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リエア申央新幹線釣不正受注疑惑鍾対する声明

現在、東京地検特捜部にめ て捜査が進められてしヽるり二7中央新幹線の不正受注疑惑は、大手ゼ

ネコンのみならず、」V(共同企業体)の受注にまで広がりを見せ始め、しかもJR東海がりニア構想を発

表した2007年頃にすでに四社間で協議が始まつていたことが骨かり、この問題の根深さが少しずつ

明るみ鍾鐵てきてし`ます。

私たちは東京地検が、このりニアの闇を徹底的に究明し、一点の曇りもない形で真相を自日の、もと

にさら|す出してくれることを強く求めます。そして、とくに不正行為が繰り返されてきたゼネコンに厳し

し激 撻を下し、三度とこのようなことが:〒わ私なしヽよつきなら墾みます。

ところで、こうした問題が起こつた大きな理由は、言うまでもなく9兆円としう 事業費隣巨大な利権

にあります。しかも、この事業は、3兆円の財政投融資が追加的に活用されたために利権はいつそう膨

らんでしヽきました。

そして、国籍雄り二7新幹線は、単なる民間事業ではな なり、公共事業として約性格もあわせ持つ

ようになりました。このような状況を前提にする時、私たちは次の三者の責任を問わねばならないと

考えます。

一つは、安易:こ3兆円赫賀し付:すを決滲てあと態漉を拭う置交饉で調 、また一つは、読含との決別

宣言をしながらまたもや談含を繰り返すゼネコンであり、そしてもうひとつは公的資金を設酪 てもら

ぃながらゼネコンに大盤振舞しヽをするJR東海です。

私たら鍍これら三者命責任を黙遇することはできません。

さて以上翁ような状況鍾鑑られば、ここまで事件0重大性が明らかにされ、深刻化してきたわけで

すから、ともかく」R東海はりニアの工事をいつたん中止すべきです。独禁法違反という犯罪lltの強い

工事を続:〒することは決して認められるも分ではあ嫌 せん會

さらに」露栗海は、自身とゼネ麗ソ各社命罪求が確定した際には、ゼ率]ソ各社との契絡をすべて解

除すべきです。事業が従来どおりの契約のまま行わねることは、再ぴ同じ事態を招<可能性を学んで

います。したがつて私たち|よ、」R東海に工事の中止とゼネコン各社との契約の解除を求めます。公89

資金を導入して、交通、輸送とも壽 公共性の高し輝 業を行う盆業約儘理:こ 熙らせば、それ:ま轟然のこ

とで:まなしヽでしようか。

最後に繰り返しますが、東京地検による疑惑の金容解明を切に願います。はたして地検の捜査は政

界にまで及Sのか、国民は捜金の行方を注視ズ しヽます。
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・ リエアトンネルエ事が原鐵で大麗村への進路斜画が轟壌、復圏鍛けど菫たず

12月15日午前 30き 25分頃」R東海が掘削している四徳渡トンネル (仮称)の滝沢トンネル側の□。土砂

崩壊はその上部で発生し県道を塞いでいる。

現場は長野県上伊男轟雹風宇サ1朧大草翁県進松l!ビンター大鹿

線滝沢トソネル北西側で、崩れた斜画の15錦ほど下方で」R東海

がりニア中央新幹線関連のトンネルエ事を進めている。lJニア

関連トンネルは高さ絢6m、 輻9mで、県道の滝澱 ンネル方向lc

掘り進めるために、15日午前1時40分ごろ、火薬を使つた発破を

実施、午前3時頃からコンクリート吹き付け作業をしていたとこ

ろ、作業員が同25分頃、大きな音を聞き、外に出て土砂崩れの

発見をしたとしヽう。

」R東海によると、土砂崩落後、一般の通行車が上砂に突つ込みバンパーがへこむ事故があつたが、

土砂崩落によるけが人はいないという。また」R東海は「現場の工事自体に問題は無かつたが、りニフト

ンネルの3月中の員通は厳しくなつた。本体工事への影響はない」と説明している。

長野県飯圏建設事務所は、四徳大橋 (中∫|1村)一松除橋 (下参那部大鹿村)間約3.4k鶏を全国通行止

めし ており、現時点 (12月 15日現在)で復1日舎めどは立ってしヽなしヽ。似 上信濃毎日新聞)

」R東海は大した事故でないから、りニアのトンネルエ事は続けるという姿勢ですが、時Fo5帯によれ

ば重大な人身事故につながつたし、また中サ|1村や大鹿村へ通じる一本道が長期間通行止めになる事

態だ。」R東海はあ期 にも身騰手であつ無責任である。そして、3後同様な事態が沿線全体のトンネJじ

工事で発生する可能性が高い。直ちに県内の1プニア関連のトンネん工事を中止すべきだ。

りニアも踏襲すると言う新幹纏翁安全神話に亀裂

N700系車台に破断寸前の裂け日、事故寸前だつた

」R西日本は12月12日、東海道樫 陽新幹線を走るN了○○系

車両の車体を支える台車に亀裂が入つて毎ヽたと発表した。

これに対し、報告を受けた国土交通省運輸安全委員会は事故につながるおそれがあったとして、重大

インシデントに認定した。新幹線の重大インシデント認定は初めて。

」R西日本によると、亀裂は11日午後5時すぎ、名古屋駅で運転を

中止した博多発東京行きり ぞみ34号」の13号車の車台で見つか

った。博多駅を発車したあと広島駅や新大阪議で異常な走行音や

異臭がするなどの連絡があつたが、運転指令室は途中駅での点検

を指示せず、運転続行を指令してしゝたため3時間余り走行を続|す

た。名古屋駅での点検で、鉄製台車枠の車軸を固定する部分に大

きな亀裂が初 、破断すれ|ざ脱線事故に繋がつたと見られている。

また、」R西日本 (幽陽新幹線経動 とJR東海 (東海道新幹線経営)

の乗務員の31き継ぎや、乗務員ンと運転指令室の事実確認のあいまいさも大事故につながる恐れが

あつたとの指摘がされている。」R東海は「り二7は一度も人身事故を起こさなかつた東海道新幹線の

安全技術を踏襲しているから危険はない」と説明し続けて来た。しかし、今回の事故もそうだが、阪神

淡路大震災の際も始発前だつたという「たまたま翁華運」に恵まれただけであつた。新幹線鋭 倍の速

度で走るリエアが安金であるという保護はなにもなしヽ. 軒 ラス態 東京新聞)



了月 1日  第68固定例会 (多摩市民館)

5日  川崎公害患者・家族の会と市との検

討会参加     メ

14日  新百含ヶ丘駅デッキで署名活動

18日  共産党市議団と市予算に向けての

懇談会

24日  まちづ<り局に3局と連絡会との

意見交換会開催要請

25日  千葉県鋸南田と君津市の採石場跡

地視察

鋸南町の子どもと環境を守る会、

小櫃川の水を守る会と交流

28日  訴訟弁護団含宿 (新横浜)

30日  弁護団が大丼川源流部視察

8月 5日  第69固定●lj会 (多摩市民館)

8日  市まちづ<り局0環境局・港湾局からの

ヒアlリング会 連絡会から10名

(明治生命ビル会議室)

18日  たかつキヤンドルデモ (薬医門公園)

21日  訴訟弁護団会議

(八王子含同法律事務所)

29日  市議会まちづ<り委員会でりニア陳情6

6件審査

第16回訴訟事務局会議 (静岡市)

30日   市議会まちづ<り委員会で市と」R東海

残土埋立利用の覚書締結を公表「」R

東海が造成費用200億円」)

9月 2日   登戸駅デッキで署名活動

第了0回定例会 (多摩市民館)

6日  川崎港船上見学会に47名参力0。

7日  第6回□頭弁論資料部311作業

(多摩市民館)

8日   ストップ・リエア !訴。/AR第 6回 □頭弁論

(東京地裁)

裁判前集会、傍聴、記者会見、報

告集会

(院内集会は参院議員会館講堂)

多摩市民館でりニア署名用紙印刷

訴訟弁護国会議

(八王子含同法律事務所)

半田 滋氏講演会署各

82筆 (麻生市民館)

おしどリマコ&ケソ講演会で署名

90筆 (高津市民館)

衆議院解散

ヘイトスピーチ繁体集会で署名7筆

(市労連会館)

岩波プックレット「リエア新幹線が不可能

な了つの理由」発売

新百含ヶ丘駅デシキで署名、宣伝行動

ニュース8号、3年目原告・サポー

ター会費納入要請、署g用紙発送作業

(多摩市民館)

第了1固定例会 ( ″ )

川崎市長選挙告示

衆議院選挙公示

訴訟弁護団会議

(八王子含同法律事務所 )

|:1崎市長選挙、福田氏再選

衆院選挙投開票、

野党分裂下で自公3分の2確保

第31回団結まつり豪雨下で実施

(亀戸中央公園)

訴訟弁護国会議

(八王子含同法律事務所)

登戸駅デツキで署名活動

メール・電話原告・サポーターに

3年目会費納入要請、振替用紙な

ど発送作業 (多摩市民館)

第72固定例会 ( ク )

20日

22日

23日

26日

28日

30日

10月 5日

10月 了日

9日

10日

17日

22日

29日

30日

11月 4日
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6日 訴訟弁護国会議

《八王子含同法律事務所)

第17回訴訟事務局会議 (C古屋南)

角谷港一氏講演会で署名活動

(高津繭民館)

鬱藤真弁護士憲法講演会署毬活動

(て<のかわさき)

第43回運轟全国達人会でつニア報告

(市jll市民会館)

訴訟弁護団会議

(八王子含同法律事務所)

111輸大気湾染調査報告会

「ハトは泣しヽている」上映会で署各活動

(多摩市民館)

第了圃自頭弁論、シンポ資料諄繭

(多摩商民館)

「原発の31を追われて」上映会で署名活

動 (正ポツクなかは3)

ストップ。りニア l訴訟第7圃□頭弁論

(東京地裁)裁半」前集会、傍聴、記者会

見、報告集会

第2回シソポ「:メニア新幹線 「隠された

真実』主岡直見氏、徳竹真人氏、動下 潤

弁護士

(衆院第一議員会館大会議室)

12月  2日 lil鐵公害根縫繭震連絡会総会

(南教育文化会館)

6日 訴訟弁護国会議

(八王子含同法律事甕識

8日 オールかわさき市民集会・デモ

(稲毛神社)

東京地検特捜部が |プニアエ事受注めぐる

偽討業務嫡害容疑で大林織本社を家

宅捜索

9日 溝の□駅署名、宣伝活動

第73轡建痰禽《多摩藤民麓)、

年末懇親会

10日 第19回東京科学者会議

(中大八王子キゼ″ スヽ)

20□ 訴訟弁護団食諒 八王子含法事務所)

25日  iりニアエ事受注疑惑で街頭宣伝、署名

15:00～ 登戸駅デッキ

8日

12日

15日

17日

20置

11月 23日

24日

ストップ轟Jニデ 1諄議第8回□頭弁議

伊藤清美さんが意見陳述 :傍聴席を満員に

1月19日 (金)午後1時15分 東京地裁前集含

第8回□頭弁議で伊藤漬美さん (111崎南懸生

区在住、原告)が ||1崎南内非常□工事や工事車

両の走行による影響・被害のおそれについて意

見を述べる予定です。

市内では宮前区梶ヶ谷と麻生区東百含ヶ丘で

非常□工事の準備ffT業が始まり、東百含ヶ丘で

は建設発生土の搬出も行なわれてしヽます。

東百含ヶ丘非常□は大林組を中心とする」V

が工事を受注していますが、そ翁大林組の強筆1

捜査から文が観 たヽ設倉事件が拡大しており、

「私が談含の調整を致しました」と、犯罪行為を

自由してしヽる企業に建設を続けさせる異常事態

を放置することは許されません.

19日は傍聴席を満員にして、伊藤さんの意見

陳述を見守り支螺しましょう。

東京外環道大深度地下工事で住民が提訴

12月18日、東京外環道の大深度トソネルエ

事に反対する住民が東京地裁に「東京外環

道大深度地下工事認可無効確認訴訟」を起

轟 た。大深鑽地下工事、次は :」ニアです。

こ綴訴議を威隷髪し見笥護箕女しよう。
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