
検証J暗効漬透と組織私物化の黄綬!

民主化闘争情報[号外] 2009年5月7日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N⊃・ 9】

「 u旧労研」は革欄家の養成源か
前号でば本間雄治氏の陳述書を基に、 J R総連内の革マル派へのカンパの実態を検証

した。当時のJ R総連委員長事小田裕司氏がカンパ集約の責任的役割を担い、 J R東労組

委員長t石川尚吾氏が、東労組におけるJ尺革マル派の基本組織メンバーを指導する「」

c会議」の最高責任者を務めていたという。これが事実なら、 J R革マル派の責任者がJ

巳総連!東労組のトップを務め、組合運動を指導しているということになる。これは、ま

さに「政府答弁書」が「JR総連及びJ R東労組内において、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」と断言したことの裏付けではないのか。 J巳総連傘

下の単組や東労組の地方組織においても、 J R革マル派が幹部ポストを牛耳って、組織を

支配しているという可能性は、ますます強まったといえる。

問の組織「 J時事研」から章マル派組織内に活動家が吸い上げられる!

本号からは、 J R総連内でのJ R革マル派の活動家養成や組織支配の実態を検証するこ

ととし、本間氏が「草マル派のフラクション(細胞)の一つ」と呼ぶ「JR労研」につい

て記載したい。西岡研介著「マングローブ」では「組合を裏で操る『労研』の存在」との

見出しで、本間氏の以下の証言を紹介している(p・203)。

ているのが、この「労実はJR東労組は二重構造になっていて、 JR東労組を実質的に支配し

匪なのです。 「 Aメンバー」 「 」かノト」たちが組合活動に熟I逝組合役貝をピックアップし、 「労

町への入会の決意を促すのです。実際、こげ労研」から多くの幹部が半出されています○ ○

また労研は「中央労研」「地方労研」 「支部労研」と縦組織になっており、中央会費、地方会費、

支部会費などが定期的に集められ草マル派に上納される。

この労研は「革マル派のフラクション(細胞)の-つ」といわれているのです。当然のことながら

革マル派の影響を色濃く受けており、 松崎の著書などを教材に学ぶのです。

なお、 「JR労研」の実態は次号から検証する。本間氏はJR総連らが原告の「週刊現代

裁判」の被告側証人として出廷し、 3月3日の証人尋問で、自ら「JR労研」に入っていた

ことを認めたうえで、 J R革マル派の活動家の養成の実態について興味深い証言をしたo

峻証・J畏畢7/陵純絹鵬雄の実酎」間R連餉←七古訓嘩織中! ht七p://homepagel ・nifty'CO皿/JR-RBNGO



梯詔J揮7ル浸透と組織私物化の美麗!

民主化闘争情報[号外] 2009年5月8日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【Nブ" †0】

「J旧労研」と阜マル派の主鰐は酷似!

前号で紹介した「JR労研」の正式名称は「JR労働研究会」と言う。 1999年6月に設

立され、 「J R労働者の実践」という機関誌を発刊してきた。

「週刊現代裁判」でも、原告側(JR総連ら)から、この機関誌を証拠として提出し、

代理人が尋問で「(J R労研は)草マル派の介入を許さずJ R内で労働運動をやっていこう

とする団体ではありませんか」と質問するなど、 J R総連自らがその存在を認めている。

勤労型・政研型の労働運動で連合をつくりかえると霜害!

ところで「JR労研」は何を目的に「JR内で労働運動をやっていこうとする団体」な

のか。 「J R労働者の実践」創刊号の中央幹事会名「結成アピール」のごく-部を紹介する。

日本の「革新」と労働運動の惨状

資本と権力の労働者・人民への一大攻撃に対し労働者の側はどうであろうか,異を唱え行動

±宣党も労働組合も(私達を除いては)皆無である。臆…草本労働運動は、すでに現代版産業報

宣会と化している也

茨の道を労働者らしく切りひらく

資本と権力とその手先たちに労麟者らしく対決し、道を切りひらいていくのみである。この道

は茨の道であろう。 、現に私達がより労働者らしくたたかっているがゆえに、ありとあらゆる攻撃が

しかけられている。

先達のたたかいを学び、新たな創造を

上動労型労働運動」を創造した担い手は、当時の動労内にあって真剣蛇、科学的に労働運

動の前進を目指した「政策研究会(政研) 」であった「動労型労働運動」は、 …「政研」の強化・

韮大に比例し掛磨れ、日本労働運動に大きな影蹄を与えるま.でになったのであるp臆

全ての取捌こ「JR労研」の旅を!

新たなファシズムの只中における私達の任務は、以上からしてもはや明らかであろう。

第-は、壁だなファシズムに反対し、改憲を許さず労働者の利益のた勘こ其面目に労働組

合型劫をおしすすめている、あるいはおしすすめんとする仲間を詰楽し、全取掛こ「JR労研」の

壁窒鞄汚ことである」第二は、之三をズムの下支えとして在韓"醒れている凪連合とその

下に吸収合併される運命にある国労の解体にむけたたたかいを断固としておしすすめ、J R労

働運動の労働者的統一をめざして奮闘することである。臆　そして第三は、現代版「赤色労働組

合運動」をのりこえ、国家と大企業の利益に埋没するナショナルセンター=連合を労働者の利

益に適う日本労働運動の拠点へのつくりかえるために力をつくすことであ重

「革マル派の介入を許さず」といっても、この内容は、連合運動を徹底非難し動労型労

働運動の再興を訴える草マル派の主張と酷似している。 「政研」は松崎氏も所属し、草マル

派との関係が深いと言われてきた動労左派系の派閥o本間氏証言によればこうした運動

を目指す闇の団体が、 J R総連や東労組など組合組織を実質支配しているという。共産革

命を目指す革マル派が、運動面でもJ Rに浸透しているとすれば大変な治安問題である!

鹸証・J畏畢計レ浸透と組織秘勧め実酎」軸に掲載中上http://ho皿ePagel.nifty. co血〃R」RENGO



雌は「u旧労勧」の実態を勝助せよ!
本間氏の証言では、 「JR労研」には「中央労研」 「地方労研」 「支部労研」があるという。

機関誌「労働者の実践」には、 「J R労研中央幹事会」のほか、 「総連J R労研」 「北海道J

R労研」 「東日本JR労研」 「東海JR労研」 「西日本JR労研」 「貨物JR労研」からの論

文が掲載されている。 J R総連の各単組に「J R労研」が置かれていることは明らかだ。

ところがJ R総連は、 「JR労研」を単なる「一種のサークル」だと強弁し、組織指導の

実体をひた隠しにしようと懸命のようだ。 「JR総連通信」 (No.447、 2000年12月26日付)

にば次のような記述がある。

革マル派は、何を血迷ったか、「JR労研」を御都合主義的に勝手解釈しているのた。 

JR総連が調査したところ「JR労研」とは「JR労働運動研究会」のことでJR労働運動の前進 

のために研究“学習"討論する、有志による一種のサークルなのである。 

会の性格上、定まった組織形態などなく、連中(注:革マル派)が言うような「中央幹事会」など 

存在しない。従って坂入氏が「事務局長」であることなど虚構に過ぎない。 
…「JR労研」がJR総連や各加盟単組の方針に関与している事実は一切ない。JR総連や各加 

盟単組は、綱領に基づき、大会で決められた方針に沿って、組織運営されているのであるo 

「JR総連が調査したところ」などと、 「JR労研」を初めて知ったかのように白々しく

述べているが、彼らは「JR労研」の実態が明かされることを、よほど恐れているようだo

確かに、形式上は大会で決めた方針に沿って運営しているということだろうo　しかし、

本間氏の証言によれば、 J R総連やJ R東労組の現職委員長がJ R革マル派の責任者とい

うことになり、 「政府答弁」などを合わせ考えれば、 JR総連や各加盟単組の機関の執行部を

J R革マル派の関係者が占有している疑いが非常に強い。先に見た「J R労研」の結成ア

ピールにあるように、 「政研」が担った「動労型労働運動」の復活を目指す役員らに組織が

主導されているとすれば事実上、 J R革マル派や「J R労研」が運動を支配しているの

も同然ということになる。

「労働者の実践」で「全ての職場に『J R労研』の旗を! 」と第一の任務として訴えて

いることをみても、 「J R労研」が、 J R総連と傘下組合の全職場の乗っ取りを企図してい

ることは明らかだ。本間氏が明らかにしたJ R革マル派の組織支配や活動家養成の実態は、

こういうことだったのた。

JR労研の事務局はJ聯連内に設置して」崎ことを明記!

ところで「労働者の実践」創刊号の裏表紙には、発行元「J R労働研究会中央幹事会」、

事務局「東京都品川区西五反田J R総連内」と明記されている。 JR総連内に事務局が置

かれている団体を「J R総連が調査したところ」とは笑止千万だ。創刊号では気合いが入

り勇み足をしてしまったのだろうか。次号では「JR労研中央幹事会」事務局長とされ、

革マル派に「拉致・監禁」された坂入氏についての解説など、さらに検証を進めていくo

J R総連と傘下の組合は、闇の組織「J R労研」の実態について、責任者の氏名、加入

者の氏名、活動内容などを、組合員に具体的に説明する責任があるはずだ!

検証・J喪中ノ陸組細線靴の実酎」閉R連餉轟調こ掲載中! ht七p://homepagel ・nifty. co皿/JR-RBNGO



焼許J席亭マル浸透と組織私物化の黄塵!

民主化闘争情報[号外] 2009年5月13日発行日本鉄道労働組合連合会(J随合) 【博・ 12】

J棚≒J醐≒軍マ砂の醐富士票!
では、 「J R労研」の役員は誰が務めているのだろう。革マル派機関紙「解放」によれば、

2000年11月に革マル派に「拉致"監禁」されたJ R総連OB組合員の坂入充氏は、九州労

(JR総連;当時)のJR九州労組(JR連合)への潜り込み戦術(2000年10月)の失敗

について「大討論集会」で自己批判した話の中で次のように述べたという。 (「解放」 2000

年12月20日号外)

九州労組合員を養殖組合に売り渡し、動労以来の戦闘的労働運動の伝統をよもこわしてしま 

った裏切り行為の全責任はJR労研中央幹事会事務局長である私と事務局メンバーである船 

戸、田岡、新潟の松崎、および総連委員長小田にあります。この犯罪行為についてJR戦線およ びすべてのたたかう労働者同志に心からお詫びし、自己批判いたしますo 

「 J R労研」中央幹事会事務局長を語る坂入氏とは、真国労(国労内草マルグループが

国鉄改革の直前に国労を脱退して結成した労働組合※宗形明著「 J R東日本労政『20年目

の検証』」)の出身で「自然と人間」 (当時はJR総連発行の月刊誌、 2002年7月より「自然

と人間社」が発行)の事務局員を務めていたJR総連OBだ。そしてJ R総連は、拉致事

件に対し、革マル派を告発し、 「解放」に記載された「南雲」なる人物が坂入氏だと自ら訴

ぇた。この南雲(巴)氏は、何と、 「解放」 (2000年6月26日1625号)に「『動労型労働

運動』の伝統を逆らせよ」との大論文を掲載している人物だo

「 JR労研」中央幹事会事務局長は革マル派大幹部か!

本間氏は「週刊現代裁判」の証人尋問で、 JR草マルではマングローブになると「解放

に論文を載せる可能性が出てくる」と証言したo大論文を掲載する人物なら、南雲(坂入)

氏はマングローブ以上のクラスの大物の幹部党員であったことは間違いない。革マル派は

「解放」で「古参党員"南雲との討論」 「南雲ははずかしながら古参党員の-人である」な

ど、坂入氏は「古参党員」であると繰り返し述べている(2000年12月11日1648号)o

なお、 「JR労研」事務局メンバーとして名前が挙がった船戸氏は東海労(JR総連)副

委員長、 J R総連組織局長を歴任したOB、田岡氏は本情報(No’8)でJ R総連の革マル派

カンパを集約して党中央に渡していた人物、新潟の松崎氏とは、現在はあの松崎明氏とは

対立している元東労組新潟堪本副委員長で、 「さつき企画」の役員を務めていた人物だ

さらに、東労組内の本部と新潟・長野グループが対立して以降、 「元新潟J R労研代表幹

事W氏」から「東日本J R労研代表幹事千葉勝也氏」に宛てたという手紙(2003年8月27

日付)の存在も明らかになっている(宗形明著「J R東日本労政『20年目の検証』」 p.150)o

千葉氏は、現在の東労組委員長で、当時は書記長だったo単組の中枢人物が代表幹事であ

るというなら、 「J尺労研」は、事実上、東労組と一体であると言わざるを得ないだろう。

さらに南雲(坂入)氏は、九州労の「潜り込み戦術」はJ R労研事務局で決定したと述

べている(「九州労大量脱退事件」については改めて検証する)。これが事実なら、 「J R労

研」は、 「サークル」どころの存在ではなく、 J R総連と単組の運動を実質支配する、きわ

めて強大な閤組織ということになる! J R総連は「J R労研」の実態を自ら説明せよ!

噸証・J庚申ノl稜紀綱離郷的実酎」はR連餉珂こ掲載中! http〃homepagel.nifty’COm相計池NGO



J用事マル派の梯棚名を轟く!
南雲(坂入)氏が自己批判した「大討論集会」について記載した「解放」 (2000年12月

20日　号外)には、同じ1面に「孤立化する9条運」と題して、次の記述がある。

こうした「養殖組合への加入戦術(もぐりこみ戦術」なるものを、面従腹背的に企て実行した五 

入組(南垂"黒潮"大方"飛田"小田)は、同時に党員としては、党中央にたいして隠然と反抗し続 ここま げてきた反党陰謀分子なのであって、…(後略) 

ところで、前号の通り、南雲(坂入)氏は「大討論集会」で次の通り述べたという。

九州労組合員を養殖組合に売り渡し、動労以来の戦闘的労働運動の伝統をぶちこわしてしま 

った裏切り行為の全責任はJR労研中央幹事会事務局長である私と事務局メンバーである船 

戸、田岡、新潟の松崎、および総連委員長小田にあります。 

また、 「解放」 (2000年11月刀自1646号)には、 「JR九州労の大量脱退の真相を怒り

をこめて暴露する」と題して、以下の記述がある。

この前代未聞の労働組合組織破壊が、驚くべきことにJR総連委員長・小田、同書記長“山下、 

JR九州労委員長葛北、JR労研事務局の-部指導部(代表"大方、事務局長"南雲、黒潮、飛田) 

の7人が仕組んだものであることを、われわれは断固暴露する。 

これらを見比べると、 「J R九州労の大量脱退事件」の首謀者の氏名が、坂入(南雲)氏

を含め、本名と別名とで書かれていることがわかる。船戸氏、田岡氏、 (新潟の)松崎氏は、

革マル派から、 「大方」 「黒潮」 「飛田」のいずれかの名前で呼ばれているoなお、革マル派

は、当時のJ R総連山下書記長もこの事件を仕組んだと述べている。

J R革マル派は党内のレベルに合わせてペンネームを持っている!

こうした革マル派の“ペンネーム,,、つまり「秘密党員名」について、元JR東労組中央

執行委員の本間氏は、 3月3日の「週刊現代裁判」の証人尋問で、次のように証言している。

(被告代理人)ある人が」諒からAメ ンパーあるいはマングローブに上がっていきますと、ペンネー

ムはずつと同じものを使うんでしょうか。 (本間氏)違います

(代理人)それはどういうところでどういう開階で違ってくるんですか。 (本間氏)各段階にそ

れぞれのペンネームを持っています。ですから、今日はAの会議であればAの段階のペンネ
ームを使います。

(代理人)それぞれの場において使いわけるということですか。 (本間氏)そうですo

(代理人)ペンネームというのは、自分で付けるんですか。 (本間氏)基本的には、そうですo

(代理人)ちなみに、本間さん御自身は、マングローブのレベルでのペンネームはどういうもので

すか。 (本間氏)剣(つるぎ)と言います。

J R革マル派のメンバーが秘密党員名を持っていることが法廷で明らかにされたoそし

て、坂入氏の「拉致〃監禁」事件をきっかけに、 J尺総連関係者の革マル派での秘密党員

名が暴露されてきたのである!次号では、この間題を徹底して検証していきたいo

峻証・J畏寧7/一ノ浸透と組織秘勧め実酎」はR遼綱こ拇戟中! http://homepagel ・nifty. com/JR-RBNGO



J儀髄脚嚇長の党員喜ば… !
本間氏の証言で、革マル派が暴露してきたJ R総連関係者の「秘密党員名」の存在が事

実である可能性がきわめて高まった。前号で紹介した本間氏の証言は、以下の通り続く。

(被告代理人)前回の法廷で、小田さん(注;JR総連前委員長)と石川さん(注:東労組前委員長) という方が出廷されましたが、この方たちのペンネームというのは御存知ですか。 

(本間氏)小田さんは立花だと思います。 

(代理人)石川さんは。(本間氏)石川さんは仁志だと思います。 

(代理人)石川さんの仁志というペンネームは、なぜそういう名前になったのか、御存知ですかo 

(本間氏)私の知っている限りでは、石川さんはジャイアンツのフアンでして、仁志選手がジヤイア 

ンツにいた当時、仁志選手のフアンだという詩に聞きましたんで、それで仁志というふうに付 

げだというふうに言聴しております。 

(代理人)改めて確認ですけれども、小田さんや石川さんがそういったペンネームを持っていると いうことはこの二人とも革マル派のメンノ㌻-だということですか。(本間氏)そうです。 

何と、 J巳総連前委員長の小田氏は「立花」、東労組前委員長の石川氏は「仁志」という

秘密党員名を持つ革マル派メンバーだというのだ同、国民は2月17日に行われた「週刊現

代裁判」の証人尋問で、この件について、次のように証言している。

(被告代理人)そういった学習会(注十解放」を読むような学習会)に参加するときのメンノ←は、 

秘密保持のため、本名とは違う名前で呼び合ってたということはありますかo 宙揵68���*�.��

んじゃないですかね。もう大分前のことですから。 ��

(代理人)あるかどうか覚えているでしょう。(小田氏)あるんでしょうね ��

(代理人)何というペンネームですか。(小田氏)私ですか。 ��

(代理人)はい。(小田氏)私は忘れたんですが、先ほど主尋問で、坂入さんの件で告発をしま 

した。この告発をしたことについて、草マル派は私は労働者階級の敵であると、階級敵である 

というような記事がでた、その辺りにたしかうっすら記憶しているんですけれども塑宣重量 

先にきっ千・・立花というふうに書かれた記憶がありますoですから、そういうふうに勉強会に ヽi一口 行って使っていたのかもしれません。 ��

革マル派は小田(立花)氏の「過去3 〇年にわたる活動歴」を曇露!

小田氏自身の証言通り、草マル派は小田氏を「立花」と繰り返し呼んでいるo同派出版

社の「解放社」発行の「連合型労働運動に抗して」 (2001年4月)にある「犯罪者の腰求

書』への回答」なる論文(p.182)には、 「立花(小田の党名)」 「小田裕司としての党員たる

立花は」 「立花は自己自身の過去30年にわたる革マル派としての活動歴を胸に手をあてて

考えよ」 「小田としての立花の」 「立花としての小田裕司へ」などと書かれているo当時、

現職J R総連委員長であった小田氏は、革マル派から「30年にわたる活動歴」を暴露され

たうえに、本間氏によれば、少なくとも2002年まではJ R章マル派のカンパを集約してい

たという。これで「革マル派とは関係ない」と言われても、信用できるはずがないだろうo

鹸証・J陸中ノl稜組織秘勧b7)実酎」はR連調こ掲載申! http://ho皿epagel ・nifty・CO皿〃剛RENGO



検証。旧軍マル浸透と組織私物化の異鰭!

民主化闘争情報[号外] 2009年5月25日発行日本馳労脱会連合会(J醍合) 【No言5】

雌・批海鍾労鱒への車嚇高い!
前号で紹介した「連合型労働運動に抗して」には「海道錨」名で「小田裕司君へ」とす

る同氏を弾劾する手紙と「柴田光治君へ」との文章が掲載されているoこの中で柴田氏は

「宇和さん」と呼ばれているが、同氏は小田氏の前任で北海道出身のJ R総連委員長だo

J R総連のトップは、少なくとも二代続けて秘密党員名を持つ革マル派メンバーである可

能性が高いといえる。なお、北海道といえば、 2001年3月19日の革マル派機関紙「解放」

(1660号)には「革マル派北海道地方委員会田沢正」名による「木暮よ、現場労働者のう

めき声が聞こえぬか?」との驚くべき「公開書簡」が掲載されたoその一部を紹介したいo

JR北海道労組佐々木委昌長は党貴名「木暮」の革マル派メンバーか!

この「書簡」を読むと、革マル派が「木暮」なる同志の言動を叱責していると読めるが、

この「木苺氏」はJ R総連"北海道労組の現職委員長である佐々木信正氏とみて間違いな

い。佐々木氏は2001年1月25日付「公益企業レポート」 (3,160号)のインタビューで草

マル派について触れ、 「(革マル派は)良識ある人々から早晩、 『解党』を突きつけられるの

ではないでしょうか」と述べているoまた「OUR」誌とは北海道労組の機関誌だが、そ

の2月号には、草マル派が「駄文」と呼ぶ「l心の瞳で読むコラム」との佐々木氏の文章が

掲載されている。これらは「書簡」の指摘にぴったり符合するo
「木暮氏」は、 1994年春に「私はナグモや大方、黒潮のテープレコーダーにすぎません」

と語ったそうだが「ナグ壬や大方、黒潮」とは、先にみた、 J R労研中央幹事会事務局と

される坂入氏、船戸氏、田同氏らの党員名だろう。北海道労組の現職委員長の佐々木信正

氏は、 「木暮」との秘密党員名を持つ革マル派メン/トである可能性がきわめて青いのだ!

「書簡」にある「浅虫」 「戸山」も北海道関係者だろうかoなお、北海道労組機関紙によれ

ば「JR東労組を良くする会」作成の「JR革マル派リスト」に、同労組出身のJR総連

の役員関係者では小田氏(前委員長)、鎌田貴司氏(書記長)、渕上進栄氏(政策部長)、武

川隆二氏(会計監査)の名前が挙がり、裁判の原告になっているというo検証すればする

ほど、北海道労組への革マル派浸透の疑いが高まってくるが、その真実や如何に〇・・ !

「検証"J蝉マル浸透組織私物化の実態出揃的ム÷腔賎中世tp://homepagel.nifty.com/JR-腿NGO



梯許湘軍フル浸透と組織私物化の異腰!

民主化闘争情報[号外] 2009年号月27日発行日本鉄道労側組合連合会(JR連合) 【N。" 16】

何ケ件で7名の雌役員が死亡!
前号までば革マル派が暴露したJ R総連関係者の「秘密党員名」について検証してき

た。当事者がいくら関係ないと主張しても、革マル派から党員名を明かされ、同派との深

い関係を指摘される人物について、革マル派党員ではないかと疑うのは当然だ。そのよう

な人物多数が機関の中枢を占める組織が、まともな労働組合と言えるのだろうか。

本号からは、 J R総連関係者の多数が、革マル派と敵対する中核派などの過激派による

「内ゲバ」で犠牲になってきた事実を指摘し、さらに深く検証していきたい。

内ゲバで血蜜られた国史を持つ要職な労働組合はJR繕連だけ!

1980年から1995年にかけ、国鉄" J Rでは、過激派間の抗争である内ゲバ事件が18件

(警察発表)発生し、 7名の死者と多数の重傷者を出している。被害者はすべて動労、また

は真国労(国労内革マルグループが国鉄改革の直前に国労を脱退して結成した労働組合※

宗形明著「JR東日本労政『20年目の検証』」)の出身で、 J R発足後では、 JR総連や東

労組の役員や関係者ばかり。そして、いずれも革マル派と敵対する中核派や革労協狭間派

が犯行を自認し、襲撃された者を草マル派活動家と断定して、犯行声明を発表している。

「内ゲバ」について、警察庁は広報誌「焦点」で「革命勢力各派には、共通して、自派

の革命理論、戦術方針こそが唯一正しく(革命唯一党)、他派は革命を妨げ、混乱させる有

害な勢力(反革命勢力)であるとする考え方があります。内ゲバは、このような考えに根

ざす党派闘争が暴力抗争の形態をとったものと言えます」と解説している(通巻258号p・4)o

これほど凄惨な内ゲバの暗い歴史を抱えている労働組合など、 J R総連以外にはないだ

ろう。多くの役員らが命を狙われる組織が、普通の労働組合と言えるのかoなお、革マル

派とJR総連・東労組は「権力の謀略」 「絶対に捕まることのない何者かによる犯行」など

と述べ今なお内ゲバであることを必死に否定するのだが、その問題は改めて検証したいo

以下に国鉄・ J R関係の主要な内ゲバ事件を掲載する(西岡研介著「マングローブ」p・145)o

発生日 儂ﾘ･��"�役職名(当時) 儉hﾗ9�ｩk��

1980年9月22日 傅ﾉ$ｨ葈ﾔｲ因H���動労中央本部数宣部長(後のJR総連副委員長) 乂i┴ｺb�

1985年11月11日 俘(ｻIu)Oﾈ��因H���動労中央本部書記 �(hｦｩF��

1986年9月1日 ���69�9k竏��e2��真国労大阪地本書記長(他8名重軽傷) �(hｦｩF��

1987年2月23日 俚):��ﾙu宙����動労中央本部副委員長(後の東海労委員長) �(hｦｩF��

1987年5月18日 俤y69'�因H���東鉄組(現・東労組)拝島運転区支部委員長 �(hｦｩF��

1987年8月29日 �8�69�ﾒ因H���東鉄組(現・東労組)千葉支部副委員長 �(hｦｩF��

1987年10月30日 俎)�ﾈ自Wb郁�e2��東鉄組(現・東労組)田端分会組合員 ���┴ｺb�

1988年3月3日 傴ﾈ岑�郁�e2��東鉄組(現・東労組)高崎地本委員長 �(hｦｩF��

1989年2月8日 ���8�ﾔ���e2��東鉄組(現・東労組)水戸地本組織部長 �(hｦｩF��

1989年12月2日 �69(iyY;���e2��JR総連総務部長 ���┴ｺb�

1991年5月1日 �9(ﾋI�8�郁�e2��東労組水戸地本組織部長 �(hｦｩF��

1993年8月27日 �(i�ｩ$9Wb郁�e2��貨物労組役員(他1名重傷) ���┴ｺb�

1995年11月28日 �ｩ�騏8蔗因H���東労組情宣部長 �(hｦｩF��

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態川和甜ムパーのこ掲載中! http://ho皿ePagel.nifty・ COm〃R-随NGO


