
    

    

    

    
一般席一般席一般席一般席 92929292 にににに対対対対しししし２３７２３７２３７２３７名名名名ものものものもの方方方方がががが傍聴傍聴傍聴傍聴をををを希望希望希望希望してしてしてして並並並並ぶぶぶぶ！！！！！！！！    

連日続連日続連日続連日続くくくく雨雨雨雨のののの中中中中、、、、東京地裁前東京地裁前東京地裁前東京地裁前にににに傍聴希望者傍聴希望者傍聴希望者傍聴希望者がががが続続続続々々々々とととと集集集集まりましたまりましたまりましたまりました。。。。抽選抽選抽選抽選などによりなどによりなどによりなどにより、、、、原告原告原告原告、、、、遠方遠方遠方遠方のののの方方方方、、、、社会社会社会社会をををを

担担担担うううう大学生大学生大学生大学生などがなどがなどがなどが優先優先優先優先でででで入廷入廷入廷入廷しましたしましたしましたしました。。。。裁判長裁判長裁判長裁判長はははは「「「「古田古田古田古田孝夫孝夫孝夫孝夫」」」」氏氏氏氏。。。。    川村原告団団長川村原告団団長川村原告団団長川村原告団団長はははは「「「「経済力経済力経済力経済力をををを絶対善絶対善絶対善絶対善とととと頼頼頼頼

むむむむ人人人人たちにたちにたちにたちに対対対対しししし、『、『、『、『飯飯飯飯をををを食食食食うううう以外以外以外以外のののの人生人生人生人生のののの意味意味意味意味』』』』(=(=(=(=幸福度幸福度幸福度幸福度））））をををを問問問問いたいいたいいたいいたい」」」」、、、、裁判長裁判長裁判長裁判長へのおへのおへのおへのお願願願願いとしていとしていとしていとして「「「「行政側行政側行政側行政側がががが圧圧圧圧

倒的倒的倒的倒的にににに有利有利有利有利なななな行政訴訟行政訴訟行政訴訟行政訴訟のありのありのありのあり方方方方をををを追求追求追求追求するするするする機会機会機会機会でもあることをごでもあることをごでもあることをごでもあることをご理解願理解願理解願理解願いたいいたいいたいいたい」」」」とととと意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

またまたまたまた、、、、関島弁護団共同代表関島弁護団共同代表関島弁護団共同代表関島弁護団共同代表はははは、「、「、「、「リニアはリニアはリニアはリニアは経済性経済性経済性経済性やややや安全性安全性安全性安全性においてにおいてにおいてにおいて危険危険危険危険」」」」でありでありでありであり、、、、全国新幹線整備法全国新幹線整備法全国新幹線整備法全国新幹線整備法のののの対象事業対象事業対象事業対象事業

をををを、、、、JRJRJRJR 東海東海東海東海というというというという一民間企業一民間企業一民間企業一民間企業にににに指示指示指示指示してしてしてして認可認可認可認可したことはしたことはしたことはしたことは違法違法違法違法であるとしであるとしであるとしであるとし、、、、さらにさらにさらにさらに鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法ととととのののの問題点問題点問題点問題点にもにもにもにも論論論論

及及及及しましたしましたしましたしました。。。。続続続続いていていていて５５５５名名名名のののの弁護士弁護士弁護士弁護士がががが意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述をををを行行行行いいいいましたましたましたました。。。。参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員会館会館会館会館でのでのでのでの集会集会集会集会にはにはにはには国会議員含国会議員含国会議員含国会議員含めめめめ 180180180180 名名名名

ものものものもの人人人人がががが集集集集まりまりまりまり、、、、明明明明るくるくるくるく力強力強力強力強いいいい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気にににに満満満満ちたものちたものちたものちたものとなりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

今今今今回入廷回入廷回入廷回入廷できなかったできなかったできなかったできなかった方方方方はははは次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、配慮配慮配慮配慮させてさせてさせてさせていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。多多多多くのくのくのくの方方方方におにおにおにお詫詫詫詫びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

第第第第 2222 回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論はははは        12/912/912/912/9（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０～～～～    

第第第第 3333 回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論はははは        2/242/242/242/24（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０～～～～    

第第第第４４４４回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論はははは        4/284/284/284/28（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０～～～～    

意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述のののの要約要約要約要約はははは次次次次のページにのページにのページにのページに載載載載せてありますせてありますせてありますせてあります。。。。全文全文全文全文をををを    

おおおお読読読読みになりたいみになりたいみになりたいみになりたい方方方方はホームページはホームページはホームページはホームページをごをごをごをご参照下参照下参照下参照下さいさいさいさい。。。。    

    

    

    

○○○○        《《《《山梨実験線山梨実験線山梨実験線山梨実験線・・・・計画路線計画路線計画路線計画路線のののの現地現地現地現地ツアーツアーツアーツアー》》》》    

10/30(10/30(10/30(10/30(日日日日））））山梨県山梨県山梨県山梨県のリニアのリニアのリニアのリニア新幹線現地新幹線現地新幹線現地新幹線現地ツアーツアーツアーツアー募集中募集中募集中募集中！！！！    

被害状況被害状況被害状況被害状況やややや着工前着工前着工前着工前のののの現状等現状等現状等現状等をををを見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。    

詳細詳細詳細詳細はははは川村川村川村川村までまでまでまで（Ｔ（Ｔ（Ｔ（Ｔ・・・・ＦＦＦＦ・・・・055055055055----252252252252----0288)0288)0288)0288)要事前予約要事前予約要事前予約要事前予約    

○○○○    《《《《リニアリニアリニアリニア工事工事工事工事＆＆＆＆初公判初公判初公判初公判    講演会講演会講演会講演会とととと訴訟報告会訴訟報告会訴訟報告会訴訟報告会》》》》    

11/12(11/12(11/12(11/12(土土土土))))    13:3013:3013:3013:30～～～～16:3016:3016:3016:30    資料代資料代資料代資料代 500500500500 円円円円    

玉穂生涯学習館玉穂生涯学習館玉穂生涯学習館玉穂生涯学習館    2F2F2F2F 視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚ホールホールホールホール        

講演講演講演講演：：：：徳竹徳竹徳竹徳竹    真人氏真人氏真人氏真人氏（（（（環境地盤研究所環境地盤研究所環境地盤研究所環境地盤研究所    地盤解析室室長地盤解析室室長地盤解析室室長地盤解析室室長））））    

訴訟報告訴訟報告訴訟報告訴訟報告・・・・学習会学習会学習会学習会：：：：小笠原忠彦氏小笠原忠彦氏小笠原忠彦氏小笠原忠彦氏    

((((ストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニア！！！！訴訟弁護団訴訟弁護団訴訟弁護団訴訟弁護団))))    

主催主催主催主催：：：：リニア・リニア・リニア・リニア・市民市民市民市民ネットネットネットネット山梨山梨山梨山梨    

○○○○    《《《《そこのけそこのけリニアがそこのけそこのけリニアがそこのけそこのけリニアがそこのけそこのけリニアが通通通通るるるる》》》》    

『『『『リニアのふあんをリニアのふあんをリニアのふあんをリニアのふあんを語語語語るるるる集集集集いいいい』』』』    10/15( 10/15( 10/15( 10/15( 土土土土))))    13:3013:3013:3013:30～～～～        

資料代資料代資料代資料代 300300300300 円円円円        飯田市鼎文化飯田市鼎文化飯田市鼎文化飯田市鼎文化センターセンターセンターセンター3333 階展示室階展示室階展示室階展示室    

主催主催主催主催：：：：伊那谷伊那谷伊那谷伊那谷のののの自然自然自然自然をををを学学学学ぶぶぶぶ会会会会    

ストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニア！！！！訴訟訴訟訴訟訴訟    ニュースニュースニュースニュース    
第第第第 ３３３３ 号号号号     ２ ０ １ ６２ ０ １ ６２ ０ １ ６２ ０ １ ６ 年年年年 １ ０１ ０１ ０１ ０ 月月月月 １１１１ 日 発 行日 発 行日 発 行日 発 行                         発 行発 行発 行発 行     リ ニ アリ ニ アリ ニ アリ ニ ア 新 幹 線 沿 線 住 民新 幹 線 沿 線 住 民新 幹 線 沿 線 住 民新 幹 線 沿 線 住 民 ネ ッ ト ワ ー クネ ッ ト ワ ー クネ ッ ト ワ ー クネ ッ ト ワ ー ク            

http://linearstop.wix.com/mysitehttp://linearstop.wix.com/mysitehttp://linearstop.wix.com/mysitehttp://linearstop.wix.com/mysite    

第一回口頭弁論第一回口頭弁論第一回口頭弁論第一回口頭弁論がががが９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（金金金金））））開開開開かれるかれるかれるかれる    

 

○○○○    《《《《リニアのリニアのリニアのリニアの工事工事工事工事でででで環境環境環境環境・・・・暮暮暮暮らしはどうなるらしはどうなるらしはどうなるらしはどうなる》》》》    

11/26(11/26(11/26(11/26(土土土土))))    13:0013:0013:0013:00～～～～    東野公民館東野公民館東野公民館東野公民館((((恵那市内恵那市内恵那市内恵那市内))))    

講師講師講師講師    徳竹真人氏徳竹真人氏徳竹真人氏徳竹真人氏((((環境地盤研究所環境地盤研究所環境地盤研究所環境地盤研究所・・・・地盤解析室室長地盤解析室室長地盤解析室室長地盤解析室室長))))    

「「「「ストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニア！！！！訴訟訴訟訴訟訴訟    報告報告報告報告」」」」    

講師講師講師講師    岡本浩明氏岡本浩明氏岡本浩明氏岡本浩明氏    ((((ストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニア！！！！訴訟弁護団訴訟弁護団訴訟弁護団訴訟弁護団))))    

主催主催主催主催：：：：    リニアをリニアをリニアをリニアを考考考考えるえるえるえる岐阜県民岐阜県民岐阜県民岐阜県民ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

○○○○    《《《《ストップストップストップストップ！！！！リニアリニアリニアリニア訴訟訴訟訴訟訴訟のののの勝利勝利勝利勝利のためにのためにのためにのために》》》》    

関島保雄弁護団関島保雄弁護団関島保雄弁護団関島保雄弁護団共同代表共同代表共同代表共同代表によるによるによるによる報告学習会報告学習会報告学習会報告学習会    無料無料無料無料    

《《《《土土土土とととと平和平和平和平和のののの祭典祭典祭典祭典》》》》10/16(10/16(10/16(10/16(土土土土)13)13)13)13 時時時時～～～～14141414 時時時時    

日比谷公園日比谷公園日比谷公園日比谷公園のののの祭典会場内祭典会場内祭典会場内祭典会場内    

ナマケモノナマケモノナマケモノナマケモノ倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部ブースのブースのブースのブースの屋外屋外屋外屋外トークトークトークトーク会場会場会場会場    

○○○○    《《《《リニアをリニアをリニアをリニアを止止止止めるためにめるためにめるためにめるために−−−−訴訟訴訟訴訟訴訟のののの課題課題課題課題とととと意義意義意義意義》》》》 

11/26(11/26(11/26(11/26(土土土土)14)14)14)14：：：：00000000〜〜〜〜17:0017:0017:0017:00        カフェカフェカフェカフェ    ヴェルデヴェルデヴェルデヴェルデ        

大森駅徒歩大森駅徒歩大森駅徒歩大森駅徒歩 10101010 分分分分（（（（大田大田大田大田区山王区山王区山王区山王 3333----7777----3333））））    

参加費参加費参加費参加費 1,0001,0001,0001,000 円円円円    珈琲菓子付珈琲菓子付珈琲菓子付珈琲菓子付きききき    

講師講師講師講師：：：：川村晃生川村晃生川村晃生川村晃生    ストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニア！！！！訴訟原告訴訟原告訴訟原告訴訟原告団団団団団長団長団長団長    

    

沿沿沿沿    線線線線    かかかか    らららら    のののの    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ 



            

                                            原告団長原告団長原告団長原告団長    

                                        川村晃生川村晃生川村晃生川村晃生    （（（（かわむらかわむらかわむらかわむら    てるおてるおてるおてるお））））    

                                        住民住民住民住民にににに多多多多くのくのくのくの実害実害実害実害をををを与与与与えながらえながらえながらえながら、、、、                                

またまたまたまた自然自然自然自然にににに甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をををを与与与与えなえなえなえながらがらがらがら、、、、    

なぜリニアがなぜリニアがなぜリニアがなぜリニアが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、合理的合理的合理的合理的なななな説明説明説明説明はいっさいないはいっさいないはいっさいないはいっさいない。。。。リニリニリニリニ    

アアアアによるによるによるによる経済効果経済効果経済効果経済効果ばかりがばかりがばかりがばかりが喧伝喧伝喧伝喧伝されるがされるがされるがされるが、、、、そのそのそのその確証確証確証確証はないはないはないはない上上上上にににに、、、、    

もはもはもはもはやややや経済経済経済経済だけでだけでだけでだけで人人人人はははは幸福幸福幸福幸福になれないことをになれないことをになれないことをになれないことを、、、、すでにすでにすでにすでに人人人人々々々々はははは気気気気    

づきづきづきづき始始始始めているめているめているめている。。。。それはそれはそれはそれは和歌浦景観訴訟時和歌浦景観訴訟時和歌浦景観訴訟時和歌浦景観訴訟時のののの「「「「飯飯飯飯をををを食食食食うううう以外以外以外以外のののの    

人生人生人生人生のののの価値価値価値価値」」」」のののの言挙言挙言挙言挙げげげげ以来以来以来以来、、、、確信確信確信確信されつつあることだされつつあることだされつつあることだされつつあることだ。。。。そしてそしてそしてそして    

またまたまたまた行政行政行政行政がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに有利有利有利有利なななな行政訴訟行政訴訟行政訴訟行政訴訟のありのありのありのあり方方方方もももも、、、、問問問問いいいい直直直直されねされねされねされね    

ばならないばならないばならないばならない。。。。    

                                        弁護団共同代表弁護団共同代表弁護団共同代表弁護団共同代表    

                                        関島関島関島関島    保雄保雄保雄保雄    （（（（せきじませきじませきじませきじま    やすおやすおやすおやすお））））    

                                                                            リニアリニアリニアリニア新幹線工事新幹線工事新幹線工事新幹線工事はははは経営的経営的経営的経営的にににに採算採算採算採算がとがとがとがと    

れずれずれずれず、、、、環境環境環境環境をををを破壊破壊破壊破壊しししし乗客乗客乗客乗客のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保しししし

ないないないない危険危険危険危険なななな事業事業事業事業ですですですです。。。。根本的根本的根本的根本的なななな問題問題問題問題はははは、、、、全国新幹線整備法全国新幹線整備法全国新幹線整備法全国新幹線整備法のののの対対対対

象事業象事業象事業象事業をををを、、、、一民間企業一民間企業一民間企業一民間企業ののののＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海にににに指示指示指示指示しししし認可認可認可認可するするするする手続手続手続手続きをときをときをときをと

ったことですったことですったことですったことです。。。。全国新幹線整備法全国新幹線整備法全国新幹線整備法全国新幹線整備法やややや母法母法母法母法のののの鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに

反反反反するするするする違法違法違法違法なななな手続手続手続手続きですきですきですきです。ＪＲ。ＪＲ。ＪＲ。ＪＲ東海東海東海東海にににに対対対対するするするする 3333 兆円兆円兆円兆円のののの融資融資融資融資はははは実実実実

質上国家事業質上国家事業質上国家事業質上国家事業であるであるであるである実態実態実態実態をををを明明明明らかにしていますらかにしていますらかにしていますらかにしています。。。。国会国会国会国会でのでのでのでの審議審議審議審議

をををを避避避避けるためけるためけるためけるため JRJRJRJR 東海東海東海東海のののの事業事業事業事業としたととしたととしたととしたと考考考考えられえられえられえられ、、、、このこのこのこの手続手続手続手続きはきはきはきは民民民民

主主義主主義主主義主主義にににに反反反反しますしますしますします。。。。    

                                            弁護団共同代表弁護団共同代表弁護団共同代表弁護団共同代表    

                                            高木高木高木高木    輝雄輝雄輝雄輝雄    （（（（たかぎたかぎたかぎたかぎ    てるおてるおてるおてるお））））    

                                            私私私私はははは東海道新幹線東海道新幹線東海道新幹線東海道新幹線のののの公害訴訟公害訴訟公害訴訟公害訴訟をををを担当担当担当担当

したしたしたした。。。。1959195919591959 年工事開始年工事開始年工事開始年工事開始。。。。1964196419641964 年営業開年営業開年営業開年営業開    

始始始始。。。。沿線住民沿線住民沿線住民沿線住民はははは騒音騒音騒音騒音とととと振動振動振動振動にににに悩悩悩悩まされまされまされまされ 1974197419741974 年訴訟提起年訴訟提起年訴訟提起年訴訟提起。。。。1986198619861986    

年訴訟外年訴訟外年訴訟外年訴訟外でのでのでのでの和解和解和解和解がががが成立成立成立成立。。。。現在現在現在現在でもでもでもでも被告被告被告被告ＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海とととと年年年年１１１１回回回回のののの協協協協    

議議議議をををを行行行行いいいい、、、、騒音振動対策騒音振動対策騒音振動対策騒音振動対策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを確認確認確認確認しししし、、、、課題課題課題課題をををを議論議論議論議論してしてしてして    

いるいるいるいる。。。。リニアはリニアはリニアはリニアは超電導磁気浮上式超電導磁気浮上式超電導磁気浮上式超電導磁気浮上式、、、、86868686％％％％がトンネルでがトンネルでがトンネルでがトンネルで 40m40m40m40m をををを超超超超    

えるえるえるえる大深度地下大深度地下大深度地下大深度地下がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど。。。。大地震大地震大地震大地震によるによるによるによる危険性危険性危険性危険性、、、、電磁波曝露電磁波曝露電磁波曝露電磁波曝露    

によるによるによるによる癌癌癌癌のののの発症発症発症発症、、、、ウランウランウランウラン鉱床鉱床鉱床鉱床のののの存在存在存在存在によるによるによるによる危険性危険性危険性危険性等等等等々、々、々、々、深刻深刻深刻深刻なななな    

被害発生被害発生被害発生被害発生がががが指摘指摘指摘指摘されるされるされるされる。。。。東海道新幹線公害東海道新幹線公害東海道新幹線公害東海道新幹線公害のののの反省反省反省反省がががが踏踏踏踏まえられまえられまえられまえられ    

ていないていないていないていない点点点点はははは遺憾遺憾遺憾遺憾というほかありませんというほかありませんというほかありませんというほかありません。。。。    

                                            弁護団共同代表弁護団共同代表弁護団共同代表弁護団共同代表            

                                            中島中島中島中島    嘉尚嘉尚嘉尚嘉尚    （（（（なかじまなかじまなかじまなかじま    よしひさよしひさよしひさよしひさ））））    

鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法にににに照合照合照合照合すればすればすればすれば、、、、本件本件本件本件リニリニリニリニアアアア

計画計画計画計画はははは安全上適切安全上適切安全上適切安全上適切さをさをさをさを欠欠欠欠くものでありくものでありくものでありくものであり、、、、    

そのそのそのその認可認可認可認可がががが違法違法違法違法なものであることをなものであることをなものであることをなものであることを述述述述べたいべたいべたいべたい。。。。①①①①国国国国のののの態度態度態度態度はははは、、、、

疑問疑問疑問疑問はあるがはあるがはあるがはあるが走走走走らせながららせながららせながららせながら安全性安全性安全性安全性をををを検討検討検討検討するかのようにするかのようにするかのようにするかのように見見見見ええええ

るるるる。。。。②②②②これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実験実験実験実験ではではではでは実績実績実績実績がががが足足足足りずりずりずりず、、、、未熟未熟未熟未熟なななな状態状態状態状態でででで時速時速時速時速 505505505505    

kmkmkmkm のののの高速運行高速運行高速運行高速運行をしようとしているをしようとしているをしようとしているをしようとしている。。。。③③③③リニアはリニアはリニアはリニアは中央構造線中央構造線中央構造線中央構造線などなどなどなど

のののの断層帯断層帯断層帯断層帯をををを通過通過通過通過するがするがするがするが、、、、直下型直下型直下型直下型にはにはにはには対応対応対応対応できずできずできずできず、、、、それにそれにそれにそれに対対対対しししし急急急急

にににに停止停止停止停止できるものではなくできるものではなくできるものではなくできるものではなく危険危険危険危険であるであるであるである。。。。④④④④事故発生事故発生事故発生事故発生によるによるによるによる、、、、子子子子

どもやどもやどもやどもや高齢者高齢者高齢者高齢者などのなどのなどのなどの避難問題避難問題避難問題避難問題はははは全全全全くくくく未解決未解決未解決未解決であるであるであるである。。。。⑤⑤⑤⑤クエンチクエンチクエンチクエンチ

現象現象現象現象はリニアのはリニアのはリニアのはリニアの大敵大敵大敵大敵であるがであるがであるがであるが問題問題問題問題はははは解決解決解決解決していないしていないしていないしていない。。。。    

弁護士弁護士弁護士弁護士    和泉和泉和泉和泉    貴士貴士貴士貴士（（（（いずみいずみいずみいずみ    たかしたかしたかしたかし））））    

                                        本件工事本件工事本件工事本件工事のののの認可処分認可処分認可処分認可処分はははは、、、、全国新幹線全国新幹線全国新幹線全国新幹線    

                        整備法整備法整備法整備法にににに違反違反違反違反しますしますしますします。。。。リニアはリニアはリニアはリニアは他他他他のののの鉄鉄鉄鉄    

道道道道とととと相互乗相互乗相互乗相互乗りりりり入入入入れもれもれもれも、、、、貨物貨物貨物貨物もももも運運運運べないべないべないべない

ためためためため、、、、１１１１条条条条のののの「「「「国民生活領域国民生活領域国民生活領域国民生活領域のののの拡大拡大拡大拡大…………地域地域地域地域のののの振興振興振興振興にににに資資資資するものするものするものするもの」」」」

3333 条条条条のののの「「「「全国的全国的全国的全国的なななな幹線鉄道網幹線鉄道網幹線鉄道網幹線鉄道網をををを形成形成形成形成するにたるものするにたるものするにたるものするにたるもの」」」」というというというという法法法法のののの

目的目的目的目的にににに合致合致合致合致しませんしませんしませんしません。。。。またまたまたまた鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法鉄道事業法というというというという母法母法母法母法のののの規定規定規定規定にににに違反違反違反違反

することはすることはすることはすることは許許許許されませんされませんされませんされません。。。。ゆえにゆえにゆえにゆえに、、、、経済的合理性経済的合理性経済的合理性経済的合理性をををを欠欠欠欠くくくく点点点点、、、、安安安安

全性全性全性全性、、、、環境面環境面環境面環境面へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮をををを欠欠欠欠くくくく点点点点でででで違反違反違反違反ですですですです。。。。このこのこのこの事業事業事業事業はははは経営上経営上経営上経営上

適切性適切性適切性適切性をををを欠欠欠欠くくくく点点点点でもでもでもでも違反違反違反違反といえますといえますといえますといえます。。。。    

弁護士弁護士弁護士弁護士    足立足立足立足立    悠悠悠悠（（（（あだちあだちあだちあだち        はるかはるかはるかはるか））））    

本件工事本件工事本件工事本件工事はははは環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価がががが必要必要必要必要なななな事事事事    

業業業業ですですですです。。。。認可認可認可認可においてにおいてにおいてにおいて環境保全上支環境保全上支環境保全上支環境保全上支    

障障障障があるとがあるとがあるとがあると判断判断判断判断されるときされるときされるときされるとき、、、、認可処認可処認可処認可処    

分分分分をををを行行行行うことはうことはうことはうことは違法違法違法違法ですですですです。。。。手続手続手続手続きききき面面面面でででで①①①①本本本本

線接続予定線接続予定線接続予定線接続予定だっただっただっただった山梨実験線山梨実験線山梨実験線山梨実験線のののの環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価がされていないがされていないがされていないがされていない。。。。

②②②②280km280km280km280km 以上以上以上以上のののの調査調査調査調査をををを短期終了短期終了短期終了短期終了、、、、文献調査文献調査文献調査文献調査にににに終始終始終始終始。。。。③③③③情報公開情報公開情報公開情報公開はははは

不十分不十分不十分不十分でででで各地説明会各地説明会各地説明会各地説明会のののの質問質問質問質問もももも制限制限制限制限されるされるされるされる等等等等、、、、内容面内容面内容面内容面でもでもでもでも適切適切適切適切なななな

環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価がされていないためがされていないためがされていないためがされていないため認可要件認可要件認可要件認可要件をををを満満満満たさずたさずたさずたさず、、、、違法違法違法違法でででで

すすすす。。。。国国国国のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは住民住民住民住民やややや国民国民国民国民のののの生活等生活等生活等生活等をををを軽視軽視軽視軽視したものですしたものですしたものですしたものです....    

進進進進行行行行についてのについてのについてのについての意見意見意見意見        弁護団事務局長弁護団事務局長弁護団事務局長弁護団事務局長        横山横山横山横山    聡聡聡聡    （（（（よこやまよこやまよこやまよこやま    さとるさとるさとるさとる））））    

弁護団事務局長弁護団事務局長弁護団事務局長弁護団事務局長            ①①①①原告適格原告適格原告適格原告適格についてについてについてについて////被告被告被告被告のののの国国国国がががが答弁書答弁書答弁書答弁書でででで「「「「原告適格原告適格原告適格原告適格」」」」にににに限限限限りりりり答弁答弁答弁答弁ししししていることからていることからていることからていることから、、、、実質審理実質審理実質審理実質審理はははは JRJRJRJR 東東東東    

海海海海がががが参加参加参加参加してからになりしてからになりしてからになりしてからになり、、、、当面当面当面当面はははは「「「「原告原告原告原告適格適格適格適格」」」」のののの審理審理審理審理になりますになりますになりますになります。「。「。「。「原告目録原告目録原告目録原告目録 A]A]A]A]のののの所有物件等所有物件等所有物件等所有物件等についてについてについてについてはははは    

次回期日次回期日次回期日次回期日にににに図面図面図面図面化化化化ししししてててて相当程度解明相当程度解明相当程度解明相当程度解明できますできますできますできます。「。「。「。「原告目録原告目録原告目録原告目録 BBBB」」」」はははは、、、、JRJRJRJR 東海東海東海東海のののの訴訟参加後訴訟参加後訴訟参加後訴訟参加後にににに同社同社同社同社がががが残土処分残土処分残土処分残土処分    

場場場場とととと運搬運搬運搬運搬ルートをルートをルートをルートを明明明明らかにしたのちらかにしたのちらかにしたのちらかにしたのち絞絞絞絞りりりり込込込込みをみをみをみを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。②②②②期日期日期日期日についてについてについてについて////訴訟訴訟訴訟訴訟のののの対象対象対象対象がががが 280km280km280km280km 以上以上以上以上のののの地域地域地域地域にににに関関関関するするするする環境影響環境影響環境影響環境影響    

評価評価評価評価のののの違法違法違法違法をををを述述述述べるためべるためべるためべるため、、、、2222 かかかか月月月月にににに一度程度一度程度一度程度一度程度のののの開廷開廷開廷開廷がががが必要必要必要必要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。③③③③証拠証拠証拠証拠についてについてについてについて////「「「「環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書」」」」はははは膨大膨大膨大膨大なためなためなためなため JRJRJRJR 東海東海東海東海

にににに「「「「丙号証丙号証丙号証丙号証」」」」としてとしてとしてとして提出提出提出提出することをすることをすることをすることを要望要望要望要望しますしますしますします。    
 

第一回口頭弁論第一回口頭弁論第一回口頭弁論第一回口頭弁論    意見陳述要約意見陳述要約意見陳述要約意見陳述要約    



超党派超党派超党派超党派のののの国会議員団国会議員団国会議員団国会議員団がががが山梨山梨山梨山梨リニアリニアリニアリニア関連箇所関連箇所関連箇所関連箇所をををを初初初初めてめてめてめて視察視察視察視察    

 

                 ８月３１日、公共事業公共事業公共事業公共事業チェックチェックチェックチェック議員議員議員議員のののの会会会会（（（（会長会長会長会長＝＝＝＝荒井聡衆院議員荒井聡衆院議員荒井聡衆院議員荒井聡衆院議員    

                                                                                                    事務局長事務局長事務局長事務局長・・・・初鹿明博衆院議員初鹿明博衆院議員初鹿明博衆院議員初鹿明博衆院議員、、、、ともともともともにににに民進党民進党民進党民進党））））所属の９人の超党

派衆参国会議員と、議員秘書が山梨県内のリニア実験線や山梨

県駅予定地、南アルプストンネル坑口など数カ所を視察し、ル

ート沿線住民からヒアリングを行いました。 

笛吹市御坂笛吹市御坂笛吹市御坂笛吹市御坂のブドウ・のブドウ・のブドウ・のブドウ・桃農家桃農家桃農家桃農家のおのおのおのお宅宅宅宅ではではではでは、日照時間の減少が作

物と生活に影響を及ぼし、それに対しJR東海の対応は2222部屋分部屋分部屋分部屋分 

のみのみのみのみのののの燃料代燃料代燃料代燃料代をををを30303030年分年分年分年分支払うという誠意のないものだそうです。近くの実験線トンネルから30トン/分 

もの出水があり、上流では沢や井戸が枯れる現象が起きています。また、リニアリニアリニアリニア中間駅中間駅中間駅中間駅の予定地は地盤地盤地盤地盤

がががが軟弱軟弱軟弱軟弱でででで低地低地低地低地のためのためのためのため水水水水はけのはけのはけのはけの悪悪悪悪いいいい地域地域地域地域。。。。地震と洪水ハザードマップでも危険度が高く、度々道路や畑が

浸水。難工事で膨大な費用が必要と予想されます。南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス市旧甲西町市旧甲西町市旧甲西町市旧甲西町では町の中を高架が突き抜け

ることになり、自治会長ら住民から、、、、住民住民住民住民にににに対対対対するするするするJRJRJRJR東海東海東海東海のののの傲慢傲慢傲慢傲慢なななな姿勢姿勢姿勢姿勢やややや説明不足説明不足説明不足説明不足へのへのへのへの怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声が聞か

れました。富士川町富士川町富士川町富士川町でも高架が町を通り、甲府盆地を見下ろす風光明媚な    

緑緑緑緑のののの森森森森にトンネルのにトンネルのにトンネルのにトンネルの抗口抗口抗口抗口を開け、ルートはこの後早川町、大鹿村へと続いて 

いきます。その後バスで約1時間山道を登り、早川町早川町早川町早川町のトンネルのトンネルのトンネルのトンネル抗口抗口抗口抗口工事現 

場を最終地点とし、甲府駅に戻りました。国会議員が超党派でリニア関連 

箇所を視察するのは初めてで、異口同音に、「「「「現地現地現地現地をををを見見見見てててて、、、、切実切実切実切実なななな住住住住民民民民のののの声声声声    

をををを聞聞聞聞きききき、、、、問題問題問題問題のののの大大大大きさがきさがきさがきさが良良良良くくくく分分分分かったかったかったかった。。。。またまたまたまた、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ東海東海東海東海がががが住民住民住民住民にににに対対対対しししし情報情報情報情報をををを知知知知らせらせらせらせ    

ずずずず、、、、誠意誠意誠意誠意あるあるあるある説明説明説明説明やややや補償補償補償補償策策策策をををを実施実施実施実施していないことがしていないことがしていないことがしていないことが分分分分かったかったかったかった。。。。国会国会国会国会でででで実実実実態態態態をををを伝伝伝伝    

ええええ、、、、リニアリニアリニアリニア新幹線計画新幹線計画新幹線計画新幹線計画についてについてについてについて本格的本格的本格的本格的なななな審議審議審議審議をををを行行行行いたいいたいいたいいたい」」」」と話しました。 

    

弁護団合宿会議弁護団合宿会議弁護団合宿会議弁護団合宿会議    inininin大鹿村大鹿村大鹿村大鹿村        2016.8.262016.8.262016.8.262016.8.26----27272727        

2日間の合宿に各地から17名が集まった。1日目は訴訟の意見陳述や準備などについて話し合った。 

その夜、「「「「NO!NO!NO!NO!リニアリニアリニアリニア連絡会連絡会連絡会連絡会」の方から、釜沢地区釜沢地区釜沢地区釜沢地区のののの住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会で、区長が呼んだ他地区の住民の入場を、

JRJRJRJR東海東海東海東海がががが拒否拒否拒否拒否し、区長が説明会実施を認めない事態になったと報告がされた。私たちは夜遅くまで語

り合った。2日目午前は中央構造線博物館中央構造線博物館中央構造線博物館中央構造線博物館で館長から地層や地質の講義を受けた。中央構造線中央構造線中央構造線中央構造線は九州、

和歌山、豊橋、大鹿を通り、関東平野の地下を茨城まで続いている。その北北北北とととと西西西西のののの地域地域地域地域はははは花崗岩花崗岩花崗岩花崗岩のののの固固固固いいいい    

地層地層地層地層。。。。一一一一方南南南南とととと東東東東はははは結晶結晶結晶結晶片岩片岩片岩片岩のののの崩崩崩崩れやすくもろいれやすくもろいれやすくもろいれやすくもろい地層地層地層地層。。。。工事はもろい 

地層を掘り進んで、大鹿村で中央中央中央中央構造構造構造構造線線線線にぶつかり、今度は固い地 

層を掘り進めることになる。講義はさらに詳しい話になった。午後 

は水水水水枯枯枯枯れれれれがががが心配心配心配心配されるされるされるされる酪酪酪酪農農農農家宅家宅家宅家宅を訪ね、残土置残土置残土置残土置きききき場場場場などを案内しても 

らった。最後に訪れた釜釜釜釜沢地区沢地区沢地区沢地区は急斜面の木の間に家が点在する天天天天    

空空空空にににに近近近近いいいい場所場所場所場所。水枯れへのJR東海の対策は地下水を汲み上げた代代代代替替替替    

ええええ水水水水だという。温度が低く稲などの生育は悪くなる。この自然自然自然自然のののの雄雄雄雄    

大大大大さをさをさをさを好好好好んでんでんでんで住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる住民の気持ちは踏みにじられてしまう。「「「「子子子子    

供供供供たちのたちのたちのたちの大切大切大切大切なななな10101010年間年間年間年間をををを工事工事工事工事のののの記憶記憶記憶記憶にににに塗塗塗塗りりりり替替替替えたくないえたくないえたくないえたくない。」。」。」。」という声が 

今も耳に残っている。    

                            

 



 

 

 しばらくぶりにしばらくぶりにしばらくぶりにしばらくぶりに晴天晴天晴天晴天がががが戻戻戻戻ったったったった 9999 月月月月 25252525 日日日日（（（（日日日日）、）、）、）、山梨県中央市極楽寺山梨県中央市極楽寺山梨県中央市極楽寺山梨県中央市極楽寺のののの桑畑桑畑桑畑桑畑にににに    

地元地元地元地元のののの方方方方とととと東京東京東京東京・・・・神奈川連絡会神奈川連絡会神奈川連絡会神奈川連絡会、、、、大阪大阪大阪大阪からからからから参加参加参加参加したしたしたした 4444 人人人人をををを含含含含むむむむ 13131313 人人人人がががが集集集集まりまりまりまり、、、、    

地主地主地主地主のののの内田内田内田内田    学学学学さんさんさんさん（（（（中央市中央市中央市中央市リニアリニアリニアリニア対策市民対策市民対策市民対策市民のののの会代表会代表会代表会代表））））のののの指導指導指導指導・・・・説明説明説明説明のもとのもとのもとのもと、、、、    

500500500500 本余本余本余本余りのりのりのりの桑桑桑桑のののの木木木木のののの剪定剪定剪定剪定とととと、、、、所有者所有者所有者所有者のののの名札名札名札名札のののの付付付付けけけけ替替替替ええええ作業作業作業作業をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ここここ    

のののの日日日日はははは気温気温気温気温 30303030 度度度度をををを越越越越ええええ、、、、2222 メートルまでメートルまでメートルまでメートルまで延延延延びたびたびたびた桑桑桑桑のののの枝枝枝枝をををを切切切切りりりり、、、、一本一本一本一本づつづつづつづつ針金針金針金針金でででで    

所有者所有者所有者所有者のののの名札名札名札名札をををを木木木木のののの根元根元根元根元にににに取取取取りつけましたりつけましたりつけましたりつけました。。。。内田内田内田内田さんのさんのさんのさんの    話話話話ではではではでは、「、「、「、「剪定剪定剪定剪定はははは定期定期定期定期    

的的的的にににに行行行行うううう必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、またまたまたまた害虫駆除害虫駆除害虫駆除害虫駆除などなどなどなど日常日常日常日常的的的的なななな世話世話世話世話がががが大変大変大変大変だだだだ」」」」ということでということでということでということで    

したしたしたした。。。。頭頭頭頭がががが下下下下がるがるがるがる思思思思いでしたいでしたいでしたいでした。。。。皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも是非参加是非参加是非参加是非参加をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

 

 

 

☆リニア・リニア・リニア・リニア・市民市民市民市民ネットネットネットネット東京東京東京東京 

代表：懸樋哲夫  

連絡先： TEL&FAX ０４２-５６５－７４７８  

〒207-0014 東京都東大和市南街 1-8-8-303 

tez7@nifty.com 、fwnp7112@mb.infoweb.ne.jp 

HP： gsn.jp/linear 

☆リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線をををを考考考考えるえるえるえる東京東京東京東京・・・・神奈川連絡会神奈川連絡会神奈川連絡会神奈川連絡会 

共同代表： 天野捷一、矢沢美也、山本太三雄 

連絡先：天野 〒213-0014 神奈川県川崎市高津区 

新作５-22-1-103  TEL&FAX ０４４-８６６-５７８５  

０９０-３９１０-８１７３   s-amano@v7.com 

連絡会 HP：web-asao.jp/hp/linear 

☆リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線をををを考考考考えるえるえるえる相模原連絡会相模原連絡会相模原連絡会相模原連絡会 

代表：浅賀きみ江 ０９０-４３７８-９２５７  

〒252-0144 神奈川県相模原市緑区東橋本２-６-２ 

事務局：三浦民雄  tammy_m@mui.biglobe.ne.jp 

連絡会 HP： sagamihara-g.mond.jp   

☆リニア・リニア・リニア・リニア・市民市民市民市民ネットネットネットネット山梨山梨山梨山梨 

  代表：川村晃生 〒400-0014 山梨県甲府市古府中町 984-2 

TEL＆F０５５-２５２-０２８８  

 HP： midoriyamanashi.com 、gsn.jp/linear 

☆南南南南アルプスとリニアをアルプスとリニアをアルプスとリニアをアルプスとリニアを考考考考えるえるえるえる市民市民市民市民ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・静岡静岡静岡静岡 

共同代表： 松谷清、服部隆、有元利通、八木功、 

増田和明   

連絡先：松谷  matsuya@aioros.ocn.ne.jp   

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠３-３-１井口ビル地球ハウス内

事務局：望月吉春  

TE０９０－１７８８－９１３４ wbs37584@mail.wbs.ne.jp 

☆リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線をををを考考考考えるえるえるえる静岡県民静岡県民静岡県民静岡県民ネットワークネットワークネットワークネットワーク 

共同代表：林 弘文、林 克、酒井政男 

〒422-8062 静岡市駿河区稲川２-２-１  

セキスイハイムビルディング７Ｆ    

連絡先：芳賀直哉  ahnhaga@gmail.com   

EL＆FAX ０５４-２８３-８８８２ 、０８０－３６１０－８７１４ 

〒422-8027 静岡市駿河区豊田１-４-４３-２５ 

☆飯田飯田飯田飯田リニアをリニアをリニアをリニアを考考考考えるえるえるえる会会会会 

  代表：米山義盛 

            〒３９９－３３０１ 長野県下伊那郡松川町上片桐２６６９－１ 

  TEL ０９０－８１７９－３２９９   

  顧問 ： 片桐晴夫  TEL ０２６５-２４-５６０４   

〒395-0051 長野県飯田市高羽町３-４-９ 

事務局 ： 春日昌夫  

〒399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田２９７４－３ 

☆ＮＯ！ＮＯ！ＮＯ！ＮＯ！リニアリニアリニアリニア連絡会連絡会連絡会連絡会 

代表：山根沙姫   

TEL０８０-６９３６-０１５３ tamtamboys@yahoo.co.jp   

〒399-3501 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩４３４ 

☆東濃リニアを考える会 

代表：原 重雄   

TEL ０５７３-６９-４６１９、０９０-２６８８-４３９９ 

mukaiyama216@hi３.enjoy.jp 

〒508-0006 岐阜県中津川市落合２０１１-２ 

☆リニアをリニアをリニアをリニアを考考考考えるえるえるえる岐阜県民岐阜県民岐阜県民岐阜県民ネットワークネットワークネットワークネットワーク    
    代表：庄司善哉 

TEL＆FAX ０５７３－６９－２１８１ 

shozen63@nifty.com  

   〒508-0502 岐阜県中津川市馬籠５６５９-２ 

   事務局：林 茂美  TEL０５７３-６８-２９２８ 

 nakaarai@takenet.or.jp 

    〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林１２５０-11 

☆リニアをリニアをリニアをリニアを問問問問うううう愛知市民愛知市民愛知市民愛知市民ネッネッネッネット 

代表：小林 収   

TEL ０５６５-８０-５３２３ kobayashi@osamu.gr.jp  

TEL ０５６５-８０-５３２３、 FAX ０５６５-８９-１６２０ 

〒471-0017 愛知県豊田市寺部町３－７８ 

☆リニアをリニアをリニアをリニアを考考考考えるえるえるえる愛知県連絡会愛知県連絡会愛知県連絡会愛知県連絡会 

  代表：川本正彦 

TEL＆FAX  ０５６８-８３-９２６１  

yamanouehara@mc.ccnw.ne.jp   

〒486-0855 愛知県春日井市関田町３-１１７-1 

                       

                       ●「「「「ストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニアストップ・リニア！！！！訴訟訴訟訴訟訴訟」」」」のののの会計年度会計年度会計年度会計年度はははは 2016201620162016 年年年年 6666 月月月月からからからから新新新新たなたなたなたな年度年度年度年度というというというという形形形形でででで運営運営運営運営していしていしていしてい

くことになりましたくことになりましたくことになりましたくことになりました。。。。各登録各登録各登録各登録先先先先へのへのへのへの会費振会費振会費振会費振りりりり込込込込みをおみをおみをおみをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。またまたまたまた裁判裁判裁判裁判をををを円滑円滑円滑円滑にににに維持維持維持維持

してしてしてしていいいいくくくく財力確保財力確保財力確保財力確保のためのためのためのため、、、、知人知人知人知人のサポーターへのおのサポーターへのおのサポーターへのおのサポーターへのお誘誘誘誘いなどいなどいなどいなど、、、、ごごごご協力協力協力協力ををををおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

●●●●原告会費原告会費原告会費原告会費::::    次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降        1111 口口口口 3333,,,,000000000000 円円円円    ●●●●サポーターサポーターサポーターサポーター会費会費会費会費::::    初年初年初年初年度度度度    1111 口口口口 2222,,,,000000000000 円円円円    次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降    1111 口口口口 1,1,1,1,000000000000 円円円円    ●●●●原告原告原告原告・サポー・サポー・サポー・サポー

ターでターでターでターで会費納入会費納入会費納入会費納入やニュースやニュースやニュースやニュースのののの送付送付送付送付などについてなどについてなどについてなどについて、、、、地元地元地元地元のののの団体団体団体団体にににに登録登録登録登録をををを変更変更変更変更したいしたいしたいしたい方方方方はははは、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを上上上上のののの地元団体地元団体地元団体地元団体にごにごにごにご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    

リニアリニアリニアリニア沿線住民沿線住民沿線住民沿線住民ネットワークネットワークネットワークネットワーク加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体連絡先一覧連絡先一覧連絡先一覧連絡先一覧    

立木立木立木立木トラストのトラストのトラストのトラストの桑畑桑畑桑畑桑畑でででで剪定剪定剪定剪定とととと名札付作業名札付作業名札付作業名札付作業    

 

おおおお知知知知ららららせせせせ    


