
 

 

    

    

    

    

    

    

                              

    ３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日にににに言言言言いいいい渡渡渡渡されるされるされるされる予定予定予定予定であったであったであったであった原告適格原告適格原告適格原告適格（（（（原告原告原告原告となれるとなれるとなれるとなれる資格資格資格資格））））    

にににに関関関関するするするする中間判決中間判決中間判決中間判決はははは、、、、新型新型新型新型コロナコロナコロナコロナ感染感染感染感染のののの為為為為、、、、判決期日判決期日判決期日判決期日がががが延期延期延期延期されたがされたがされたがされたが、、、、    

期日期日期日期日がががが決決決決まらないまらないまらないまらない状況状況状況状況がががが続続続続いているいているいているいている。。。。緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言がががが５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日にににに解除解除解除解除    

されたがされたがされたがされたが、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所からはからはからはからは判決期日判決期日判決期日判決期日のののの連絡連絡連絡連絡がががが未未未未だないだないだないだない。。。。期日期日期日期日がががが入入入入るとしてるとしてるとしてるとして    

もももも７７７７月月月月かかかか８８８８月月月月でででで、、、、万一万一万一万一９９９９月月月月になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性さえさえさえさえ否定否定否定否定できないできないできないできない。。。。感染防止感染防止感染防止感染防止のののの    

ためためためため傍聴人数傍聴人数傍聴人数傍聴人数のののの制限等制限等制限等制限等もありもありもありもあり得得得得るるるる。。。。    

中間判決言中間判決言中間判決言中間判決言いいいい渡渡渡渡しがしがしがしが延期延期延期延期されていたされていたされていたされていた間間間間にににに、、、、担当担当担当担当していたしていたしていたしていた古田孝夫裁判古田孝夫裁判古田孝夫裁判古田孝夫裁判    

長長長長はははは４４４４月月月月にににに他他他他のののの部署部署部署部署にににに移動移動移動移動しししし、、、、新新新新しいしいしいしい裁判長裁判長裁判長裁判長としてとしてとしてとして市原義孝裁判官市原義孝裁判官市原義孝裁判官市原義孝裁判官がががが担担担担    

当当当当になったがになったがになったがになったが、、、、判決判決判決判決はははは古田裁判長古田裁判長古田裁判長古田裁判長がががが書書書書いていていていて移動移動移動移動したものとしたものとしたものとしたものと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    原告適格原告適格原告適格原告適格にににに関関関関するするするする中間判決中間判決中間判決中間判決はははは、、、、原告原告原告原告のののの資格資格資格資格のののの無無無無いいいい原告原告原告原告をををを、、、、裁判裁判裁判裁判のののの早早早早いいいい段階段階段階段階でででで切切切切りりりり捨捨捨捨てようとてようとてようとてようとするものでありするものでありするものでありするものであり、、、、    

原告団原告団原告団原告団はじめはじめはじめはじめ弁護団弁護団弁護団弁護団はははは反対反対反対反対してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

行政事件訴訟法行政事件訴訟法行政事件訴訟法行政事件訴訟法はははは、、、、原告原告原告原告になるになるになるになる資格資格資格資格をををを狭狭狭狭くくくく制限制限制限制限してしてしてして、、、、リニアリニアリニアリニア新幹線事業計画新幹線事業計画新幹線事業計画新幹線事業計画のののの認可認可認可認可によりによりによりにより、、、、法律的法律的法律的法律的なななな権利権利権利権利やややや    

利益利益利益利益がががが侵害侵害侵害侵害されるされるされるされる危険危険危険危険のあるのあるのあるのある者者者者にしかにしかにしかにしか原告原告原告原告としてのとしてのとしてのとしての資格資格資格資格をををを認認認認めようとしないめようとしないめようとしないめようとしない。。。。問題問題問題問題はははは、、、、原告原告原告原告のののの資格資格資格資格をををを狭狭狭狭くくくく解解解解    

釈釈釈釈してしてしてして多多多多くのくのくのくの原告原告原告原告をををを切切切切りりりり捨捨捨捨てることであるてることであるてることであるてることである。。。。    

全全全全てのてのてのての原告原告原告原告はははは、、、、リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線はははは強力強力強力強力なななな磁力線磁力線磁力線磁力線やトンネルやトンネルやトンネルやトンネル構造構造構造構造であるであるであるである為地震為地震為地震為地震やややや事故事故事故事故のののの発生等発生等発生等発生等をををを考考考考えるとえるとえるとえると安全安全安全安全    

なななな乗乗乗乗りりりり物物物物とととと言言言言えないことえないことえないことえないこと、、、、またトンネルまたトンネルまたトンネルまたトンネル工事工事工事工事によりによりによりにより大量大量大量大量のののの地下水地下水地下水地下水をををを失失失失うことからうことからうことからうことから南南南南アルプスのアルプスのアルプスのアルプスの自然自然自然自然をををを破壊破壊破壊破壊すすすす    

るものであるとしてるものであるとしてるものであるとしてるものであるとして、、、、工事計工事計工事計工事計画画画画をををを取取取取りりりり消消消消すべきとすべきとすべきとすべきと主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、国国国国やややや JRJRJRJR 東海東海東海東海はははは、、、、これらのこれらのこれらのこれらの利利利利    

益益益益はははは、、、、国民全体国民全体国民全体国民全体のののの利益利益利益利益であってであってであってであって、、、、個人個人個人個人のののの利益利益利益利益やややや権利権利権利権利ではないからではないからではないからではないから、、、、原告適格原告適格原告適格原告適格はははは無無無無いといといといと主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。しかししかししかししかし、、、、    

安全安全安全安全なななな乗乗乗乗りりりり物物物物にににに乗乗乗乗るるるる権利権利権利権利やややや豊豊豊豊かなかなかなかな自然環境自然環境自然環境自然環境をををを護護護護るるるる権利権利権利権利はははは国民一人一人国民一人一人国民一人一人国民一人一人のののの権利権利権利権利であるであるであるである。。。。    

そのそのそのその他他他他、、、、リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線によるによるによるによる騒音等騒音等騒音等騒音等のののの生活被害生活被害生活被害生活被害やややや、、、、路線予定地路線予定地路線予定地路線予定地のののの土地土地土地土地やややや家屋家屋家屋家屋、、、、立木立木立木立木のののの権利権利権利権利がががが奪奪奪奪われるわれるわれるわれる等等等等のののの    

    被害被害被害被害をををを訴訴訴訴えるえるえるえる原告原告原告原告もももも多数多数多数多数いるいるいるいる。。。。路線路線路線路線にににに近近近近いいいい狭狭狭狭いいいい範囲範囲範囲範囲のののの住民住民住民住民しかしかしかしか原告適格原告適格原告適格原告適格をををを認認認認めないのかめないのかめないのかめないのか、、、、中間判決中間判決中間判決中間判決はははは、、、、安全安全安全安全    

性性性性やややや自然環境自然環境自然環境自然環境のののの審理審理審理審理などなどなどなど今後今後今後今後のののの裁判裁判裁判裁判のののの証拠調証拠調証拠調証拠調べにべにべにべに重大重大重大重大なななな

影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる。。。。    

一方一方一方一方、、、、コロナコロナコロナコロナ問題問題問題問題でででで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利用者数利用者数利用者数利用者数はははは 90909090％％％％減減減減

ととととＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海のののの経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤をををを直撃直撃直撃直撃したしたしたした。。。。リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線のののの約約約約 9999    

兆円兆円兆円兆円にににに及及及及ぶぶぶぶ工事費工事費工事費工事費をををを負担負担負担負担できるのかできるのかできるのかできるのか窮地窮地窮地窮地にににに追追追追いいいい込込込込まれてまれてまれてまれて

いるいるいるいる。。。。またまたまたまた大井川大井川大井川大井川のののの減水対策減水対策減水対策減水対策にににに対対対対するするするする不信感不信感不信感不信感からからからから、、、、静岡工静岡工静岡工静岡工

区区区区のののの工事着手工事着手工事着手工事着手にににに静岡県知事静岡県知事静岡県知事静岡県知事のののの同意同意同意同意がががが得得得得られずられずられずられず、、、、２０２７２０２７２０２７２０２７年年年年

のののの名古屋開業予定名古屋開業予定名古屋開業予定名古屋開業予定はははは困難困難困難困難とととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。コロナコロナコロナコロナ感染感染感染感染によによによによ

るネットるネットるネットるネット会議会議会議会議のののの拡大拡大拡大拡大はははは、、、、リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線のののの不必要性不必要性不必要性不必要性をををを国民国民国民国民にににに

広広広広めるチャンスでもあめるチャンスでもあめるチャンスでもあめるチャンスでもあるるるる。。。。                      

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 ２ ０２ ０２ ０２ ０ 号号号号     ２ ０ ２ ０２ ０ ２ ０２ ０ ２ ０２ ０ ２ ０ 年年年年 ７７７７ 月月月月 １ ０１ ０１ ０１ ０ 日 発 行日 発 行日 発 行日 発 行         発 行発 行発 行発 行 ：：：： 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 団訴 訟 原 告 団訴 訟 原 告 団訴 訟 原 告 団            

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

コロナでコロナでコロナでコロナで遅遅遅遅れるれるれるれる中間判決中間判決中間判決中間判決    

                            弁弁弁弁護団共同代表護団共同代表護団共同代表護団共同代表    弁護士弁護士弁護士弁護士    関島関島関島関島    保雄保雄保雄保雄    



中間判決後中間判決後中間判決後中間判決後もリニアもリニアもリニアもリニア工事中止工事中止工事中止工事中止をををを求求求求めるめるめるめる意気込盛意気込盛意気込盛意気込盛んんんん            

原告原告原告原告団事務局長団事務局長団事務局長団事務局長        天野天野天野天野    捷一捷一捷一捷一    
    
            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！！！！訴訟訴訟訴訟訴訟はははは５５５５月月月月でででで提訴以来提訴以来提訴以来提訴以来５５５５年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えたえたえたえた。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの１８１８１８１８回回回回にににに及及及及ぶぶぶぶ口口口口    

頭弁論頭弁論頭弁論頭弁論ではではではでは、、、、沿線各地沿線各地沿線各地沿線各地のリニアのリニアのリニアのリニア工事工事工事工事のののの影響影響影響影響やややや、、、、今後起今後起今後起今後起こりうるこりうるこりうるこりうる生活被害生活被害生活被害生活被害、、、、環境被害環境被害環境被害環境被害にににについついついつい    

てててて原告原告原告原告やややや代理人代理人代理人代理人がががが切実切実切実切実にににに訴訴訴訴えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。法廷法廷法廷法廷ゆえにゆえにゆえにゆえに声声声声にはにはにはには出出出出せなかったがせなかったがせなかったがせなかったが、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの発発発発言言言言にににに心心心心    

からからからから拍手拍手拍手拍手をををを送送送送ったったったった傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人もももも多多多多かったとかったとかったとかったと思思思思うううう。。。。コロナコロナコロナコロナ感染拡大感染拡大感染拡大感染拡大をををを受受受受けてけてけてけて、、、、当初当初当初当初３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日にににに    

出出出出されるされるされるされる予定予定予定予定だっただっただっただった中間判決中間判決中間判決中間判決はははは延期延期延期延期されされされされ、、、、次回次回次回次回はははは新新新新たにたにたにたに裁判長裁判長裁判長裁判長になったになったになったになった市原義孝氏市原義孝氏市原義孝氏市原義孝氏がががが古田古田古田古田    

判決文判決文判決文判決文をををを代読代読代読代読するするするする形形形形になるがになるがになるがになるが、、、、そのそのそのその開廷期日開廷期日開廷期日開廷期日はははは決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない。。。。    

            今年今年今年今年にににに入入入入ってってってって、、、、沿線各都県沿線各都県沿線各都県沿線各都県のののの訴訟事務局訴訟事務局訴訟事務局訴訟事務局はははは、、、、中間判決後中間判決後中間判決後中間判決後のののの原告団原告団原告団原告団のののの意向意向意向意向についてについてについてについて回答回答回答回答をををを    

求求求求めているめているめているめている。。。。集計集計集計集計がほぼがほぼがほぼがほぼ終終終終わったところではわったところではわったところではわったところでは、「、「、「、「原告適格原告適格原告適格原告適格をををを外外外外すようなすようなすようなすような判決判決判決判決がががが出出出出たたたた場合場合場合場合はははは、、、、    

原告原告原告原告としてとしてとしてとして高裁高裁高裁高裁にににに上訴上訴上訴上訴（（（（控訴控訴控訴控訴））））してしてしてして戦戦戦戦うううう」」」」とのとのとのとの答答答答えとえとえとえと、「、「、「、「原告原告原告原告としてとしてとしてとして控訴控訴控訴控訴したいがしたいがしたいがしたいが、、、、原告原告原告原告    

数数数数がががが多多多多いといといといと上訴費用上訴費用上訴費用上訴費用がががが大変大変大変大変なのでなのでなのでなので、、、、方針方針方針方針はははは原告団原告団原告団原告団にににに任任任任せるせるせるせる」」」」というというというという回答回答回答回答がががが８８８８割以上割以上割以上割以上にににに達達達達すすすす    

るるるる。。。。控訴控訴控訴控訴へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは万全万全万全万全だだだだ。。。。    

            リニアをリニアをリニアをリニアを作作作作らせてはならないというらせてはならないというらせてはならないというらせてはならないという原告原告原告原告のののの意志意志意志意志はははは衰衰衰衰えていないえていないえていないえていない。。。。    

    
静岡県静岡県静岡県静岡県のののの現状現状現状現状――――国国国国交省有識者会議交省有識者会議交省有識者会議交省有識者会議のののの行方行方行方行方    

                                                            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静岡県静岡県静岡県民民民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        芳賀芳賀芳賀芳賀    直直直直哉哉哉哉    
    

リニアリニアリニアリニア県内工事県内工事県内工事県内工事をををを巡巡巡巡るるるる議論議論議論議論はははは、、、、4444 月月月月 22227777 日今流行日今流行日今流行日今流行りのりのりのりの ZOOMZOOMZOOMZOOM によるによるによるによる第一回有識者会議第一回有識者会議第一回有識者会議第一回有識者会議がががが    

始始始始まりまりまりまり、、、、早早早早いペースでいペースでいペースでいペースで進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。2222 回目回目回目回目からはからはからはからは、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミ取材取材取材取材はははは認認認認めるからめるからめるからめるから公開原則公開原則公開原則公開原則はははは    

担保担保担保担保しているとのしているとのしているとのしているとの理由理由理由理由でででで一般傍聴一般傍聴一般傍聴一般傍聴をシャットアウトしをシャットアウトしをシャットアウトしをシャットアウトし、、、、議事録議事録議事録議事録にににに発言委員名発言委員名発言委員名発言委員名をををを載載載載せないせないせないせない進進進進    

めめめめ方方方方となったとなったとなったとなった。。。。全面公開全面公開全面公開全面公開をををを求求求求めてきためてきためてきためてきた静岡県知事静岡県知事静岡県知事静岡県知事やリニアやリニアやリニアやリニア県県県県ネットはネットはネットはネットは国交大臣宛抗議文国交大臣宛抗議文国交大臣宛抗議文国交大臣宛抗議文をををを    

出出出出したがしたがしたがしたが、、、、改善改善改善改善はみられないはみられないはみられないはみられない。。。。    

            このこのこのこの間間間間、、、、JRJRJRJR 東海社長東海社長東海社長東海社長のののの「「「「静岡県静岡県静岡県静岡県のののの要求要求要求要求はははは実現不可能実現不可能実現不可能実現不可能だだだだ。。。。本事業本事業本事業本事業はははは法法法法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに合致合致合致合致していしていしていしてい    

るるるる。。。。6666 月中月中月中月中にににに実質的工事実質的工事実質的工事実質的工事にににに着手着手着手着手しないとしないとしないとしないと 2222027027027027 年開業年開業年開業年開業がががが遅遅遅遅れるれるれるれる」」」」とのとのとのとの自社本位自社本位自社本位自社本位のののの発言発言発言発言にににに対対対対すすすす    

るるるる県知事県知事県知事県知事やややや市民団体市民団体市民団体市民団体からのからのからのからの批判批判批判批判がでてがでてがでてがでて、、、、社長社長社長社長のののの「「「「撤回撤回撤回撤回」」」」表明表明表明表明があったがあったがあったがあった。。。。    

            工事工事工事工事をををを認可認可認可認可したしたしたした国交省国交省国交省国交省としてはとしてはとしてはとしては、、、、有識者会議有識者会議有識者会議有識者会議においてにおいてにおいてにおいて水問題水問題水問題水問題にににに一定一定一定一定のののの妥協案妥協案妥協案妥協案をををを得得得得てててて事業事業事業事業    

        をををを推進推進推進推進したいしたいしたいしたい思惑思惑思惑思惑がががが見見見見ええええ見見見見えであるえであるえであるえである。。。。県民県民県民県民・・・・国民国民国民国民はははは、、、、県知事県知事県知事県知事、、、、流域流域流域流域 11110000 市町首長市町首長市町首長市町首長、、、、利水団利水団利水団利水団    

体体体体がががが当初当初当初当初のののの原則原則原則原則をををを堅持堅持堅持堅持してしてしてして安易安易安易安易なななな妥協妥協妥協妥協をををを認認認認めないようにめないようにめないようにめないように、、、、応援応援応援応援とととと監視監視監視監視をををを継続継続継続継続していくしていくしていくしていく必要必要必要必要    

があるがあるがあるがある。。。。    

            またまたまたまた、、、、情勢情勢情勢情勢のののの急展開急展開急展開急展開にににに備備備備えてえてえてえて、、、、コロナコロナコロナコロナ問題問題問題問題でででで遅遅遅遅れているれているれているれている「「「「静岡県内工事差止訴訟静岡県内工事差止訴訟静岡県内工事差止訴訟静岡県内工事差止訴訟」」」」のののの準準準準    

        備備備備をををを進進進進めめめめ、、、、何何何何とかとかとかとか９９９９月初旬月初旬月初旬月初旬のののの提訴提訴提訴提訴にもっていきたいにもっていきたいにもっていきたいにもっていきたい。。。。    

         

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
静
岡
工
区 

 
 

 
 

第
一
回
有
識
者
会
議 

 
 

 
 

 

（
写
真 

国
交
省
） 



 

    南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス市民市民市民市民のののの工事差止訴訟工事差止訴訟工事差止訴訟工事差止訴訟    

2019201920192019年年年年 5555月月月月 8888日日日日にににに、、、、南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス市市市市のののの住民住民住民住民 8888名名名名がががが原告原告原告原告となってとなってとなってとなって、、、、JRJRJRJR東海東海東海東海をををを相手相手相手相手にににに、、、、リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線のののの    

工事差止訴訟工事差止訴訟工事差止訴訟工事差止訴訟をををを起起起起したしたしたした((((甲府地裁甲府地裁甲府地裁甲府地裁）。）。）。）。これまでこれまでこれまでこれまで 2222度度度度のののの口頭弁論口頭弁論口頭弁論口頭弁論がががが行行行行われわれわれわれ、、、、原告側原告側原告側原告側はははは騒音等騒音等騒音等騒音等のののの生活被害生活被害生活被害生活被害やややや    

リニアにリニアにリニアにリニアに公益性公益性公益性公益性がががが無無無無いことをいことをいことをいことを主張主張主張主張、、、、またまたまたまた現場検証現場検証現場検証現場検証をををを強強強強くくくく要求要求要求要求しているしているしているしている。。。。次回口頭弁論次回口頭弁論次回口頭弁論次回口頭弁論はははは 8888月月月月 18181818日日日日。。。。    

    
    「「「「リニアまんがリニアまんがリニアまんがリニアまんが訴訟訴訟訴訟訴訟」」」」判決判決判決判決はははは原告原告原告原告のののの請求棄却請求棄却請求棄却請求棄却、、、、控訴控訴控訴控訴へへへへ    
    

6666月月月月 16161616日日日日（（（（火火火火）、）、）、）、甲府地裁甲府地裁甲府地裁甲府地裁においてにおいてにおいてにおいて「「「「リニアまんがリニアまんがリニアまんがリニアまんが訴訟訴訟訴訟訴訟」（」（」（」（鈴木鈴木鈴木鈴木    

順子裁判長順子裁判長順子裁判長順子裁判長））））のののの判決判決判決判決がががが下下下下されされされされ、、、、原告原告原告原告のののの請求請求請求請求はははは却下却下却下却下されたされたされたされた。。。。判決判決判決判決はははは    

主文主文主文主文のみのみのみのみ読読読読みみみみ上上上上げげげげ、、、、２２２２分分分分もかからなかったもかからなかったもかからなかったもかからなかった。。。。原告原告原告原告がががが最最最最もももも重大重大重大重大なななな問問問問    

題題題題としてとしてとしてとして提起提起提起提起していたしていたしていたしていた裁量権裁量権裁量権裁量権もももも、、、、完全完全完全完全にににに被告被告被告被告（（（（山梨県山梨県山梨県山梨県））））のののの主張主張主張主張をををを    

受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、教育教育教育教育のののの中立性中立性中立性中立性にもにもにもにも問題問題問題問題はないとしたはないとしたはないとしたはないとした。。。。凡庸凡庸凡庸凡庸でででで不当不当不当不当なななな判判判判    

決決決決であるであるであるである。。。。またまたまたまた一一一一つつつつ司法司法司法司法のののの独立性独立性独立性独立性がががが疑疑疑疑われるわれるわれるわれる事例事例事例事例がががが増増増増えたとえたとえたとえたと言言言言えるえるえるえる。。。。    

    原告側原告側原告側原告側はははは 6666月月月月 18181818日日日日にににに原告団会議原告団会議原告団会議原告団会議をををを開開開開きききき、、、、9999名名名名のののの原告原告原告原告でででで控訴控訴控訴控訴にににに踏踏踏踏    

みみみみ切切切切ることをることをることをることを決決決決めためためためた。。。。    

 

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 4444 年度決算年度決算年度決算年度決算            2019 年 1 月 1 日～同 12 月 31 日    

入金入金入金入金のののの部部部部                                                                            円円円円    出金出金出金出金のののの部部部部                                                                        円円円円    

前年度繰前年度繰前年度繰前年度繰りりりり越越越越しししし                                                    ※※※※１１１１，，，，５９８５９８５９８５９８，，，，８３７８３７８３７８３７    

（（（（2019.12019.12019.12019.1．．．．1111 預金残高預金残高預金残高預金残高－－－－4444 年度会費前年納入年度会費前年納入年度会費前年納入年度会費前年納入））））    

4444 年度弁護団報酬年度弁護団報酬年度弁護団報酬年度弁護団報酬・・・・活動費計活動費計活動費計活動費計    ３３３３，，，，５９４５９４５９４５９４，，，，０１９０１９０１９０１９    

リニアリニアリニアリニア訴訟第二次提訴費用補助等訴訟第二次提訴費用補助等訴訟第二次提訴費用補助等訴訟第二次提訴費用補助等        ６４６４６４６４，，，，０３４０３４０３４０３４    

原告原告原告原告・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    ５５５５，，，，１５０１５０１５０１５０，，，，６３０６３０６３０６３０    第第第第 13131313 回回回回～～～～１７１７１７１７回回回回リニアリニアリニアリニア訴訟訴訟訴訟訴訟    

        報告集会報告集会報告集会報告集会シンポシンポシンポシンポ講師代等講師代等講師代等講師代等    

。。。。    

２４０２４０２４０２４０，，，，００００００００００００    預金利息預金利息預金利息預金利息    ３４３４３４３４    

リニアリニアリニアリニア訴訟報告参加費訴訟報告参加費訴訟報告参加費訴訟報告参加費        

((((報告集会報告集会報告集会報告集会・リニアシンポ・リニアシンポ・リニアシンポ・リニアシンポ参加費参加費参加費参加費５５５５回分回分回分回分) ) ) )     １８０１８０１８０１８０，，，，３６０３６０３６０３６０    

リニアリニアリニアリニア訴訟事務局費補助訴訟事務局費補助訴訟事務局費補助訴訟事務局費補助        ３８９３８９３８９３８９，，，，４６１４６１４６１４６１    

裁判長裁判長裁判長裁判長あてあてあてあて用用用用はがきはがきはがきはがき代代代代①①①①    ２６９２６９２６９２６９，，，，１９０１９０１９０１９０    

ブックレットブックレットブックレットブックレット等販売等販売等販売等販売    １６１６１６１６，，，，００００００００００００    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    １０４１０４１０４１０４, , , , ６６５６６５６６５６６５    

カンパカンパカンパカンパ等等等等        １０８１０８１０８１０８，，，，２８１２８１２８１２８１    『『『『環境環境環境環境とととと公害公害公害公害』』』』購入補助等購入補助等購入補助等購入補助等                ６８６８６８６８，，，，３１９３１９３１９３１９    

    事務局関係費事務局関係費事務局関係費事務局関係費        

    事務局本部事務局本部事務局本部事務局本部、、、、会議等出張費会議等出張費会議等出張費会議等出張費    

    

２２８２２８２２８２２８，，，，９２０９２０９２０９２０    

合合合合            計計計計        ７７７７，，，，０５４０５４０５４０５４，，，，１４２１４２１４２１４２    合合合合            計計計計    ４４４４，，，，９５８９５８９５８９５８，，，，６０８６０８６０８６０８    

入金入金入金入金－－－－出金出金出金出金＝＝＝＝２２２２，，，，０９５０９５０９５０９５，，，，５３４５３４５３４５３４    預金残高預金残高預金残高預金残高＝＝＝＝３３３３，，，，０７３０７３０７３０７３，，，，５３４５３４５３４５３４（（（（２０１９２０１９２０１９２０１９////１２１２１２１２////２４２４２４２４現在現在現在現在））））    

４年度会計終了後の預金残高は３，０７３，５３４円で、既に振り込まれた５年度分 
原告サポーター会費９８７，０００円を引いた２，０９５，５３４円が次期繰り越しとなる。 

                            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５５５５年度予算年度予算年度予算年度予算         ２０２０年１月１日～同１２月３１日    

収入収入収入収入のののの部部部部                                            円円円円    支出支出支出支出のののの部部部部                                                                                                    円円円円    

原告原告原告原告・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    ５５５５，，，，００００００００００００，，，，００００００００００００        弁護団報酬弁護団報酬弁護団報酬弁護団報酬・・・・活動費計活動費計活動費計活動費計            ３３３３，，，，５０１５０１５０１５０１，，，，４００４００４００４００    
前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金    ２２２２，，，，０９５０９５０９５０９５，，，，５３４５３４５３４５３４    訴訟証人訴訟証人訴訟証人訴訟証人（（（（研究者研究者研究者研究者））））    証言証言証言証言・・・・意見書費用意見書費用意見書費用意見書費用            １１１１，，，，００００００００００００，，，，００００００００００００    
雑収入雑収入雑収入雑収入        １００１００１００１００，，，，００００００００００００    沿線事務局活動費補助沿線事務局活動費補助沿線事務局活動費補助沿線事務局活動費補助    ５００５００５００５００，，，，００００００００００００    
    事務局行動費事務局行動費事務局行動費事務局行動費、、、、会議費補助会議費補助会議費補助会議費補助                ３８０３８０３８０３８０，，，，００００００００００００    

訴訟訴訟訴訟訴訟ニュースニュースニュースニュース、、、、資料費資料費資料費資料費        １５０１５０１５０１５０，，，，００００００００００００    
予備費予備費予備費予備費（（（（控訴費用補助控訴費用補助控訴費用補助控訴費用補助、、、、シンポシンポシンポシンポ企画費用企画費用企画費用企画費用））））    ５００５００５００５００，，，，００００００００００００    
次期繰越金次期繰越金次期繰越金次期繰越金        １１１１，，，，１６４１６４１６４１６４，，，，１３４１３４１３４１３４    

合合合合            計計計計    ７７７７，，，，１９５１９５１９５１９５，，，，５３４５３４５３４５３４    合合合合            計計計計        ７７７７，，，，１９５１９５１９５１９５，，，，５３４５３４５３４５３４    



    

                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

    

１９８７１９８７１９８７１９８７

とととと

そのそのそのその

にににに

がががが

はははは

なければねなければねなければねなければね

当時当時当時当時

そのリニアのそのリニアのそのリニアのそのリニアの

能性能性能性能性

当時当時当時当時

ないかというないかというないかというないかという

のののの

そのそのそのその中中中中でででで一一一一つのつのつのつの関心事関心事関心事関心事としてとしてとしてとして高高高高まってきたのがまってきたのがまってきたのがまってきたのが

電磁波電磁波電磁波電磁波についてはについてはについてはについては、、、、当時当時当時当時はほとんどのはほとんどのはほとんどのはほとんどの人人人人がががが

投投投投じるじるじるじる覚悟覚悟覚悟覚悟をををを決決決決めたのであっためたのであっためたのであっためたのであった。。。。甲府市甲府市甲府市甲府市のあるのあるのあるのある

のののの組織化組織化組織化組織化にににに取取取取りりりり組組組組むというむというむというむという決意決意決意決意をををを述述述述べたとべたとべたとべたと

        当時電磁波問題当時電磁波問題当時電磁波問題当時電磁波問題とととと言言言言えばえばえばえば、、、、スウェーデンのカロリンスカスウェーデンのカロリンスカスウェーデンのカロリンスカスウェーデンのカロリンスカ

リスクがリスクがリスクがリスクが高高高高いというようないというようないというようないというような事実事実事実事実がががが知知知知らされているらされているらされているらされている

思思思思うううう。。。。対象対象対象対象のののの困難困難困難困難さもあったのであろうがさもあったのであろうがさもあったのであろうがさもあったのであろうが

いったいったいったいった。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか常人常人常人常人のののの為為為為せるせるせるせる業業業業ではないがではないがではないがではないが

尋尋尋尋ねればたいていのことはすぐねればたいていのことはすぐねればたいていのことはすぐねればたいていのことはすぐにににに教教教教えてもらえたのであるえてもらえたのであるえてもらえたのであるえてもらえたのである

        自自自自らららら決決決決めたことやめたことやめたことやめたことや学学学学んだことにんだことにんだことにんだことに強強強強いいいい信念信念信念信念

年年年年４４４４月月月月ににににＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海がリニアがリニアがリニアがリニア構想構想構想構想をををを発表発表発表発表してすぐのしてすぐのしてすぐのしてすぐの

げたげたげたげた。。。。そしてそしてそしてそして運動運動運動運動をををを始始始始めてまもないめてまもないめてまもないめてまもない頃頃頃頃、、、、リニアリニアリニアリニア

時懸樋時懸樋時懸樋時懸樋さんはさんはさんはさんは、、、、変動磁界変動磁界変動磁界変動磁界のののの数値数値数値数値がががが途中途中途中途中でででで消消消消

かったようでかったようでかったようでかったようで、、、、そのそのそのその質問質問質問質問をくりをくりをくりをくり返返返返してしてしてして食食食食いいいい

だからだからだからだから無理無理無理無理でしょうでしょうでしょうでしょう」」」」とととと思思思思ったがったがったがったが、、、、そのそのそのその時時時時

うなうなうなうな気気気気がしたのであるがしたのであるがしたのであるがしたのである。。。。    

        それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつ、、、、懸樋懸樋懸樋懸樋さんについてさんについてさんについてさんについて特記特記特記特記

福島福島福島福島のののの子子子子どもたちやそのどもたちやそのどもたちやそのどもたちやその家族家族家族家族をををを」」」」夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに

今年実行今年実行今年実行今年実行されればされればされればされれば９９９９回目回目回目回目になるになるになるになる。。。。放射能放射能放射能放射能のののの

頃頃頃頃のののの「「「「がうすがうすがうすがうす通信通信通信通信」」」」にににに報告報告報告報告されているされているされているされている。。。。カンパをカンパをカンパをカンパを

であるがであるがであるがであるが、、、、それでもこのそれでもこのそれでもこのそれでもこの行事行事行事行事をををを毎年開催毎年開催毎年開催毎年開催しししし

        懸樋懸樋懸樋懸樋さんはさんはさんはさんは、、、、市民運動市民運動市民運動市民運動のののの中中中中でもでもでもでも珍珍珍珍しいしいしいしい電磁波問題電磁波問題電磁波問題電磁波問題

のリスクはきわめてのリスクはきわめてのリスクはきわめてのリスクはきわめて高高高高くくくく、、、、重要重要重要重要なななな位置位置位置位置をををを占占占占

えていくにちがいないそのえていくにちがいないそのえていくにちがいないそのえていくにちがいないその矢先矢先矢先矢先にににに、、、、懸樋懸樋懸樋懸樋さんはさんはさんはさんは

誼誼誼誼にににに感謝感謝感謝感謝するばかりであるするばかりであるするばかりであるするばかりである。。。。                                                    

    懸樋哲夫懸樋哲夫懸樋哲夫懸樋哲夫さんのさんのさんのさんの経歴経歴経歴経歴・・・・・・・・・・・・    

１９５０１９５０１９５０１９５０年生年生年生年生まれまれまれまれ。。。。法政大学卒法政大学卒法政大学卒法政大学卒。。。。８０８０８０８０年代年代年代年代

電磁波問題電磁波問題電磁波問題電磁波問題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。１９９３１９９３１９９３１９９３年年年年にににに高圧線問題全国高圧線問題全国高圧線問題全国高圧線問題全国

またまたまたまた、、、、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のののの代表代表代表代表としてリニアとしてリニアとしてリニアとしてリニア

ワークワークワークワーク結成以来事務局長結成以来事務局長結成以来事務局長結成以来事務局長をををを務務務務めためためためた。。。。２０２０２０２０２０２０２０２０

破壊破壊破壊破壊』（』（』（』（２００８２００８２００８２００８年緑風出版年緑風出版年緑風出版年緑風出版）、）、）、）、共著共著共著共著にににに

    

    

                     ●「「「「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

各登録先各登録先各登録先各登録先へのへのへのへの会費振会費振会費振会費振

またまたまたまた裁判裁判裁判裁判をををを

おおおお誘誘誘誘いなどいなどいなどいなど

●●●●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

●●●●団体団体団体団体サポータサポータサポータサポータ会費会費会費会費：：：：初年度初年度初年度初年度 1111 口口口口 5,5,5,5,

懸樋懸樋懸樋懸樋さんをさんをさんをさんを悼悼悼悼むむむむ 

                                    

おおおお知知知知ららららせせせせ    

                                                                                                                                                                                                                        

    

子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを地方地方地方地方のののの町町町町でででで育育育育てたいとてたいとてたいとてたいと、、、、思思思思いいいい立立立立ってふるさとのってふるさとのってふるさとのってふるさとの

１９８７１９８７１９８７１９８７年年年年のことであるのことであるのことであるのことである。。。。そしてまもなくそしてまもなくそしてまもなくそしてまもなく、、、、環境保護運動環境保護運動環境保護運動環境保護運動

とととと関関関関りができりができりができりができ、、、、市民運動市民運動市民運動市民運動にににに加加加加わるようになったわるようになったわるようになったわるようになった。。。。    

そのそのそのその中中中中にににに「「「「青青青青いいいい空空空空のののの会会会会」」」」というというというという反原発運動反原発運動反原発運動反原発運動にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

にににに懸樋懸樋懸樋懸樋さんがいたさんがいたさんがいたさんがいた。。。。懸樋懸樋懸樋懸樋さんはさんはさんはさんは山梨県在住山梨県在住山梨県在住山梨県在住のののの人人人人ではなくではなくではなくではなく

がががが山梨山梨山梨山梨であっただけだったがであっただけだったがであっただけだったがであっただけだったが、、、、人生人生人生人生とはとはとはとは不思議不思議不思議不思議なものでなものでなものでなもので

はははは市民運動一色市民運動一色市民運動一色市民運動一色にににに染染染染められていくことになるめられていくことになるめられていくことになるめられていくことになる。。。。後年彼後年彼後年彼後年彼はははは

なければねなければねなければねなければね」」」」とととと苦笑苦笑苦笑苦笑まじりにまじりにまじりにまじりに言言言言ったものであるったものであるったものであるったものである。。。。    

当時当時当時当時リニアのリニアのリニアのリニアの実験線実験線実験線実験線はははは宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県にありにありにありにあり、、、、そこでそこでそこでそこで車両車両車両車両のののの火災事故火災事故火災事故火災事故

そのリニアのそのリニアのそのリニアのそのリニアの実験線実験線実験線実験線がががが金丸信衆議院議員金丸信衆議院議員金丸信衆議院議員金丸信衆議院議員のののの政治力政治力政治力政治力もあってもあってもあってもあって

能性能性能性能性がががが高高高高まっておりまっておりまっておりまっており、「、「、「、「青青青青いいいい空空空空のののの会会会会」」」」のメンバーものメンバーものメンバーものメンバーも警戒警戒警戒警戒

当時当時当時当時はははは、、、、リニアそのもののリニアそのもののリニアそのもののリニアそのものの問題問題問題問題よりもよりもよりもよりも、、、、リニアによってリニアによってリニアによってリニアによって

ないかというないかというないかというないかという危惧危惧危惧危惧のののの方方方方がががが大大大大きかったきかったきかったきかった。。。。実際山梨県実際山梨県実際山梨県実際山梨県のののの実験線実験線実験線実験線

のののの電力電力電力電力でででで動動動動くとされていたくとされていたくとされていたくとされていた。。。。    

まってきたのがまってきたのがまってきたのがまってきたのが、、、、電磁波電磁波電磁波電磁波（（（（磁界磁界磁界磁界））））のののの問題問題問題問題だっただっただっただった。。。。    

がががが問題問題問題問題のののの重要性重要性重要性重要性をををを理解理解理解理解しておらずしておらずしておらずしておらず、、、、そのそのそのその中中中中にあってにあってにあってにあって懸樋懸樋懸樋懸樋

のあるのあるのあるのある集会集会集会集会でででで、、、、懸樋懸樋懸樋懸樋さんがさんがさんがさんが「「「「高圧送電線問題全国高圧送電線問題全国高圧送電線問題全国高圧送電線問題全国ネットワークネットワークネットワークネットワーク

べたとべたとべたとべたときのことがきのことがきのことがきのことが、、、、今今今今でもでもでもでも脳裏脳裏脳裏脳裏にににに思思思思いいいい浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶ。。。。    

スウェーデンのカロリンスカスウェーデンのカロリンスカスウェーデンのカロリンスカスウェーデンのカロリンスカ研究所研究所研究所研究所のののの疫学調査疫学調査疫学調査疫学調査でででで、、、、高圧送電線高圧送電線高圧送電線高圧送電線のののの真下真下真下真下

らされているらされているらされているらされている程度程度程度程度であったであったであったであった。。。。懸樋懸樋懸樋懸樋さんもさんもさんもさんも五里霧中五里霧中五里霧中五里霧中のののの中中中中でででで、、、、手探手探手探手探

さもあったのであろうがさもあったのであろうがさもあったのであろうがさもあったのであろうが、、、、彼彼彼彼はははは定職定職定職定職をををを辞辞辞辞してしてしてして時間時間時間時間のののの確保確保確保確保にににに努努努努めるというめるというめるというめるという状況状況状況状況にまでわがにまでわがにまでわがにまでわが

ではないがではないがではないがではないが、、、、おかげでおかげでおかげでおかげで電磁波電磁波電磁波電磁波についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその時時時時のレベルののレベルののレベルののレベルの範囲範囲範囲範囲

えてもらえたのであるえてもらえたのであるえてもらえたのであるえてもらえたのである。。。。    

信念信念信念信念をををを持持持持ちちちち、、、、相手相手相手相手がががが誰誰誰誰であろうとであろうとであろうとであろうと疑問疑問疑問疑問をぶつけをぶつけをぶつけをぶつけ引引引引きききき下下下下がろうとしなかったがろうとしなかったがろうとしなかったがろうとしなかった

してすぐのしてすぐのしてすぐのしてすぐの頃頃頃頃、、、、私私私私はははは懸樋懸樋懸樋懸樋さんにさんにさんにさんに連絡連絡連絡連絡をををを取取取取りりりり協同協同協同協同してしてしてして「「「「リニア・リニア・リニア・リニア・

リニアリニアリニアリニア建設中止建設中止建設中止建設中止のののの署名約署名約署名約署名約５０００５０００５０００５０００筆筆筆筆ほどをほどをほどをほどを集集集集めてめてめてめて国交省国交省国交省国交省

消消消消えてしまっていることにえてしまっていることにえてしまっていることにえてしまっていることに不信感不信感不信感不信感をををを持持持持ちちちち、、、、国交省国交省国交省国交省のののの官僚官僚官僚官僚

いいいい下下下下がったことがあるがったことがあるがったことがあるがったことがある。。。。私私私私はははは腹腹腹腹のののの中中中中でででで、「、「、「、「懸樋懸樋懸樋懸樋さんさんさんさん、、、、このこのこのこの

時時時時にににに彼彼彼彼のののの電磁波問題電磁波問題電磁波問題電磁波問題にかけるにかけるにかけるにかける信念信念信念信念ともともともとも熱意熱意熱意熱意ともともともとも言言言言うべきもののうべきもののうべきもののうべきものの

特記特記特記特記しておかねばならないことがあるしておかねばならないことがあるしておかねばならないことがあるしておかねばならないことがある。。。。それはそれはそれはそれは、、、、２０１１２０１１２０１１２０１１

みにみにみにみに山梨県北杜市山梨県北杜市山梨県北杜市山梨県北杜市のののの清里清里清里清里にににに招招招招くくくく「「「「星空星空星空星空キッズツアーキッズツアーキッズツアーキッズツアー」」」」をををを開催開催開催開催

のののの心配心配心配心配のないのないのないのない清里清里清里清里のののの地地地地でででで、、、、ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうに楽楽楽楽しげにしげにしげにしげに遊遊遊遊ぶぶぶぶ子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの

カンパをカンパをカンパをカンパを集集集集めめめめ、、、、ボランティアをボランティアをボランティアをボランティアを募募募募りりりり、、、、決決決決してしてしてして片手間片手間片手間片手間でできるでできるでできるでできる

しししし続続続続けてきたところにけてきたところにけてきたところにけてきたところに、、、、懸樋懸樋懸樋懸樋さんというさんというさんというさんという人人人人のののの実直実直実直実直でででで優優優優しいしいしいしい

電磁波問題電磁波問題電磁波問題電磁波問題にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ数少数少数少数少ないないないない一人一人一人一人であるであるであるである。。。。とりわけリニアにおいてはとりわけリニアにおいてはとりわけリニアにおいてはとりわけリニアにおいては

占占占占めているめているめているめている。。。。従従従従ってリニアのってリニアのってリニアのってリニアの運動運動運動運動のののの中中中中でもでもでもでも、、、、今後今後今後今後ますますますますますますますます

さんはさんはさんはさんは急逝急逝急逝急逝してしまわれたしてしまわれたしてしまわれたしてしまわれた。。。。いくらいくらいくらいくら惜惜惜惜しんでもしんでもしんでもしんでも余余余余りあるりあるりあるりある

                                                        
            合合合合    掌掌掌掌                                    

（（（（２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年６６６６

年代年代年代年代からからからから反原発反原発反原発反原発のののの市民運動市民運動市民運動市民運動にににに参加参加参加参加。。。。甲府甲府甲府甲府でのリニアでのリニアでのリニアでのリニア実験線実験線実験線実験線

高圧線問題全国高圧線問題全国高圧線問題全国高圧線問題全国ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（現在現在現在現在のガウスネットのガウスネットのガウスネットのガウスネット））））をををを

としてリニアとしてリニアとしてリニアとしてリニア反対反対反対反対やストップ・リニアやストップ・リニアやストップ・リニアやストップ・リニア！！！！訴訟訴訟訴訟訴訟でででで活動活動活動活動。。。。リニアリニアリニアリニア

２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月３１３１３１３１日急死日急死日急死日急死されたされたされたされた。。。。著書著書著書著書にににに『『『『デジタルデジタルデジタルデジタル公害公害公害公害

にににに『『『『総点検総点検総点検総点検リニアリニアリニアリニア新幹線新幹線新幹線新幹線プロブレムプロブレムプロブレムプロブレムＱ＆Ｑ＆Ｑ＆Ｑ＆ÀÀÀÀ』（』（』（』（２０１７２０１７２０１７２０１７年緑風出版年緑風出版年緑風出版年緑風出版

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毎年毎年毎年毎年６６６６月月月月からからからから次年度次年度次年度次年度のののの

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。。。。    

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いくしていくしていくしてい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のサポーターへののサポーターへののサポーターへの

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おをおをお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。。。。    

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 2,2,2,2,000000000000 円円円円    次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降

5,5,5,5,000000000000 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 3,3,3,3,000000000000 円円円円    

                                        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！！！！原告団長原告団長原告団長原告団長            川村川村川村川村

                                                                                                                                                                                                                            

ってふるさとのってふるさとのってふるさとのってふるさとの甲府甲府甲府甲府にににに戻戻戻戻ってきたってきたってきたってきた。。。。    

環境保護運動環境保護運動環境保護運動環境保護運動にににに携携携携わっているわっているわっているわっている人人人人たちたちたちたち    

んでいるんでいるんでいるんでいる団体団体団体団体があってがあってがあってがあって、、、、そこそこそこそこ    

ではなくではなくではなくではなく、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま仕事仕事仕事仕事のののの赴任先赴任先赴任先赴任先    

なものでなものでなものでなもので、、、、ここでここでここでここで懸樋懸樋懸樋懸樋さんのさんのさんのさんの人生人生人生人生    

はははは「「「「あのあのあのあの時甲府時甲府時甲府時甲府にににに行行行行っていっていっていってい    

火災事故火災事故火災事故火災事故がががが起起起起きたりしていたきたりしていたきたりしていたきたりしていた。。。。    

もあってもあってもあってもあって山梨県山梨県山梨県山梨県にににに移設移設移設移設されるされるされるされる可可可可    

していたのだしていたのだしていたのだしていたのだ。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその    

リニアによってリニアによってリニアによってリニアによって原発原発原発原発がががが増設増設増設増設されるのではされるのではされるのではされるのでは    

実験線実験線実験線実験線はははは、、、、新潟県新潟県新潟県新潟県のののの柏崎原発柏崎原発柏崎原発柏崎原発    

懸樋懸樋懸樋懸樋さんはさんはさんはさんは電磁波問題電磁波問題電磁波問題電磁波問題にににに身身身身をををを    

ネットワークネットワークネットワークネットワーク」（」（」（」（現現現現がうすネットがうすネットがうすネットがうすネット））））    

真下真下真下真下やややや近辺近辺近辺近辺でででで小児小児小児小児がんのがんのがんのがんの発生発生発生発生    

手探手探手探手探りりりり状態状態状態状態であったのだとであったのだとであったのだとであったのだと    

にまでわがにまでわがにまでわがにまでわが身身身身をををを追追追追いいいい込込込込んでんでんでんで    

範囲範囲範囲範囲でででで分分分分かることならかることならかることならかることなら、、、、彼彼彼彼にににに    

がろうとしなかったがろうとしなかったがろうとしなかったがろうとしなかった。。。。２００７２００７２００７２００７    

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」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上    

国交省国交省国交省国交省にににに行行行行ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある。。。。そのそのそのその    

官僚官僚官僚官僚のののの回答回答回答回答にににに十分十分十分十分にににに納得納得納得納得できなできなできなできな    

このこのこのこの役人役人役人役人はははは分分分分かっていないのかっていないのかっていないのかっていないの    

うべきもののうべきもののうべきもののうべきものの一端一端一端一端をかいまをかいまをかいまをかいま見見見見たよたよたよたよ    

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの福島原発事故以来福島原発事故以来福島原発事故以来福島原発事故以来、、、、    

開催開催開催開催しししし続続続続けてきたことであるけてきたことであるけてきたことであるけてきたことである。。。。    

どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの様子様子様子様子がががが、、、、毎年毎年毎年毎年８８８８月月月月    

でできるでできるでできるでできる活動活動活動活動ではなかったはずではなかったはずではなかったはずではなかったはず    

しいしいしいしい人柄人柄人柄人柄がががが偲偲偲偲ばれるばれるばれるばれる。。。。    

とりわけリニアにおいてはとりわけリニアにおいてはとりわけリニアにおいてはとりわけリニアにおいては、、、、電磁波電磁波電磁波電磁波    

ますますますますますますますます懸樋懸樋懸樋懸樋さんにさんにさんにさんに頼頼頼頼ることがることがることがることが増増増増    

りあるりあるりあるりある。。。。そしてそしてそしてそして長長長長きにわたるごきにわたるごきにわたるごきにわたるご厚厚厚厚    

                                    
６６６６月月月月４４４４日日日日））））    

実験線実験線実験線実験線のののの反対運動反対運動反対運動反対運動をきっかけにをきっかけにをきっかけにをきっかけに    

をををを結成結成結成結成しししし代表代表代表代表となるとなるとなるとなる。。。。    

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ネットネットネット    

公害公害公害公害～～～～ケータイ・ネットのケータイ・ネットのケータイ・ネットのケータイ・ネットの環境環境環境環境    

年緑風出版年緑風出版年緑風出版年緑風出版））））などなどなどなど。。。。    

のののの５５５５月月月月となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

のサポーターへののサポーターへののサポーターへののサポーターへの    

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        

川村川村川村川村    晃生晃生晃生晃生    


