に共存しているのか、そしてイギ

のため大型店と小売店がどのよう

かということを知りたかった。そ

ける成功失敗の差はどこにあるの

﹁やる気応援奨学金﹂リポート

新たな視点で見る地域活性化
イギリスにおける成功の理由

リスの地域活性化の視点や公、私

にかけて、私は「やる気応援奨学

二〇一五年の冬、二月から三月

とがイギリスという地を調査の対

め、比較対象として適しているこ

ッピングアーケードが存在するた

スには日本の商店街のようなショ

新たな視点として国際比較を行う

アプローチを行ってきた。そこで

働という側面から活性化に関する

のインターンシップを通して、労

大学二年次における厚生労働省で

から活性化の糸口を探った。更に

シャッター通り化してしまった場

を生み出してしまった。商店街が

や、買い物難民の増加という問題

とにより買い物客の選択肢の減少

は、大型店が小売店を淘汰したこ

調査の中心にした。現在の日本で

に保たれているのかという二つを

機関のモチベーションはどのよう

金」を利用してイギリス・オック

象に選んだ理由である。更に一度

ために、今回のプロジェクトワー

夏実 （私立中央大学杉並高校）

スフォードへの五週間の短期留学

訪問の経験があるオックスフォー

本名

を経験した。大学三年生になると

ドを調査の拠点にすることで、日

自家用車ではなくバスを使って移

いう折り返し地点を迎えるに当た

動することが主であり、大型店と

り、この経験から自分を一回り大

それに加えて語学力の向上もま

小売店が平然と同じ場所に共存し

所も多々存在する。事前調査の段

た今回の私の重要なテーマの一つ

ていることが分かった。更に朝な

クのテーマとして地域活性化を選

であった。それは今後国際比較な

どに数多くのマーケットが開かれ

本での事前調査においてよりイメ

テーマに据えた背景にはさまざま

どを行っていく中で、言語が大き

きくすることが出来たと思う。今

な経験がある。きっかけは、高校

な障壁となることがあると考えた

階では、イギリスは日本に比べて

時代に執筆した卒業論文である。

ることが特徴として挙げられた。

んだ。

その中では、実家が商店街で青果

からである。

私が地域活性化を今回のメーン

今回の私のプロジェクトは、地

店を経営していることを出発点に

ではないかという予想を立て、そ

ージがしやすくなった。

域活性化に関して日本とイギリス

し、商店街の活性化について研究

私は地域活性化に関する調査の

い。

の比較をしてくることであった。

を行った。大学入学後は、ＦＬＰ

私のテーマとは

イギリスでは地域活性化に対する

地域・公共マネジメントプログラ

れに基づき現地での調査を行って

か役割を別にして共存しているの

出発前には、大型店と小売店は何

取り組みが積極的に行われており、

中でも特に、日本とイギリスにお

事前調査から考えたこと

多くの成功例が存在していること、

ム御船ゼミにおいて地方財政の面

回はその経験について御報告した

法学部政治学科三年
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Vol.

そしてアメリカなどに比べイギリ
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きた。
私は前述のような日本の現状か

織の形態を採っている。

人︶を雇用するという地方政府組

ような巨大な駐車場スペースを備

く、バスが発達しており、日本の

小売店が近い位置にあることが多

客のニーズに合わせた商品加工を

の暖かい商品の販売や、その場で

新鮮さや種類の豊富さ、出来立て

あるという意識が強かった。しか

はなぜ大型店と小売店が共存して

する。まず一つ目に、イギリスで

つに分けて取り上げていくことに

より私が得たことを、前述した二

ここから先は、現地での調査に

ることが分かった。インタビュー

っていたものとは全く異なってい

に関する捉え方や考え方が私の持

のか。インタビューから、大型店

は共存していくことが可能である

とが出来た。ではなぜイギリスで

ことを、さまざまな地域で見るこ

えていない大型店がたくさんある

顧客をも集客することが出来、ま

催は、それを目当てにした遠方の

っている。加えてマーケットの開

動かすために重要なセクターとな

ーケットは、通りの奥まで顧客を

更に毎週広場にて開催されるマ

ることが印象的であった。

行うなど、サービスに特化してい

ら、大型店に関して、利便性は高

しながら現地に行き得られた結論

いくことが出来ているのかという

た観光客を呼ぶイベントとしての

共存の方法とは

や考え方は、それと相反するもの

ことだ。

の中では、大型店がもしも存在し

いが小売店を淘汰する悪いもので

であった。

実際に現地へ行ってみると、事

役割も担っている。

実際に日本を離れ、多くの国籍

インタビュー、そして現地視察

の人との交流の中で、改めて日本

なければ集客効果が下がることに

に置かれた五週間、私は何をして

は大型店にはない個性をそれぞれ

れたのである。イギリスの小売店

あるが、その考え方を大きく覆さ

もたらすものだと考えていたので

果的に買い物客にも多くの損失を

権や職業選択の自由を侵害し、結

小売店を淘汰し、小売店主の財産

う利便性を求めた結果、大型店は

段階では、大型店での買い物とい

ることを教えられた。事前調査の

らはあまり見ることが出来ない、

を中心に学んでいる日本の現状か

ビジネスを学び始め、更には書物

大学生になってようやく本格的に

や経験を得ることが目的である。

それを体験して、売るという技術

ネスについて学び、考え、実際に

である。これは小さな頃からビジ

の子供たちが企画販売をするもの

もので、約一四歳から一八歳まで

トはヤングマーケットと言われる

今回私が視察を行ったマーケッ

前調査の通り日本に比べ大型店と

きたのか。

持っており、実際の現地視察にお

つながり、小売店はより厳しくな

の特徴を知ることが出来た。その

のヤングマーケットの視
Banbury
察、更には市街地の紹介をしてい

本格的なビジネス経験のシステム

ような調査にとても恵まれた環境

ただき、インタビューと合わせて、

いては、リサイクルショップや家

の 方 々 で あ る 。 Cherwell
の方は
という地域の担当の方で、
Banbury

manager, Cherwell District council

council city manager, Coverd Market

へのインタビューである。 Oxford

それは行政にかかわる三人の方

現地での状況を実際に見ることが

次に二つ目の公的セクターと私

モチベーションの維持のために

であると感じた。

などの食品を扱うお店においては

商品を取りそろえ、肉屋やパン屋

具、小物など、どの店舗において

）
Banbury

も大型店には置いていないような
マーケットの様子（

出来た。 council
とは日本でいうと
ころの議会のようなものである。
の場合は行政実務の専門
Oxford
家 と し て city manager
︵市支配
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に関しては日本の経営者とさほど

ーションであると分かった。ここ

サービスを提供することがモチベ

そして昔からの顧客に対して良い

めに商売をより良いものにする、

は生きていくため、食べていくた

から、それぞれの商店主や経営者

かについてである。インタビュー

どのような連携が行われているの

企業の関係がどのように構成され、

りについても考察をしていく必要

係で動くことの出来るシステム作

ても調べ直し、より公私が近い関

おける日本の行政システムに関し

ゆえ今後は地方公共団体レベルに

きなモチベーションとなる。それ

支えている公的機関にとっても大

いう成果が上がることは、それを

上げられる。地域が元気になると

来れば、より良いシステムが作り

かしながら対策を進めることが出

験者で、現在はロンドンに住んで

であり、「やる気応援奨学金」の経

学校のほかにも、中央大学卒業生

とが出来た。プロジェクトや語学

な面で一回り自分を成長させるこ

たという今回の経験は、さまざま

スし、多くのことを一人でこなし

が出来た。自ら留学をプロデュー

刺激を受けて日本に帰国すること

今回の調査により私は、多くの

私が感じたこと

違いはないだろう。ここで日本と
があると実感させられた。

おられる先輩を先生に紹介してい

は乏しいように感じる。

に関しては、イギリスに比べ日本

ながりをサポートしてくれること

している。しかしながら、そのつ

ョンにつながっていることは実感

確かに存在し、商売のモチベーシ

る中で、顧客と商店のつながりは

ていた。実家が商店を経営してい

把握するなど強いつながりを持っ

をし、商店主のことをしっかりと

ることである。 council
の職員がそ
れぞれの商店主と顔を合わせて話

にアレンジした政策を打ち出すこ

ま、悪いところは改善して日本流

を基にして、良いところはそのま

そのため今回の活動で得たヒント

取り入れることは不可能である。

たことのすべてをそのまま日本に

存在するかも知れない。学んでき

い物に行くしか方法がない地域も

常に困難であり、大型店に車で買

舗を維持、経営していくことは非

ットを開催することや、多くの店

ある。日本の過疎地域ではマーケ

ぞれの町の在り方や特色に違いが

確かにイギリスと日本ではそれ

た、多くの出会いや機会を得られ

日本にいただけでは得られなかっ

と感じた。一歩足を踏み出せば、

成長してくれるようになれば良い

より多くの人がこの制度を利用し

た。高校生にとって刺激になり、

について話をする機会をいただい

せていただき、自らの今回の経験

スフォード研修に二日ほど同行さ

である中央大学杉並高校のオック

になった。更には、私の出身高校

今後をより詳しく考えるきっかけ

きことについて話をしていただき、

くことが出来た。将来や今やるべ

いして刺激的なお話をたくさん聞

にではなく助ける側になりたいと

いくと共に、自らが助けられる側

で行くことが出来るのか挑戦して

これから先は一人の力でどこま

りてお礼を申し上げたい。

の人の支えがあった。この場を借

方や事務の方、親、友人など多く

このような成功の陰には、先生

努力したいと思う。

としてこの経験が生かせるように

成長させるための一つのステップ

つながっている。より一層自らを

ていく上でのモチベーションへと

インタビュー後の現地視察。
の方と友人
Cherwell District council

私はこれまで活性化を考えるに

とが出来るように、今後も研究を

思う。

ただき、オックスフォードでお会

当たり、特に公的セクターの役割

たというこの経験は、今後活動し

これからは

違う点は公的セクターがそれをし
っかりと支え、時には相談に乗る

を考えてこなかった。けれども公

続けていきたいと思う。

というシステム作りがなされてい

と私が更に協力し互いの利点を生
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