
２レ地域から考える映侭制作とメディア較阿

稚内大谷高等学校１年生(男子16人,女子13人,計29人）

樹想に対する評価

この模擬授業が，同時に柵想全体を示すプレゼンテーションという要素も含んで

いるとはいえ，さすがに，高校１年生に対して，年間指導計画の構想について評価

してもらうというわけにはいかないので，１時間きりの授業ではあるが，「この後

はどのような授業をやるのか」という，今後の学習プランを税明したうえで，生徒

には，率直に１時間の授業を受けた感想を瞥いてもらった。似たような感想が多

かったので，以下に，主な意見を抜粋する。

●パソコンであんなことができるのは鷲きだった。

●ビデオを使ったことで授業の内容がわかりやすかった。

・映像についていろいろわかった。

●自分も映像制作をしてみたいと思った。

●楽しかった。これからの授業もこんな感じだったらいいと思った。

●普段の怖報の授業と遮ったので面白かった。

●１時間の授業だったけど，とても楽しい授業だった。

「わかりやすかった｣，「面白かった」とだけ書く生徒もいたが，「自分も映像を

作ってみたくなった」と僻いていた生徒が圧倒的に多かった。決して「面白い」と

いうことだけがすべてではないが，「つまらなかった」というような感想がなかっ

たことは素直に評価してよいであろう。私が考える本時の狙いは，「映像制作は楽

しいから皆でやろう」というものではなく，生徒から「情報」の授業に対する興味

を引き出したところで，その後の活動の中で，少しずつ情報とは何かに迫ることが

狙いなので，第１回目の授業で，これだけ授業に対する関心が高められたという点

では，誰でもわかりやすい「映像」を題材にすることは，大変効果のあることだと

感じた。

他に，情報の授業でやってみたいこととしては，ＣＧやポスター制作，インター

ネット，ホームページ制作などがあった。

授業後，稚内大谷高等学校の校侵先生からも，改めて，股近では教貝たちの間で

「教科「情報」不要論」がささやかれ始めているという話を聞いた。「ゆとり教



青」の実施により，授業時|IUが削減されるという識犬では．特に進学校にとっては，

受験科目ではない教科「↑洲l」はあまり必要性が感じられず，単なる「負辿とみ

なされつつあるとのことである。確かに，現在の教科書に並べられている内容をそ

のままなぞったような悩報の授業であれば,確かに，必要ないといわれても仕方が

ないかもしれない。

しかし，「1柵'1を牧え愚」という柵想の巾に「核」となるものを緋って，私が氷

したような教育内容と{-1棚を掲げ,授業を展開していけば，生徒にとっても，より

実り豊かな内容になるのではないだろうか。

また，私がこれまで述べてきたような「映像制作」を通して，怖報の性質につい

て理解し、自分たちでWi微を発信していく活動は，「怖報の勉強＝コンピュータ教

育」すなわち，悩擬化社会に必要な新しい技術を学ぶという程度の認紬ではなく，

学校の領域を越えた地域との関わりや，自分たちの街の魅力の再発見，マスメディ

アに対するメディア・アクセスなどにつながるものである。そして何よりも，梢報

教育の根紳に「映像lliU作」を位仙づけることによ')，人lNIがメディアを柵成してい

くプロセスの巾で，独、のジャーナリズムの視点をもった洞察力を育むことができ

るのだ。

それは必ずや，これまでメディア社会に取り残されてきた一般I|比が，モラルを

捗ったうえで，主体的に1州lを発僧し，ｌ(lHIに多菰多様な災現をすぁことができる

社会を創造するための足がかりを築くことにつながっていくであろう。

Ｉ妹尾制作のそのほかの主な作品

にころのリセット」昨'1の恋に破れ，明

日の希望を求めて，気がつけば[1本の北の果て

に来てしまった……。第２IiJNIIKふるさと

ＣＭ大賞ユニーク伽受微｡
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２腸士胸域から考える映侭制作とメディア教商

「サハリンの見えるまち」子・どもの頃，海

の|fﾘこう側に兄える災匝1の他に，神秘的な怖れ

を抱いていた。～近くて遠いサハリン～1.1僻友

好活性化を，この街で学ぶロシア人留学生の立

珊から訴えたＣＭ･第３回ＮＨＫふるさと

ＣＭ大役股終群盗会出場。

畷・北の街から」男はまた恋を失い，北

の街から〕;(の都へ……そして流れ流れて生きて

いく。ITABI-BITO」に続く失恋旅lIIiドラマ

鮒２弾。

サハリンの見えるまち

霊華室一一一畠一＝

遍・北の街から

受賞歴一鋪２回ＮＨＫふるさとＣＭ大賞ユニーク賞（２年連続最終群悲会出jﾙ）／第４

何北海道映像メディアコンクール入選／光映錐シーエープイ賞／北海道テレビ放送局艮

賞／雄121側|ふるさとビデオノく賞侃の|雌る肌芦別賞受賞）第51,l北海道映像メディアコ

ンクール;塊肋憎／′,1Ｊ判研究祉枇ほか。

…………-…………………------…ン王一------…---…-…………-…………．

（１）商村泰雄網著『物理教授法の研究」北海iij[大学図書刊行会．1987年。

（２）1,1冊、大学国際Wi報通信研究センター「漁予納町デジタル映像制作‘ＷＥＢ配侭プロ

ジェクト'。
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第３章

札幌の市民メディア活動

YoshimuraTakuya

吉村卓也
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I~厩I5iE
市民による「メディア的」な活動が全国的に盛んであるらしい。

その理由の１つとして，間違いなくインターネット，特に稲子メールとＷＷＷ
かいしゃ

（ワールドワイドウェブ)力f人口へ贈炎したことがあろう。

談者の関わっている札幌の「シビックメデイア」の活動もまさに，このような班

子的ツールが可能にした活動の一例といってよい。

シビックメデイアは，０２年の夏に市民によるジャーナリズム活動の推進を目的に

設立された団体である。会員は現在約40名と規模的にはこぢんまりとしているが，

現在，主な活動として，札幌市の３つのウェプサイトを作成したり，地域の学校と

メディアリテラシーのプロジェクトを行ったり，市民向けの簿座を行ったりしなが

ら，取材して傭報発信ができる市民をできるだけ多く育てていこうとしている。

なぜ，プロのジャーナリストではなくて，市民が取材することに意義があるのか。

札幌における私たちの活動を紹介しながら，市民が作るメディアと，市民のジャー

ナリズム活動について考えてみたい。

ＦＦＦを雨
シビックメディアは，以下の３つのサイトを作成している。これらのサイトの絹

集は活動の大きな核となっている。まず，札幌の地域サイトで，主に札幌に住んで

いる人たち向けの「ウェブシテイさっぼろ」（web・city､sapporojp)，観光のための

サイトで，主に道外から札幌に来る人を対象とした「ようこそさっぼろ」（we1．

come､city､sapporojp)，それから，週１回，地元のコミュニティＦＭ局と協力して

行っている生放送番組の内容を伝える「そら色ステーション」（media,city･sapporQ

jWSorairo/）である。

この中で，「そら色ステーション」は，当初，住民によるメディアへの「パブ

リックアクセス」を意倣して作られたコンテンツであった。すなわち，住民がメ

ディアへアクセスし意見を表明する権利を何らかの形で保障しようという意気込み
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3防札幌の市民メディア活凹
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があり，何か職せたいものがあればこの場所を提供するという意図があった。しか

し，昨今の急速なネット文化の普及により，発信したいものがあれば自らホーム

ページを開股して発信することが当たり前の時代になってきた。わざわざインター

ネットで「パブリックアクセス」を，公的サイトが保証するような時代はとうに終

わったといってよかろう。このような経総から，現在はそのコンセプトを大幅に見

直し，前述のようなコミュニティＦＭとの連携による番組を中心としたものに変

化したのである。

これらのサイトは，札幌市の掲げる市民との「協働」というコンセプトのもと，

市の情報発信馴業の１つという位置づけとなっている。いまどきの自治体ではウェ

プサイトを持たな方が珍しいくらいだが，普通，行政のウェプサイトといえば，役

所が仕械を作って業者に依頼するか，ページ作成の知織のある職員がこつこつとボ

ランティア的に作っているのが一般的であろう。

札幌の上記の３つのサイトについていえば，制作を担っているのは市民である。

札幌に住む者が，自分たちが住む街を，自分たちの手で伝えようという思いが編集

の根底にある。

私たちの行っている活動の目的は，メディアを作ることが究極の目的ではなく，

メディアの制作を通じて地域を考え，変革することが目的である。コンテンツ制作

はあくまでも，地域を住みよく，暮らしやすくするための手段である。コンテンツ

を細み上げる過程で，自分の住む地域を再発見し，問題意識を持ち，自治の意職が

芽生える市民が増えることをいちばんの目標としたいと考えている。

市民が作れるメディア

私たちは自分たちの街のことをどれほど知っているだろう。地域の歴史や，土地

の風習や食べ物のことをどれだけ理解しているだろう。地方の時代といわれて久し

いが，果たして地域性は顕著になっているのだろうか。

北海道という，日本では特異な気候や風土にありながら，札幌の町は急速に東京

に似たようなものになり，他の日本の大都市と何ら変わりないものになりつつある
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3＞朴親の市民メディア活動

ような気がしてならない。

札幌のメディアで報じられることは，東京発のものが圧倒的に多い。テレビでは，

地元局が制作した番組は２割に満たないだろう。札幌にケープルテレピはあるが，

ローカルチャンネルはない。人口約180万人を抱えるこの都市は，地域で番組を作

るには大きな都会であり過ぎるのかもしれないが，ＣＮＮやFOX，デイズニー

チャンネルはあってハリウッドの妓細Wi報はふんだんに手に入るのに，自分たちの

地域の情報がそこにないのをもどかしく感じる。

メディアは何を伝えているだろう。

こんな例がある。札幌駅は2003年３月，高層ビルになった。大規模なデパートが

開店し，買い物が便利になり，ブランド商品が買いやすくなったとメディアはこ

ぞって報じた。2002年にワールドカップが札幌で開かれた時は，どこを見てもサッ

カーのニュースばかり。普段も地域の話題といえば；ショッピングやグルメ悩報が

テレビに氾濫する。テレビや新聞のニュースは北朝鮮やイラクで持ちきりだ。私た

ちの普通の朝は明日もやって来るのに，である。

このようなメディア状況に対する何とも形容し難い閉塞感，不澗，いらだち，も

どかしさがある一定のレベルにまで達した時，市民によるメディア活動が必然的に

発生するのが，今日の社会なのではないだろうか。

メディアに対する不満は昔からあったろう。だが，「もういい加減にせい」と思

いながら，そんなメディアに付き合わざるを得なかった昔とは，今は状況が決定的

に違っている。なぜそうなったかといえば，冒頭に述べたインターネットの普及に

よるところが大であると思う。私たちの活動も，インターネットのワールド・ワイ

ド・ウェブという手段がなかったら，かなり述った形になっていたと思われるし，

そもそもメディアを手段として使い，地域を変えようなどという考えには至らな

かったのではないかと思う。

ふがいないメディアがあれば，「自分たちでやるからいいよ」と一般人が言える

時代である。無論，プロのメディアでしかできないことは多くある。耶件報道，政

治の謡題，プロスポーツ，といった分野は市民が担うには無理がある。だがこれか

らは，プロフェッショナルとアマチュアのメディア上での役割分担が加速されるの

６９



ではなかろうか。

｢伝えたい」と思う心

とはいっても，普通の市民が,不特定多数の人に見られるに足るコンテンツを作

るのはそれほど簡単ではない。

第三者に物事を正確に伝えるという資任を伴う作業に自らが関わることで，それ

を行う市民自体が変わっていく過程がある。つまり，最初のうちは，何かを言いた

い，伝えたい，ビデオを作りたい，といった軽い気持ちで情報発信を考えている人

たちが実は多い。コンピューターができれば，それで何とかなると思っている人た

ちも少なからずいる。

確かに何か作品らしきものはできるが，言ってみればｂ趣味の延長とその発表会

のような範鴎を出ない。それはそれで内輪では楽しいかもしれないが，公に向けて

発侶することを考えた場合は限界がある。

市民がジャーナリスト的な意識に芽生えるには，いくつかの類型があるように思

える。

まず，サークル活動的情報発信ををやっているうちに，「何か違う」と感じる人

が必ず何人か出てくる。趣味の延長では澗足できなくなってくる。自分の発僧する

悩報が，受け手にとってどんな意味を持つのかを考え始める。公に発信するという

責任の血みを感じ始める。できれば，社会的に意味のある情報を発信しようと思い

出す。そのような人たちは，「市民ジャーナリスト」（まずは便宜的にこう呼んでおく

が）になる可能性を秘めている。

もう１つは，自身が積極的に何らかの社会的な活動を行っている人たちである。

PTA活動でも，子育てでも，食を考える活動でも，森を守る活動でも何でもいい。

このような人たちが，発信する意思を持った時，これもまた市民ジャーナリストと

なり得る。それぞれの得意とするフィールドを持っているので，専門記者に近いよ

うな活動ができるだろう。そんな人たちは，これまでは自分が取材を受ける立場で

あったような人が多い。それが多くの場合，その分野に関して素人である記者の
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3レィu月の市民メディア活動

フィルターを通すことなく，発信ができるようになった。そんな人たちがうまくコ

ミュニケーションの方法を体得した場合のパワーは大きいといえよう。

｢市民ジャーナリスト」とは

さて，「市民ジャーナリスト」とは何だろう。それはジャーナリストを生業とす

る人たちとは何が違うのだろう。

シピックメディアの活動を始める時に，このことについていろいろと議論をした。

まず賭し合ったのは，よくメディアでいわれるような「客観報道」に逃げ込むのは

よそう，ということだった。私たちはこの土地に住み，子どもを育て，仕事をし，

暮らしている。札幌という共同体の一員である。ある事象を観察し，伝えるだけで

当事者にならないというプロのジャーナリストがよしとすることを市民が倣うのは，

生活者としては正しくないのではないか，ということだ。

問題があると思ったら，伝えると共に積極的に自らがアクションに加わったり，

活動の主体となることを踊蹄しない。これは縦論が分かれるところかもしれないが，

コミュニティの一員であり，一般市民の生活感覚を持ちながら発信を続けることを

市民のジャーナリズム活動の根幹としてこれからも大事にしたいと考えている。

また，取材を端緒として棟々 な人と知り合えるのも，活動の楽しみの１つである。

知り合った人同士を紹介したり，取材した人を市民ジャーナリズム活動に誘ったり

と，地域にいる人と人とをつなぐことも積極的に行っている。コンテンツを作って

鞭せるだけのメディアでなく，人や物事をつないだり，またとかく行政と市民の対

立というステレオタイプを秘めず，両者の「メデイエーター（仲介帝)」の役も積極

的担っていきたいと考えている。行政職貝も市民なのだから。

似たような試みに，アメリカで発祥した「パブリックジャーナリズム」と呼ばれ

るものがある。メディアが積極的にコミュニティに関わり，提言なども行うもので

あるが，これの中心となっているのはローカル紙などを中心とした既存のメディア

であるところが私たちの活動とは少し逸っているといえよう。

一般市民の活動であるとはいえ，公に情報を発信する際にはそれなりに責任を伴
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う。それが札幌市の顔ともいえるサイトであれば，個人サイトとはまったく遮った

亜みを持つものとなる。

プロのメディアにあるような，ゲートキーパー（門番）がいるわけではない。制

作した記事，写真，動画は，何のチェックも受けずにサイトに公開するわけではな

い。何人かのメンバーが複数で事前に読んだり見たりする。いってみれば合繊制の

ようなものであろうか。

活動のメンバーが参加するメーリングリストがあり，記事ができ，レイアウトが

整うと，それは本番のサイトにアップされる前に，メンバーだけが見ることができ

るテストサイトにアップされる。レイアウトは基本的なページの雛型に従ったごく

ごくシンプルなものであるが，どの写典を使うか，どんなリンクを作るか，などは

取材者の意思が尊皿される。テストサイトにアップされている間，メンバーは自由

にこの記事を見て，意見を表明することができる。すべてのメンバーは，記事につ

いて物申す桶利を持っている。特に意見がなければ記事はそのまま本番サイトに移

されるが，意見があればそこで識論が始まる。執縦者が杏き直したり，追加取材を

行ったり，また，合意に至らず没となる湯合もある。こんなプロセスを通すから，

記事が公表されるまでには時間のかかることもある。しかし，速報に皿きを慨<わ

けではないので，このような合意形成のプロセスを大切にしたいと考えているし，

今のところ，この方法はうまく機能している。

プロの手によらない情報発信を考えた場合，１つの方向性として，自由参加の掲

示板的なコンテンツが考えられる。このような形態はいかにもウェプらしく，それ

なりのダイナミズムもあるのだが，１つ間違えば無法地帯となる危険性をはらんで

いる。身のある縦論をするためには，きちんとしたファシリテーターも必要となる

だろう。それにはかなりの労力と鯛整能力も必要とされる。

札幌市でも以前，電子会議室が開かれていたこともあったが，その健全な維持に

はかなりのパワーを必要とした。現在のサイトのポリシーとして，自由参加のコン

テンツは意見の投稿程度に留め，人の手による細集が加わったものを発表する方法

を取っているが，将来的には誰でも力職愉に参加できるような場を何らかの形で復

活させることは必要だと考えている。

7２



3脚u5Iの市民メディア活動

i取材を通じた活動

なぜメディアを作ることが地域作りにつながっていくのか，という最初の話題に

戻ろう。メディアに発表するためのコンテンツを作ることは，地域をより深く知る

ための最善の方法なのではないかと思う。それは，単なる勉強会といったようなも

のではなく，第三者に発表され，川遮えれば批判を受けることを前提とした内容の

制作であるところが重要である。

趣味の書き物とは違い，責任も発生する。自ら情報を発信する楽しさもわかるが，

その怖さを実感する時もあるだろう。そのような責任ある状況に自らを追い込むこ

とが,取材の深みを増す。つまり，ある耶象について鯛くることを半ば強要される

のである。不正確なことは伝えられないので，徹底的に鯛べたり，しつこく話を聞

くことで，これまで知らなかった地域のことが見えてくる。私はこんな土地に住ん

でいたのか，と改めて思うことも多い。

誇りに思うこともあれば，がっかりすることもある。だが，市民の活動の一勘と

して，なるべく土地に対する愛若や誇りを嗣成することに活動の中心を脳きたいと

思っている。楽しくなければこのような活動も長続きはしまい。

いくつか例を紹介しよう。

（１）定山渓温泉を再潔職

観光のサイト「ようこそぎっぼろ」で，定山渓温泉を紹介しようということに

なった。この温泉は札幌市南区の定山渓という渓谷にあり，知名度の高い温泉地だ。

「札幌の奥座敷」とも呼ばれる。

案が出た時，メンバーからは「え－つ」という声もあがった。それは，この温泉

が，大規模ホテルが立ち並ぶ，俗化してしまった梢緒のない温泉地のようになぜか

思われていたからである。メンバーには「あんなところわざわざ紹介しなくても」

という思いがあったに違いない。

とはいっても，観光資源としてこの大温泉地は外せない，とにかく調べてみよう，

ということになった。さて，結麓からいえば，取材を進めるに従って，以前に抱い

ていた「あんなところ」というイメージは見耶に吹っ飛び；「こんな素晴らしい温
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泉が札幌にあってよかった！」と，取材者の認識は一変した。

取材の過程で，その湯斌の豊揃さやお湯のよさ，歴史の中で定山渓が果たした役

割，今も頑固に湯を守る宿の主人，家族で安心してくつろげる温泉リゾート，そん

なことが人の話を聞いたり，調べ物をしていく過程でどんどん明らかになっていっ

た。このようなきっかけがなかったら，定山渓温泉に対する偏見を抱いたままの札

幌の住民であったのかと思うと恥ずかしい。この温泉地をどうやったらもっと盛り

立てることができるだろう，とメンバーは自分のことのように考えるようになって

いったのである[｢定山渓でゆっくりと温まる｣(ようこそさっぼろ）http:〃www･welcome，

city,sapporojp/feature/Uk4-Pl/Spa-indexl・html]。

（２）「キタノカオリ」でパンを作る

股近の活動の例として，北海道産の小麦「キタノカオリ」の取材をきっかけに始

まった，道産小麦粉を使ったバン作りに関する一連の動きを紹介したい。

これまで道産の小麦粉としてはハルユタカという種類があった。これは春まきで

雨の多くなる７月に収穫期を迎えるため，雨の影響で漣発芽するなどで収赴が安定

しなかった。北海道の小麦粉としていちばん一般的なホクシンは秋まきで主にうど

ん粉に使われる。雨の多い季節の前に刈り取ることができ収量は安定するのだが，

この小麦は余っている。

キタノカオリは，独立行政法人北海道農業研究センターが長いあいだ開発を縦け

てきた秋まきの強力粉用だ。これが広まれば，ほとんど外国産小麦粉に頼っている

パンを，北海道の小麦で作ることができるのではないかと，市民ジャーナリストは

考えた。道産小麦粉を使ったパンの可能性を，北海道の製粉業者，小麦農家が知る

ことで，パン用小麦粉として，この新しい小麦が北海道の資産になるのではないか

と考えたのである。

キタノカオリを製粉している地元の製粉会社から粉を譲り受け，市内にあるパン

屋数件を回り，この新しい小麦粉を使ったパンを試作してもらった。これが商品化

されるかどうかはまだ未知数であるが，2005年２月にはキタノカオリと道産小麦に

関するパネルディスカッションと，この小麦粉を使ったパンの試食会を市内のホテ

ルで開催した。市民ジャーナリストが傍観者に留まらず，自らムープメントを作り
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３レ札幌の市民メディア活動

出した例である。

地域に対する愛

シピックメデイアがスタートして約１年後，活動に参加しているメンバーに，ア

ンケート綱査を行ったことがある。既成のメディアと市民が作るメディアはどこが

逸うと思うか，という問いに対して，「地域に対する愛」と答えた解答がとても多

かった。ちょっと気恥ずかしくなるような言葉ではあるが，裏を返せば既成のメ

ディアには地域に対する愛がない，という批判とも取れる。

地域愛は，ともすれば偏狭な地域主義（リージヨナリズム）となる恐れもないでは

ないが，そもそも健全なナショナリズムやリージヨナリズムは，その地に根付くメ

ディアには欠くべからざるものではないだろうか。

私たちの活動は，札幌という地域にこだわり続ける。生活者としてこの街を味わ

い尽くし，問題点があれば解決する努力をし，よいところは腫するところなく徹底

的に自慢する。そんな発信を続けていきたいと考えている。

参考文献

吉村卓也「ウェプ上で動き出す，地域市民ジャーナリズム｣，水越伸ほか綱集『ＮＨＫスペ

シャル変革の世紀Ⅱインターネット時代を生きる』日本放送川版協会，2003年，２２１－

３０ページ。
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第４章

市民が作るテレビ番組

｢NPO法人むさしのみたか市民テレビ局」

５年間の試行錯誤

KawaiShinsukc

川井信良

ＮＰＯ法人むさしのみたか市民テレビ局代表理申



私たちＮＰＯ法人むさしのみたか市民テレビ局(以下市民テレビ局）は，東京の武

蔵野市三鷹市がエリアのケープルテレピで放送する番組を制作している市民グルー

プである。テレビ局という名称だが放送事業者ではなく，市民による番組制作グ

ループである。現在局員は69人，男女ちようど半々 で大学生から70歳代までの市民

が参加しているが，主に定年退職組や子育て終了組のシルバー世代と，子育て最中

のお母さん組が中心となって活動している。開局から５年，挺生から今日までの拭
行錯誤ぶりを紹介する。

地元ケーブルテレビのお誘い

きっかけは1998年の秋，地元ケープルテレビ会社の武蔵野三鷹ケープルテレビ株

式会社(以下愛称のパークシテイー）の放送制作部長島野浩二さんの「コミュニティ

チャンネル番組の一部を市民に作らせたいと思っているけど，どう思う？」という

咽話だった。

いったいそれはどういうことなのかわからなかったが，何となく面白そうな稲だ

なというのが第一印象だった。

結局この提案は，パークシテイー主導で進められ「コミュニティチャンネル委員

会」という検討委員会なるものが作られ，両市の商工業団体の役貝やコミュニティ

センターのリーダー，文化団体の役員，行政の担当者など１０人が委貝として集めら

れた。

第１回委員会は99年２月に開仙され，その後２回３回と委員会が開かれたが，テ

レビ番組を作るということがどういうことなのか，まったくイメージが柳かないた

めか進展が見られず，「１度作ってみようか」ということになり，武蔵野チームと

三鷹チームに委員が分かれて１本ずつ制作することになった。

私が参加した三鷹チームは，ある定年退職者が太宰治の足跡を案内するボラン

ティアガイドになって‘‘地域デビュー,'を果たした番組を作ることになった。しか

しビデオ番組制作は全員素人。見よう見まねで作り始めたが遅々 として巡まず，５

月にスタートしたものの結局最後はパークシテイーの力を借りて完成が１０月までか
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４レ市民が作るテレビ謡担『NPO法人むさしのみたか市民テレビ局』５年間の】対ﾃ超唄

かつてしまった。

しかしながらその瀞組で，ガイドとして"地域デビュー”した男性が「いや－楽

しいです」と本当に嬉しそうな表憎をビデオの中に見た時，映像の持つ伝える力に

改めて驚いた。「まちづくり」が人を知ることが韮本だとすれば，人の表情をこの

ように伝えることができるテレビの力はすごい，「テレビを使っていろいろ発信で

きたら面白い」と思わせたのだった。

そんな印象を他の委員も同様に感じて，「よし，市民が発信するテレビ番組をつ

くろう」ということになり，委員会は解散して，「市民テレビ局開局準備室」を

2000年１月に開股することになった。

趣意書を作る，対等にと協定書も交わす

きてこの頃になると，市民に番組を作らせてみたいというパークシテイーの魂胆

も薄々感づいて，やってみたいけど下綱けにされるのも勘弁だなあと思うように

なってきた。参考のためパークシテイーの考えが一昨年文普で知らされたので紹介

する。「市民ならではの視点からの企画と，そこから生まれる番組を取り込むこと

により，地域コミュニティーチャンネルの内容の充実を図る。また，それが，ひい

ては番組制作費の軽減につながり，さらには地域への浸透度を高めることにより加

入営業にもつながるという，一石二鳥も三鳥をも狙おうというのが，「本音」の基

本的な考えである｡」と，想像していた通りで実に正直である。しかしこのように

市民に番組を作らせてみようという姿勢は，ＣＡＴＶ放送聯業者として勇気のいる

ことだったと思う。

このような先駆的なお誘いとともに魂胆も感じ取っていた逆側室のメンバーは，

パートナーシップ協定という覚書を取り交わす提案をパークシテイー側にすること

にした。その主旨は，お互いに支援と協力をベースにした対等な関係を確認するこ

とであった。この提案は受け入れられ，００年３月に協定密を取り交わすことになっ

た。特に冒頭で「１．武蔵野三鷹ケープルテレピ株式会社は，地域の一員として，

地域に有益な放送・通信サービスを提供するために，むさしのみたか市民テレビ局
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約100人の素人集団でスタート

きていよいよ局員募集。日刊紙の地方版や市の広報紙が取り上げてくれたおかげ

か，200人近い問い合わせがあり，結局100入超が説明会に出席してそのほとんどの

方が局貝として登録してくれた。

この参加者の顔ぶれに驚いた。いわゆる地域活動に参加している市民の顔ぶれは

金太郎飴的なことが多いのだが，ほとんど全員が会ったこともない知らない人で

あった。男女がほぼ半々，年齢も様々，こんなに幅を持った新鮮な多数の人々を地

域デビューさせてしまうテレビの魅力を改めて教えられたようであった。

００年７月７日の開局記念パーティーも150人を集めて楽しく終わり，やっと番組

作りがスタートした。しかしメンバーといえば，まったくの素人築団といってもよ

い状態で，わずかに会社の記録用ビデオ制作に携わった人，録音技師，地方局の元

アナウンサーが数人いただけであった，予想されたこととはいえ，試行錯誤を楽し

みながらやるしかないと覚悟を決めた。登録された約100人のメンバーを６つの

チームに分けて，チームごとに番組を作ることにした。各チームともテーマも手法

を支援します。２．むさしのみたか市民テレビ局は，武蔵野三鷹ケープルテレピ株

式会社の提供するサービスを活用し，地域住民が，まちを知り人を知り，市民とな

る活動を行っていくことで，パークシテイーが市民メディアとして定蒲することを
うた

支援します｡」と謡っている。放送事業者と市民が協働して「市民メディア」を育

てることに合意した，全国でもほとんど前例を剛かない画期的な鯛印でもあった。

趣意符も同時に次のように作成きれた。「むさしのみたか市民テレビ局は地元の

ケープルテレビパークシテイーのコミュニティーチャンネルをおHfりして，武蔵

野・三鷹で係らす私たちがつくり育てる市民のためのテレビ局です。さまざまな出

来躯，さまざまな生き方，さまざまな考え方を伝えあう中で，人を知り，まちを知

り，新しいつながりや理解が，生まれ育ち広がっていく，そんないきいきとしたま

ちづくりを実践し，また支援するため，市民による市民のためのテレビ局として設

立します｡」


