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ዷ␜ⷐ
展示は全部で 5 つのコーナーからなっています。ここでは、
各コーナーの概要と主な展示品をご紹介します ( な
お展示品は予定のため変更される可能性があります )。

Ⱥ
࣏рсЪѐќ̵࣏ए݊кᄕўѝ൯ڎૠ̵ݓșșȪȲȯȩȦȪȲȯȯ
このコーナーでは、新空港計画が浮上して以来、富里や木更津沖など複数の候補地を経て三里塚に決定される
までをあつかいます。富里案と成田案の比較、各地の空港建設と与党内の駆け引き、激しくおこなわれた空港反
対運動によって撤回された富里案、
そして 1966 年 6 月 23 日に突然発表され、
わずか 12 日後に閣議決定された三里塚への位置決定までの過程を追います。
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ٲ൶ठ෨рच˹ȪȲȯȯȦȪȲȯȰ
空港が決定された三里塚とはどのようなところだったのでしょうか。ここで
は、空港以前の風景と位置決定への地域の対応を展示します。この地域には、
「古村」と「開拓」とよばれる二つのタイプの村があり、それぞれの地域では
地理的条件に合致した農業が営まれていました。また、三里塚は明治以来の
「御料牧場」があり、酪農の先進地域でした。
空港の位置決定によって地域は大きく揺れました。反対同盟が結成される

㪈㪐㪋㪏 ᐕ䈗䉐䈱᧲ፄ䈪䈱㐿ᜏ䈱᭽ሶ䇯 ዊᨋാ᳁ឭଏ

一方、
「条件派」と呼ばれる人々が有利な条件のために交渉を開始しました。また、
「新東京国際空港公団」が発
足し、分室が成田につくられました。
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空港建設が着工され、測量や代執行がおこ

なわれると、それを推進しようとする政府・公
団側と反対する農民や支援学生との間で激し
い力による衝突が繰り広げられました。
村にはドラム缶がつるされ、測量や代執行
( 第一次、第二次 )を阻止するための砦が各地に
作られました。とりわけ、1970 年の外郭測量、
1971 年の代執行をめぐっては、ぶつかりあい
が激化し、多くの負傷者や逮捕者、死者が出 㪈㪐㪎㪈 ᐕ 㪉 䈱╙䋱ᰴઍၫⴕ䈪
ました。
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このコーナーでは、どうしてぶつかり合いに
なったのかを探るとともに、ぶつかり合いの状況を当時の写真やビラ、チラシ、証言などから構成します。
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当委員会が所蔵する元小川プロ資料によって、三里塚における小川プ
ロダクションの活動を描きます。小川紳介を中心とした映画集団・小川
プロダクションは三里塚に住み込み、空港反対闘争に揺れるムラの状況
を映画に記録しました。
「三里塚の夏」
「第二砦の人々「
」三里塚・辺田部落」
などの映画は、全国各地で上映され、日本国内にとどまらず多くの人々
㪈㪐㪎㪇 ᐕ䈗䉐䇮 ㄝ↰ㇱ⪭䈪↰ᬀ䈋䉕ข᧚䈜䉎ዊᎹ䊒
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に影響を与えました。

このコーナーでは、小川プロが残したフィルムや写真、ノート類からその活動の軌跡を追います。
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成田空港は、1978 年に開港しますが、その後も、反対派農民と政府・公団の対立は続き、両者は長いこう
着状態に陥ってしまいます。
その間、成田用水問題や、反対同盟の分裂、成田新法の適用に
よる団結小屋の撤去などの出来事が起こりました。
1991 年から始まったシンポジウムと円卓会議はこの状況からの解
決を模索するものでした。行司役として隅谷三喜男東大名誉教授ら
による調査団が結成され、反対同盟、国、公団、地域社会が、はじ
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めてひとつのテーブルについて話し合いを始め、成田空港問題の解決をめざしました。
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エピローグとして、わたしたち歴史伝承委員会が何を目指しているかを展示します。成田空港の 40 年の歴

史から私たちは何を学べばよいのでしょうか。日本や世界各地での、
「負の歴史」への取り組みも参照しながら
考えてみたいと思います。
ഭӪˡ১ۀՃ˟ƩǑǓ
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な地域像―シンポジウム・円卓会議― ｣ のコーナーで自
主制作ビデオの上映を予定しています。
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内容は、当時の関係者から、シンポ・円卓とは何だっ
たのかをさまざまな角度から答えていただくというもの
企画展示の開催に向けた準備が急ピッチですすんで

です。 4 月に構成を立案し、撮影は 6 月から開始しま

います。

した。インタビューにご協力くださったのは、隅谷調査団

5 月〜 7 月は、展示パネルのラフスケッチを作り、ガ

から河宮信郎さん、政府関係者から高橋朋敬さん、反
対派農民からシンポを仕掛けたお一人・石井新二さん、

ラスケースに入れる資料を選び、空港周辺にお住まいで

周辺住民の高木吉夫さんなどです。円卓が終了してすで

資料をお持ちの方に貸し出しの依頼にうかがう、ビデオ

に十 数年、 この

取材にうかがうなどの作業をすすめました。

機会に武力での

7 月下旬には、展示パネルの解説文を集中的に検討

衝突から話し合

するために、１泊２日の合宿をおこないました。朝から

いへ 転換した関

晩まで、解説文をめぐって活発な議論が飛び交いました。

係者の思いや努

終わった後はへとへとになりました。まだまだ準備する

力を見つめなおし

ことはたくさんありますが、一山越えてほっと一息という

てはいかがでしょ
うか。乞うご期待。

心持です。
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企画展示では、これまでに歴史伝承委員会が収集

管制塔の占拠事件が起こりました。開港は 5 月に延期

してきた資料を展示します。写真の開港記念切手はそ

となり、この事件は国内外に大きく報道され、この記

のひとつです。成田空港は、何度も開港予定日が延

念切手も発売が延期されました。

期された後に、1978 年 3 月に開港と決定されました。

○開港時期の資料が不足しています。資料をお持ち

このとき、大規模な開港反対運動が展開され、空港

の方は、当委員会までご一報ください。
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NHK で
紹介されました。
さる7 月11 日夕方、NHK 首都圏ニュースで、歴史伝

いて報告します。4 月から 5 月にかけてこれらを実施しま

承委員会の活動が紹介されました。この放映のために、

した。

当委員会はこの春から長期にわたって取材を受けること

4 月 27 日 (木)には同家の母屋の実測をおこないまし

となりました。

た。明治期に建てられた堂々とした伝統的民家である同

取材では、秋の企画展示に向けて討論を重ねる調査・

家の状況を客観的に伝えるため、実測図を作成したもの

研究員たちの様子や取材をするシーン、元小川プロから

です。実測と平行して、複数時にわたる改築や、同家の

譲渡されたフィルムを点検する様子などが撮影されまし

つきぬき井戸を台所で使用し、それを庭にめぐらされた

た。

水路を伝って水田に流すという水利用システムなどの家

40 年前、運輸省職員から公団発足とともに公団職員

屋利用の状況についてご当主の両親三ノ宮武二さん、静

になられた工藤隆之さんは、空港建設に最初から関わら

枝さんから聞き取りをおこないました。また、空港闘争

れた方です。その工藤さんが当時宿泊されていた成田市

の中、1971 年に自死された文男さんが最後に過ごした

の扇屋旅館を訪ねられるところを私たちが取材するシー

部屋からポスターも収集しました。5 月 7 日には再度訪

ンは、そのまま NHK でも放映されました。工藤さんは、

問し、ポスターを受領しました。

この取材をとおして「やっとわたしの残してきた資料の行

家屋の取り壊しは、5 月 8 日から約 1 週間かけておこ

き先がみえた」と、述べられました。

なわれました。その過程をビデオとデジタルカメラで記

このテレビ放映は思わぬ反響を呼び、あらたに資料の

録しました。10 日には瓦が落とされている状況を撮影

提供を受けました。
（文責：調査・研究員 波多野ゆき枝）

するとともに棟札の収集をおこないました。11 日には母
屋に重機が入り半分ほど解体がすすみました。このとき
は、農耕用具など十数点と近代の教育関係の文書など
段ボール 1 箱を収集しました。12 日には母屋の大半が

三ノ宮家実測

壊され、大黒柱が倒されました。そして、17 日には、マ
テ屋が解体され、その様子を記録しました。またマテ屋

前号で、騒音地域の移転に伴う三ノ宮廣さん宅の写

から出てきた農作業具を収集しました。

真撮影について報告しましたが、今回は移転前の実測、

（文責：調査・研究員 寺田匡宏）

聞き取り、ならびに取り壊しに伴う資料収集と記録につ
ഭӪˡ১ۀՃ˟ƩǑǓ



「市民活動資料の
保存・整理・公開に関する
全国調査報告書」に紹介されました。

建前の
餅拾い。

戦後日本における市民運動、住民運動、NGO・NPO
の活動が生み出した資料の収集・整理状況を調査し、

石井英祐氏は芝山町菱田地区にお住まいです。4 月

その活用について考える「市民・住民運動資料研究会」

29 日、移転のための新居の建前が菱田地区矢志谷でお
こなわれました。

（代表・平川千宏元住民図書館運営委員）が、トヨタ財
団の助成を受けて 2005 年度に実施した調査事業、
「市

予定の 2 時直前、どこからか湧き出るように人々が集

民活動資料の保存・整理・公開に関する全国調査」の

まってきました。200 人はいたでしょうか。各人、用意し

報告書をこのたび寄贈いただきました。

てあったコメ袋の口をおりまげて、餅拾い袋の準備を始
めます。

同報告書は、この種の資料保存機関についての初の
全国的な調査であるとのことで、
これまで当委員会が「先

白足袋をはいた棟梁、世帯主、関係者が屋根に上り、

進事例視察」として見学させていただいた機関も多数紹

最後の釘を打ち込み、お神酒をいただいて、建前は終了。

介されています。当委員会も、空港反対運動に関わる資

棟の上から大きなお餅を屋根の四方に投げて、餅撒き

料を所蔵する機関ということで、機関としての照会を受

が始まりました。投げられたものは、餅のほかに、コイン、

け、活動の内容について、沿革、所蔵資料、整理、利

お菓子、タオルなどさまざま。人々は、コメの袋を広げ

用状況などについて報告しました。

て、一斉に投げられたモノにむらがります。この地域の
伝統的な餅撒きは、こうして 20 分ほどで終了しました。

（文責：調査・研究員 道場親信）

(文責：調査・研究員 波多野ゆき枝）

鉢巻、ビラなど。
龍崎春雄氏は、現在成田市西三里塚にお住いです。
今年 4 月、委員会では移転後のお宅に伺い、資料の提

日航機事故の
教訓展示。

供を受けました。
鉢巻・赤地と白地のもの各一枚、三里塚芝山連合空

1985 年の日航機墜落事故の機体を展示している

港反対同盟がつくった腕章、これにはマジックで「辺田」

JAL の安全啓発センター ( 羽田空港 ) を視察しました。

と書いてあります。このほか数枚のビラをいただきまし

2006 年 4 月19 日にオープンしたばかりの施設で、メ

た。そのなかの一枚は、幻野

インの展示物は、墜落事故の原因となった圧力隔壁と脱

祭の案内ビラで、1971 年 8 月

落した垂直尾翼です。事故原因の究明に使用され、JAL

14 日から 16 日の 3 日間、場

社内で社員教育に用いられていましたが、各方面からの

所は駒井野と天神峰で、民謡、

要請にこたえて公開することになったものです。過去の

フォーク、その他の音楽、映画、

過ちからきちんと教訓を残すための施設に対する社会的

演劇などがおこなわれると記

重要性が高まっていることがうかがえ、当委員会の今後

されています。 （文責：調査・

の方向性を考える上でも重要な施設でした。

研究員 波多野ゆき枝）
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( 文責：調査・研究員 寺田匡宏 )
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↡द
・芝山町菱田旧三ノ宮家屋実測撮影
・TRCCより元小川プロ資料ポス
ター加工納品
・第七回歴史伝承委員会開催
・二〇〇六年度ミニDV化作業開始



↢द
・坂場修一氏聞き取り取材
・第十回企画ＰＴ会議開催
・第五十六回成田空港地域共生委員会
に座長出席

↣द
・ホームページ更新
・企画展示のためのビデオ撮影開始
・工藤隆之氏取材
・第十一回企画PT会議開催

↤द
・滝沢尚二氏︑高木吉夫氏︑真行寺一
朗氏︑河宮信郎氏取材
・第十二回企画ＰＴ会議 合
(宿 )

・企画展示後援依頼終了

↥द
・石井新二氏︑高橋朋敬氏取材
・中村冬夫氏よりフィルム寄贈受ける
・たより第五号発行
・企画展示図録︑ビデオ編集等開始
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