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新たな倹詔シリーズの開雄にあたって
わが国最大の公共交通機関のJ R東日本における労働組合と労使関係は、極めて憂慮す

べき状況に置かれている。政府や警察庁から「J R総連・東労組に共産主義革命を目的と

する過激派・革マル派が影響力を行使し得る立場に相当浸透している」と再三指摘されて

いることは、わが国の治安問題、 J Rの安全問題からも看過できない深刻な問題である。

また、 JR総連・東労組が「育ての親」 「重鎮」 「余人をもって代え難い」などと称える、

J R東労組の前会長・元委員長の松崎明民らによる組合費横領疑惑をはじめとする公私混

同の様などが裁判の審理を通じて明らかにされている。これは、とても普通の労働組合で

はあり得ない異様な事態であり、労組の社会的責任に鑑みて、決して放置できない問題だ

と考える。組合費を納めるJ R東労組組合員にとっても許されざる問題であるはずだ。

裁判審理でJR革マル問題、組織私物化問題が明らかに!

JR革マル問題、組織私物化問題については、 JR連合をはじめ、従来より各方面から

指持されてきたところだが、最近の裁判を通じて、当事者本人から真相が語られ、閥の事

実が次々と公然化してきている。

例えば、元J R東労組中央執行委員で、現在はJ R労組委員長を務める本間雄治氏は、

J臣総連らが西岡記者や「週刊現代」を訴えた民事訴訟の証人尋問(3月3日)で、自ら

が革マル派に所属しJ R内組織「マングローブ」の一員だったことを認めたうえで、少な

くとも2002年までは、 J R東労組の各地本で、毎月の給与やボーナスから草マル派への

相当な金額のカンパが集められ、 「目黒さつき会館」における会議で集金され、当時のJ

R総連委員長"小田裕司氏らが党中央に渡していたと証言した。また、 J R東海労、西労、

貨物労組(いずれもJ R総連加盟)からも担当者がこの会議に出席していたと述べた。

また、松崎氏は、同氏が西岡記者や「週刊現代」を訴えた民事訴訟の証人尋問(1月26

日)で襲撃される危険があるため、ボルボベンツ、クラウン、プラウディアなど高級

車を組合から提供され、組合が雇う秘書兼ボディーガードが付いていたこと、さらに、そ

うした厚遇が、すべての組合役職を退いた2003年の後も、 「永久組合員」という立場で続

けられていたことを自認するとともに、これをさも当然のことのように証言した。

このような組織が、まともな労働組合と言えるのだろうか。組合費を好き放題に使われ、

組合員は納得できるのだろうか。執行部に浸透する草マル派に組合費が流れているのでは

ないか、との疑惑も浮かんでくる。 J R総連・東労組は、政府の答弁や浦和電車区事件な

どはすべて“でっち上げ,であり、 「戦争に反対する組合だから国家から弾圧されている」

などと訴えているが、そのような主張や言い訳で済ませられるような問題ではない。

私たちは、 J Rへの革マル派浸透問題と、 J R総連"東労組の組織が松崎氏らによって

私物化されている実態について、社会的に看過できない問題だと捉え、裁判記録など客観

的な資料を基に検駈し、内外に真実を伝えていく。事実をしっかりとご認識いただきたい。
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J層への革マル派浸透風趣とは何か
まず、 「J R革マル問題」について、裁判等の最新資料から検証を進める前に、国会審議

や警察庁資料などでこの間題が明らかにされてきた経過について説明しておきたい。

J Rへの革マル派の浸透は、国鉄改革時より指摘され、懸念されてきた問題である。例

えば1980年から1995年まで旧動労やJ R総連などの関係者に対して13回もの内ゲバ事

件が発生し、役員等が多数死傷した。事件の度に中核派など草マル派と対立する過激派が

犯行声明を明らかにしているが、 J R総連側はなぜか「絶対に捕まることのない何者かに

よる犯行」と述べ、革マル派と同様に、内ゲバであることを今なお否定している。また2000

年10月には、 J R総連のOB組合員の坂入充氏が草マル派に拉致・監禁される事件が発生

した。なお、これ以前にも同種の事件は発生している。 JR総連・東労組は最近の裁判で

こうした事件を取り上げ、自らが草マル派と対立しているという証拠に使っているようだ。

しかし、革マル派と名指しされる役員等が内ゲバで多数殺傷されたり、革マル派に拉致“

監禁されたりするような労働組合が、普通の組織と言えるのだろうか。

政府答弁害すJ円総連・東労組に革マル派が相当浸透」と明言!

「J R草マル問題」が本格的に顕在化したのは1999年以降である。公安調査庁ば同年

l月発行の年次報告書「内外情勢の回顧と展望」で、 J R東労組の本部・地本大会で草マル

派系労働者多数が執行部役員に就任し、浸透が-段と進んだ、と述べた。また、警察庁も

この年「過激派集団草マル派一見えてきたその正体へ」と題する広報誌「焦点(258号)」

を発行し、 J Rへの草マル派の浸透に対して警鐘を鳴らした。この背景には、革マル派秘

密アジトの摘発もあるようだ。そして、 2000年11月の山下八洲夫参議院議員の質問を皮切

りに、国会でもこの問題が繰り返し取り上げられた。政府や警察庁は、その都度、 JR総

連・東労組への革マル派の浸透を明確に答弁してきた。以下に、山下議員提出の質問主意

書に対し、2006年5月12日に出された小泉首相名による「政府答弁書」の一部を紹介する。

日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」としう。 )は、共産主義

革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であり、約5,400人の活動家等を擁して

いるとみている。革マル派は、他の極左暴力集団と比較しても非公然性が極めて強い組織であ

り、これまでにも、火炎ぴんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)違反事件や

対立するセクトとの間での殺人事件等、多数の刑事事件を引き起こしているところである。

革マル派は、現在、将来の共産主義革命に備えるため、その組織拡大に重点を置き、周囲

に警戒心を抱かせないよう党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図って

おり、例えば全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」としう。 )及び東日本旅客鉄道労

働組合(以下「JR東労組」という。 )内において、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が

相当浸透していると見られるところである。

このため、警察としては、 J R総連及びJR東労組という公共交通機関の労働組合における革

マル派の動向について、公安の維持の観点から重大な関心を払っている。
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暴かれるJR内革マル組織の黄綬!
JR総連の役員ら50名が、 「週刊現代」、および「テロリストに乗っ取られたJR東日本

の真実」を書いた西岡記者を相手に、名誉毀損を理由に損害賠償を求めて全国で提訴した

が、すでに48件は一審でことごとく敗訴した。残る2件の原告は、松崎氏、 JR総連・ J

R東労組・梁次氏(浦和電車区事件被告)であり、この裁判は現在も続いている。後者の

裁判において、 J R東労組元中央執行委員で、現在はジェイアール労働組合の本間雄治氏

が被告側の証拠として陳述書を提出し、 J R内の革マル組織の実態などについて詳細に記

載するとともに、 3月3日には証人として自ら証言した。

本間氏は、 J R東労組の中枢にいた人物であり、草マル派に所属しJR内組織「マング

ローブ」の一員だったと自ら認めている。松崎氏も1月26日の本人尋問で本間氏が革マル

派であったことを肯定した。 J R総連・東労組側は本間氏の赤裸々な証言を否定している

が、真実はどうなのか。本間氏の陳述内容を忠実に紹介し、読者の皆様の判断を求めたい。

革マル派組織がJ R棄労組の方針を決め組織指導している!

本間氏が当該裁判の被告側の証拠として提出した「陳述書」の一部を以下に紹介する。

私は、かつて、 JR各社の労働組合の中における革マル派の組織であるマングローブの葛員

でした。

JR東労組など、 JR各社の労働組合の中に革マル派の活動家が相当数いて、組合員の中

から革マル派に理解を示す者を作り出し、同派に同調する者を育成し、最終的には革マル派

の同盟員を育てる活動をしていたのは公然の秘密でした。

そのような活動の第一段階として、組合員の中で意識が高いと認められた者たちに、革マル

派の機関紙である「解放」を購入させ、その学習会を行うことによって、革マル派の考え方を学

んでいきました。この学習会に参加するメンバーは、組織防衛のためとして、本名ではなく、ペ

ンネームでお互いを呼んでいました。

上記の学習会に参加しているメン/トは「」読」田平ばれていましたが、その中でさらに上位

のメンバーとなれると判断された者は、所定の手続(論文の提出など)を経て、 「 Aメンノ㌔」と

いう段階に所属することになります。 A組織は「RF」田平ばれることもあり、革命的な組織とさ

れていました。このメンバーは、10人から20人で「A会議」を作り、そこで「マングローブ」田平ば

れるJR内革マル派組織の指導を受けます。この中で、松崎氏や革マル派の考え方をいっそう

注入されるのです。

J R東労組では、 Aメンバーやマングローブによって構成される基本組織メンノトーがそれぞれ

の組織の基本方針を決めていますが、この基本組織を指導するのが」 C組織と呼ばれる革マ

ル派の組織です。基本組織は各地方本部ごとにあるのですが、その基本組織を束ねるのが」

C組織なのです。

このようにして、 J R東労組の中では、労働組合と革マル派の組織が密接に連携しており、労

働組合であるJR東労組の活動方針も人事も、革マル派の影響下にあるのです。
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警察もJR内革7ル組織の存在を指物!
前号では、本間氏(元JR東労組役員)によるJ R内の草マル派組織に関する陳述書の内

容を紹介した。 3月3日の証人尋問でも、本間氏は同様の証言を行ったが、その中で、 「(J

R東労組の地本書記長や中央執行委員など)組合の要職にある方たちの中で、マングロー

ブ、すなわち革マル派のメンバーになっていた方というのは多かったんでしょうか」との

問いに、 「はい、非常に多くいました」と証言し、また「草マル派によるシンパあるいはメ

ンバーのリクルートというのは、日常的、継続的に行われていたんでしょうか」との問い

には、 「行われておりました」と証言した。この証言が正しければJR東労組に革マル派

が着々と浸透し、 「し読」などの学習会を通じて、日常的に活動家の育成が行われていたこ

とになる。 J R入社の若手組合員にも、既に草マル派の魔の手が…?

「マングローブがJR内革マル派を指導している」と警察も公式に答弁!

ところで、本間氏が証言したJ R内の草マル派組織については、警察も国会答弁で公式

に指摘している。 JR総連・東労組によれば警察の主張はすべて“でっち上げという

ことになるのだろうが、信繚性が高いと考えるのが常識的だろう。以下に、 2003年7月16

日の衆議院内閣委員会における当時の警察庁・奥村警備局長の答弁を紹介する。

革マル派は、ただいま申し上げました通り、勢力拡大のために基幹産業の労働組合等各界

各層に浸透を図ろうとしておりますけれども、このために党の中央組織の中に産業ごとに労働

者を指導する労働者委員会を設けておりまして、それぞれ任務を分担しております。

その中にJ Rを担当する組織がございまして、これは通常トラジヤと呼ばれて、 JR内の労働

者を亨醇しております。一方、 JR労組内には、このトラジヤの下部組織といたしましてマングロ
ーブと呼ばれる組織がございまして、このマングローブがJR内の革マル派の指導に当たって

おります。

このことは平成8年以降摘発をいたしました革マル派の非公然アジト17カ所から押収いたし

ました資料あるいは内部文書等からも明らかになっております。

警察といたしましては、こういう点を総合的に分析、検討いたしました結果、 JR総連やJ R東

労組に対して革マル派が相当浸透していると分析結果を申し上げた次第でありまして、この見

解は現在でも変わっていないところであり ます。

この答弁で触れている、草マル派の非公然アジトの摘発と資料の押収に関して、 「週刊現

代裁判」で焦点になっているのが、 1996年8月に警視庁公安部が草マル派の「綾瀬アジト」

を摘発し、押収した多数の重要資料を基に作成したとされる内部文書だ。西岡氏がこれを

書証として提出したが、 J R総連・東労組側は「警視庁幹部が機密文書を西岡記者に渡し

たことは公務員法違反」として東京都を告訴している。 J R総連・東労組は、この文書の

「内容はでたらめ」としながらも、警察が作成したものだと認めている。警察の作成資料

となれば普通、真実性が高まると思うのだが…。

ところで、この資料の概要が4月l日発行の宗形明著「異形の労働組合指導者『松崎明』

の誤算と踵瑛」に記載された。次号から、その驚くべき内容を紹介していきたいo
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驚岸の†書棚棚かば嘉男だ!
前号で1996年8月に警視庁公安部が革マル派の「綾瀬アジト」を摘発し、押収した多数

の重要資料を基に作成したとされる警察資料の概要が、宗形明著「異形の労働組合指導者

『松崎明』の誤算と踵咲」に記載されたことを述べた。今後の検証で、この資料を引用し

ていくにあたり、その内容をめぐる評価について、少し詳しく説明しておきたい。

昨年7月払日、四茂野修・前JR総連副委員長(現国際労働総研監事)が西岡氏と東京

都を訴えた裁判の本人尋問が開かれた。四茂野氏は、 「これ(当該文書)は警察当局が作っ

たものだと思っているんですか」との被告代理人の質問に対し、 「その可能性が非常に高い。

もし、そうでない場合にも、警察の捜査情報を基にしなければ作れないものだと思ってお

ります」と証言した。 JR総連・東労組は、この資料の内容は間違っていると主張しなが

らも、警察が作成したか、警察情報に基づいたものであることをはっきりと認めている。

裁判所も国会答弁との臆致などから内部文書の信通性を認める!

当該裁判の東京地裁判決(ll月19日)で、裁判所はこの資料について以下のように判示

し、西岡氏がJRへの革マル派浸透を真実だと判断したのには相当の理由がある、とした。

本件資料は、警視庁が平成8年に革マル派の綾瀬アジトを摘発した際に入手した押収資料を

分析した結果を踏まえて作成されたものであり、平成16年8月26日、これを被告西岡が警視庁

の警察官から入手したものであるところ、本件資料には、 JR東労組の会長がいまだに革マル重最

高幹部であること、 J R東労組及びJR総連と革マル派との関係、 JR東労組及びJR総連内部に

革マル派の秘密組織として「トラジ刊、 「マングローブ」が存在すること等が具体的に記載されて

いる。そして、その内容は、警察庁の警備局長が、平成12年11月7日から平成14年12月4

日にかけて、衆議院及び参議院の委員会において、国会議員の質問に対し、複数回行われた革

マル派がJR東労組内に相当浸透している旨の答弁内容と一致し、さらに、内閣総理大臣か平

成15年3月18日及び平成18年5月12日、参議院議長に対し、同内容の答弁を送付している。

したがづて、被告西岡が、良くする会のリスト等と上記各資科を基に、 JR東労組及びJ R総連に

革マル派が相当浸透し、草マル派の秘密組織として「トラジヤ」 、 「マングロ十才同席確するという

事実について、真実であると判断したことには、 相当の理由があるというべきである。

このように、資料の内容については、政府の答弁書や警察の国会答弁等と一致している

ことからも、常識的にばきわめて信頼性が高いと考えるのが普通だろう。こうした背景

を前提に、次号からの検証内容をお読みいただきたい。

ここで、宗形氏の本にある資料概要の記述の冒頭部分を紹介する。

「綾瀬アジト」の摘発と押収品分析の結果、昭和38年2月の革マル派結成以来の議長であ 

る黒田寛-と副議長と言われているJR東労組会長の松茸明は、現在も革マル派の最高幹部 

であり、組織内では絶対的な権限を有していることや、草マル派との無関係を強調しているJR 

総連には、以前の「国鉄委員会」に替わる草マル派組織の「JR委員会」があり、草マル派によ 

って運営されていることが明らかになった。 

「検証・J醸組織翻刻との実態! 」闇R連餉珂こ掲載中!批p;/仙omepagel.n睨y・CO皿/JR-RENGO



鰯J酬鰯と繊轍化繋l 『

鵬単組干草7ル組織の建設産む!
警察が作成したと確実視される「綾瀬アジト」押収資料による分析資料には、 J Rへの

草マル派の浸透について、数多くの驚くべき記載がある。宗形明著「異形の労働組合指導

者『松崎明』の誤算と膳瑛」の詳述に基づき、順次内容を紹介し、検証を進めていく。

JR各社内に革マル派組織の建設進む、何とJR四国労組内にも!

本号では、まず「J R内革マル派組織」について検証したい。

O J R内革マル派組織

昭和62年4月1日の国鉄分割“民営化以降、松茸明を筆頭に、JR総連傘下の旧動労系のす

べての労組は、表見的には皇軍マル派との「無関係」’’を強調し、機関紙等でも「国鉄委員会」に替

わる「JR委員会」の存在については一切明らかにしていなかったが、今回の押収資料により「JR

委員会」の存在を確認したほか、 JR各社内に革マル派組織が建設されていることを確認した。な

お、 J R四国にはJR総連傘下の組合は無いが、 JR連合に加盟しているJR四国労組の中でも革

マル派の組織作りが進められている。　※後略

O J R委員会指導部の実態

中央労働者組織委員会の中には、 「ト萌」と呼ばれる「JR出身の常任委員」約10名がい

て、これらの者が「マングローブ」田平ばれる「JR委員会」に所属する約150名の指導的メンバー

を指導していた。　※中略

現在は、これら組織の再編が行われているものとみられるが、中央労働者組織委員会がJR

草マル派組織を指揮下に置き、指揮"指導していることに変わりはない。

○革マル派構成貝のランク、資格など

革マル派構成員は、大きく分けて、 「同盟員」「非同盟員」からなる。 「非同盟員」は、活動歴、思

想性、組織性等から、更にランク分けされ、 「 F」C」 (フラクショこ本旨導部) 、 「円二」 (革命的フラクシ

ョン) 、 「」口(左翼的フラクション) 、 「学習会」等の活動単位にそれぞれ編入されている。討など

のランクにも属さない思想的水準が低く、経験の浅い者を「」叫(『解放』 [注:革マル派機関紙]読

者)と位置付けている。これらの組織内でのランクを証明する「証明書」等はなく、しかも、誰が同

盟員であるかば組織内でも明らかにしていないので、鵜部の幹部しか知らないことになっている。

O J R内革マル派

JR総連内の革マル派構成員は約600人とみられるが、この中から選ばれた約120人が、JR

総連傘下の各労組内革マル派組織を指導している。

何と、 J R総連の各単組で革マル派組織が建設され、 600人の革マル派構成員が、約10

人のトラジヤが指導する、約150人のマングローブの指導の下にうごめいているというの

である!四国にはJ R総連系の組合はないが、 J R連合加盟のJ R四国労組内に革マル派

が潜り込んで、秘密裏に組織作りを進めている危険が非常に高い。

警察作成とみられるこの資料の信憑性はきわめて高い。これは、わが国の治安上からも、

J Rの安全上からも、絶対に見過してはならない国家的な重要問題だ!

「検謡・J酎し薩組織私物化の実態川甜R連綱こ掲載中! h耽p;//ho皿epagel.nifty.com/JR-RENGO



阜マル源の潤沢を財政の離べき真勝!
前号ではJ R内の草マル派組織の建設など驚愕の内容について記述したが、今回は、革

マル派の資金源などについての記載を紹介したい。 「綾瀬アジト」押収資料による分析資料

には、革マル派の資金源や財政について、以下の驚くべき記述がある(高木書房・宗形明

著「異形の労働組合指導者『松崎明』の誤算と踵峡」より)。

○革マル派構成員の義務その他

車マル派の資金源は、 「労働者活動家のカンパ」と「大学の自治会費」の二本立てとなってお

り、学生活動家は、原則的にはカンパをしなくとも良いことになってし渇。

労働者の場合は、各産別および活動家のランク等により額が異なるが、原則として、総支給額

(税金のみを除く)から-定の生活費を除いた金額に、ランク別のパーセンテージを掛けた額のカ

ンパが決められている。

このほか、 「ボーナスカンパ」や「臨時カンパ」等も徴収されており、平成6年には、東京工聾社

(注:革マル派の印刷所)の設備拡張に伴う臨時カンパが提起され、 1人10万円以上のカンパが

要求されている。

更に、これらカン/脚こも、 「解放」「共産主義者」 (※現在は「新世紀」と改称)の購読料や集

会カンパ金等も拠出しなければならず、年間1人あたり100万円以上を組織に納入していると思

わ塑盃ので、労働者活動家は苦しい生活を強いられているoこれらのカンノ聴納めることによっ

て、 「組織の喜員」であることの意識付けを行うためとみられるが、カンパ金の捻出に悩んでいる

活動家も多数いるものと認められる。

○財政

財政は、中核派や革労協狭間派等の他派と比べると、かなり安定してし滝と思われるが、その

要因は、産別同盟員から、同盟費とカンパが定期的に入ること、 JR総連等の労働組合や大学の

掌握自治会等からの流入金があること、また、ゲリラ等による支出がないこと等によると思われ

る。

革マル派は、 「創造社」を除き、 「解放社」等同派の施設は、昭和57年から平成元年までの7

年間に約20億3,000万円で新築したり購入したりしていることから、これをみても同派の財政の

豊かさが窺われる。

年間何十億円もの資金が極左轟力隻団に!

草マル派構成員も多額なカンパで大変だが、それだけ忠誠心が高い強固な組織であると

いうことだ。革マル派の勢力については、既出の政府答弁書では「約5,400人の活動家等を

擁しているとみている」としているほか、当該分析資料では「約4,000人(学生約450人、

労働者・専従約3,550人)」と記載されている。学生を除く3,500-5,000人の構成員から、

仮に、年間1人100万円のカンパが納入されているとすると、その合計は、実に35-50億

円と計算できる。当該資料の分析によれば、 「共産主義革命を起こすことを究極の目的とし

ている極左暴力集団」 (政府答弁書)に巨額の資金が集まっていることになる!

「検証す酎l浸細繍鰯雅の実態! 」はR連餉叫べ七年こ掲載中! ht坤:/仙omepagel.nifty'COm何RENGO



鰯J暗粥透と繊轍化繋l 『

雌は章マル源の富貴を脚!
前号で紹介した通り、 「綾瀬アジト」押収資料による分析資料には、 「(草マル派の)財政

は、中核派や革労協狭間派等の他派と比べると、かなり安定していると思われるが、その要因は、

産別同盟員から、同盟費とカンパが定期的に入ること、 JR総連等の労働組合や大学の掌握自治

会等からの流入金があること、また、ゲノラ等による支出がないこと等によると思われる」と語載

されている。

その「大学の掌握自治会」に関して、西岡研介氏が著書「マングローブ」 (講談社)には、

「1963年の結党以来、革マル派が最も浸透した大学」である早稲田大学で、 1994年に総長

に就任した奥島孝康氏が本格的に革マル派追放に乗り出し、彼らの徹底した脅迫、嫌がら

せ、吊し上げ、盗聴などの不法行為に屈することなく、資金源の遮断に成功した経過につ

いて、奥島民のインタビューを含めて詳述されている。同書には、公安当局の情報として

「革マル派が早稲田から吸い上げていた資金は年間2億円以上」と記載されている。

J R棄労組元中軌の本間氏が革マル派カンパの実態を赤裸々に証言!

上記から察するに、早稲田大学からのルートを断たれた革マル派にとってJ R総連はき

わめて重要な資金源ということだろう。そして今度は、 J R総連内の革マル派構成員から

信じられないほどの多額のカンパが集められてきた実態が浮かび上がってきた!既出の元

J R東労組中央執行委員の本間氏は、 J R総連らが原告の「週刊現代裁判」の証拠として

提出した陳述書で、 J R内の革マル派構成員のカンパ実態について次のように述べている。

革マル派は、 JR東労組に属する労働者から、毎月カンパを集めていました。教職員ら他産

別組織では、給料に対するカンパの割合がキッチリ決まっていましたが、国鉄戦線(JR戦線)

では、 「人やその時に応じて」と、割と緩やかでした。

JR戦線の場合、最低でもl人当たり、月々3000円はカンパしろということでした。私力葦請己

長を務めていた横浜地本の場合は、 「 」読」 (草マル派の機関紙「解放」の読者レベル)といわれ

るメンノキーは月に3000円、 Aメンバーでは、上位の者は月に25000円、下位の者は月に5000

円カンパしていました。私自身はAメンバーでしたので、月に25000円カンパしていました。

また、ボーナス時にもカンパを集めていましたので、横浜地本だけでも月々のカンパは約40

-50万円、ボーナス時で200-300万円にのぼりました。

「解放」は年間購読でしたので、年に約1万7000円を年払いし、これ以外に、革マル派の機

関誌である「共産主義者」 (年4冊発行)は毎号約1200円でしたから、年にすると約4800円で、

これも年払いでした。

横浜地本(組合員4,000人弱)内の革マル派の数はわからないが、 1地本でも普通月(30
へ40万円)、ボーナス月(200へ300万円)を合わせて、カンパ総額は、年間700へ1,000万

円と計算できる。さらに「解放」等の購読料でl人年間2万円以上を支払っているらしい。

革マル派へのカンパ総額は、 J R総連で数億円に上ることになろう。 「さつき企画」 「鉄道

ファミリー」など、 J R総連の関連団体からの資金流出を危惧する組合員がいても当然だ。

早稲田に続き、 J尺からの革マル派資金源を断ち切ることは社会要請だ!

「検:証・J輔弼匪組織私物化の実態! 」間R連合ホ珂こ掲載中! h耽p:/仙omepagel.nifty.com"R-RENGO



J鵬の革肋悔「さつき会館」で集約!
前号で紹介した元J R東労組中央執行委員の本間氏の陳述書では、 J R総連における革

マル派へのカンパの実態に関し、具体的な集約の方法について詳述している。これによれ

ば毎月、 「目黒さつき会館」で革マル派へのカンパを集約していたというのである!

カンパは職場単位→支部単位→地本単位でそれぞれ集められ、地本単位の財政担当者(財 

担)が集まるJR革マル派の「財担会議」が月1回、目黒さつき会館の地下で開かれていましたo ′i・一- 私は、1994、95年まで東京地本の所属でしたが、1996年7月6日に横浜地本を新たに作り書 

記長に就任しました。横浜地本では当初、数量部長だった坂本昇一氏が財担を務めていました 

が、1997年ごろから書記長の私が財把を引き継ぎ、少なくとも2002年まで私自身が毎月、「財担 

会議」に出ていました。 

各地本の財担は、私を含めA会議を指導する「LC会議」のメンノ←でもあり、「」C会議」は月に 

「回、泊まりで、各地区持ち回りで開かれ、南地区が担当するときは五反田の「ゆう席と」などを 

使っていました。私も横浜地本を作る前の1994、95年ごろから2002年までこの「」C会議」に出席 

し、同余義には梁次邦夫氏(注:浦和電車区事件刑事裁判被告)も出ていました。ちなみI車重 全体の「LC会議」の最高責任者は石J帽富民(注:JR東労組前執行中央委員長)でしたo 

私が財把に出席し始めた1997年ごろ(から大宮支社ができる2001年ごろまで)は、東京地本 

はいくつかの支部ごとに分かれていて、東京近辺の支部の財担が安達氏、西の支部の財担が佐 

藤哲夫氏、そして北の支部の財把が梁次氏でした。さらに、財担会議にはJR東労組だけでなく、 

JR東海労やJR貨物労組、JR西労の財担も出席していました。財担会議では、中央情勢の報告 などが行われましたが、目的は`集金’’でした。梁次氏は大雑把な性格でしたので、地区単位で 

集めたカンノ電あらかじめ数えてくるのではなく、財担会議の場で数えていたことを記憶していま 

す。そして私や梁次氏は、いわば集めたカンパを上納する側でしたが、各地本の財担が集めたカ 

ンパを受け取り党中央に渡すのは小田裕司氏と田岡耕司氏の役割でした。 

東海労・西労・貨物労組でも革マル派カンパを実施!

本間氏によればJ R総連各単組に革マル派の財政担当者が指定され、 J R東労組だけ

でなく、 JR東海労、西労、貨物労組の担当者も出席し、カンパ金を渡していたという!

本間氏は3月3日の「週刊現代裁判」の証人尋問で、西岡氏代理人の「革マル派の影響と

いうのはJ R東労組だけに限定されたものではないというふうにお伺いしてよろしいでし

ょぅか」との質問に対し、 「そうです。 J R東労組がJ R総連の最大の組織ですから、 JR

総連にも当然影響はしておりますし、その他の単組についてもそうです」と答えたo JR

総連のJ R北海道労組、貨物労組、東海労、西労と、すべての構成組織に草マル派が浸透

していることは確実だ。各組合の財政担当者は誰なのか、名前をぜひ聞いてみたいものだo

また、カンパを党中央に渡していた小田裕司氏、 「」 C会議」の最高責任者の石川尚書氏、

東京の北の支部の財政担当者である梁次邦夫氏は「マングローブ」ということになる!い

ずれも、当時現職のJ R総連`東労組の幹部役員である。

鹸証・J輔弼聖経練物化の実態日間R連餉嗣こ掲載中! h七tp://homepagel.nifty・ COm/JR-RENGO


