
1傍もう、テレビなんて，いらない。

抗する「市民の声」として，あるいはマス・メディアが(お金にならない,視聴率が

取れないなどの理由で)扱わないような分野を補うものとして，市民サイドからの身

近な情報発僧を目指す活動である。こうした草の根メディアが一蹄脚光を浴びたの

は，阪神・淡路大震災の時にコミュニティ放送局が活躍した時だった。行政が持ち

得ない機動力を発揮して，被災地域における迅速な悩報提供で貢献したことは記憶

に新しい。

2002年の稚内市中央地区での火災の時にも，地元稚内のコミュニティＦＭ局

「ＦＭわつぴ~」が火災の模様をリアルタイムで中継し続けた。風が強く，状況

を逐次把握しておかなければならなかった周辺住民にとっては貴政な放送であった。

また「ＦＭわつぴ～」では，征朝，利尻・礼文両島に渡るためのフェリーの運航

状況も放送している。放送は稚内市の限られたエリアでしか聞くことができないの

だが，フェリーというのは季節や天候によって欠航するケースが多いため，観光客

や旅行代理店の人はもちろん，地元住民にとっても，政要かつ必要な楕報である。

北海道の場合，どうしても札幌が中心となってしまうテレビやラジオのニュースで，

このように局所的でタイムリーな情報を発侶するのは難しく，地域に密蒲したコ

ミュニティＦＭ局だからこそできることである。

映像という分野ではどうだろうか。

ケープルテレピで番組を持っていたり，インターネットを使って地域怖報を配信

している市民団体は全国にいくつか存在しているが，ＦＭ放送などと比べると数

としては圧倒的に少ない。映像制作が一般市民でも手軽にできるようになったのは

ここ数年のことであり，まだ多くの人々の川には（かつての私と同じで)映像は敷居

が高いというイメージがつきまとっているようだ。確かにミニコミ雌の発行などと

比べると，やる気さえあれば誰でもすぐに，という分野ではない。そういう点では，

市民メディアとして定蒲するにはまだ時|川がかかるだろう。ただ，やはり映像の与

えるインパクトや影靭力は紙媒体やラジオなどに比べるとはるかに大きく，特にイ

ンターネットを使った地域映像の発僧はコストもそれほどかからないことから，今

後ますます需要が高まっていくに述いない。

最近は行政として広報活動のためにインターネット放送局を迎営しているところ

２１



－

も栃木県．茨城県．岐阜県などいくつかあり，札幌市のWebサイトでもＮＰＯが

業務委託を受けてニュース映像などを配信している。ただ，ムープユーのように学

生が中心となって自主的に活動している映像市民メディアは全国的にも珍しいよう

である。

札幌のように人口も多く予算のある大都市とは違い，稚内のように地理的・経済

的なハンディを抱えた地方都市でムープユーのような市民活勤が始まったことの意

義は，大都市以上に大きいといえる。情報が乏しい地域だからこそ，地域に根ざし

た組織として情報を発信し続けていく必要がある。そしてアイデアと行動力さえあ

れば，お金をかけずに映像というメディアを使った悩報発信ができるという可能性

も示すことができる。ムープユーは，同様の問題に頭を悩ませている全国の地方都

市のモデルケースとして，活動を続けてゆく使命を帝ぴているともいえる。

特定非営利活動法人，いわゆるＮＰＯ法人とは，「福祉」や「まちづくり」「環

境」などの分野において，行政や企業には手が届かない公益的な部分を担い，市民

の側に立って，社会により豊かなサービスを提供するための法人組織である。全国

的にＮＰＯ法人の数は急速に増え続けており，また行政もＮＰＯ法人を支援する方

針を打ち出している。現在北海道でも様々な分野において行政とＮＰＯ法人の協働

による地域づくりが進められている。

宗谷支庁や稚内開建などとの「まちづくり」のための協働が期えてくるにした

がって，次第にムープユーが学生による単なる任意団体にすぎないという部分に，

社会的信用という面をはじめとして，活動の際に毎回大学を窓口にする必要が生じ

るなど，限界や制約を感じ始めていた。また将来的なことも考慮に入れると，単な

る学生サークル的な存在のままでいるより，法人化することで，一般市民をも巻き

込んだ活動にしていく必要もあった。株式会社や有限会社などの選択肢もあったが，

「地域への貢献」を前面に打ち出して行政との協働を中心としたムープユーの活動

が，ＮＰＯ法人化へと向かったのは当然といえば当然であった。

また，沖縄や京都で同じような活動をしているＮＰＯとコネクションのある松野

氏のアドバイスもあり，５月になる頃にはＮＰＯ法人化に向けて本格的に申淵瞥類

の作成作業にとりかかった。ＮＰＯ法人化に関する具体的な手続きに関しては本文
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の趣旨から離れるので梢略するが，約６カ月後

の１１月には，「映倣でまちを尤弧に」をモッ

トーとした特定非営利活励法人映像コミュニ

ティ・ムープユーが誕生した。シネマジックと

して活動を始めてちょうど１年後のことだ。先

が見えないまま手探りで進んできたが，まさか

こうした展側になろうとは，私だけでなく，お

そらく関わった人間の誰１人として想像してい

なかったことだろう。

ＮＰＯ法人になったことで，さらにムーブ

ユーの来たすべき役荊と可能性は広がったと

1＞もう，テレビなんて．いらない。

hKtp:〃WWWmDoⅥlnCIノ

|ま

蝉
巽霞コミュニティ

ムープユー

ＮＰＯ法人化の際に詞作したチラシ
いっていい。これまでのようにメンバー自身，

あるいは碓内北展学、大学の学生が制作した映像を発信していくだけでは，もう十

分とはいえない。まちづくりには，、【'然そこに牌らす住民の力がどうしても必要に

なってくゐ。将来的には，」|u元住民がI‘Ｉらの下で地元の地域情報を発信していくこ

とが9UM想である。マス・メディアでは取り扱わないような地元の身近な話題を，ｎ

分たちの下でインターネットを使って世界に発信してゆく，それこそが今後の「市

lもメディアｌの|I脂寸方向性であり，ムーフユーはその支援を活動の1,1心としてい

こうとしていあ。

大学(学生）と市民による，まちづくりのための共同作業。それが始まることに

よって，碓内北』I'野間ﾉ<学の存在意義も市民に認められるようになるはずである。

ムープユーはこれまでに映像Ⅲ''作を中心とした，ブロードバンド時代にＭｌｌした'１ｆ報

発儒に関しては，ある凝度のスキルとノウハウを身につけた。これからは市民や子

どもたちに広くそれを伝達し還元してゆくことも，ＮＰＯ法人としてのムーブユー

に求められることであろう。

~１コ
一一



さい|まくネット

現在ムープユーのインターネット上の活動拠点となっているのは，2004年７月に

立ち上げた「さいほくネット」（http:〃www・saihoku､net/)である。稚内開建の発

案をもとにムープユーが企画・設計したサイトで，ムープユーがシステム櫛築から

コンテンツ制作，そして日々の運営管理までを担当している。映像だけでなく，宗

谷地域に関する幅広い情報を発信する場として，ムープユーの理想を実現するため

の場であるともいえる。

大学で学んだプログラミングやサーバー，ネットワークなどに関する知識がここ

では役に立った。通常このレベルのサイトを櫛築する場合は，動画やページデザイ

ンなどの「コンテンツ制作」とサーバーやネットワークなどの「システム栂築・管

理」は別々の組織が担当することが多いのだが，それらをすべてムープユーだけで

まかなえるため，システムの変更やコンテンツの更新などがあった場合に迅速に対

処することができる。

さいほ<ネットの特徴としては，まず，ムープユーが持っている技術と経験を生

かした「動画を使った禁観情報発信」がある。既存の観光サイトは「静止画」によ

る情報発信が中心となっているが，これからは間違いなく動画の時代であるし，静

止画は伝えられない「音」や「人々の生の商」などを伝えることもできる。また，

バノラマカメラのような単なる景観映像ではなく，ストーリー性のある映像を作っ

て，見た人の印象により強く残るように工夫している。今はまだ「ストーリー性の

ある」というレベルだが，将来的には，地域の魅力的なスポットを舞台とした短編

映画を作ることによって，それを観た訪問者が増えるようになればという夢を持っ

ている。もちろん，出演者も地元の人でなければならないだろう。また，現在は

ムープユーが制作した映像しか使っていないがうこれからは地元の住民や学生(小

学生一大学生)が作った映像も増やしたいと思っている。

もう１つ，さいほ<ネット斌大の特徴は，「参加型」であるということがあげら

れる。従来の観光ポータルサイトは，ガイドブック（という旧タイプのメディア）を

そのままホームページの形にしたようなものが多く，行政や観光協会などが一方的
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1＞もう、テレビなんて．いらない｡

に1W報を提供す為だけのものが多かった。しかし，ガイドブックのような紙のメ

ディアにはないWcbの艮所といえば，「即時性」と「インタラクティビィティ」

である。つまり，１W報を常に般新のものに保つ（更新する）ことが容易で，訪問者

の意見をすぐ反映させることもできる。具体的にいうと，さいほくネットのコー

ナーの１つである「ぶちコミ」では，地域の身近な傭報(例えば,「今ゴマファザラシ

200頭が抜海港で越冬しています｣.「稚内の大沼に今朝白胤が１０００羽渡ってきました｣，「礼文

脇ではこの時期こんな花が咲いています」などのクチコミ情報）を，地元の人や観光客が

挑帯通話のカメラを使って撮影し，その場からメールで投稿できるようなシステム

にした。

孤阿礼文ｌ利尻貢士Ｉ利厩ｌ猿払ｌ里宮浜種別１中国別Ｉ款昼孜卑

⑦さい厩く事ﾂﾄとば
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扇卿l砺
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ムーブユーのメンバーや自治体の職員だけでは，こうした情報の収集にはどうし

ても限界がある。イベントなどの公的な情報は扱えても，住民や観光客の目線から

の身近な悩報や，ハプニング的な情報は扱い切れない。幸いなことに，携帯電話の

普及とカメラ機能の充実によって，「誰もがその場で情報発信者」になれる時代に

なった。

実は，この「挑帯地括から画像投稿」というアイデア自体は2003年春くらいから

出ていたのだが，当時はまだ樵帯通話のカメラでは景観搬影は厳しい，つまり，画

質が悪くて何力写ってるのかよくわからないのでダメだ，ということで見送られて

いたのだ。ところが１年も経たないうちに，デジタルカメラに劣らない画素数や撮

影機能を側えた携帯堀話が登場し始めた。さすがにムービー機能となると，今のと

ころはまだサイトで公開するには難しいレベルだが，これも近いうちに現実のもの

となるに違いない。

まちを元気にするには，住民参加は欠かせない。しかし，宗谷地域はあまりにも

広く，みんなで集まって一緒に何かをする，というのはなかなか実現が難しい。そ

れを解決してくれるのが，柵帯地話を使った個人単位の情報発信ではないだろうか。

あとはそれを集約するバーチャルな場さえ提供すればいい，というのがさいほ<

ネットの発想である。桃帯爾話はパソコンよりも普及率が高く，小中学生から高齢

者まで帆広い世代に利用されているし，何より，デジカメで搬影してパソコンに取

り込んでメールに添付して送信，という作業に比べて，圧倒的に手軽で気楽である。

鹿やキツネを見つけた，クマが出た，落石で道路がふさがっている，などという時

に，タイミングよくデジカメを持っている人はあまり多くないだろうが，携帯甑話

なら持っているはずである。宗谷という地域だからこそ，こうした身近なツールを

利用した住民参加型のサイトが効果的なのではないかと考えて，それを股大限活用

するようなサイトを設計した。ホームページに関する知識や技術がない人，そして

高機能な携帯凧話を持て余している人が，自由で気軽に投稿できる場所を作りた

かった。

住民が身近な悩報を投稿する，さいほくネットにアクセスしてその記事を見た人

が質問をする，別の住民が答える，あるいは自治体の職員が詳細な補足説明をする，

2６



１いもう．テレビなんて．いらない。

その情報に興味を持った人が宗谷を訪れる，そういうサイクルが生まれることが，

さいほ<ネットの理想である。

さいほくネットに関して，今は主に迎営面で大きな問題がある。現在さいほ<

ネットの運営組織としては，稚内開建とムープユーが事務局となり，宗谷支庁や稚

内観光協会，そして宗谷管内の１０市町村が連絡会議を櫛成している。現時点(2004

年11月）では連絡会縦が立ち上がったばかりであり，運営方針などをめぐって「お

役所」間の識論が続いているところだ。

まず，さいほ<ネットに向けて市町村・北海道・国という枠や利害関係を越えた

協力体制を築けるかどうかが難しい問題である。当然どの市町村もそれぞれホーム

ページを持っており，それぞれの観光怖報を公開していて，「それで十分ではない

か。なぜ新たなサイトカ泌要なのだ？」と考えているはずである。しかし，それら

はいわば｢孤立した悩報」である。宗谷を訪れる人は広い範囲を車で移動すること

が多く，１つの町だけを目当てに訪れるわけではない。そうした人たちのためにも，

広範囲にわたって「つながりのある」悩報力泌要なのだ。点を線に変えるような，

さいほ<ネットの価値や必要性が，各市町村に今後どれだけ理解されるだろうか。

宗谷のどの市町村も観光収入は落ち込んでおり，現状のままでは決してよくなる

ことはないというのは，市町村側でも認職していることだ。稚内や利尻・礼文など

の観光地にしろ，以前までのように「何をしなくても人は来る」という時代は終わ

りつつある。そして，ツアーによる団体での観光から，個人・友人・家族単位での

「個人旅行」へと旅の形態もシフトしつつある。そうした変化やニーズにも対応し

ていかなければならない。けれども各市町村には，独自のアイデアも，何か新しい

ことを始める勇気も，残念ながら欠けているとしか思えない。

ムープユーとしては，さいほ<ネットによって新しいアイデアを提案し，新しい

挑戦をし続けることで，少しずつでも状況を変えられたらという思いで活動を続け

ている。難しいことを考えているわけではない。不可能な夢を追っているわけでも

ない。ただ宗谷全体をもう少し元気にしたいと願っているだけだ。さいほくネット

によって自治体の職員の負担が1Wえ，彼らの元気がなくなってしまっては意味がな

い。これからは，こうしたお役所的な設勝に時間と労力を費やさなくても済むよう
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に，住民とムープユーだけでさいほくネットを運営していけるようにしたい。

ムーブユーの抱える問題

ＮＰＯ法人になり，行政との協働も地え，いくつか業務委託を受けるようにも

なった。ＮＰＯ法人となってからこれまでの１年間は，常に複数の仕那を抱えてい

て，識演依頼や運営上の雑務も多いため，個人的には１週間たりとも暇だったこと

はない。自分たちから仕事を求めて営業に出る必要がないという点では幸いなこと

である。けれども，ムープユーにとってすべてが順調で「未来はバラ色」というわ

けではない。

まず，多くのＮＰＯ法人が共通して抱えていると思われる，資金不足の問題があ

る。地元には大口の賛助会員になってもらえるような大企業もなく，市の財政も厳

しい。地方都市なのでこれは仕方がないといえるだろう。また，忙しいとはいって

も，依頼される仕事の多くはイベントの手伝い（主に撮影肥録）などアルバイト的

なものがほとんどであり，定期的な収入はほとんどなく，そのため専属の職員を雇

う余裕もない。そもそも「NPO」という組織の知名度も，情報発信における「映

像」の必要性に関する認知度も，地元の企業や一般市民の''１１ではまだまだ低いのが

現状であり，そこにお金を出して何かをやろうという発想がまだないようである。

助成金や補助金などを得ようとしても，申禰書類作成のための時間がなかなか作

れない。また，「法人」であるために，どんな小さな仕事であっても，会計処理を

はじめとした各種の事務処理が発生し，日々その作業にも追われることになる。学

生の本分は学業であるため，授業や課題などの合川に佃れない蛎務作業と映像制作

を並行して行うのは容易ではない。エネルギーの多くをそうした部分に費やしてし

まうと，映像制作の方に割く時間とエネルギーが生まれてこない，という悪循環に

も陥る。

もう１つの問題は，活動地域にケープルテレピなどのインフラがないことである。

インターネットがあれば情報に地域格差はない，というのは理想ではあるが，「映

像を使った情報」となると，配信にも受信にもいわゆるプロードバンド環境が不可
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欠である。だが;､利尻．礼文両島をはじめ宗谷地域の多くでは，まだＡＤＳＬすら

普及していない。つまり，ムープユーが実施した上映会に訪れた人を除けば，地域

住民の大半はムープユーの映像作品を観ていないのである。そうした人たちにムー

プユーの活動意義をいくら説明したところで，説得力を持たせるのは難しい。百聞

は一見に如かずとはいえ，「一見」のチャンスすらないのである。

そして，学生が中心となって活動しているＮＰＯとして肢大の問題は，メンバー

(後継者）の確保である。宗谷という大きな舞台で活動するには，やはりそれなり

の人数が必要となる。現在ムープユーは実質１０名ほどで活動しているが；専属ス

タッフとして関わっているのは私１人だけである。学生メンバーはそれぞれ授業や

ゼミなど「１人の大学生」としてやるべきことを抱えているため，イベントなどが

あると人手が足りなくて困る状態である。また，学生である以上「卒業」という問

題を避けられない。発足当初からともに活動を続けてきた理事３人も2004年春に大

学を卒業し，１人は稚内に残って他に仕耶をしながらムープユーに関わり，もう１

人は残念ながら稚内を離れざるを得なかった。他の発足以来の中心メンバーもすで

に４年生となり，現在「卒業後」の選択に悩んでいる。学生でありながら，自分の

能力を生かして「まちづくり」に関わることができ，多くの人に期待．感謝されて

いる。こんなにやりがいを感じることはないだろう。しかし，現実の問題として，

資金的な問題からムープユーは「就職先」にはなり得ず，地元で就職して働きなが

らムープユーの活動も続けるという選択も，求人や企業そのものの数が少ない稚内

にあっては困難である。

卒業と同時にメンバーが次々とやめていくようでは，活動の中で築いてきた貴重

な「人とのつながり」も生かきれないし，地域に根付いた活動を続けていくのは難

しい。

大都市であればこうした問題のいくつかは簡単に解決できるのかもしれない。し

かし，ムープユーのやろうとしていることは，稚内のような地方都市だからこそで

きること，そして，やらなければいけないことである。また，宗谷という恵まれた

天然の映像素材があってこそ，映像制作や悩報発信のモチベーションも高まるとい

える。問題を解決するのは簡単なことではないだろうが，とにかく，進もうとして
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いる道の正しきを信じて，目の前の問題に立ち向かっていくだけだ。

ムープユーの活励が市民メディアとして多くの人々に盟知され定蒲するまで，ま

だ数年の時間が必要かもしれない。今後の課題は山積みで，しかも誰もまだ通った

ことのない道を歩んでいかなければならない。けれども行き先だけははっきりと見

えている。たとえ自分たちの努力では解決できないことであっても，現状を嘆くだ

けでは何も始まらない。IMIき続けなければ目標へはたどり蒲けないのだから。

市民メディアの映す未来

ＢＳ／ＣＳ放送，ケープルテレピ，コミュニティ放送，そしてインターネットのマ

ルチメディアストリーミングなどの多チャンネル化によって，「映像」に関してテ

レビ局が持っていた圧倒的なシェアと権威はすでに崩壊しつつある。

しかし多様化した現代の生活スタイルに合わせて多チャンネル化が進んでいると

はいえ，それに伴ってコンテンツもまた多橡化し充実していくとは限らない。いわ

ゆる「プロ」が作る画一的で魅力のないコンテンツや，ＣＧに頼った「作り物」は

やがて飽きられ，素材と視点の優れたドキュメンタリーが求められるようになるこ

とが予想される。さらにこれからは，コンテンツの受信者としてだけではなく，椎

もが映像コンテンツの発信者になる時代である。つまり市民メディアこそがメディ

アの中心となってゆくであろう。

映像制作による自己表現，つまり，それまではただテレビを見る側（受僧者）

だった人間が，映像コンテンツの制作者／発信者になることによって，意識が大き

く変わるものだということを私は2002年の典中識義とムープユーの活動を通して実

感した。閉塞的で孤独な時代だからこそ，人は誰もが本能的に自分を表現したがっ

ているのではないか，悩報を発信したがっているのではないか，という思いも強く

なった。情報を発信する魅力というのは，現在のインターネットの利用法（ホーム

ページのジャンルの変化）を見ても明らかである。常時接続環境力唾い，個人でサー

バーを持てるようになってからというもの，個人的日記サイトやプログと呼ばれる

日記スタイルの情報交換サイトの増加など，個人レベルで情報発信をしている人の
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’しもう、テレビなんて．いらないｃ

数は飛踊的に噌加している。

現代人はもう，111郷の一刀的な受偏蒋であることに飽き飽きしていたのだ。今ま

では発ｲ前したくてもできない'1斜Ibだった。けれどもこれからは逆う。テレビやラジ

オなど既成のマス・メディアを使って一般市民が自由に個人の声を伝えるのは簡単

なことではないが，インターネットというメディアを使えばいとも前単に（そして

安価に）Ｉ‘1分の言葉を発信できろ。しかもその声は，一・瞬にして「世界」に届くの

だ。その魅力と影響力は既存のマス・メディアよりもはるかに大きい。

素人を中心とした番組の増加や，視聴率操作などの問題などは，そうした市民の

意拙の変化を瀧よりも敏感に感じ取っていたテレビ局の焦りから生まれたのかもし

れない。けれども悦聴率という幻影との蝋いに疲弊しきったテレビ局には，雌衆の

メディアIlIlf命に太刀打ちできる力は残っていないだろう。

ｕ本の股北端の地方都市，なおかつ映画館から何百キロも離れている，という地

理的に不利な条件にある稚内は，逆に暇もインターネットを利用した市民メデイア

カ稀蹄する勘となる可能性を秘めているはずである。そして何より稚内及び宗谷地

域は，映像化に適した美しく壮大な景色を持っている。全倒の多くの観光地に見ら

れるような人工的に作り上げた繁観ではなく，今まで誰も手を加えなかった風景で

ある。米I州{1の宝の山が，そこにはああ。そして，その広大な土地とIIijじくらい大

きな妙を捗った人たちが，たくさん聯らしてい為。

これからはIIi民メディアが，ま

ちを，社会を，変えてゆく。ムー

ブユーというメディアは，むしろ

これからが其価を発揮する時代と

なるであろう。そして，今からさ

ほど遠くない日に，「もう，テレビ

局なんて，いらない｡」という時代

が来あようになるのだ。

垢

２００４年６月‘日本都市別画家協会賞荷別賞

『学生まちづくり部門」を受賞したムーブユー
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第２章

地域から考える映像制作とメディア教育

S“Katsutoshi

妹尾克利

映像作家／北里学園余市高等学校教諭



地域ジャーナリズムの第１歩へ

私は現役の大学４年生の頃，テレビ局へ就職することを希望していた。しかし，

いわゆるマスコミ就職とは，たとえ小きなローカル局でも，全国からマスコミ狂い

の学生の応募が殺到するほどの狭き門なので，なかなか内定を取れずにいた。そし

て，各社の採用拭験も大体が終わりを迎える７月のある日，通後の砦だった某テレ

ビ局も般終試験で不合格となり，がっくり厨を落としていた時のこと。当時の大学

の就職担当の先生に「お前，そんなにテレビ局で働きたいのなら，自分でテレビ局

を作ってしまえばいいだる」と言われたことがある。その時は「この人は就職が決

まらず落ち込んでいる学生に対して，何ていい加減なことを言っているのだ」と

思ったのを今でも覚えている。

結局，マスコミへの就職は諦め，卒業後は一般企業へ就職したのだが，あれから

数年が経ち，気がついてみると，今,私はカメラを持って街へ飛び出し，身の回り

の関心のあるﾘU柄を自分の足で取材・撮影し，それをパソコンで編集して，ドキュ

メンタリー映像を制作している。制作した作品の数々はインターネット上で世界に

向けて配信し，いくつかのコンクールに入賞することもできた。さらに，自分たち

で法人を設立し，地元企業や行政からＣＭやホームページ制作の依頼を受ける一

方，それと並行して，自主作品も制作し，独自のジャーナリズムを展開している。

こう考えると，決してテレビ局で働いているわけではないが，当時の就職担当の先

生が言っていたこともあながちいい加減なことではなかったようだ。

ここでは，初めにそうした私自身の映像制作の体験から，ＮＰＯ法人設立に至る

までのエピソードを紹介し，その一連の活動から鑑みて，市民メディアの可能性と，

現在も暗中模索である高校の情報教育へ提言できることを探りたい。なお，ＮＰＯ

法人設立の経緯及び，その他の活動内容については，当法人の代表である高谷が第

１章で具体的に述べているので，私の方では最小限にとどめておくことにする。

（１）衝撃を受けた１週間の集中調義

私は，それまで勤めていた会社を辞め，教科「1W報」の教員免杵を取得するため

に，2002年に稚内北星学園大学の社会人繍入制度を利用して復学することにしたｏ
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２傍地埋から考える映像制作とメディア救育

日本股北端にあるこの大学は，当時から「全国初の情報メディア学部」と銘打って，

日本股先端を誇る情報メディア教育を唱えていたので，私は，未知の世界に対する

大きな期待を胸に大学の門をくぐった。しかしながら，私はもともと，ＩＴ分野に

閲する基礎知識がなかったため，授業で断片的に与えられた課題を，ただやみくも

に消化するだけの毎日を送ることを余儀なくされた。学習内容の全体像もなかなか

掴めず「今学んでいるこの技術はいったい何をするためのものなのか」「この法律

を学ぶ意義は何なのか」などという疑問も少なくはなかった。淡々とした毎日がめ

まぐるしく過ぎていく一方で「働いて貯めたお金をつぎ込んでまでここに復学して

きて，果たして正解だったのか。本当にこのままでいいのか」というやり場のない

いらだちが募るばかりだった。

しかし，同年９月に行われた「マス・メディア論」という集中騨義を受識した時，

それまで淡々と過ごしていた私に転機が訪れた。自分たちで映像作品を制作すると

いう，この１週間の集中識義との出会いが，その後の私の残された学生生活を大き

く変えることとなったのだ。

（２）処女作「ふぞろいの卵たち～ファーム・レラの挑戦～」（第４回北海道映

侭メディアコンクール「光映堂シーエーブイ賞／北海道テレビ放送局畏賞」受賞作

品）

時はこの集中識義より２カノ1さかのぼった７月。ある雑誌で，稚内の塊知という

田舎で養鶏を行っている「ファーム・レラ」の新田みゆきさんご夫婦のことを知っ

た。彼らは生産者と消費者の“もっといい関係''を求めて挑戦し続けている。

これだけ傭報化された時代に，私たちは自分たちの食べているものが，実際にど

こでどんな風に作られているのか，ほとんど知らないというのが現状だが，

「ファーム・レラ」では輸入の配合飼料は一切使わず，地元のお店で余った生ゴミ

を飼料として再利用し，卵を待つ地元の消費者へ，手から手へ「安心」を運んでい

る。

私は大学に復学する前まで，食肉の総合メーカーで働いていた。安定供給を徹底

するために，私の勤めていた会社では，生産活動の拠点は海外に低き，短期間かつ

低コストで大fiに肥育生産し，高く売れる日本へ輪入するといった流通システムを
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とっていた。

現亦，わが岡では，食物をどんどん輸入し，どんどん余しては総てるというゆが

んだ食文化が裾野を広げている。１．１本の食料自給率は40％と，主要先進国の中では

般低の水準，日本より低い側はどこも砂漠地帯である。気まぐれな消費者ニーズに

加え，激化する国際的な価絡競争の中では，もはや日本の食料生産がいくら頑張っ

ても11t界には勝ちＨはない。わが国の食料生産が生き残るためには，これまでの産

業〕ﾘﾘ・I玉l際力強化路線をひた走るのではなく，脚分の身の回りの環境を自分たちの

手で守っていくこと，地域自給「地産地消費」を実践していく他に方法はないのか

もしれないということを，私も，この国の「食」を支える荊脈の･･員として伽きな

がら，怖々感じていた。そんな私にとって，間然の営みの下で命を育て，そして命

の柵を得る，「ファーム・レラ」が災銭する循環型農業は，私たちが忘れかけてい

た，自然と人の生きるエネルギーを育む何かが潜んでいるように感じた。彼らの挑

戦に心を打たれ，「今まさにn本岡民が見直すべき食の姿がここ稚内にある」とい

うことを，もっと広くi11:川に知ってもらいたいと思った。

そして，２カ月後の９ﾉ１，現役のＴＶプロデューサーを,iI側lIiに招いて，映像作

品を1iIl作するという「マス・メディア論」という集中誹蕊を受識した時，私は，こ

の機会に「ファーム・レラ」を追ったドキュメンタリーを制作してみようと思った

のである。

リ1前に取材にうかがった時，新田さんは「自分たちの仕ﾘｆ内容は決してきれいな

ものばかりではないので，むしろ，

そういったところも伝えてほし

い」とおっしゃっていた。テレビ

局の報道にありがちな，取材する

側とされる側の「意識のズレ」を

できるだけ少なくし，新ｍさんが

秤槻的に見ても心からうなずける

ような作IYIを"一緒に''作っていか

なくてはならないと思った。

3‘
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2レ地域から考える映笛劇作とメディア寂向

生まれて初めて自分たちの手でビデオカメラを回し，パソコン上で，その自分た

ち力蝿影した映像を編集していく。第三者に自分の伝えたいことを正硫に伝えると

いうのは予想以上に難しいものだった。ましてや，今まで１度も触れたことのない

「映像」を用いてである。また，人に見られることを前提にして制作するというこ

とは，取材相手がいる以上，必然的に責任を伴う。これは想像以上に大きなプレッ

シャーだった。しかし，識師の松野良一氏のアドバイスで，切り取った映像をつな

いでいくと，自分たちで搬影した映像がみるみるうちにストーリーを持つ新たな表

現に生まれ変わっていくのを目の当たりにした私たちは，何よりも映像の持つ，そ

の購異的な力にみるみる引き込まれていった。

こうして，「ふぞろいの卵たち～ファーム・レラの挑戦～」が何とか完成した。

また，１週間で制作された他のグループの学生たちの作品も，ドラマやドキュメン

タリーなど，どれも宗谷地域を舞台に様々な視点で描かれており，とてもユニーク

な感性に満ち溢れていた。日ごろから学生たちのリポート文などを拝見しながら，

文章表現の乏しい学生が非常に多いと感じていた私も，彼らの「映像」を用いた斬

新な自己表現には，聴きと感動を覚えずにはいられなかった。そして，いつしか映

像云々以上に，かつて１度も味わったことのない強烈な心のうねりを感じ始めてい

た。

「マス・メディア蹄」が終った後「自分たちが地域を舞台に制作したユニークな

作品の数々を，大学の中だけにとどめておくのはもったいない｣，「ぜひ，地域の人

たちにも見てもらいたい」という思いから，翌月に行われる学園祭で，市民を対象

にした映画祭を開こうというプロジェクトが，私も含めた学生有志によって発足し

た。こうして，2002年１０月25.26日の学園祭と並行して開催された"手作りの映画

祭"は，市内随所に掲示したポスターのほか，マスコミ各社へ送ったプレスリリー

スの効果もあり，新聞やテレビでも大きく取り上げられ，両日あわせて170人を超

える観客を動回した。会場で採ったアンケートでは，私たちが今まで知ることのな

かった，たくさんの「地域の声」を聞くことができた。「ふぞろいの卵たち」につ

いての感想もあった。「稚内にこんな素11Wらしい取り組みをしている人がいること

を今まで知らなかった｣，「早速スーバーでレラの卵を買ってみます」などといった
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内容だ。そして驚いたことに，のちに新田さんから聞いた話によると，上映会直後

から卵の売り上げが急激に伸びたというのである。卵の売り上げに貢献できたこと

も蝋しいが，とにもかくにも，新出さんご夫婦が作品の完成を喜んでくれ，今後こ

の映像を，自分たちの「ファーム・レラ」の活動紹介に使わせてほしいと言ってく

れたことが，制作者として何よりも蛸しいことであった。同時に，映像メディアの

人に与える影靭力の強さに恐ろしさも覚えた。この時すでに私は，このような地域

の隠れた魅力を映像によってもっと世間に広めたいと思い始めていた。今考えると，

これが私の「地域ジャーナリズム」の第１歩だったのかもしれない。

以来，一筋の光に導かれるように，私は映像制作にのめり込んでいった。そして，

この学生有志で発足した映画祭のプロジェクトチームは，その後も，市民に対する

映像識座やインターネット上での作品のストリーミング配信を行い，地元行政の主

催するイベントにも協力するようになった。その際には「謝礼」というかたちでア

ルバイト代を頂いていたのだが，学生の任意団体のままでは，いつまで経っても行

政からの業務の受託ができないなどの制約が生じてきた。この頃から私には「在学

中にＮＰＯ法人化しよう」という柵想があったが，メンバーの中には法人化に対し

ては消極的な意見もあった。しかし「とにかく橋を渡ってみなければ何も始まらな

い」ということで，現在の代表である高谷邦彦と意見が一致し，３月末から法人化

のための蒋類作成に取りかかったのである。手探りではあったが，それから約半年

後の１１月に，ようやく念願のＮＰＯ法人「映像コミュニティ・ムープユー」が大学

内に艇生した｡．‘手作り映画祭"のためのプロジェクト結成からおよそ１年後のこと

であった。

（３）「ラストフライト～さよなら稚内・利礼空路～」（2004年スカイパーフエク

ＴＶＡＱデジタルコンテンツ上映作刷

2003年の冬，稚内空港から利尻．礼文へ飛へ定期運航していた小型飛行機「ツイ

ンオッター」が，３月いっぱいで廃止されるということを，地元の新聞記事で知っ

た。そしてこれはまさに地元の住人である自分たちにしか撮れない映像だと確信し

た。テレビ局も，この股終､iのためにわざわざ稚内くんだりまで取材には来ないだ

ろうと思ったからだ。また，この街の市民に，かつてこの街と利尻・礼文を結ぶ飛
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行機があったということを想い出

として蛾したいという鉱持ちで，

峨終便を追ったドキュメンタリー

を制作することにした。私にとっ

ては「ファーム・レラ」以来のド

キュメンタリー制作である。

早速，エアー北海道に撤彫依頼

をファックスで送ったところ．所
蛤ＷＩ

2＞地域から湾える映像制作とメディア教育

》
｛！

UＢ

「ラストフライト～さよなら稚内利礼空路～」の一喝面

睦さんから快く撮影を許111.してい

ただいた。そして，搬影の協ﾉjを依頼したムープユーのメンバー（加藤友徳･lIKllI

智）と共に稚内空港所の所長さんのところへ事前に挨拶にうかがった。「さっき，

礼文からのフライトから戻ったばかりで」と言いながら我々を応接室に案内してく

れる。何と所長さんも現役のパイロットなのだ。彼は，私たちの質問が飛行機のj＃

に及ぶと，まるで少年のように１１を卸かせる。それは｜パイロットになりたい」と

いう，男なら誰でもｌ皮は慨れる小さい頃からの夢を実現させた表情であった。

撮影班の２人の頑張りと，所長さんの協力もあって，撮影は順調に進んできたが，

３月31FI，いよいよ今ｕが股後のフライトという時になって，滑走路での撮影は遠

胆してほしいと言われてしまった。股終日は職貝が皆忙しいため，撮影に付き添う

ことができないという叩111だった。しかし，ここまで来て肢終便の様子を搬形でき

ずして，岐終便のドキュメンタリーを作れるはずはない。「こうなったら意地でも

雌らせてもらおう」そう思った私は，空港カウンターからもう１度所長さんを呼ん

でもらい．数分後，慌しそうに現れた所長さんに，無礼は荷も承知で，イIIJとか滑雌

蹄内での撮影を許可してもらえないかと頼み込んだ。所長さんは半ば呆れ返った様

子だったが「それでは，整伽部の職員が同行できる範囲で」ということを条件によ

うやく撮影を許可してくれた。

この峨終11当11．碓内・矛l肌・礼文lllIの肢後の枕航でカメラを同していたのは私

たちだけで，テレピルリのｊｌＷは一切来ていなかった。

「～人は空に夢を描くことができる～かつて．ここ稚内と利尻・礼文のIMjを飛
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ぴ続けた飛行機があった。その翼が消えた今，私たちはこの空に一体どんな夢を描

くのか･･･…」

２５年間稚内と利尻礼文の間を飛び続けた定期便が廃止されるというもの悲しさと，

「パイロットになりたい」という，子どもの頃からの夢を実現きせた人たちの姿を

描いたこの作品を，すでに函館へ移動した元稚内空港所の皆さんに送ったところ，

すぐに所長さんからお礼の砥話があり，「職貝もいい想い出になったと大変轡んで

いる」ということで職貝全員のぷんをＤＶＤにして再度送ることになった。

こうして，ツインオツターの最後の就航を，市民の想い出としてこの街に残すこ

とができた。

（４）「それ引け１最北の地引き網」（弟12回ふるさとビデオ大賞2004畷の降る里

芦別賞｣・第５回北海道映像メディアコンクール「奨励賞／学習研究社賞」受賞作品）

稚内北星学園大学に挺生した，学生と市民によるＮＰＯ法人「映像コミュニ

ティ・ムープユー」に，股立以来ここまで理耶として関わってきた以上，どんなこ

とがあっても，法人が軌道に乗るまではこの地に腰を据え，行く末を見守るべきで

あると考えた私は，卒業後，股低限の生活の柵を確保するために，200M1年４月から

期限付き教員として地元稚内の最北端にある稚内市立大岬小学校で働くことになっ

た。そしてこの小学校で働くことが決まった時，私の心の中には，「せっかく小学

校で働くのだから，願わくはここで，子どもたちと一緒に映像作品を制作したい」

という密かな思いがあった。

水平線の彼方にはロシア連邦サハリン州が見える，ここ日本燈北端の小学校で，

いちばん最初に私を出迎えてくれたのは，玄関前の大きな水槽であった。てっきり

金魚でも飼育しているのかと思ったが，水槽の中では何と，毛ガニやタコ，ウニが
うごの

うようよと議し､ていたのだ°生徒の親のほとんどは漁業従事者なので，お父ざんた

ちが網にかかったものを持ってくるそうだ。浜育ちの私も，これには聴いた。また，

町全体が１つの事業体といった感じで，町の方々が開いてくれた歓迎会は，同じく

春から赴任してきた郵便局長さんと合同で行われた。職場の人は「６年前に僕が来

た時は，駐在さんと合同だったよ」と言っていた。まさに町全体が１つの共同体と

いった感じだ。この町で唯一の教育機関である小学校の運動会では，漁業組合の青
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