
醐脚多良拘われる!
前号で紹介した通り、ハワイのリゾートマンション購入の原資となった沖縄の別荘の土

地・建物の購入にあたって、松崎氏夫妻の銀行口座や個人資産から、該当する価格の金員

の出入りは認められなかったという。以下に、改めて整理してみたい。

まず、松崎氏の妻M氏が購入したとされる沖縄県今帰仁の土地の代金は、 ①J R総連の

関連会社である「さつき商事」 (「さつき企画」の前身)の取締役TM氏が1,373万2,000円

を現金で支払ったという。

次に、その土塊に「さつき商事」が注文して建てた別荘の工事費用等の代金(5;299万2,464

円)は、 ②TO名義で620万円5,000円がM社(住宅会社)名義の口座に振り込まれ、 ③ 「東

日本旅客鉄道労働組合執行委員長松崎明」名義の定期預金口座の元利金を原資とする小切

手により700万円が支払われ、 ④TM氏名義の定期預金口座の元利金を原資とする小切手

により1,000万円(および同日に現金で170万円)が支払われ、 ⑤ 「東日本旅客鉄道労働組

合総務財務部」名義の普通預金口座の元利金を原資とする小切手により1,100万円(および

同日に現金で70万円)が支払われ、 ⑥ 「東日本旅客鉄道労働組合」名義の定期預金口座の

元利金を原資とする小切手により1,600万円が支払われるなどしたという。

この別荘はどうみても松崎氏が購入したとは考えられない!

私的な別荘を買うのに、なぜ、個人の口座や資産ではなく、東労組の口座や関連会社の

役員などから支払いがされているのか。そもそも、建物は「さつき商事」のものであり、

それを売却した資金は、松崎氏のものではないはず。 J R総連・東労組では、組織の金と

役員の金が一体となっているのか。一般常識に照らせばこの土地や建物は、どうみても

組合や関連会社の資金で買ったと受け止めるのが普通だろう。

なお、この沖縄の土地、建物の購入について、松崎氏は2009年1月26日の「週刊現代

裁判」の尋問の中で以下の通り証言した。松崎氏は5,000万円という大金を東労組に預けて

いながらよく覚えていないというが、常人では考えられない金銭感覚の持ち主なのだろう。

(被告代理人)1995年9月と思いますが、沖縄の今帰仁の土地を購入したと思いますが、これは 

誰の名義でしょうか。(松崎)これは妻Mですね。(代理人)奥様が、ご自分のお持ちのお金を 

お出しになって購入されたんですか。(松崎)いや、私を含めた家族だと思いますけれども、名義 

は妻ではないと思いますね。(代理人)名義は妻ではないというのはどういう意味ですか。(松 

崎)土地の代金広東労組に預けていたものかもしれません。(代理人)誰が。(松崎)私が。 (代理人)あなたのお金手打R東労組に預けていたんですか。(松崎)そうだと思います。(代理 

人)いくらくらいですか。(松崎)そうですね…ポーランドに寄附をして、その後皆さんが松崎だけ 

にやらせるのはということでいろいろ協力をしていただいて、それと私の従来からの資産と、あった 

ものの中からではないかと思いますが。(代理人)私の質問は、あなたか「R東労組に預けたお金 

というのはいくらくらいですかという質問です。(松崎)5、000万前後じゃないでしょうかね。(代理 

人)いつ頃預けたんですか.(松崎)いや、よく覚えていませんね。(代理人)そんなお金をいつ 

預けたか覚えていないんですか。(松崎)蛙と主_ 

「検証・JR#ル浸透境目織私物化の実態同封R連合薄-ムペ十川こ掲載中! http ://homepage l.n伽y. com万R-RENGO



紺酬・勧事跡合をめ㈱脚!
松崎氏の沖縄の別荘購入の資金に関する「週刊現代裁判」の尋問における証言をさらに

紹介していきたい。

(被告代理人)今帰仁の土地の上に建物が建ったと思いますが、この建物は誰の名義で建てたん 

でしょうか。(松崎)この名義はさつき商事だと思います。(代理人)さつき商事ですね。(松崎) はい。(代理人)それは、さつき企画の前身の会社でしょうか。(松崎)そう理解されて結構で 

す。(代理人)ということは、あなたの奥様名義の土地の上にさつき商事名義の建物が建ったとい うことですか。(松崎)そういうことです。(代理人)奥様とさつき商事との間で何か契約は締結し 

宣壁_(松崎)いいえ、何もありません。(代理人)その建物のお金はさつき商事が出した 

五里主査」(松崎)いいえ、違います。私です。(代理人)どうしてさつき商事の名義にしたんで 

しょうか。(松崎)私の名前を出すことには様々、殺すとか殺さないとか、いろいろ障害があります 

から、私の名前は出さないことにしました。さつき商事の名前にしました。(代理人)奥様だけのお 

名前ならわからないだろうということですか。(松崎)そうです。(代理人)あなたとさっき商事との 

間では何か契約したんですか。(松崎)いいえ、しておりません。(代理人)建物の建築費はいく 

らくらいでしょうか。(松崎)そうですね・・・4,000万とかくらいかもしれません。(代理人)坐塑」互 

円のお金をさつき商事の名義で借りるに当たっては、何の契約もしなかったということですか。 

(松崎)そういうことです。(代理人)松崎さんとさつき商事とはどういう関係にあるんですか。(松 

崎)特別な関係はありませんが、さつき商事を私が作ったんではないんですが、私の前任者たち 

がさつき商事を作ったときに…役員をやっていたかどうか分かりませんが。ともかくさつき商事の名 

前を借りたんですね。(代理人)さつき商事は、例えばあなたの個人会社とかファミリーで持って いる会社ではないわけでしょう。(松崎)はい、違います。(代理人)そういう会社であるさつき商 

事の名義で建物を建てるについても、特段何の契約もしなかったということですか。(松崎)は 

い、そうです。(代理人)その建物の建築費の原資はどこから出たんでしょうか.(松崎)ですか ら、それはポーランドのアンジェイ・ワイダさんに対する協力のために土地を売却して、その一部 

と、それから仲間たちが私だけに出させたということでいろいろ出してくれたものと、株、講演料そ 

の他を充てたと思います。 

これぞまさに「さつき商事」の私物化ではないのか!

松崎氏の説明によれば別荘の資金は自分で出したが、命を狙われる自分の名前を出さ

ないため、土地は妻名義、建物は「さつき商事」名義にしたということらしい。しかし、

その代金は、前号で検証した通り、東労組などの口座や小切手から支払われているのだ。

松崎氏ばこれ広東労組にいつ預けたかもわからない5,000万円もの自分の資金だと説明

しているが、果たして本当なのか。さらに、 4,000万円(実際には諸費用を含め約5,300万

円)の自己資金で「さつき商事」名義の建物を建てておきながら、何の契約もしていない

というのだ。まさに「さつき商事」の私物化である。検証すればするほど、疑念はさらに

高まるばかりだ。このような話で、一般組合員が納得できるはずがないだろう。

この別荘購入をめぐる疑惑は業務上横領被疑事件の導入部分だ。さらに検証を深めたい。
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柳朋戸棚劇鈍物紡勧醐∈始の!
松崎氏の沖縄の別荘購入の資金の問題について、本号より、同氏の主張を検証したい。

引き続き「週刊現代裁判」での反対尋問・主尋問における松崎氏の証言を紹介する。

(被告代理人)アンジェイ・ワイダさん、あるいはその日本関係のものに対して寄附されたのはいっ

頃なんですか。 (松崎) 10周年記念に行ってきたんですから、今から15年くらい前ですかね、よく

覚えていませんが。 (代理人) 1992年11月の毎日新聞に、JR東労組委員長の松崎さんがポーラ

ンドの日本美術館建設のため埼玉県東松山市の自宅を売却して寄附したという記事があります

が、これのことですか。 (松崎)そう思います。 (代理人)92年の秋頃。 (松崎)ああ、そうですか

ね。 (代理人)そう言われればそんなものかということですか。 (松崎)はい。 (代理人)このと

き、あなたご自身はいくら寄附したんですか。: (松崎)5「000万岬

(原告代理人)あなたが購入したり、あるいは使用している不動産は、組合費を私的に流用するこ 

とで取得してきたように繰り返し述べられていますけれども、全くでたらめですか。(松崎)とんでも 

ないでたらめです。(代理人)ところで、あなたは挙げられているような不動産を取得できるような 

資産は持っていたんですか。(松崎)はい。(代理人)恐縮ですけれども、どんな資産をお持ち 

だったかちょっと紹介していただけますか。(松崎)まあ、一つは親からいただいた土地ですね。 

ー(中略)葛(代理人)それ以外にどんな資産があったんですか。(松崎)それ以外には、株券の売 

却ですとか、もちろん給料はありますし、それから講演料、それから本の著作権の印税などなどで 

すね。(代理人)先ほど出た沖縄の今帰仁村の不動産、これもあなたの資産から取得したものな 

んですか。(松崎)その通りです。(代理人)具体的な原資は何だったんでしょうか。上松堕ユニ 

れは、ポーランドに対する寄附をして、松崎だけにそうさせるわけにはいかないというので多くの伸 

間の皆さんがそれを補填してくれたんですねの最高では1人500万という金を入れてくれた方もい 

ますし、100万円単位の人もたくさんいましたし。そういう金などだと思います。(代理人)そうする 

と、先ほど言われたアンジェイ・ワイダさんの日本美術・技術センター、これはあなたが私財を投入 

したと、5,000万円くらい。(松崎)はい。(代理人)あなただけに負担させるわけにいかないとい うふうになったんですか.(松崎)そうです。(代理人)で、皆さんが補填をして、あなたが出した 

ものを返してくれたということなんですか。(松崎)はい。それを東労組の通帳で預かってもらった 

ようです.そこから当然、出したということになりますね。(代理人)それは、カンパと言われていた 

ものですか。(松崎)そうですね。(代理人)それと、あなたの先ほど言われた土地を売却した代 

金、そういうものを合わせて今帰仁の土地を買ったり建物を建築したりしたんですか。(松崎)そう 

です。 

5,0〇〇万円の寄附を仲間のカンパで補填? !

この松崎氏の説明に納得できるだろうか。松崎氏は、ポーランドに寄附した5,000万円を

補填した仲間のカンパを東労組の通帳で預かってもらい、その資金で私的に沖縄の土地を

購入し別荘を建てたというのだ。自発的な寄附を「補填」してもらうという理屈もおかし

くないだろうか。それならば贈与税の対象にはならないのか。なぜ東労組の通帳で預かる

ことになるのか。これは本当に松崎氏の資金だと言えるのか。疑問は尽きない!

「検証・JR革マル浸透獄職私物化の実態同封R連餉トムパーゾに掲載中! http ://homepage Ln伽y, COm/JR-RENGO



轍鰯的事醐拗脇!
松崎氏によれば、沖縄の別荘を購入した資金は、同氏のポーランドへの5,000万円もの寄

附を補填してくれた仲間のカンパを東労組の口座で預かってもらっていたものだというこ

とだが、常人には理解し難い説明だ。引き続き「週刊現代裁判」での主尋問における松崎

氏の証言を紹介する。別荘の代金支払いの手続きに関して、以下の通り説明している。

(原告代理人)ところで、この今帰仁の不動産の代金は、あなたの口座からは支払われていないと

いうことなんですが、支払いは自分でやったんですか。 (松崎)支払いは…。 (代理人)具体的

な支払いの手続です。振り込みとか持って行くとか。 (松崎)それは、確か城南信用金庫というと

ころに入れたり…。 (代理人)誰かに手伝ってもらったということはあるんですか。 (松崎)これは

手伝ってもらいました、はい。 (代理人)地元沖縄ではどうだったの。沖縄の業者に払いますよ

ね。代金なんかは。これは誰に手伝ってもらったんですか。 (松崎)沖縄の業者に払うのは、沖縄

出身のTMさんという私の秘書兼ドライバーの方がいますので。大変な財産持ちの方ですから。そ

榊-(中略)- (代理人)先ほど言われた補填をしてもらったお金、こ

れはJR東労組の預金口座に預けられていたということなんですか。: (松崎)そうだと思います。

(代理人)そこから振り込んでもらったということですか。: (松崎)はい。

先にみた松崎氏が原告となっている国家賠償請求訴訟の「6・24判決」の「原告の主張」

の部分には、以下の通り、同趣旨の説明が記載されている。

4　争点についての当事者の主張 

(1)争点(1)ア(本件各捜索差押えにおける原告の嫌疑の有無)について 

ア　原告の主張 

(ウ)-(前略)-そもそも、TMは、原告の秘書的な役割を果たしている人物であり、工吐逆ゝ-昼宣 

から託された資金をもって本件土塊建物の購入代金を支払ったものであるし、JR東労組からの 

支払は多くの同僚が原告にカンパをした金員を-時的に丁R東労組の預金口座に預け入れ 

ていたものであって、原告の所有に属する。 

一時的に預け入れたカンパがなぜ定期預金に入っているのか!

しかし、松崎氏の秘書役であるTM氏が、託された資金をもって手続きをしていたとし

ても、 「No.77」でみた通り、東労組名義の定期預金の元利金を原資とする小切手などから支

払いがされていた事実などから、 「一時的に預け入れたカンパ」から支払ったものとはとて

も信用できない。 「6・24判決」は、この点について次のように判示し、明確に疑問を呈して

いる。ずさん極まりない金銭管理は、松崎氏による東労組の私物化の象徴であるといえる。

第3　争点に対する判断 

「争点(1)ア(本件各捜索差押えにおける原告の嫌疑の有無)について 

(2)-(前略)-また、原告は、本件土地の購入代金の原資の一部となったJR東労組の預金は、 

同僚からのカンパを一時的に預け入れたものであると主張するが、そのような一時的な預け入 

れが定期預金によりなされるとは通常考え難く、…(後略)。 

「検証・JRftyレ浸透擬職私物化の実態出揃トムパーのこ掲載中! http ://homepage l.nifty. comnR-RENGO



梯許J仔革欄鰍筋化の完鬱!
民主化闘争情報[号外] 2010年「月18日発行日本鉄道労働組合連合会(J巳連合) 【N0. 82】

糊の醐石鯛脇!
前号で紹介した松崎氏の秘書役であり、別荘購入の手続きを行っていたというTM氏に

ついて、西岡研介著「マングローブ」には以下の記載がある(p.97へ)。

「松崎さんと知り合ったのは、彼がうちの店に食事に来てくれたのがきっかけでした。松崎さんは 

いつも奥さんと、比嘉賢さん(仮名)という男性を連れていました。比嘉さんは、松崎さんの運転手 

兼秘書のような存在で、松崎さんの会社の社員だと聞いていました。比嘉さんが沖縄の出身だっ 

たことから、地元の事情には詳しかったですね.あの別荘のガス代、電気代なども比嘉さんの名義 

になっていました」-(中略)-　ちなみにこの比嘉氏は大学卒業後、JR東労組に就職したいわゆる 

「プロパー書記」で、現在もJR東労組の幹部を務めているのだが、なかなか興味深い過去を持っ 

ている。「比嘉は日大の学生だった70年、草マル派の東京教育大(現・筑波大)の学生がリンチ 

で殺された報復のため、革マル派学生が中核派学生を襲った『法政大報復リンチ事件』で逮捕さ 

れたことがあるへそして丁R東労組内部では現在も『松崎のボディーガード』として知られている人物 

だ∩もちろん『マングローブ』のメンバーでもある」(公安当局関係者) 

松崎氏は「週刊現代裁判」での尋問で、 「沖縄の業者に払うのは、沖縄出身のTMさんと

いう私の秘書兼ドライバーの方がいますので」などと自ら証言しているが、 TM氏と上記

文中にある仮名の比嘉氏とは同一人物であることは間違いないだろう。

鉄道福祉事業協会は松崎民らの資産私物化の温床か? !

さて、松崎氏の業務上横領被疑事件の本題に戻りたい。 「No.77」で紹介した「6・24判決」

の11行目に「M (松崎氏の妻)は、 2000年1月15日、日本鉄道福祉事業協会との間で、

本件土地を代金687万8,100円で売った」と、最後の行には「さつき商事は、 2000年1月

15日、日本鉄道福祉事業協会に対し、本件建物を売った」とある。この売却代金を原資に、

今度は、松崎氏が息子A氏夫婦の住居として使用されていたハワイの私的なマンションを

購入したという事実関係について、業務上横領の疑惑が持たれたということである言中縄

別荘の売却以降の横領疑惑の事実関係について、今後、本格的に検証を進めることとする。

なお、 「日本鉄道福祉事業協会」について、西岡研介著「マングローブ」には、 「81年に

旧動労からの土地や建物などの寄付により設立された『動力車福祉事業協会』が『鉄福』

のルーツ。 87年、国鉄分割民営化による動労解散に伴い、現在の日本鉄道福祉事業協会と

改称された。現在はJ R総連関連の福利厚生団体として、前出の目黒さつき会館などの運

営を主な業務としている財団法人である」と解説したのに続き、 「しかし、それはあくまで

『鉄福』の“表の顔’’。鉄福の理事長は長年、 『松崎の金庫番』といわれたSという人物が

務めてきたのです。このため松崎が実質的に所有してきた別荘のほとんどが、鉄福名義に

なっているのです」との東労組元企画局長・ A氏の話を紹介している(p,104)。この福祉事

業協会が所有する沖縄や群馬県嬬恋村の保養施設は、松崎氏の証言にも出てくるように、

限られたメンバーにしか利用されていなかったのであるが、 2003年の「目黒さつき会館」

の家宅捜索をきっかけに(No.76参照)、慌てふためいて、広く組合員が利用できるかのよ

うに後から取り繕っている。この狼狽ぶりについて比後ほど詳しく検証したい。

「検証・JR草iyレ浸透と組織私物化の実態! 」間R連合汁-ムヘ王のこ掲載中! http :/んomep age l.nmy・ cOm力R-R巳NGO



焼許J凧革臓物化の実態!
民主化闘争情報[号外] 2010年1月20日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【No. 83】

崩的伽昭侮膨網棚肪鱒め伯母筋酬!
沖縄の別荘の土地建物を日本鉄道福祉事業協会に売却した経過について、松崎氏は2009

年1月26日の「週刊現代裁判」の尋問で以下のように証言している。

(被告代理人)そして、沖縄の今帰仁村の土地建物ですが、 95年に奥様名義で土地、 96年にさ

っき商事名義で建物となってますが、そうすると、これはあなた個人の、あるいはあなたとご家族の

私的なプライべ-トな持ち物ということでしょうか。 (松崎)はい。 (代理人)利用されるのもご家

族、あるいはご家族から招待された方ということですか。 (松崎)はい、そう思っておりました。

(代理人)これは別荘としてお使いになっていたんですか。 (松崎)そうです。 (代理人)この今帰

仁村の土堪建物は、その後どこかに売却されましたか。 (松崎)売却しました。 (代理人)どこに

毒却されましたか。: (松崎) ‥・福祉事業協会だと思いますいく代理人)2000年1月頃でしょうかo

(松崎)よく覚えていませんが、そう言われればそうでしょう。 (代理人)鉄道福祉事業協会に売却

したということですが、売り主は誰になったんですか。 (松崎)…よく覚えておりませんが、松崎明

か…福祉事業協会に売却したんですから松崎明だと思いますね。 (代理人)奥様は出てこない。

(松崎)いや、土地はかみさんですから。 (代理人)お二人が売主になったということですか。

(松崎)そうだと思います。刷って
というのは、例えば口座に振り込んでもらうとか、現金でもらうとか、預金小切手でもらうとかいろん廟、
廟、んですか〇二:(松崎)そうですね。: (代理
人)いくらくらいだったんですか。 (松崎)当時、鑑定士に見ていただいたんですから、建物が3

千数百万だと思いますね。 (代理人)それで土地は。 (松崎)分かりませんが、 2,000万前後じゃ

ないでしょうか。唖、ますo
蓮華人)その代金をどうやって保管したんですか。 (松崎)・・・ (代理人)一旦あなたの名茜の口

座に入金したんですか。 (松崎)売った代金は東労組が保管してくれたんじゃないですかね。よ

く覚えていません。 (代理人)保管してくれたというか、あなたが依頼したんですか。 (松崎)まあ

そうでしょうね。 (代理人)どうして依頼したんですか。 (松崎)どうしてって、別に東労組の皆さん

がいろんな方が出していただける金をそこに入れてましたから。ですから、そこに私のも入れてい

ただいたと思います。臆臆

公私混同も甚だしい!組合の金は松崎氏の金なのか?

「6・24判決」の「争点に対する判断」には裁判所が認めた事実関係として、 「福祉事業協

会は、平成11年(1999年) 11月9日、原告口座に3,800万円を振り込んだ」 「同月26日、

原告口座から国際交流基金口座に3,800万円が振り込まれた」と記載されている。しかし何

千万円もの資金のやり取りに対し、松崎氏の認識は何ともずさんである。依頼したのかも

わからないのに、東労組が個人の資金を保管してくれたのだという。沖縄の別荘も東労組

の資金で購入したと疑わざるを得ないうえに、松崎氏が支配するも同然のような福祉事業

協会に別荘を売却、代金を東労組の口座で保管し、今度はその資金でハワイの私的なマン

ションを購入するという事実関係。あまりの公私混同ぶりに一般組合員は怒り心頭だろうo

峻証・脚レ浸透擬邑織私物的実酌」間R連餉←ムペ十月こ掲載中! http ://homep age l証ty. com力R-RENGO



醐舎弟をめ紡脚!
沖縄の別荘の売却代金をなぜ東労組の口座に入金させたのか、 2009年l月26日の「週刊

現代裁判」の尋問で松崎氏は厳しく尋問されているが、証言内容は以下の通り意味不明だ。

(被告代理人)皆さんからいくらくらい寄附してもらったんですか。あなたの言い方で言うとカンパし

てもらったんですか。 (松崎)私ばかりに出させたということで、多くの方からいただきましたが、

1,500か2,000万以内だと思います。 (代理人)それは贈与してもらったんですか。 (松崎)いい

え、違います。みんなで出そうということになっていて、出さずに私が出しましたから、それに対して

皆さんも分担をしてくれたということですね。 (代理人)皆さんがカンパしたお金は東労組の口座

に入れたんですか。 (松崎)そうだと思いますよ。 (代理人)だって、あなたが5,000万なら5,000

万のお金を出したわけでしょう。 (松崎)はい。 (代理人)その分をあなたl人に負わせておいた

とじゃかわいそうだと、あるいはもったいないということで皆さんが応分の負担をされたということだ

から、あなたのところに振り込め凪、いんじゃないの。 (松崎)だから、便宜的に東労組がその件

を扱っておりましたから、東労組の口座に入ったんでしょうねo -(中略)- (代理人)それで、今帰

仁村の土地建物を福祉事業協会に売りまして、そのお金約R東労組名義の口座に入ったんです

か。 (松崎)‥・よく分かりませんが、多分そうだと思います。 (代理人)奥さんも含めてあなたが売

主となればあなた名義の口座に入るのが普通だと思うんですか、そこ‾可R東労組の口座が出て

くるのはなぜなんでしょう。 (松崎)ですから、東労組の口座に皆さんがいろいろ入れていただい

ているから、そこに便宜的に入れてくれたんだと思いますし(代理人)今帰仁村の土地建物を売

却して、売却した代金をどこの口座に入金させるかということをあなたが指定したわけでしょう。

(松崎)そう思いますね。 (代理人)そのときに、なぜ丁R東労組の口座を指定したんですかo (松

崎)今帰仁村を売って・・よく覚えておりませんね。 (代理人)JR東労組の口座に入金させたことは

確かだけれども、その理由は覚えていないということですか。 (松崎)はい、そう思います。 (代理

人)そう思いますじゃなくて、そうなんですか。 (松崎)よく分からないから。 (代理人)どこが分か

らないんですか。 JR東労組の口座に入金させたこと自体も分からないのか、あるいは入金させたこ

とは確かだけれども、その理由がわからないのか、どういうことでしょうか。 (松崎)後者だと思いま

す。 」軍理人)あなたはしょっちゅう皿東労組の口座に自分のお金を預けたりしていたんですかo

墜葦箋蓋藍
劃されるべきことは当然ですれ(松崎)当然です。書く代理人)だけど、このとき、な珂R東労組
の口座にあなた個人の財産である今帰仁村の土地建物の代金を振り込ませたのか、理由は不明

ということですね。臆(松崎)だから、これは東労組が便宜的に預かっていてくれたので、その口座

に私のものを入れてもらったと私は思っ廿、ますo (代理人)一時預かってもらったのは兜年の

ポーランドの件であなたが5、000万円出した後のみんなの分担金を預けてもらっただけでしょう。

(松崎)そう思いますよ。 (代理人)何年も前のことですね。 (松崎)はい

松崎氏は個人と組合のお金を分けるべきことはわかっているそうだか・ ・

何千万円ものやり取りに対し何ともあやふやな証言だが、松崎氏は個人と労組の資金と

は峻別すべきことは分かっているらしい。それならば売却代金を東労組の口座に入れた

のは、そもそも、別荘の購入資金を東労組が出していたからでは、と疑うのも当然だろうo

「検証・JRfゆlノ浸透と組織私物的実態同和漣強味-ム人工v’に掲載中! http://h。mePagel ・nrty. cOm/JR-R]ENGO



解J凧革欄臓物化の実態!
民主化闘争情報[号外] 2010年「月27日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N〇・ 85】

・書棚鯛?醐醐〃 !
松崎氏の寄附の一部を補填してもらった「カンパ」が東労組の口座に入金されたことに

っいて、前号でみた通り、松崎氏は「便宜的に預かっていてくれた」と述べている。金額

は1,500万円か2,000万円以内ということだ「No・81」で指摘したが、 「6・24判決」を見る

と、原告の松崎氏自らも、 「(別荘の土地建物の) J R東労組からの支払は、多くの同僚が

原告にカンパをした金員を一時的にJ R東労組の預金口座に預け入れていたもの」と主張

している。ポーランドへの寄附は1992年のことである。

これに関し、同判決は、別荘の建物代金の支払いについて、 1995年12月8日に「東日本

旅客鉄道労働組合執行委員長松崎明」名義の定期預金口座の元利金を原資とする小切手に

ょり700万円が(「No.77」 l(1)ア(ウ)b)、また、 1996年4月30日、 「東日本旅客鉄道労働組

合」名義の定期預金口座の元利金を原資とする小切手によりl,600万円が支払われている

(「N。,77」 1(1)ア(ウ)e)、との事実を認定した。定期預金からの支払いがされていること、カ

ンパを行った1992年から3年以上も後に支払いされていることは、 「一時的、便宜的に東

労組が預かっていた」という証言と明らかに矛盾する。一時的な預り金を定期預金に預け

るのはおかしい。しかも、両件で金額は2,300万円になり、松崎氏の言うカンパの預入額を

上回っている。本当に「カンパ」を原資とする定期預金なのかも疑わしい。 「6・24判決」で

もこの間題を指摘し、警視庁の捜査段階での嫌疑の存在を肯定している(「N〇・81参照」)o

松崎氏は「しょっちゅう東労組の口座に自分のお金を預けたりしていたんですか」との

質問に「そんなことはありませんね」と答えているが、 「預ける」との感覚ではなく、そも

そも、東労組の金と松崎氏の金とが同一化していたのではないのかo松崎氏の側近が、組

合の金と松崎氏の金とを同じ口座で預かり、同氏の指示で私用の出し入れも行っていたの

ではないか、との疑念が湧いてくる。

清野社長も「クビだ」と激怒! JR総連・東労組の常識は社会の非常識だ

ところでJ尺総連"東労組は、損害さえなければ組合の口座や資金を個人が使用するこ

とには問題がないと考えているようだ。 JR総連は、 2005年12月7日に警視庁による目黒

さつき会館などの家宅捜索に対する抗議声明で次のように主張しているo

警視庁公安二課は、被疑者とされる松崎明氏の個人的資金の受け渡しに、JR総連と加盟単組 が共同で設立した国際交流推進委員会の国際交流基金の口座を一時的・便宜的に使用したこと を業務上横領としてでっち上げたのであるoよっでR総連は、いかなる損害も受けていない 

この見解はおかしくないだろうか。西岡研介著「マングローブ」によると、 JR東日本

の清野副社長(現社長)は同年12月9日の「緊急総務部長会議」でこの見解に対し、 「こ

の内容だと、例えば『出札の金を一定期間持ち出して使ったo後日返したQ会社には損は

与えていないから問題ないだろう』ということになるo普通の会社ならクビだ!」と述べ

たという(p.298)。清野社長の見解は至極当然であるo 「組合の資金を個人が使っても後で

返せば問題ない」というのはJ R総連t東労組では常識らしく、 「6"1押」決」でも同種の事

象が明らかにされている。東労組の組合員は、役員に見解を聞いてみてはどうだろうo

鹸証JR革マル浸透と組織私物的美観」樹R難冊寸ペ雪月こ掲載中! http ://homepage l ‘nrty・ cOm万R-R閲NGO



約聯声の棚の事微富者の保刺勅1 !?
本号から、松崎氏が沖縄の別荘を日本鉄道福祉事業協会に売却した理由について検証し

ていきたい。まず、 「6・24判決」にある、この件に関する原告(松崎氏)の主張を紹介する。

4争点についての当事者の主張(1)争点(1)アについてア原告の主張 

の一(前略)一原告(注松崎氏)は、自らの私財を社会に還元しようと考え、一丁Rの労働者らのための 

保養所を建築することを計画し、沖縄県今帰仁の土塊(以下「本件土地」という)を購入し、保養所 

(以下「本件建物」という)を建築した。その際、原告は、本件土地を妻名義で登記し、本件建物を 

休眠会社であったさつき商事株式会社名義で登記した。その後、原告は、本件土地建物を個人 

で所有するより正しTRの労働者全体に広く利用できることが望ましいと考え、JRの労働者の福祉事 業を手掛けていた(日本鉄道)福祉事業協会と交渉して、本件土地建物を同協会に5,100万円で 

売却して運用してもらうことを合意した。 

これを読むと、随分とご立派な動機のように思えるが、果たしてそうなのだろうか。続

いて、2009年l月26日の「週刊現代裁判」の松崎氏の主尋問における証言内容を紹介する。

(原告代理人)-(前略)-あなたはハワイのコナ、あるいはヒロというところにコンドミニアムを購入し 

たこと、あるいは沖縄の今帰仁村に土地建物を購入したということはあるんでしょうか。(松崎)あ 

ります。(代理人)これらは別荘として使おうとしたんですか。(松崎)違います。(代理人)どうし 

ようとしたんですか。(松崎)私は様々な党派から30年ぐらいにわたって、殺すということを含めた 様々な襲撃のターゲットにされて、いろいろ宣伝をされていましたし、事実、私の友達、友人たち、 

労働運動のリーダーは、直接には国鉄改革をやったということの理由によって多くの人が殺されま 

したそして傷つけられました∩そういう過程で、国鉄改革を受け入れたのは松崎で、これは日本 

の労働運動の裏切り者でこいつを殺せと、こういう言わば新左翼系から様々な喧伝、宣伝が行わ 

れましたから、私は身の休まる場所と、それから日本にいることは大変に危険だと、そういうふうに 

思いましたので、私なりの生き方を考えた-つの結果です。(代理人)そうすると、ハワイなどは住 もうと思われたんですか。(松崎)ハワイは住もうと思いました。(代理人)沖縄は。(松崎)亜壁 

はそれなりに休憩ゆっくりできる場所として考えていたんですけれども、だんだん周辺が騒がしく 

なってきまして、いろいろ宣伝する方々がいるもんですから.そういう中で、ここに居をしばらく構え 

ておくのはよくないなと思いましたので、それは売却いたしました.(代理人)あなたのことを殺す 殺すと名指しで予告されてきたわけですかね。(松崎)そうです。35年ぐらいにわたっているんじ 

やないでしょうか。-(中略)書く代理人)今帰仁の不動産を売却して、それでハワイの物件を購入 

したということになるわけですね。(松崎)そうです。 

松崎氏の強弁を信用するのはJR総連・東労組の役貫だけだ!

松崎氏は沖縄の別荘購入の理由を、一方で「私財を社会に還元しようとJ Rの労働者ら

のための保養所を建築するため」と言い、他方で「新左翼系に殺すと言われ、身の休まる

場所を確保するため」と説明している。松崎氏の言う「J Rの労働者」とは内ゲバ被害者

と読める。つまり、彼らをかくまい休んでもらうために別荘を購入したということかoそ

して、これを売却したのは「個人で所有するよりJ尺の労働者全体に広く利用できること

が望ましいと考えた」というが、 J R総連i東労組の役員以外は誰も信用しないだろう。

「検証・JR革マル浸透撹鴨離物化の実態! 」閉R連合紅ム六十/に掲載中! http ://homep age l ・n競y・ COm"R-RIINGO



酬古物亮の修身㈱脇ら!
前号では、松崎氏が沖縄の別荘を、 J Rの労働者全体に広く利用できることが望ましい

と考えて日本鉄道福祉事業協会に売却したと述べていることを紹介したが、 「週刊現代裁

判」の尋問では、松崎氏はまったく違う説明をしている。

(原告代理人)今帰仁の物件を手放したのはどうしてなんですか。(松崎)ですから、周りが何とな 

くざわめいてきて、私の皮膚感覚と言いますか、感じとしまして、ここにしばらくいることは危険だな 

と感じましたので、それは売却の手段を取りました∩(代理人)当初、沖縄にそういう身の休まると 

ころを得ようとしたのは、沖縄ではいわゆる内ゲバ事件というのはなかったんですか.(松崎)なか 

⊇圭で±重し-(後略)-(代理人)そうすると、沖縄でそういう身の休まるところを要求したけれど も、何か怪しいような動きなんかがあったということなんですかね。(松崎)そういうことです。土壁 

理人)それで沖縄を断念して、で、ハワイにというふうになったわけですか。(松崎)そうです。 

(被告代理人)日本鉄道福祉事業協会に(注;沖縄の別荘を)売却した理由は何でしょうか。(松 

崎)これば私が取りあえず別荘にしようと思ったんですが、その周辺が次第にいろいろとかぎ回る 

ような胡散臭い動きがありましたので、これを手放すことにしたんですね。-(中略)-(代理人)沖 縄の別荘をあなたが手放すようになった直接のきっかけはどういうことでしたか。(松崎)先ほども 

申し上げた通り、いろいろと周囲の事情がよくないし、噂もいろいろとあるようですから、それで引き 

堤ぜ呈出(代理人)もうちょっと具体的に言うと、どんなことがきっかけになったのかということは 

ありますか。(松崎)怪しい車が付近に待機しているということを見掛けたりするようになりました 

ね。(代理人)あなたは、坂入さんという人を知っていますか。(松崎)知ってますよ。-(中略)- 

(代理人)革マルの活動家ですか。(松崎)草マルの活動家とは言えないでしょうけど、草マルに 

入っていたことはあります。(代理人)あなたが、沖縄の今帰仁村の別荘に坂入さんをかくまって 

いたのではありませんか。(松崎)そういう事実はありません。輸(中略)-(代理人)坂入さんを 

泊めたことがなくても、坂入さんとの関係でこの沖縄の別荘を手放したんだということを誰かに話し 

たことはありますか。(松崎)ありません。(代理人)坂入さんば沖縄の国際通りで財布を落とし 

て交番に届けて、松崎さんの別荘の住所、電話番号を告げてしまったから危ないと思って手放す 

ことにしたんだという話をしたことはありませんか。(松崎)そうですね、そういう話はしたことはない 

と思いますが、坂入君がなくしたか盗難に遭ったか分かりませんが、そういう事件があったことは事 

実ですね。(代理人)落としたかどうかは別として、そんなこともあって、万一を慮って別荘を手放 

したということはあるんですか。(松崎)直接その事件とは関係ありませんけどね。 

松崎氏が命を狙われるのは今なお革マルである証拠ではないのか!

坂入氏の一件がきっかけかどうかはわからないが、松崎氏は沖縄の別荘の周囲で胡散臭

い動きがあったので、自身の身を案じて別荘を売却したと自ら述べている。松崎氏が「個

人で所有するよりは、 J Rの労働者全体に広く利用できることが望ましいと考えた」とい

う説明はまったく信用できない。そもそも自分の資金かどうかも怪しいが、自らも含め内

ゲバ犠牲者の保養所として沖縄別荘を購入したが、それを知られて危険を感じたので売却

した、というのが本心だろう。新左翼に命を狙われるというのは、松崎氏が今なお革マル

であることの何よりの証拠ではないのか。普通の労働組合役員ではあり得ない話だ。
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