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　　　　　　　市東さんの農地取り上げに反対する会

市東さんの農地取り上げに反対する会

　違法な農地取り上げと闘う裁判闘争を支援して
います。親子３代 90 年も耕してきた農地を、農
地と農民の権利を守るための農地法で取り上げる
動きを見過ごすことができません。
　また、土地収用法が失効した成田空港で、用地
を事実上収用することは憲法上許されません。
　市東さんの農地問題は、日本の農業と民主主義
にかかわる問題であるとの思いから、支援運動に
取り組んでいます。

▼会の取り組み

23
2017 年 11 月 23 日（木・祝日）
　・文京区民センター　会議室 2A
　　　東京都文京区本郷 4 − 15 − 14
　・開場 13:15　開始 13:30
　・資料代　500 円

●第１部
　「憲法と農業─農民の人権は守られているか」
　　講演：内藤光博（専修大学教授	憲法学）
　　鼎談：内藤光博
　　　　　石原健二（農業経済学）
　　　　　三宅征子（消費者・市民運動）
●第２部　緊迫の成田！
　強制的手段による農地取り上げは許されない
　　　市東さんの会事務局
　　　農地裁判弁護団による報告とアピール
　　　市東孝雄さんのお話
　＊特別報告　沖縄現地から
　＊質疑と意見交換
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　　　　　　＊イントロ＊
　シンポジウムの今年のテーマは「憲法と農業」
です。サブに「農民の人権は守られているか」
としました。
　ここには二つの意味が込められています。一
つ目は言うまでもなく、市東さんの農地取り上
げの強制執行です。小泉よねさんの土地収用

（1971 年 9 月 20 日）と市東さんの強制執行は
まったく同質です。小泉さんには「もうこんな
ことは無いようにする」と誓った空港会社が執
行するのはあからさまな〝権利濫用〟です。
　二つ目は、市東さんだけでなく、そもそも農
民に憲法上の人権が守られているのかという
問題。農産物価格も農家の所得も下がる一方。
29.3％の農家が赤字経営、28.8％が年収 50 万
円未満です。これで農業は「健康で文化的な最
低限の生活」が保障された生業といえるのか…。
シンポでは憲法学・内藤先生、農業経済・石原
先生、消費者市民運動の立場から三宅征子さん
に話し合ってもらいます。
　────────＊────────

三角：まずは、畑の様子から。ここのところ雨
ばかりですが…。
市東：雨続きですが、今は端境期です。もう少

市東さんにインタビュー

聞き手・三角　忠

シンポジウムに
　　ご参加ください！
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し引っ張りたかった。ナスはいつも春秋２回や
るのだけど、一回だけにしました。
　葉物がここにきて出ている。小松菜、春菊、
ホーレン草、パクチョイ…。
三角：根菜はどうですか
市東：里芋を先週から出しました。ジャガイモ
と玉ねぎは終り。ニンジンは間引きしながら今
やっています。ただ、雨が続いて畑に入れない
んですよ、ぬかるんでね。
三角：秋雨前線が動かなかったからね。でも台
風は来なかった。
市東：ええ、西日本と違ってね。雨がふって日
照がなくなると温度が下がる。苦瓜とかトマト
はいっぺんに無くなりました。端境期といって
もコンテナには８品目入っています。９月が
ちょっと厳しかったけど、乗り切りました。

三角：耕作権裁判では弁護団が文書提出命令を
申立てました。この裁判で一番大事な畑の場所
ですが、ピンチになった空港会社は主張を変え
始めた。会社がその主張を裏付ける為には墨塗
り文書の墨を取らないと分からないのだが、会
社は開示を拒否し、裁判長（内田）は空港会社
に肩入れです。そこで提出命令を正式に申立て
たわけです。
市東：裁判所が申立てをどうするかが問われて
いるわけですよね。前に空港会社の和田（代理
人）が、墨塗りは会社がやったわけではない、
なんて裁判所に下駄を預けて逃げた。内田裁判
長は、前の裁判官（白石史子）が文書を見て判
断したから自分は見なくていいと言っている。
こんないい加減でいいのかと思います。
三角：責任をなすりつけてうやむやにしようと
しています。請求異議は、“ 権利濫用 ” の主張
で重要な段階に入りましたが、あらためて農地
取り上げに対する市東さんの思いは？
市東：100 年耕してきた有機の土地だし、こ
こはオレが耕し続けて当たり前の土地なわけで
す。それを突然明け渡せというのは誰だって納
得できる話じゃないですね。
三角：市太郎（祖父）さんの代からの、しかも
自分で開墾した畑です。
市東：そういう歴史がある。農地は耕し続けて
こそ畑だし、そこで育つ作物と同じように、土

も作ってきたわけです。請求異議裁判は、憲法
学者の意見書や新たな証言の協力もあり、頑張
りたいと思います。
三角：第３滑走路に反対する住民が看板をたて
ていますね。
市東：横芝光町に十数ヵ所、看板が立っていま
す。白紙撤回を求める人もいれば、必ずしもそ
うでない人もいるようだけど…。造られた時の
騒音を体験するために芝山にきた住民もいるみ
たいです。

三角：今日のインタビューの中心テーマはシン
ポジウムです。出来上がったビラを持参しまし
た。
市東：シンポも今度で12回目ですか、早いねえ。
あっという間だね。
三角：最初は、シンポというより田中学先生（東
京大学、農学）を招いた勉強会で、これが発足
の第一歩でした。その後、毎回、工夫をこらし
てやってきましたが、いかがでしたか？
市東：その道の先生方が話してくれるから為に
なる。自分の発言は、相対で質問されるやり方
がいいな。
三角：市東さんの公開インタビューですね。
市東：ただしゃべるより、分かり易いと思う。
それから、農作業を撮り続けたビデオも良かっ
た。知らない人にはすごく分かりやすかったと
思う。松井さんの騒音被害の講演は、今、第３
滑走路の問題ですごく役にたっています。

三角：最初に紹介したように、今年のテーマは
「憲法と農業」です。サブに「農民の人権は守
られているか」としました。シンポジウムのビ
ラの裏面にグラフがあるけど、農産物価格も農
家の所得も下がる一方。29.3％の農家が赤字
経営、28.8％が年収 50 万円未満というのは、
すごい状態だと思いませんか。
市東：これではまともに食べられない。今年
の米の買取価格は１俵 12000 円。商社の販売
価格が 24000 円なんでしょ。なんなんだろね。
結局、商社が取っている。農家がやれなくなっ
てどんどんやめて、中古の農機具が売られてき
たが、それが出尽くしたというような話だよ。
農地もどんどんなくなっている。
三角：農機具の中古市場ですね。
市東：農機具は田圃なら使うのは年に１回。コ
ンバインは千数百万する。そのうえ補助金が無
くなったでしょ。安倍は日本の農業守るなんて
言うが、口ばかりで、自給率はあいかわらず
39％。
三角：国会では農業関連８法案が通ったが、補
助金をカットし共済組合にも手をつけた。
市東：種苗法も廃止でしょ。農協もたたかわな
いし、支所もどんどん減っている。『みのり』（機
関紙）をもってくるけど、中に入っているのは、
テレホンショッピングのような広告と、年金を
貯金してくれのチラシだよ。
三角：協同組合という本来の役割を果たしてい
ないわけですね。
市東：そう。小川浩さんは、「市東さんの問題
は全国の農民の縮図」だというけど、このビラ
で書いていることは、なかなか表（おもて）に
でないよね。シンポが成功するといいですね。
前に聞いた三宅さんの話はすごく分かり易かっ
たよ。

三角：シンポジウムの第２部では市東さんの農
地取り上げについて、現状報告とアピールを行
なってもらいます。今年は公開インタビューで
はないですが、よろしくお願いします。
　会の考え方は、オールウエルカムです。闘い
方も支援の仕方もいろいろあっていい。重要な
事は市東さんのたたかいを支えたいという気持
ちです。沖縄でも、福島でもたたかう者を孤立

させようという動きが起きていますが、背後で
支える層をつくろうということでやっていま
す。
市東：裁判が起きていち早く、運動を起こして
くれたのがこの会です。地道に支えてもらって
感謝しています。
三角：最後に、市東さんからみなさんに、シン
ポへの呼びかけをお願いします。
市東：シンポの話の前に、裁判の支出がかさん
でいるようなので、私の方からも協力をお願い
します。これだけ大きな裁判になると自分一人
ではどうにもなりません。会の基金への協力を
お願いします。
　それから、農家のことも上辺だけで知らない
ことが一杯あると思う。シンポジウムで資料を
出してもらって、今、こんなふうになってい
るんだということを教えて欲しい。「憲法と農
業」って考えてもみなかったけど、どんな話に
なるのか楽しみです。みなさんもぜひ参加して
ください。
三角：まとめていただき有り難うございました

（笑）。総選挙後の改憲攻撃も見据えながら、い
いものにしたいと思います。

（10 月 18 日収録）

　● 100 年耕作の有機の土地
　　負けられない

　●会の基金に協力ください
　　シンポジウムが楽しみです

　●食べられない農家
　　「三里塚は全国の農家の縮図」


