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ニュース 群馬 (33) ノヽッ場ダムをストップさせる群馬の会

代表 真下 淑恵 事務局長 鈴木 庸

TEL 027‐224‐8567  Fぶ  027‐ 224‐ 6624

八 ッ場ダムをス トップさせる群馬の会 総会のお知 らせ

6月 29日 (土)11:00～  昭和庁舎 35会議室

午後 1時半から同会場で 「人ッ場ダムを参院選の争点に !」 集会が開かれます。会場は続けて借 りられ

ないので、お昼を 1階の G‐カフェでご一緒できる方は真下までご連絡ください。 (090-4756‐ 8202)予約

しておきますδ

次回の裁判は 9月 2日 午後 2時～

群馬事件で初めての公開法廷です。是非皆さん、

東京高裁 825号法廷

傍聴においでください。

福 田弁護士が裁判の 目にかかれたように、治水効果のウソ、地すべ りの危険性,利水効果の不存在に

ついて,最新のデータ・資料に基づいて,原告 (控訴人)・ 代理人弁護士が意見陳述を行 う予定です。

1都 5県の裁判 の状況

東京 最高裁に上告

千葉  10回 の進行協議をへて 6月 3日 、治水面では大熊 孝さん、利水面では嶋津暉之さんの両氏が新た

な事実に基づく説得的な証言を展開。

次回の裁判は、7月 17日 (水)午後 3時～。結審となる見通 し、原告の意見陳述を含め、40分の時間

が与えられました。

茨城 5月 21日 に以下の内容で第 1回控訴審 口頭弁論

意見陳述 (一人約 10分)利 水・谷萩弁護士、治水・坂本弁護士、

地すべ り。福田弁護士、控訴人意見陳述 :塚越恵子 さん

次回は7月 ■2日 (金)午後 4時 00分 10民 弁論期 日      ´

埼玉 7月 16日 (火)午後 2時 30分 24民 進行協議の予定

栃木 6月 20日 (木)午 後 3時 00分 4民 弁論期 日 817号 法廷

7月 17日 (水)午後 1時 30分 4民 弁論期 日

会費納入と寄附のお願い

人ツ場ダムをス トップさせる群馬の会は皆さんの会費と寄附により活動をしております。

ご協力お願いいたします。振込先は下記のとおりです。

(振 込 先 )郵便振替口座 00150-2-356373 (加 入者名)鈴 木 庸

ゆうちょ銀行 O一九店 当座 0356373 スズキ ヨウ



裁半Jの 目 (第 26回)～群馬事件でも公半Jが開始～

平成25年 6月 13日

弁護士  福田 寿男

平成25年 9月 2日 ,群馬事件でも初めての公開法廷が行われま九

これまでは進行協議といつて建前上は密室で進行についての協議が行われてきたに過ぎませんでした 高裁で

の進行協議は, 2010年 10月 に第 1回が行われて,今年 5月 の第 10回まで:その期間 3年弱,提出された

書面はざつと下記のとおりです。

9月 2日 の群馬の法廷では,1時間弱の時間を使って,人シr場ダム治水効果のウソや地すべりの危険L禾J水

効果の不存在について,最新のデータ・資料に基づいて,原告 α野ひ0・ 代理人弁護士が意見陳述を行う予定で

す。どうぞご期待くださしゝ

鰺 ⇒

第 1回   2010年 10月 15日

控訴状

第 2回   2011年 3月 11日

控訴理由書

控訴人証拠説明書 (7うD(甲 44～46)

控訴¨ 明書 0台水)(甲 B90～102)

控訴人証拠説明書 m  (甲 B103～ 113)

控訴人証拠説明書 α静0(甲 B l14～ 126)

控訴人証拠説明書 αttК)(甲 B127～ 131)

第 3回  2011年 7月 7日

避訴人準備書面 (1) 治水

控訴人準備書面 (2)治 水

師 鰤 墓彗面 (3)  γ詠

控訴人証拠説明書 (治水)(甲 A17～ 19)
第 4回  2oll年 11月 15日

師 メ錨 書棄面 (4)  7:シК

控訴人準備書面 (5) 治水

控訴人証拠説明書 ●静0(甲 B132～ 138)
控訴人証拠説明書 (7静● (甲 B139～ 145)
被控訴人準備書面 (1)伸■ l

被控訴人証拠説明書 (1)鯛
第 5回  2012年 2月 28日

主奎言示ノに当菫晰著瑾讐羅罰6 G年、小0

控訴人 証拠説明書 (甲 B146‐ 160)

控訴人 証拠説明書 (甲 B161)

把郷R尺 疹功日申靖

鰤 人 準備書面 2 0官水)

被控訴人 証拠説明書 α制く)

第 6回  2012年 6月 7日

控訴人 準備書面 7(馴
控訴人 証拠説明書 (甲 B161‐167)

第 7回  2012年 9月 3日

控訴人 準備書面 8体 J剰

控訴人 準備書 面 9(治 杓

第 8回  2013年 1月 22日

控訴人 準備書面 10噴 用硼

控訴人 準備書面11体 J水)

師 メ、昨 面12僻初燃影帥売隷

控訴人 準備書面13(地すべり)

控訴人 証拠説明書 (甲 47‐48)禾 J水

控訴人 証拠説明書 (甲 49‐53)治水

控訴人 証拠説明書 (甲 B168‐ 178)治水

控訴人 証拠説明書 (甲 D31‐34)地すべり

控訴人 証拠説明書 (甲 D35‐36)地すべり

時 ノ、準鋤南讐輛菖3 C台オ0
被控訴人 準備書面4休 l17kl

被控訴人 準備書面 5(地すべり0
い 準薪葬藪面6 G怯待靖缶)

被控訴人 証拠説明書 3 αttЮ
被控訴人 証拠説明書4休J剌

被控訴人 証拠説明書5(地すべり→

第 9回   2013年 3月 28日

控訴人 準備書面140静k・ 地すべり)

控訴人 準備書面1 5 αttk)

控訴人 証拠説明書 (甲 B188‐ 191)治水

参加申立て理由補充書

第 10回  2013年 5月 21日

控訴人 準備書面 16触 )

証拠申出書 い床 )

証拠申出書 α台水 1)

証拠申出書 鮮勢2)
証拠申出書 α台水3)

証拠申出書 鮮勢4)
証拠申出書 (危険l■l

検証申立書

被控訴人 準備書面 (7)鋪充)

被配詞らへ、準礁礁轟『 (8)錬畔覗編晴幹ド喘央)

被控訴人 準備書面 (9)(地すべり)

被控訴人 証拠説明書 (6)0寵充)

被控訴人 証拠説明書 (7)欄



●

八ツ場ダムは自rA.政権の復活により、

推進が当然という空気が流れています。

造つてよいのでしようか?①
計画発表から 61年目を迎えた今も、

八ツ場ダムはまだ本体工事に着手していません。

参院選群馬選挙区の立候補者の方々に、

八ツ場ダムについての政策を問うため、

集会な企画しました。

ぜひ、ご参加ください。

日時 :2013年 6月 29日 (土)13:30～15:30欄場13:10

会場 :群馬県庁昭不□庁舎 35会議室    参加費 :無料

プログラム

1.八ッ場ダムについて、各政党の政策を聴く

2.八ッ場ダム事業の現状と今後の見通し

主催 :八ッ場あしたC計八ッ場ダムを考える1都 5県議会議員の会・八ッ場ダムをスレた せる群馬の会

連絡先 :八ッ場あした唸

〒371-0844群 馬県前橋市古市町419-23
ホームページ :http:〃WWWiyamba― net,org/

丁 EL:027-253-6706携 帯 1090-4612-7073



三人寄れば
〃八ッ場ダム・ミ=学

習会
″

八ッ場ダム |ま今どうなつているのでしよう ?

ひところメディアを賑わした八ッ場ダムですが、

その後は断片的にニュースが流れるだけです。

1952年に最初の計画が発表されてから、

すでに 61年がたつダム計画 .

道路や鉄道の付け替え、住民の移転代替地などの

関連事業が進められてきましたが、

本体工事はまだ始まつていません。

多くの矛盾が先送 りされたまま、

吾妻渓谷と地域を破壊 して進められている

全国―のダム事業は、

このまま進むとどうなるのでしよう ?

複雑な現地の状況やダム事業の実態、

八ッ場ダムが抱える危険性など、

マスコミの報道だけではわからない、

八ッ場ダムの最新情報を

映像を使つてわかりやすく説明します。

少人数にも対応するミエ学習会を開きたい方は、

下記連絡先までお知らせください。

質疑応答形式にしたいなどのご要望にも、できる限り応 じます。

講師代は無料、会場のみご用意下さい。 (ご自宅等でもOKです。)

八ッ場あしたの会群馬事務局 (渡辺) TEL/FAX 027-253-6706
〒371¨ 0844 群馬県前橋T市古市ET4 1 9-23

メール :info@yamba¨ net org   ホームページ :http:〃 WWW.yarrlba― net.org/


