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◆事 業 者 :」 R東海 (東海旅客鉄道株式会社 )

◆開業 予 定 :2027年 東京―名古屋 (286 km)
(86%にあたる246 kmが トンネル )

2045年 東京一大阪 (438 km)
◆走 行 方 式 :超電導磁気浮上方式

◆最高設計速度 :505 km/時
◆総 事 業 費 :9兆 1200億 円

◆到 達 時 間 :東京 名古屋間 40分
東京 大阪間  67分

◆メイン駅は品川、名古屋、大阪

中間lllRは 、相模原・甲府・飯田・中津川

名古屋 大阪間は2駅

リニアお110線 を考える‖1模原連絡会 (順称 :リ エア連絡会 )

は、リエアlli央力1lF線にl川 連する疑‖1、 l‖ 題点をりlら かに

し、lli ltと ともにそのあり方を考えて行こうと、さまざ11な

卜1体、11人 が2012イ li3月 31日 に結成しました,,多くの疑1門 に

答え付1報 ‖‖示するようJR東海や 1可 、先t、 1卜 に求めていき:111,

日連絡先
〒252-0144相 模原市緑区東橋本2-6-2

TEL 090 4378-9257 浅賀 きみ江 (代表 )

■活動は市民のカンパで維持しています。

こちらにもぜひご協力をお願いします。

(郵便局)振替口座 :00240-7-71305
口座名 :リ ニア新幹線を考える相模原連絡会

「ストゾ升リエア!訴訟」の

原告・サポーターになって

ください!

■私たちは、品川～名古屋のリニア新 幹線 沿線住民ネット

ワークの仲間 (市民グループH団体)と ともに、昨年10月 国土

交通人l11に対し、リエア新幹線工事実施計画の承認取り消しを

求めて lrt議中し立てを行いました。

【‖1棋原ではリニア沿線住民を中心に約1000人 (沿線全体

では 5000人余)中 し立て】

ところが、審査庁である国交省は裁決を引き延ばし、一方、

JR東海は着 11を 急いでいます。

■このため、私たちは品川～名 i与屋のリエア沿線住民とともに、

1'業 認定取 り消し1訴〕訟(通称 :ス トップ・リニア !訴訟)を

起こすことにしました。

■lllril、 ″il公 の原告とサポーターを募集しています。

1原

`:iに

は、山イ11の 異議lll i/てに参加されたすべての方に資格

がありま11,ま た |サポーター」には、活動を支援してくださる

方はどなたでもなることができます。

リェア:||‖

“

に疑‖lを 持つ多くのみなさんの参加をお待ちして

います。

・1月 t告・サポーターにお願いすることは?

J:〕 除をl14政 山iで 支えます。

裁判をf″

“

ぶします。

llilri卜1が発行する報告やニュースを受け取ります。

″:,除 に1対 する集会や各種イベントに参加し、知り合いに

1:,除 のことを広めます。

■原告

初年度会費 1回 5000円 (できれば複数口で)

次年度以降 1回 3000円 ( ″  )
■サポーター

<個人会員>
初年度会費 1回 2000円 (できれば複数口で)

次年度以降 1口 1000円 ( ″  )
<団体会員>
年間会費  1口 5000円 (できれば複数口で)

■振込先 :

(郵便局)振替口座 :00210-3-137262
回座名 :リ ニア訴訟相模原連絡会

緑豊かな自然・生活環境を壊す

リニアはいらない!

●ずさんな環境アセスメントなのに、

工事を認可した国の責任は重人です。

●私たちは、沿線住民とともに、着 li

認可処分の取り消しを求め提i訴 しま現

●あきらめるわ けにはいきません。

リニアが建設されたらrどもや孫たち

に大きな負の遺産を残すことになり

ます。

計回から田可まで

1962年  りニア技術研究開始

1996年  山梨リニア実IIn線 開設

2007年 」R東海が自費でりニア中央新幹線の建設を表明

2()10年  同交大|卜 がリニア‖山を交通政策器議会にiia問

2011年  3月 束日本大震災、福島原発事故

5月 器議会がリニア計画を妥当とする答申

回交大‖】がJR束
"り

を1旨 名、建設指示

2013年  りニア沿線住民ネットワーク糸∴成

2014年  10月  国がリニア新幹線工IH認可

12月 沿線住民等の5千人余りが工事詔可取消し

求め異議申立て



お暑くはなもヽ!いま、ひきかえすとき―リニア計画
●品川一名古屋間の86パーセントがトンネル。膨大な残土

が発生する。

●内径13メ ー トルの巨大トンネルで、水枯れ、異常出水、

水の汚染で自然や生活環境を破壊する。

●残土を運ぶ多数の工事車両で生活が困難になるところも。

騒音 0振動・粉じん O C02の増加はさけられない。

●南アルプスを25キロのトンネルが貫く。しかし、ここには

活断層がある。山には豊かな水がたたえられているが水脈
はわかっていない。工事は湧水との戦いになるだろう。

●時速500キロで走るリニアは、ひとたび事故がおこれば取り

返しがつかない。ことに長大なトンネルからの

長野県 :飯田にリエア駅、

大鹿村 狭い生活道路に

1日 1700台 もの トラック

が通行。
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●在来線との接続もない、物資も運べないリニアは災害時に

は役に立たない。

●膨大な建設費や、あまい乗客見込みで事業は破綻し、結果
として税金を投入することにならないか ?

●中間駅では切符が,1えない。地元は駅周辺整備に膨大な

負担がかかる。

●東海道新幹線の3倍以上の電力を使う。時代は省エネで

経済的、環境にやさしい交通手段を求めている。

●リニアの強力な電磁波は、乗客や住民の健康、周辺環境に

未知の被害をもたらす可能性がある。

愛知県春 日井市 :亜炭鉱の

採掘跡、 トンネルエ事で

陥没の恐れ。
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愛知県 :名 古屋市ターミナル駅、

」R名古屋駅に交差。

地下30メ ー トルに駅。

(乗 り換えが不便 )

岐阜県 :中津川に駅と巨大

な車両基地、近くに貴重な

湿地 と日本最大の ウラン

鉱床。

神奈川県 :町田市 :川 崎の

全ルー トと町田のほとんど

は大深度 トンネル、神奈川

県民の水源破壊。沿線最大

の残土。詳細は裏面へ。
‐
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東京 :品 川ターミナル駅

東海道新幹線品川駅の下、

地下40mに駅。

(乗 り換えが不便 )
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静岡県 :大井川が毎秒 2ト ン

減水で63万人に影響。

南 ア ル プ ス燕 沢 に 360万立

方メー トルの残土置き場。

几 例

‐‐‐ :計画I13線

コ回E:山梨りニア実験線

○:駅
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●道意∫|1橋梁

(1爾福模藤町寸沢嵐 )

橋梁工事の南畑に向かう幅3.6mの

生活道路にトンネル残土を積んだ

車両が1日 400台、10年間も通る。

途中5メ ートル幅の所もあるには

あるが、道のほとんどがせまく、k

工事車両と一般車両がすれちがう

ことはできない。
「これでは生活できない」と住民

の声。

● 長竹 の立坑 、非 常 理 41鶴 津 久井 町 )

おだやかな里山に5000平方メー トルの工事

ヤー ドから土砂が搬出され、県道を車両が

ひつきりな しに走ることになる。

工事車両は長竹三差路を経由していく。

近在の幼稚園、小中学校の通学、通園路は

これまでにない危険がいっぱいとなるだろ

う。季節によつては、沿道ではうかつに洗濯

物も干せないということにな りかねない。

●小倉に変電所 (1豪 滅曲町)

居住環境に恵まれた静かな地域に10mの盛り土がなされ

その上部に高さ17mの変電施設 (約 3.2ha)を 建設する

という。

もっとも懸念されるのは周辺住民への強力な電磁波の影

響で、特に幼児や子どもへの健康被害は問題とされるだ

ろう。加えて、約 10軒が移転を追られる

●甲旦ア設 (橋本)

大正年間、地元民の熱意で建てた農業高校

(県立相原高校)を移転させて地下30mに
駅を造るとする。街に緑地はここだけで広

域避難所指定。3.11の 震災時、800人の帰

宅困難者を受け入れた。子どもたちや市民

に開かれた学校として親 しまれている。

10数年にわたる駅、トンネルの大工事で 1日

最大1200台 の工事車両が行き交い住民への

健康被害が問題となろう。さらには、約20軒

が移転を迫られる。駅完成後は市の再開発

でビル群に ?

聾髪事舞FIII■ ● ■ ■   ‐  ‐   ・

▲相原高校内の中央道 (市民の通 り道に開放 )

▲栂原高校 (乳幼児など畜舎で動物達とふれあえる )

●種模サII橋梁

小倉橋のかかる「神奈川の景勝50選」の川
べりも、土管のようなフード (ト ンネル)

のかかったリニア橋梁で、その景観はだい

なしになるだろう。

(写真手前下流に計画されている)

●大理機 (お おばね)非常爾

(1醸醸野町)

79万立方メー トルもの残土運搬に

よる沿道住民への影響はちいさく

ない。生活のすみずみにまでそれ

は及ぶはず。ひっきりなしに通る

工事車両は、騒音や埃 (ほ こり)

を日常生活にまきちらしていく。

井戸や沢水など小規模水道への影

響も深刻なものにならぎるをえな

いだろう。
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●大岩下メト常霧(:腫 i筆久井町青山)

この非常口は、本線と車両基地を結ぶ地下

回送線を掘るための斜坑であり、その長さ

はおよそ500m。

そばを走る国道413号 はあヽだんでも車の通

行量が多い。そこにリニアエ事車両も通る

ことになる。道路沿いには民家が立ち並ん

でおり、工事車両通行 による騒音、振動、

粉 じん、車両事故など懸念事項は多い。

●牧 轟 (ま き織 )非常 鸞 (l霧議 聾 轄 )

全戸が生活用水にする沢水、井戸水の枯渇

はもっとも懸念されているもの。

56万立方メー トルもの残土運搬による日常

生活への影響はおおきい。また、石砂山系

のギフチ ョウ、カン トウカンアオイ、ナガ

レタゴガエルなどの貴重な動植物の絶滅が

専門家のあいだで危惧されている。

現在、地域をあげて集落外へ非常口の位置

変更を要望 している。

●島経の車両基地 (1露 津久井町)

基地建設で地域は分断され、住み慣れた土地を追われる移転家屋は数十軒にもおよぶだ

ろう。 静かな環境の鳥屋小学校に隣接 して車両基地を建設。 電磁波、騒音、大気汚染

など問題山積みである。盛 り土に巨大灯油タンクを埋設するが安全性への配慮は ?災害

時に流出の危険はないのだろうか。

煙突の高さ9mの大型ボイラー棟7基の建設で大量のC02発生が想定される。また、基地内

の4万 トン貯水池 (2か所に分散)は施設の安全性と災害時の流出に備えられているのか疑

間である。施設建設にともなう山林破壊と車両基地からの排水で予想される串川の氾濫、

汚染にはどう対処するのか ?

年間1000万 トン取水の県水道施設がある鳥屋に、この大規模開発は異常ともいえる。


