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強制執行を申し立て

市東さんの農地を奪うな！
11・13緊急現地闘争打ち抜く

「No Farm,No Life.
（農地なくして命なし）
農地死守」
の新看板前で強制執⾏阻⽌誓い団結ガンバロー

みなさん。
成⽥空港会社（NAA）
は、
「⼆
度と強制的⼿段は⽤いない」
の謝罪と誓
約を覆し、成⽥市天神峰の市東孝雄さん
の農地と建物を取り上げる強制執⾏に向
けた最後の⼿続きを⾏いました。千葉地裁
がゴーサインを出せば、すぐにでも強制執
⾏が可能となります。
この緊急事態に際し、
私たちは11・13緊急現地闘争を呼びかけ、
全国から駆けつけた180⼈の仲間と共に
反対同盟旗を先頭にNAA本社に向けてデモ行進
NAA本社に迫るデモ⾏進を⾏いました。
「命を育む農地を暴⼒で奪うな！」11・27 １１・２７天神峰現地闘争
天神峰現地闘争〜11・28耕作権裁判＆千 11⽉27⽇（⽇） 13時 市東さん宅中庭集合
葉地裁デモ〜連⽇の座り込み⾏動への参 耕作権裁判 11⽉２８⽇（⽉）
午前９時 千葉市葭川公園集合〜市内デモ
加、新たな強制執⾏反対緊急署名へのご
午前10時30分開廷 千葉地裁 601号法廷
協⼒をよろしくお願いいたします。

11・27天神峰–11・28千葉地裁に集まろう！
３面
強制執行反対！緊急署名（参照）にご協力を
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「私にとって農地は命そのもの」
強制執行の脅しには屈しない！
成⽥空港会社（NAA）
は市東さんの農地
と建物を奪う最後的な⼿続きを開始しまし
た
（下記事）。
これは、
１９７１年の⼤⽊よねさ
んへの代執⾏以来できなかった、現に農家
が耕し⽣活の糧としている農地を奪う攻撃
です。
３代１００年耕し続け、今も完全無農薬
有機栽培で多くの産直消費者の命を⽀えて
いる農地を奪うことなど断じて許せません。
市東さんは強制執⾏という国家暴⼒の脅し
に屈することなく、農地を守りたたかう決意
を明らかにしています（右発⾔）。
天神峰現地に駆けつけ、農地取り上げ強
制執⾏を阻⽌しましょう。

千葉日報（
月

10

日付）

27
読売新聞

朝日新聞

２

みんなの力で強制執行はね返す！
敷地内天神峰・市東孝雄さん
（強制執⾏の攻撃に
ついて）ついに来たか
という⼈もいると思い
ます。私もこちらへ
帰ってきてから 22 年
⽬になりました。
２００６年から 16
年、農地法裁判より先
に始まった耕作権裁判
がまだ続いています。ＮＡＡは原告である
のに証拠を出さず、こちらが反論した時
だけしか反論しない。ですからこの裁判
は 16 年たった今も前に進まない状況で
す。それで千葉地裁の裁判⻑は、
「16 年やっ
たんだからもういいんじゃないか」みた
いなことをこちらに⾔う。じゃあ、ＮＡＡ
に向かって証拠隠しの違法を指摘して証
拠を出せと、なぜ⾔えないんだと。そう
いうことで伸びてるだけなんです。
ですから、判決は判決として（強制執
⾏をやるというなら）やればいいんです
よ。
受けますこっちは。そういう意気込み
です。やはり私にとって農地は命そのも
のです。その農地を取るというのなら、
私だけでなく、ここに集まられたみなさ
んの⼒で跳ね返すという気持ちで、これ
からも農業をやっていきます。
最近は「からだが続く限り」って⾔っ
てますけど、私はまだまだ⼤丈夫です。
ともに、明るい未来へ。三⾥塚をもう
⼀度明るくしましょう。（11・13 緊急現
地集会での発⾔より）
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緊急署名にご協力を

私たちは市東さんの農地取り上げ強制執⾏阻⽌に向
けて緊急署名を呼びかけます。⼀⼈でも多くの⽅が署名
活動にご協⼒くださいますよう、⼼より訴えます。

●⽣活・営農を丸ごと奪う、戦後最⼤の農地強奪
成⽥空港会社（NAA）
が強制執⾏で取ろうとしている
農地は市東孝雄さんの耕作⾯積全体の約73%におよ
びます。
その⾯積は、三⾥塚での第⼀次、第⼆次代執⾏
を⾜したものを上回る戦後最⼤規模の1.3㌶。
さらに、市
東さんが⽇常的に使っている作業場や農機具置き場、
ビ
ニールハウス、
トイレなど営農と⽣活に必要な建物もす
べて奪うという、農家としての死を強制する断じて許せ
ないものです。
（右図）

●「強制的⼿段⽤いない」
の誓約を破る殺⼈的暴挙
やぐら
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空港公団（現NAA）
は１９９３年、反対同盟の不屈の闘
いに追い詰められ、
「（平⾏滑⾛路の⽤地取得につい
×××
やぐら
て）
あらゆる意味において強制的な⼿段は⽤いない」
と
看板
誓約しました。
ところが、NAAの⽥村社⻑は10⽉20⽇、
「どこかの時点で執⾏する必要はある。円滑かつ確実に
畑
離れ
実施するため、関係各⽅⾯（警察のこと！）
と検討してい
ビニール
る」
と国家暴⼒を⽤いて強制執⾏を⾏うと明⾔しました。
ハウス
作業場
これは市東さん⼀⼈だけの問題ではありません。国家暴
畑
⼒を背景にした、基地建設や原発事故被害の隠ぺい、
トイレ
看板
不要なダム建設のための住⺠追い出しなどの不正義を
旧小見川県道
まかり通らせないためにも、ぜひ⼒をお貸し下さい。
強奪されようとしている農地と建物 （太線枠内）

準備工事を許さない！

ＮＡＡは10⽉19⽇、
Ｂ滑⾛路の延伸部分と交差する東関
東⾃動⾞道の移設準備⼯事の着⼯を発表しました。機能強
化は、膨⼤な⾃然を破壊して空港敷地を２倍化し、住⺠を追
い出し、騒⾳と落下物の危険で苦しめるものです。断じて認
めるわけにはいきません。⼯事が始められようとも計画を断
念させた例は枚挙にいとまがありません。
あくまでも空港機
能強化の⽩紙撤回を求める声を共に上げ続けましょう。

３

全空港拡張計画の撤回を
※ネット署名はこちら
署名⽤紙は反対同盟の
ホームページからダウ
ンロードできます。
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地域住民の声

空港会社の説明では⾶⾏⾼度は７
00〜800㍍となっているけど、実際は
400〜500㍍。
また、⾶⾏コースにして
も最初は霞ヶ浦上空で旋回すると聞
いていたけど、今では利根川を越え
れば旋回していいことになっている。
黙っていたら何をされるかわからな
い。
実際、騒⾳を測定すると成⽥の⻑
沼の⽅の第１種騒⾳区域よりも柴崎
の⽅がうるさい。
後を継いでくれると⾔ってくれた息
⼦は「こんな騒⾳のうるさいところに
はいられない」
と隣町に引っ越してし
まった。俺が悪くて家を出るというなら
⾃分が謝ればいいけど、騒⾳がダメ
と⾔われたらどうすることもできない。
⾏政は動かず、空港会社も相⼿に
してくれない。
こうなったら司法の判
断を仰ぐしかない。
死んでも騒⾳下で眠らないといけ
ないと思うと黙ってはいられないよ。

今回は茨城県稲敷市の農家から。後継
ぎ息子が騒音を理由に家を出てしまった
苦しい胸の内を語ってくれました。

◆黙っていたら何をされ
るかわからない。司法の
判断を仰ぎたい。
稲敷市

第 107 号

農業

茨城県の柴崎地区は成⽥のA滑⾛
路とB滑⾛路の両⽅に着陸する⾶⾏機
が旋回する場所なので騒⾳がとてもう
るさい。
なのに、
ＮＡＡにも⾏政にも真剣
に話を聞いてもらえないよ。
機能強化で⼀番被害を受ける柴崎地
区で機能強化について説明会をやった
のは1回だけ。住⺠の⽣活にかかわるこ
とだから本来は⾏政が率先して意⾒を
聞くなりしないといけないのに、
そうなっ
ていない。

１２・４天神峰カフェにご参加を
何度か天神峰カフェに来られた方が強制
執行申し立ての報を受け︑自作の絵を持
参して駆けつけてくれました︵ ⽉ ⽇︶

１２⽉４⽇
（⽇）正午、成⽥市天神
峰の市東さん宅離れで天神峰カフ
ェを開催します。緊迫した状況です
が、現地に⼀⼈でも多くの⽅に駆け
つけていただくことが強制執⾏を阻
⽌する⼒になります。ぜひご参加を。
◎お問い合わせは
太郎良（たろうら）陽一
090（1855） 8189まで。
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