文科大学 2年 上田 ひかり 

私はこれまでに海外渡航経験がなく、大学４年間の間で海外に行ってみたいという動機からこの

ツアーに辿り着きました。グラウンドワークについて知識を持っていない状態での参加には少し不

安もありましたが、ツアー全体を通して新たな発見や学ぶことが多く、非常に貴重な経験をさせて

いただきました。 

視察を通じて、イギリスは日本に比べてボランティアの参加率が高く、地域との繋がりが強いこ

とが分かりました。地域の人々をプロジェクト初期段階から巻き込み、身近なところからスタート

する方法があることを知り、プロジェクトを始めるにあたって、それが一時的なものにとどまらず、

持続可能なものとなるために工夫が行われているのだと感じました。 

他にも、各社会的企業が地域社会の問題解決のために工夫を凝らしたプロジェクトを行なってい

ることから、地域に対する問題意識と、その解決への意識が高く感じられました。イギリスは、国

や自治体からの支援が多いことから NGOや NPOが活躍できる場が整っています。さらに、グラウン

ドワークのような中間支援団体の存在によって行政と地域の結びつきが強くなる仕組みがあり、こ

れは日本にも積極的に取り入れられるべきだと思いました。 

社会的企業の視察で一番印象に残っているのが、社会的弱者に対して人としての尊厳を持って生

活してもらうプロジェクトがあることでした。イギリスには社会的弱者が多く、ロンドン全体で精

神障害を抱える人の割合は４分の１だそうで、実際に街を歩いているとホームレスの人を多く見か

けました。４分の１という数字は衝撃的でしたが、イギリスではこの現状が見捨てられることなく、

多くの団体が支援のためのプロジェクトを立ち上げています。単にホームレスの数を減らすことだ

けを目標とするのではなく、社会的弱者に対し、尊厳のある豊かな生活を提供するという目線も大

切なのだと学びました。 

ツアーに参加させていただき、社会問題について、表面的な見方で終わるのではなく、解決方法

が害を生むことはないか、本当に持続可能なものか考える見方が必要だと学びました。また、実際

に異国の地に足を運び、現地の方々と交流することで、多くの刺激と学びを得ることができました。

今回の学びを今後にも活かすべく、これからも勉学に励みたいと思います。最後に、このような充

実したツアーを企画してくださった渡辺先生をはじめ、グラウンドワーク職員の皆様、訪問先の皆

様、関わっていただいた全ての方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 
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都留文科大学 2年 三家 伶来 

今回のイギリスでの経験は、私にとって非常に良い刺激となりました。社会的企業の方々の話を

聞いて、日本とイギリスでの社会的企業の活動のしやすさの違いに気付かされました。 

また、イギリスの社会的弱者の多さなど、現地に行ってみなくては分からなかったことを知るこ

とができました。様々な社会的企業が、社会的弱者に対して支援を行うためにクラウドファンディ

ングやボランティアなどで支援金を集め、さらに支援活動を拡大していくシステムをとっており、

イギリスではこのようなシステムが、日本よりもスムーズに行われているという印象を受けました。

これまでは華の英国のイメージがありましたが、今回の視察で、そうではない一面があることも学

びました。 

イギリスでは、社会的弱者の多さを解決するために様々な人々が活動されています。ボランティ

ア休暇があることも、日本との違いです。日本でボランティア休暇を作るのは難しいと思われます

が、より多くの人々を助けることを目的とし、クリエイティブに様々な活動をする人材が日本でも

増えるよう、教育や政策を行なっていくべきではないかと考えます。 

今回は、とても有意義な視察になりました。機会があれば、他の海外の社会的企業の人々の話も

聞いてみたいと思います。このようなプログラムを企画、運営してくださった渡辺先生をはじめ、

関わってくださった皆様に、この場を借りて感謝致します。ありがとうございました。 

 
 

BETTER PATHWAYS にて THE CLEAN KILO 
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５．ロンドン、ブライトンの社会的企業 

都留文科大学 3年 川上 晴輝、池野 綾音、石黒 楓季 

 

○HCD（HACKNEY CO-OPERATIVE DEVELOPMENTS） 

都留文科大学 3年 川上 晴輝 

 

1) 組織の概要 

ロンドン市北東部に位置するハックニーは、ロンドン最貧困地区の一つである。そんなハックニ

ー地区の地域改善を行っているのが HCD である。具体的に行っている地域改善の活動例を紹介する。 

一つ目が、貧困改善である。HCD では 650 万￡の価値に値する土地、建物を保有しており、その

土地、建物の貸し出しによって利益を出している。この土地、建物は、HCD が直接買い取ったもの

がほとんどで、その他状態の悪い建物など市から提供されたものを改修して貸し出しを行っている。

ここで注目すべきは、自ら買い取ったものが多いので、役所の指定を受けず、利益を自由に使える

という強みがある。これらの土地、建物を使って、貧しい人に安い価格で職場や住宅を紹介する、

履歴書、面接の指導、高齢者の就職支援としてコンピューターの使い方教室などを行っている。 

二つ目の代表的な活動として、ジレットスクエアという広場を使った活動である。この広場は今

では、その地区を象徴するものとなっている。この広場は元々、駐車場で薬物や人身売買などが行

われていた。そこで HCDが再生をし、開けた広場にした。 

広場を作ったのには明確な理由がある。それは、広場を作ることで地域住民たちの居場所を創造

し、なんとなく行く。特に目的はないけど集まるといったような場所を作りたかったと述べていた。 

また、地域のアイデンティティを象徴するものを作りたかったとも述べていた。今後はこの広場

を使って、小さいイベントをたくさん行う予定だそうだ。イベントを行う際のポイントとして、地

域を巻き込む、企画をしたいという地域住民を応援する、地域のニーズに合わせるということを学

んだ。 

彼らの組織の精神として、資本主義だけど社会のために、困っている人のために利益を使うとい

うものだ。社会をよくするために利益を追求する。イギリスでは浸透している考え方だ。この考え

が日本でも浸透すれば、より良い社会が形成されるだろうと感じた。 

【ジレットスクエア周辺】 
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２）研修を振り返って 

今回の研修でイギリスの多様性（ダイバーシティ）に驚いた。日本と同じ島国でありながら他国

から多くの移民が出稼ぎなどで移住している。そういった背景もあってか多種多様な文化に寛容で

あると感じた。 

イギリスは、社会的企業に対して政府や国民が理解をもっているというのを感じた。そして、社

会的企業に社会をよくしてもらう、行政が担えない草の根の活動を任せている、社会的企業にそう

いった役割が明確に与えられている。そして人々がそれに期待している。こういったところは日本

と異なるなと感じた。 

また、田舎に対する考え方も日本との差異を感じた。日本では限界集落など人口減少に伴い、田

舎が廃れていっている。しかし、イギリスでは、研修で訪れたコッツウォルズやタックリー村に代

表されるように、人口が減るどころか増加し、観光客などの交流人口も増えている。 

イギリス人は田舎で暮らすことが憧れであるという話も聞いた。また、タックリー村のバーバラ

さんが村を自主的に動かしている姿は印象に残った。これは、日本の中山間地域、地方の地域活性

化を進めたい自治体、市民団体に大いに参考になるのではないかと考えた。 

何のためにイギリスに行ったか。それは無論、イギリスの良いところを盗み、参考にして、日本

社会をより良くするためである。今回の研修が有意義であったと言えるためにも、今後の学習に生

かしていきたい。 

 

【研修の様子】グラウンドワークロンドンにて 

【ハックニーの町並み】 
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〇リビングコースト(The Living Coast) 

都留文科大学 3年 池野 綾音 

 

The Living Coast が関わっているプロジェクトの一つに、Brighton ChaMP(Chalk Management 

Partnership) for water というものがある。これは 100％の市民に安全な水を提供することを目的

としており、地下水をよりよく維持していくために地元の様々な団体とパートナーシップを組んで

広域のプロジェクトを行っている。 

近年、イギリスでは地下水の汚染が深刻化している。市民に供給される水にも汚染物質が混入し

てしまうため綺麗な水で薄めることが推奨されており、安全を検査してから市民に届けられている。 

汚染の原因としてはゴミや下水、農場で使用される肥料などがある。すり減ったタイヤや漏れた

出した燃料が雨で地下水に流れ出すことも原因になっている。農業で使用された化学肥料のうち、

45％が地下水に流れ出していると言われている。 

そこで、水源から地下水をきれいにするために農家とも協力して取り組んでおり、農家に使用量

や使用時期の指導を行っている。ブライトンは景勝地セブン・シスターズにみられるように石灰岩

質の地層が特徴的な地域であり、そのため水の浸透スピードが速く、汚染物質が地下水に流出しや

すい。 

そのなかでも浸透スピードが速く、汚染物質が地表に達しやすい場所を優先して保護している。

今後は、都市部の排水汚染を取り除く革新的な方法として、植物の力を利用した排水溝を普及する

ことにも力を入れて取り組んでいくという。 

 

【景勝地セブン・シスターズ】          【説明を受けている様子】 

 

〇感想 

私が今回、英国スタディーツアーに参加し、様々な NPO や社会的企業を見学させていただいた中

で印象的だったのは、イギリスには精神疾患や薬物依存の若者が多くいるということである。イギ

リスは全人口の４人に１人が精神障害者であるという話を聞いたとき衝撃を受けた。私はこれまで、

イギリスは豊かで華やかな国というイメージを持っていた。 

しかし、実際にイギリスに訪れてみると、社会的企業は精神疾患者やホームレスの人々を支援す

ることを目的とした団体が多く、それだけイギリスにはそのようなサービスを求めている人が多い

ということを実感した。また、街を歩いていると華やかで活気ある街並みの中にもホームレスの

人々がいるという光景が印象的であった。 

また、今回イギリスを訪れた中で、イギリスの人たちの優しさや温かさを感じる場面が多くあっ

た。視察先の方やお店の人など様々な場面で関わった人たちはみな、笑顔で対応してくれて、困っ

ているときには優しく助けてくれた。私は英語があまり得意ではないので、実際に訪れるまでは不

安があったが、イギリスの人々の優しさや温かさに触れたことで楽しく充実した日々を過ごすこと

ができた。 
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このように、今回実際にイギリスを訪れたことで、現地に来なければ気づくことができない様々

な新しい発見があった。改めて自分自身で現場に行って体験することの重要性を感じた。このスタ

ディーツアーを通じて得た経験を今後の人生に活かしていきたい。 

 

〇ユネスコエコパーク 

都留文科大学 3年 石黒 楓季 

 

1970 年から指定が始まっており、2016 年時点、669 以上の地域が指定されている。イギリスでは

スコットランドなどをはじめに 7 か所が指定されている。その中には生物圏保存地域があり、もち

ろん自然も含まれている。自然指定されているところは特に規制が強いということを聞いた。 

そこで、トランジッションゾーンを設け、自然保全など３つの項目を作成し、10 年ごとにチェッ

クすることを 2014 年に制定した。ここで The Living Coast は、パ-トナーシップを基盤とし、人

と自然をつなげることで保全を行うことに力を入れた。地元にあるナショナルトラストやボランテ

ィア団体の 14 団体とつながり、パートナーシップを持っているそうだ。イギリス自体の政策とし

ては、25 年計画があり、水や空気の質を上げ、木や種の多様性を増やそうとしている。都市部もそ

れに従い、住宅環境も含めた保全を行うことをしている。 

ユネスコエコパークでは 4 つの取り組みをしており、木や野生の動植物の保全、洪水対策や、

“どうして水の問題を考えることが必要か？”ということを考える教育プログラムを軸に行われて

いる。 

その中の１つ、Bio-Cultual Horitage Tourism というものがある。これは EU の資金援助をもと

に 4 つのエコパークと共同して行っているものである。この取り組みは、人と自然の場所を良い旅

行でつなげるということが念頭に置かれている。観光の人の量を増やすことではなく、観光をしに

来た人が観光地に悪い印象を与えることをやめることを目標とされ、長く保全していくことが目的

とされている。 

その方法として、計画方法を作り地図や教材を開発し、保全エリアをわかるようにする。これに

よって地元企業の自然保全の認識を深め、市民に対する啓もう活動を行う。この活動を４つのエコ

パークで共有していくことでよりよい活動を行えるようにしている。 

このほかにも、様々なイベントを行ったり、市民の自然理解、自然とのつながりを深め、保全活

動に関心を持ってもらうことをしたりしている。 

このように様々な自然を理解する活動を自分たちだけではなく、市民に向けて行っているという

ことは私たちが環境問題や自然理解をするためにとても良い活動であると感じた。さらに、一つの

場所だけでなく様々な場所の活動を共有、共同開発を行うことでさまざまな環境の違いにも対応し

ていけることができ、様々なシチュエーションに対応していけることがとても良い点であると感じ

た。 

 

○感想 

今回、私は初の海外ということで、とても緊張していたのですが、行ってみると、事前学習より

も詳しいことがわかったり、日本に住んでいれば知ることのできない、目に見えない現状をたくさ

ん感じたり、学ぶことができました。 

日本よりもホームレスが多いことであったり、地方によって治安の良しあしが大きく違ったりす

ることに驚きました。しかし、今回のスタディツアーにおいてできた経験はこの先自分が就職をし

て社会に出たときにいい経験となりさまざまな考えを出すきっかけになると思います。 

研修の中で、海外の企業の方々を含め、一緒にスタディツアーに参加しておられた大人の方々と

も様々なお話をさせていただき、今後の人生設計を見つめなおすきっかけを作っていただきました。

様々な人々と交流することでいろんなお話を聞くことができてその点でもいい経験となるスタディ

ツアーでした。 

参加して学んだことを自分のものにして今後につなげていけるように今回の経験を大事にしてい

きたいです。  
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Ⅲ．全体ふりかえり・講評 

 

１．英国グラウンドワークスタディツアー2019 研修レポート（立教ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ大学 真部 光子） 

 

◎プログラムの記録と感想 

9/8（日）13:00  ロンドン着 

18:30  バーミンガム パークレジスホテル着 

 

9/9（月）8:00  ホテルロビーにて渡辺先生より諸注意。「これから各種グラウンドワークの研修を行う。

キーワードは’社会のカメレオン‘ 時代のトレンドに合わせて変えていく。グラウンドワークは社

会の隙間を埋める原動力。イギリスで具体的にどんなことをやっているか見てほしい。あとで「あれ

はイギリスの話だ」というのはナンセンス。日本型、地域型に変換するにはどうしたらよいか考えて

ほしい」 

9:45~11:30  バーミンガム グラウンドワーク本部を訪問、Mr Graham による英国グラウンドワーク

のプレゼンテーション。 

・グラウンドワークとは、A charity working locally and nationally to transform lives in 

local communities（地域社会の生活を変革するために、地域的かつ国家的に慈悲の精神で働くこと）

と定義づけられている。活動場所はイングランド全域と北アイルランドに及び、1,200 人以上を雇用

している。 

・意思決定の文脈はあくまでも中心に civil society 市民社会がある。 

・public funding地方交付金が重要な資金源だが、2008年のリーマンショック以来減少。 

・’Left behind areas’置き忘れられた地域：諸外国そして日本にも共通するテーマ。子供の貧困、

労働市場の貧しさ、手に職を持たない若者。キーワードは’Resilience’（元気の回復力）であった。 

・Water Stress 水不足問題はイングランドの半分以上が直面。（参加者より質問）同じく、Fuel 

poverty（燃料の貧困）問題が、英国にあることには衝撃。ここで再生可能エネルギー問題がとり上

げられる。 

午後  Digbeth地区における社会的企業を数か所訪問。 

・lunch のサンドイッチを食べながら Sarah より説明。「社会的企業なので株主（stock holder）がい

ない。’asset lock’つまり自社ビルなのに資産がロックされている」 →日本では珍しいのでは。

Social missionという考え方の浸透ぶりに驚く。 

① Better Pathways 訪問。入口と通路が狭く、我々30 人近くが本当に入れるのかと疑っていると、

ドアの 3 つ目の奥に大きな体育館のような工場が出現。ここは長期精神疾患を患っている人々

(clients)が社会復帰するまでの、industrial therapy の場である。撮影禁止、と言われた。しかし

オープンなスタイルで見せてくれることに驚く。日本ではこんな形で見学させてくれることはまれだ

ろう。説明には「補助金が十分ではない」という言葉があり、あちこちに落書きがそのままになって

いることが資金不足をうかがわせた。 

② sifa fireside 訪問。バーミンガム市内のホームレスと、定住が厳しい人たちのために開かれて

いる施設。一日に 160 人平均で受け入れる。大半は男性。’zero tolerance’（サービスを受けられ

ない人をゼロに）を目指している。受付などはボランティアで、専従が 15 人ほど。ここは soup 

kitchen ではない。シャワーを浴びたり、就労支援もする。ペットと一緒も可能。（日本では無理？）

センターを知ってもらうために SNS を利用。（私が質問。スマホを持っていない人にどうやって SNS?

→連絡先を書いた名刺大のカードを、道路に寝ている人たちに実際に配って歩くと）男性が多いが、

女性の client もいる。主に DV によって他の施設（日本で言う、駆け込み寺）から紹介されてここに

来る人もいる。 

③ The Clean Kilo 訪問。Digbeth における社会的企業の最新のものかつ、英国で最大の zero-waste 

supermarket とのこと。プラスティック製品もレジ袋もなし。例えばジャムなど、必要なら最初だけ

容器を売る。自宅にあるものを持ってきても良い、完全に中身のみの量り売り。単位もなく、自分に

必要な分だけ。 

（確かに手間はかかるが、そういう意識が高い人は日本にも増えているので、今後取り入れてみる価

値のあるビジネスだと感じた） 
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④ Evolve at the Adam and Eve  元はパブだった建物を改装。社会的企業の喫茶店＆イベントスペ

ース。主に薬物使用などで精神疾患を抱える若い人たちを支援し、サービス業やバリスタの仕事など

の雇用支援。近くに警察あり。ロンドンまで 50分なので、バーミンガムも通勤範囲。 

⑤ Living Well UK  25 以上のセクターから成る、精神疾患改善を目指す協会。16 歳以上の市民なら

いつでもだれでも、無料でここを利用できる。精神科のドクターは 1,000 人待ち。ここはすぐにアク

セスできる。’talking therapy’（面談治療）→ここまででツアーの仲間たちからも「イギリスっ

て、そんなに精神疾患の人がいるのか」と驚きの声。あとで通訳の松田さんに確認したところ、『成

人の 4 人に一人』と聞いて愕然。先進国として歴史の長い英国の、影の部分にまで伝統を感じる、皮

肉な事実。 

 

9/10（火）a.m.  バーミンガムから貸し切りバスでコッツウォルズ地方へ移動。途中 Bibury で小休止。

昼は Boat-on-the-water。 

12:40~13:50  Mr Martin Lane , Mark, Edのお三方より、プレゼン。 

・Cotswolds は Area of Outstanding Natural Beauty(AONB と略す)「特別自然美観地区」に指定され

た地域。 

・1996 年に指定され、英国でも 3 番目に大きな景観保護地域。Nice view income という考え方。地

域経済に与える影響の大きさ。 

・単純に観光客を誘致するのでなく、きちんと自然や美観を保護することで価値を高める。 

・今後 12 か月の目標に「National Park の指定を目指す」とあったので、私から質問。「National 

Park に指定されるメリットは何か？」――「レクリエーションの施設など増やすにあたって、指定さ

れるとより財政的な基盤が出来るから」 

14:30~15:48  農村訪問。Jonathanが説明。 

・オーガニックな野菜を栽培し、sustainable であることを常に考える。殺虫剤や除草剤を用いない。

耕作もしないし、雑草を刈らない。草地の diversity を大切にする。牛もいろいろな草を食べて、お

いしい牛肉になる。同じく羊も飼育していて、mixed farming を行っている。動物が病気になっても

抗生物質を与えない。self-medicateさせている。こうした活動に政府から交付金が得られる。 

16:00~17:25  石積み作業。自然の石の形を生かした石積の壁をツアーの全員で作っていく。コツが

必要。地震がほとんどない国だからこういう形も可能なのではないか、日本では使えないのでは、と

話し合った。このやり方が伝統として長く続いていることは驚異である。 

19:00~21:30  オックスフォードのホテル近くの中華バイキングで、一行そろって夕食。 

 

9/11（水）オックスフォード地域訪問 

9:40~13:00  Oxford 市街地へ移動。Christ Church と大聖堂を見学。映画「ハリー・ポッター」の撮

影で使われた庭やホールは人気スポット。この研修で初めて観光気分になれた。 

この後、Tackleyへ移動。 

14:05~16:15  タックリーの、農村コミュニティショップ視察。説明の中心は Barbara さん（老婦人）

と、Andrewさん。 

・一行が案内された教会は、元は農家の納屋だったものを再建したメソジスト教会。 

・Tackleyはローマ時代に作られたモザイクが発見されたりする、歴史的価値の高い村。 

・１8 年前に大きな店と郵便局が閉鎖されてしまい、その時のアンケートで、村の再生に必要なトッ

プ 10の上位は、郵便局・食料品店・新聞（社）・新鮮な肉と野菜・酒屋  だった。 

・タックリー再生のプロジェクトは資金 400 万ポンド。その四分の三が交付金と助成金。四分の一が

借入金。 

・コミュニティショップとプレイグラウンドの収益を再投資した。 

・Barbaraさんは店の経営でパートを 3人雇用し、ボランティアが 50人いる。 

・村の再生戦略として、 ①持続性 ②地域社会のニーズ ③インフレの影響を最小化 

・タックリーは現在 400世帯。これから約 100世帯を誘致する計画。 

・Plunkett 財団のパンフレットが配布され、Andrew が説明。この財団は英国全土で活動しており、

タックリーをサポートしてきた。特にコミュニティショップの設立を支援。 
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（一行からの質問）「どうやって人々をタックリーに呼ぶのか？」――「村全体の活気を取り戻す。

学校・店・パブを用意して村人を集める。バランスの取れた住民構成を目指す。タックリーからロン

ドンやオックスフォードに通勤も出来る。 

（感想）Barbara さんがご高齢（75 歳）で、40 代の頃タックリーに移住して気に入り、現在まで活動

を続けていらっしゃると聞いた。彼女の後継者になりそうな人もいるように見えた。一握りの篤志

家に頼るのではなく、Plunkett 財団のようなバックアップがあってこそのコミュニティ再生なのだ

という感を強くした。 

16:30~19:20  バス移動でブライトン着。 

20:00~22:30  ホテル近くのシーフードレストランへ。 

 

9/12（木）景勝地セブン・シスターズ散策、ブライトン市内まちづくり視察 

8:50~10:53  セブン・シスターズの切り立った岩のある海岸まで、緑の公園をたっぷり 1 時間近く歩

く。 

日本のように近くまで駐車場スペースを作らない。見たい人は車椅子でも杖でもアクセスできるよう

に最低限の配慮がされている。羊の放牧がされているので、歩道には羊の排泄物がゴロゴロと落ちて

いるが、制服の清掃員らしき人は見かけない。観光客もそこそこいるが、地元の人らしいランナーに

も行き会う。やっと海の見える海岸まで来ると、セブン・シスターズの迫力に圧倒された。同行者の

若いグループは険しい岩肌を駆け上がって行ったが、下から見上げるとハラハラした。私は高所恐怖

症ではないが、足元が不安だったので登らずに見守った。 

11:55  Living Coast着 

12:05~13:45  Ms Sarah Tompsonによるプレゼン。 

・UUNESCO エコ・パークの取り組み ①自然保護 ②持続可能な社会・経済の発展 ③環境教育 

・この団体 Living Coastは UNESCO Biosphere Region に選ばれていることを誇りにしている。 

・ユネスコは 10年ごとに指定の見直しをしており、次のチェックは 2024年である。 

・国の 25 か年環境計画の中で、本団体は biodiversity（生物多様性）を大切にしながらも、多くの

災害による洪水・干ばつ・海岸線の浸食などのリスクを減らすように努めている。 

・地下水の５５％は石灰質の土壌のため、４５％しか地下水として利用されない。 

（質問）車のタイヤが排水システムに影響を与えているというが、そもそも車自体の規制はしないの

か 

（回答）はっきりした答えなし。 

（感想）英国もかなりの部分車社会であり、建前と本音の矛盾が少し見えた気がした。 

13:45~14:00  グラウンドワーク三島の活動、三島市の水について渡辺先生よりプレゼン。 

14:25~17:45  ブライトン散策は中止してバス移動、ロンドンへ Royal Nationalに連泊 

18:30~21:00  渡辺先生主催で、通訳の松田さん送別会。イタリアンレストランにて大人のみ。 

21:10~22:38  2 次会はホテル直近のパブ’London Pub’にて。（私には初のパブ！）NTC の人とも近

くで話せて、相互理解が深まる。 

 

9/13（金）ロンドンの社会的企業訪問 ＆グラウンドワーク・ロンドン視察（これが研修のラスト） 

9:10~9:38  タクシーに数人ずつ分乗して現地へ。 

9:51~11:47  BeSpace という場所で Douglas さん、Anna さんよりプレゼンと、今日の活動について説

明。 

・イギリスはかつて帝国であったため、略奪をしてきた。しかし今は cultural diversity の国。こ

のエリアだけで 200言語（！） 

・この団体の社会的企業としての aim（目標）は、「貧困を減らす」こと。Economic regeneration

（経済再生）自社ビルを２つ所有している。行政との連携で信用があるとローンが得やすい。 

・元は犯罪も多かったので、community consultation（地域社会の面談治療）が重要。 

・BeSpace のプロジェクトは、8 万もあった空きビルを、必要な人々に対して、不平等を解決するた

めの’場所‘となるように特化した活動をしている。空間があれば、きっかけ作りなど何でもできる。 

・one in four → 成人の 4人に１人が精神的な問題を抱えている！ 

・信頼を得るには、付加価値が必要。 
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12:20~13:20  Dalston 再生 Treasure Hunt というアクティビティの説明。全体を３つのグループ

（英会話力のある人・お店で買い物が出来る程度の人・英語全く話せない人）に分けて、シャッフル

し、リーダーを決める。グループごとに地図を頼りに街に出ていくつかのショップに寄って、次の 3

つのインタビューをしてくる。 

①ここで何をしていますか ②Dalston にはどのくらいいますか ③Dalston の変化についてどう思

いますか 

13:30~13:44  元の会場に戻って、グループごとに発表。私の APPLE Teamは、私がプレゼンター。 

14:00~14:20  次の会場、グラウンドワーク・ロンドンまでは、一行の大学 1 年生女子の navigation

により、全員徒歩で移動。（タクシーがつかまりにくい＆車で行くほどの距離ではない） 

14:25~15:30  用意された会議室のテーブルに、お菓子と果物、飲み物がたくさん置かれて、一行は

感激。Mr Ben Colesによるプレゼン。’Changing Places Changing Lives’ 

・creating better places を目標に、持続可能な排水システムを作る。 

・community activation土地の有効活用  C.Chaplinの孫娘がプロジェクトを支援。 

・water stress 水不足問題への取り組み 

・NEET 問題には、1 対１の Coaching を取り入れている。多くの若者がギャングに関わるのを防止す

るシステム作り 

・グラウンドワークロンドンで働く人は 250 人。オフィスのメンテナンスにも費用かかるが、資金援

助は減っている。EUからの資金も減少。Lotteryからの資金頼り。Private sector としての難しさ。 

・Silver Livings という年配者向けの活動「食べ物を通して、世界旅行に行った気になる」プロジェ

クト。子供たちとの協働。 

（感想）ここでも resilient change という言葉が出た。Resilience（回復力）はグラウンドワーク

全体のキーワードと思われる。 

16:35~18:00  一行 28 人、電車で移動。（タクシー拾えない）overground~underground へ、オイス

ターカード購入。2回乗換でホテル Royal National に帰着。 

 

9/14（土）自由行動。Bath 行きの希望者は渡辺先生と同行。ロンドン中心部からバースまで電車で約 1

時間半。ローマ時代の浴場跡などを見学。午後は渡辺先生、NTC の糀谷さんと真部の 3 人で River 

Avonの川下り。晴天で川風が心地よく、静かなひととき。 

夜は 19 時より、『マンマ・ミーア』を観劇。大人 5 人で見たが、最後はスタンディングオベーション

で大盛り上がり。クリアな英語は当然としても、発声や息遣いなどプロの素晴らしさを堪能。 

 

9/15（日）自由行動。午前は British Library をじっくり見学。その後ウエストミンスターの船着き場

から city cruise。市内バスを乗り継ぎ、なるべく観光客の少ないところを街歩き。夕方一度ホテル

に戻り、夜は大学生のルームメイトと初めて食事。ロンドンブリッジの夜景が楽しめるテラス型のレ

ストラン。往復は彼女の案内で地下鉄を利用。 

 

9/16（月）朝のうちに晴れ男の渡辺先生が帰国してしまったせいか、ロンドン最終日は曇り。私の出発

便までの自由時間、今日もなるべく普通の街角を選んで散策。ロンドン市内はベンチや公園が手近に

あって、ちょっと立ち寄るのに便利。自転車が思っていたより多い印象。しかし自転車専用道路がま

だ整備途中という感じを受けた。街角のホームレスはバーミンガムほど多くないように思った。ホテ

ル近くのラッセルスクエア駅に着いた時、エレベーターが故障。階段で上がってみたら、螺旋でおそ

らくビルの 4~5 階分もあり、ひどい目にあった。ロンドンの地下鉄は相当深いところを走っていると

実感。 

 

9/17（火）15時 JALにて帰国。 

 

＜全体を通しての感想＞ 

いわゆる「英国病」の経験を経て、現代のイギリスは様々な問題を抱えながらも、グラウンドワーク

の視点から見ると、外から眺めただけでは分からない活力源や可能性を秘めていると感じた。 

日本になくて英国にあるものは多く目につくが、「日本と共通する」問題や、「日本の方がうまく対処

している問題も散見した。 
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観光地を中心に、電柱の埋設（または元から地中に？）が進んでいることに感心した。日本特に東京

都心の密集地域の埋設が進んでいないが、防災の観点からも急ぐべきである。これを「景観」「美観」

という視点で市民に普通にコンセンサスが取れるのがお国柄であろうか。この辺り、人々の意識変革か

ら、NPOに出来ることはないだろうかと思う。 

すぐに「箱もの」を作りたがる日本の行政と異なると感じたのは、行政とのパートナーシップを大切

にして、地域にある空きビルや空き地などを、グラウンドワークの諸団体がうまく活用していることだ

った。この辺りは、これから日本で NPO起ち上げを考える際に大いに参考になる。 

また、渡辺先生の授業で聞いていたことではあるが、「社会的企業」としてボランティア精神は重要

視するが、コミュニティショップなどで収益を見込める事業を合わせて進めていくことの意義を再認識

できた。この研修ならではの視察が数多く出来たことに関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 



35 

 

２．英国グラウンドワークスタディツアー2019 参加報告書（静岡市役所 中島一彦） 

 

グラウンドワークについて 

グラウンドワークは、1980 年代に英国で始まった実践的な地域環境改善活動で、地域（場）において、

地域の住民・企業・行政がパートナーシップを組み、地域の課題を創造的な手法で解決する活動であると説

明される。その活動は、主に自然環境や地域社会の持続的な発展に向けられている。 

グラウンドワークの構成要素は、環境に何らかの問題がありと認知されたフィールド「場」、主体となる住民と

行政や企業との「パートナーシップ」、その三者の仲介を行う専門的な組織「トラスト」、国や自治体の予算、

市民や企業の寄付という「活動資金」に整理される。つまり、グラウンドワークを形成する要素は、①地域

（場）、②パートナーシップ、③専門性、④活動資金ということになる。 

背景となる英国の公共経営改革について 

グラウンドワークが英国内各地で、なぜ持続的に活動できているかを理解するためには、英国で行われてき

た、公共経営改革の流れについて理解をしておく必要がある。 

1980 年代当初、公共経営改革が必要とされた原因は、政府直営で行われてきた公共サービス提供の

生産性が低下したことにある。公共経営改革は、英国ではサッチャーによる（1979-90）サッチャリズム、米

国ではレーガンによる（1981-1985）レーガノミクスなど欧米諸国で同時多発的に起こっている。この時期に

顕著になった政府によるサービス提供の生産性低下の原因を探るには、ニーズ側の変化と供給側の課題とい

う両面から考える必要がある。 

ニーズの変化は、社会が成熟し基礎的なニーズが充足されたことによりニーズが高度化したこと。核家族化、

シングルペアレントの増加などにより家族内の課題が社会の課題移転されたこと。高齢化・国際化・情報化・

移民の流入による新たな格差の出現と拡大などが挙げられる。これらの社会の構造的変化により公共サービス

へのニーズもミニマム水準の確保から、高度で多様な個別のニーズの充足（顧客満足）へと変化し、要求水

準が押し上げられた。 

一方、供給側である政府の特徴は、サービス提供が資源の再配分型であること。自らの関心が予算や手

段（施策）にあり、活動は予算の確保と執行に終始する投入（インプット）志向であることが挙げられる。ニ

ーズの多様化・高度化に対応できなくなった製造業が、小品種大量生産から多品種少量生産に移行したの

と同様に公共サービスにも同様の改革が求められた。このニーズ側の変化と供給側の構造的課題が公共経営

改革の発端となった。 

NPMからNPS、NPG へ 

新公共経営（NPM）が当初目指したのは小さな政府であり、その基本的なツール、規制緩和（規制の

緩和による市場の開放）、民間化（直営サービスの民間化）、市場化（公共サービスに市場競争原理を

働かせる）を活用し、生産性の向上を図った。 
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NPM の経営特性は、①成果重視（成果志向）、②市場原理の活用、③業績による統制、④代理人

制度の活用であり、この取組は大きな成果も上げたが、同時に様々な弊害ももたらすことになった。 

成果重視、業績による統制では、成果評価をもとにマネジメント・サイクルを機能させ、その成果を公表し、

説明責任を果たすことが求められた。しかし、その成果の評価に相当なコスト（労力と費用）がかかること。評

価自体が目的化すること。目に見えるものだけを評価して本来評価すべき成果が評価できないことなど様々な

問題が生じた。また、市場原理の活用に関しては、市場の失敗部分に民間の市場を持ち込むこと自体に論

理矛盾を持つことから問題が生じた。社会に生じたとされる弊害として、貧富の差の拡大、若年層の失業の増

加、犯罪の増加などが挙げられる。 

英国では、政権交代などを契機に公共経営もダイナミックに変化しているが、ブレア政権（1997-2007）

では、NPM も方向転換をされた。これを振り返って、英国では NPM は、2000 年には新しいステージに移行

したと言われている。公共経営は、NPM から NPG（新公共ガバナンス）NPS（新公共サービス）と言われ

る新しいステージに移行した。 

この転換は、小さな政府からガバナンスへ、市場での舵取りから市民との利害調整をベースにした協働への

移行と考えられる。生産性重視から生産性+公共サービスの質（Best Value）へ、支払った税金に見合う

サービスの提供（Value for Money）ということもできる。 

再度グラウンドワークについて 

この公共経営改革の流れを踏まえ、改めてグラウンドワークについて今回のスタディツアーを振り返ってみたい。 

1981 年に英国で始まったグラウンドワークではあるが、グラウンドワークの要素、①地域（場）、②パートナ

ーシップ、③専門性、④活動資金から考えると、現在のグラウンドワークの位置づけは、NPG（新公共ガバナ

ンス）NPS（新公共サービス）の流れの中にあると考えられる。 

ツアーの中で多くの団体を訪問させていただいたが、その際、最も多く使われた言葉は、パートナーシップでは

なかったかと思う。ただし、パートナーシップには、２種類のパートナーシップがあることを理解しなければならない。 

パートナーシップは本来、供給サイド間の連携を指す。政府と民間パートナー企業との協働や、専門者間の

協働などがこれにあたる。しかし、グラウンドワークの仕組みにはもう一つの協働、供給サイドと需要サイド（住

民）の協働が必要であり、これはコープロダクションと呼ばれる。このコープロダクションがグラウンドワークにおいて

最も重要な要素であり、これにより住民と供給者間の立場も規定されている。 

NPM では「顧客」とされていた住民は、NPG、NPS、グラウンドワークでは、対話によって地域における課題

と課題が解決により実現された姿（アウトカム）を共有する「市民」という立場に変わる。住民にも参画の意

識とアカウンタビリティが求められることになる。供給者と顧客（受益者）の関係では、公共サービスを投入す

ればするほど、住民の依存度が高まるというジレンマが生じていたが、協働・コープロダクションの関係では、この

弱点も一定程度克服されているのではないかと感じた。 

これらの点が現在の英国でのグラウンドワークの活動を理解するうえで大切だと考える。グラウンドワーク三島
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の渡辺氏の言葉、「グラウンドワークは、社会のカメレオン」が端的に語っているが、英国のグラウンドワークは社

会の変化に対応しその姿と役割を変化させてきたのではないかと想像される。 

もうひとつの重要な要素である活動資金に関しては、2010 年のキャメロン政権での補助金カットと EU 離

脱を控えてグラウンドワークにおいても危機的な状況にあるのではないかと感じた。今後、自主財源の確保、企

業からの投資を呼び込むなど財源の確保が継続のカギになると思われる。 

一方、日本の状況を考えると、英国では 2000 年には完全に終わったといわれる、NPM、PDCA サイクル

にいまだに捕らわれ、かつ形骸化している。代理人制度も指定管理者制度や PFI として導入されたが、その

設計思想に反し、形式が先行して代理人の自律性や自由度を与えないまま運用が続いている。このように英

国の社会の変化に併せダイナミックに変化する公共経営に対し硬直化している日本の状況を考えると、引き

続き英国に学ぶ点が多いとともに、グラウンドワークのように地域住民と専門家が地域の改善に具体的な取り

組みを実行に移すことが重要であることを改めて感じた。 

謝辞 

今回、英国グラウンドワークスタディツアーに 10 年来の夢がかない参加することができ、多くのことを学ぶ機

会を得る 

ことができました。今回のツアーを企画していただいたグラウンドワーク三島の関係者の皆様、ツアーに参加さ

れた学生の皆様、NTC グループの皆様に改めて感謝申し上げます。 

景観的視点で成果をとらえた今回のスタディツアー 

グラウンドワーク活動のアウトカムには様々なものがありますが、景観もそのひとつだと考える。 

地域のアイデンティティとして、シビックプライドの源として、地域経済を潤す観光の資源として、地域への投資

を促す装置として、景観は住む人にとっても観光客にとっても重要な地域の資源である。 

また、景観は、建物、インフラ、人が生活する姿や習慣、食、などが創り出す総合的なもので、地域文化の

究極のアウトプットといえる。そんな視点でツアーを振り返ってみた。 
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1. バーミンガム（訪問先： バーミンガム・グラウンドワーク本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バーミンガムは、ウェスト・ミッドラン

ズに属す工業都市で人口は約

100 万人、近郊を含む都市圏の

人口は英国第 2 位の 229 万人 

バーミンガムは、産業革命の進展

にともない運河と鉄道の交叉点に

なったこともあり、工業都市として

発展した 

運河は鉄道・自動車交通が発達

する以前の物流中心であったが

鉄道の発達により役目を終えた 

バーミンガムでは、この運河を環境

整備によりよみがえらせた 

この運河の環境整備は、都市再

生として行われているので運河周

辺の歩行者空間化・サイドウォー

クの設置などが併せて行われた 

歩くということは、目的があって歩い

ても、歩いている途中に何かを見

つけて買ったりするという様々なア

クションを生み出す 

そのアクションを生み出す仕掛けが

都市再生において重要である 

運河にはクルーズ用のボートが並

ぶ 

2019 年に修復が完了し、バーミ

ンガム出身のブラック・サバスの名

前を冠したブリッジ「ブラック・サバス

橋」 
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2. コッツウォルズ地方・バイブリー（Bibury） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィリアム・モリスが、「この世で最も

美しい村」と賞賛したのはあまりに

も有名な話 

湿地帯＋まちの整備を同時に行

っている 

英国では、コッツウォルズに家を持

つことが老後の夢とされている 

提供されるアクティビティ提供のひ

とつ 

英国らしく、折り畳み式自転車

「ブロンプトン」のレンタル機 
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3. コッツウォルズ地方・ボートンオンザウォーター（Bourton on the Water） 

 

4. コッツウォルズの農園（コッツウォルズ環境保全委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景観保全を農業で行っている例 

牧草地も単一の牧草を栽培する

のではなく、多様な植物が自然に

生える環境を維持している 

伝統的な種である、ヘリポッド種

を飼育する風景 

動物にストレスを与えないアニマ

ル・ウェルフェアに基づいた飼育を

行う 

スカンジナビアのティピーを設置し

て貸出を行っている 

ティピーは、経営の多角化を進め

るために購入した 

アグリ・ツーリズム、ルーラル・ツーリ

ズムを農業と組み合わせ経営の

健全化を図っている 

中心を浅いウィンドラッシュ川が流

れ、リバーサイドウォークを楽しめる 

景観保全などが決められていて、

村自体が美術館のよう 
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5. コッツウォルズの石積み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. タックリー農村コミュニティ・ショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルセンターの役目を果たす

村のアイコン的存在で、重要なの

はコミュニティのハブの役割 

年間を通じて様々なイベントがこ

の場所で開催される 

特に夏にはポップ・アップ・パブが開

催されるのはいかにも英国らしい 

過疎の村に住民を呼び込むため

の装置になっている 

3000 前の紀元前から続いてい

るコッツウォルズの石積 

現在は、家畜の囲い込みのため

のものが残っていて独特の景観を

生み出している 

石積みは 100 年は持つといわれ

ているが、継続的なメインテナンス

が必要 

今回は、ワークショップに参加した

が、石積み体験がビジネスになっ

ている 
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7. セブン・シスターズ・カントリー・パーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国南部イースト・サセックス州に

ある白亜系チョークからなる海食

崖 

フットパスが整備され、ビジターセ

ンターやコテージ、パブリックトイレ

などがうまく配置されている 

フットパスは、英国発祥で 100

年以上の歴史をもち、国内に網

の目のように張り巡らされている 

森林や田園地帯、古い街並みな

ど地域に昔からある、ありのままの

風景を楽しみながら歩くことができ

る 
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8. バース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローマの支配下で温泉の街として

発展したまちで、英国で唯一の

温泉地 

ローマ帝国時代には、スチーム風

呂、水風呂、マッサージ室などを

備えた温泉施設が作られ保養地

として栄えた 

現在はその遺跡の上にローマン・

バス博物館が建設され観光スポ

ットになっている 

バース市街は、ユネスコの世界遺

産に登録されている 
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パルトニー橋から眺めるエイヴォン

川 

カーブを描く堰が美しい 

景観を形作る土木インフラの好

例 

イギリス初の天然温泉施設 

サーメ・バース・スパ 

オープンは、2006 年 8 月 

設計は、ロンドン・ヒースロー空港

などで知られる建築家のニコラス・

グリムショウ 

景観を破壊しないように既存の街

並みにうまく溶け込ませるデザイン

で、地上からは内部を想像するこ

とはできない 
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9. ロンドン・ジレット広場 Gillett Square 

 

 

10. グラウンドワーク協会ロンドン支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリビアンの移民が多い地区に作

られた広場 

トレーニング・ポッズと呼ばれる個

人店が配置され、ビジネスを始め

る人を支援する 

どうしたら広場を良い場所に変え

られるかの取組が続いている 

ダイバーシティのシンボルであり、ロ

ンドンの中でも成功した広場とし

て注目されていて、ロンドンオリン

ピックの際のイベント会場にも使

用された 

支部の中庭風景 

チェンジング・プレース 

解放されたスペース、環境に対す

る取り組み、緑化、排水のシステ

ムのひとつ 

コミュニティの結びつきを高める場

や、ジョブトレーニング・ソーシャル

スキルを身に着ける場にもなって

いる 
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11. ロンドン・大英博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パリ・ルーブル美術館、ニューヨー

ク・メトロポリタン美術館とともに世

界のトップ３の集客力を誇る博

物館 

年間 600 万人以上が訪れる巨

大な観光装置でもある 

グレートコートは、英国の建築家

ノーマン・フォスターの設計 

旧大英博物館の図書館の書庫

を取り壊して円形の閲覧室だけを

残し、博物館の各室をつないでい

る 

これにより素晴らしいパブリックスペ

ースと大英博物館の見学のため

の動線の改善が行われた 
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12. ロンドン・レスター広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロンドン中心部ウエストミンスター

区ウエストエンドにある広場 

デッキ・チェア・プロジェクトが行わ

れている 

世界でオープンスペースを魅力的

な空間にする手法「プレース・メイ

キング」の手法が使われている 
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13. ロンドン・劇場街 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ニューヨークのブロードウェーと並ぶ

世界に名だたる商業演劇街 

ロンドンのウエストエンドには、40

を越える大小さまざまな劇場が集

合している 

この地区はシアターランドと呼ば

れ、シアターを中心に据えたまちづ

くりが行われている 

シアターだけでなく、路上のカフェ

やパブなど観劇とまち歩きを楽し

む仕掛けがされている 
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14. ロンドン・コベントガーデン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィクトリア時代に花市場だったが

現在は観光客向けのマーケットに

なっている 

広場を中心に２つの常設マーケッ

トが開かれて、連日お祭りのよう

な雰囲気 

大道芸スポットとしても有名で多く

のお客が集まる 

アーティストはライセンス制でアーテ

ィスト同士スケジュールを決めてシ

ョーを行う 
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地下には音楽のスポットが、足元

の真鍮製の鋲がスポットの位置を

示す 
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15. ロンドン・リージェントストリート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロンドンで観光客が集まるショッピ

ング街 

名店が並び、道路と道路に沿った

建物のカーブが美しい 

建物高さもデザインも統一されて

いる 

この日はストリート・フェスティバル

開催のため、交通を遮断して 

歩行者に開放している 
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３．英国ツアーに参加しての感想と期待（グラウンドワーク三島アドバイザー・通訳 松田 徳子） 

 

今年も通訳（プロボノ）として同行させていただき、どうもありがとうございました。 

今回のツアーは最高でした。出発前、参加者のバックグラウンドは多様で、大学生やセカンドス

テージ大学で学びなおしをされておられる先輩、第一線で活躍されているコンサルタントのみなさ

ま、さらに行政や企業の幹部と伺い、一体どのようなツアーになるのかと、不安とワクワクが入り

混じった思いで、現地集合場所のバーミンガムに向かいました。 

ツアーが始まると、むしろ際立っていたのは、笑顔とかあたたかさとか好奇心とかという共通性

だったように感じます。 

訪問先でも、それぞれの立場から率直に質問を投げてくださったのが嬉しかったですし、メンバ

ーの多様性が相乗効果になっていることに目を見張る思いでした。通訳の役割として、的確な情報

の伝達を行うことを心掛けておりましたが、生き生きとしたやりとりを繋ぐような場面も多く、通

訳としての醍醐味を感じました。 

また、今回は、参加者 28 名と例年の倍以上の規模でしたが、特に大きなトラブルもなく、気持

ちよくツアーを終えることができましたことを、感謝しています。体調管理や集合時間の順守も含

めて、円滑な運営にご協力いただき、どうもありがとうございました。緒明さんはじめみなさまと、

行く先々で、黒ビールで乾杯したのも忘れられない思い出です。 

改めて、グラウンドワークは古くて新しい知恵の宝庫であることを感じています。私も現在ネパ

ールで国際協力の業務に従事していますが、よりよい社会のあり方、そしてより心豊かな日々の営

みという点でも多くのヒントをいただくことができました。 

ツアーをとりまとめてくださったグラウンドワーク三島の美和さん、興味深い視察先をアレンジ

してくださった松下先生、そして全体のプロデュースと総括をいただいた渡辺先生にも、心からの

感謝を表明したいと思います。 
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４．2019 年度英国スタディツアーに参加して（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸ三島理事・長野大学教授 松下 重雄） 

 

2019 年度のグラウンドワーク三島の英国スタディツアーは、学生のみならず地域づくりのコンサ

ルタントの方々が多く参加していただき、そうした皆さんとの交流を通じて、たいへん充実した内

容になったと思います。今回のツアーでは、昨年度に引き続き、わたくしは全体のコーディネータ

ーを担当させていただきました。ツアーの骨格はグラウンドワーク三島の渡辺専務理事が構想し、

細かい調整をわたくしがおこないます。今年度は例年より早く、5 月の連休明けより視察候補先の

選定や交渉をはじめましたが、相変わらず日本を発つギリギリまで調整をおこなうことになりまし

た。 

今年度のツアーは、次の点に留意して組み立てました。まずグラウンドワークにはじまり、グラ

ウンドワークに終わることです。わたしたちのまちづくりの規範であるグラウンドワークを外すこ

とはできません。そのため、最初にグラウンドワーク UK で講義を受け、最後にグラウンドワー

ク・ロンドンの現場を訪れるプログラムになりました。とくに、最初のプログラムとして、バーミ

ンガムにあるグラウンドワークの全国本部で、英国のまちづくりを取り巻く社会情勢と英国最大規

模のまちづくり団体であるグラウンドワークの取り組みを、チーフ・エグゼクティブ自らの講義に

よってうかがうことで、ツアー全体の基調を形づくることを心がけました。 

つぎに、多様で新しいテーマの設定です。共通するテーマとしては、やはりグラウンドワークが

設立当初より掲げている「パートナーシップによるまちづくり」を基本としましたが、訪問先とし

ては大都市、地方都市、農村など、さまざまな地域となるように、また環境要素も都市環境的なも

のから自然環境的なものへと広がりをもたせました。訪問先団体の内容もさまざまで、「まちづく

り NPO」、「中間支援組織」、「コミュニティ組織」、「社会的企業」など、いきいきと活動する組織を

意識して地域を選択しました。とくに、バーミンガムやロンドン・ハックニーの社会的企業地区は、

新しいまちづくりモデルとして注目されています。 

最後に研修内容としては、きちんと講義を受けるとともに現場を訪問することに加え、できれば

現場で活動を体験するプログラムを組み込みました。コッツウォルズの環境保全活動体験としての

石積みはその一つです。また、ジレット・スクエアでのトレジャー・ハンティングは当日現地スタ

ッフが提案してくれて実現したものでしたが、英国のまちづくり現場でのプランニング手法を体験

することができたと思います。 

こうして企画したスタディツアーでしたが、わたくし自身も今年度は、ほぼ全行程に同行するこ

とができ、たいへん刺激的な経験になりました。まちづくりの定点観測として見続けているグラウ

ンドワークは、相変わらず精力的に活動していて、自分自身の原点を再確認することができました。

また、グラウンドワークをはじめ、多様な地域組織で活動しているスタッフのいきいきとした様子

には、英国の市民社会の力強さをあらためて感じさせられました。今回のスタディツアーでの学び

を、日本のまちづくりの現場でも応用していければと思います。 
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５．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。視察期間が 10

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。日頃の大学での座学では学べない、

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有益性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、旅行社が企画した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、ＮＰＯ

の持続性・発展性の知恵に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体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 36 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、27 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。 


