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10月30日の衆議院予算委員会で安倍晋三首相が民主党〇校野幹 で「革マル派活動家がJR総連宴JR東労組に影響力を行使しうる立場 る」と厳しく指摘したことは既報の通りだが(「民主化闘争情報N〇・912」 両日に、自身の交流サイト「フェイスブック」で極左暴力集団"革マル派 り等について発信し、波紋を呼んでいる。 

〇品縞舶縞会

J　巳連合)

への答弁の中
当浸透してい

11月1日、2日

R総連との関わ

「 JR縦=臥抑る緋販社制軸能眠掬わ肋朋体」

安倍首相、 自らの「フェイスブック」で募債

また、当記事には、ヘルメットを被った革マル派活動家がデモ行進する写真も掲載されているo

さらに11月2日には、安倍首相は同じく自身の「フェイスブック」で、昭和49年へ50年の連続

企業爆破事件を語録した、門田隆将氏のノンフィクション作品「狼の牙を折れ」を紹介し、 「左翼暴
力集団が猛威をふるい、平然と人の命を奪った時代、敢然と立ち向かった人達がいたoその執念の物
語」と語っており、連日にわたる極左暴力集団に関する首相自らの情報発信が話題となっているo

田城都民だった」
労働組合に対する所見の中で、

わけ目をひいたのが J R総連政策調査部長の

11月3日、産経新聞

次のように述べている。

(朝刊)に寄稿した櫻井よし子氏は、

したが、比例では自民党に勝ち、 16議席をとったo

(中略)とりわけ、目をひいたのがJ R総連政策調査部長田城郁氏だった(注:現参議院議員) o
J R総連は鳩山内閣が、 「殺人事件など多数の刑事事件を引き起こし」た「極左暴力集団」の革
マル派が「影響力を行使し得る」対象だと、正式に規定した労組だ。 (後略)

4年前の選挙で民主党は選挙区で大敗

JR連合の「民主化闘争」は、 JRからの草マル派追放の闘いであり、この間継続的に国政に対し
て警鐘を鳴らしてきた。 J R総連、 J R東労組は革マル派浸透に関する一連の指摘に対して、見解を

JR蓮台民主化闘争に結集し、 JRから革マ胴を醐しよう!
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轟胃本絹繍臨操
(J R連合)

黒さつき会館で不審火が発生した模様であるoJ′　　′、l ._ヽヽ′　　　」　○○ト∴∴∴:　〇〇〇〇　.葛`_4日、JR総連事務所がある日黒さつき会節で小番火か発生し/二俣怖Cの①oU
安倍首相による悪辣な『JR総連=殺人集団』キャンペーンを糾弾する声明」を
誇ることから、 「不審火はメッセージ性が極めて強い行為」とし、各級機関での
化を訴えている

JR総連・東労組の組織部情報によれば11月14日の20時過ぎ、目黒さつき会館の会館立て替
ぇ告知の看板が燃やされた模様であるo車が頻繁に通る場所であるが人通りが少なく、放火の可能性
が高いとしている。同日にはJR総連は「安倍首相による悪辣な『JR総連=殺人集団』キャンペー
ンを糾弾する声明」を発しており、 「塵宣亜」と、各級機関での警戒
体制強化を呼びかけている。

これはかつて、 J R総連の関係者が内ゲバ(草マル派と敵対する中核派や革労協が犯行声明を発表)

で多くの犠牲者を出した際、革マル派とJ R総連・ J R東労組は「権力の謀略」 「絶壁出藍迫墨璽

曲週毎lとしが、まさにそれを彿彿とさせる表現を用いて危機感をあらわにしている!?

J R総連 「妄信首相の言動

JR総連を巡っては、

に対し、満腔の窓
員会で安倍晋衆議院予算委

(下線はJ R連合による)

リをこめて弾劾する」
三首相が 「革マル派活動家 がJR総連・JR東労組

に影響力を行使しうる立場に相当浸透している」と厳しく指摘し、これに対してJR総連は、 「悪辣なキヤ

」.K布置」哩ヒ.く工人と聖’ノ　ヽ1⊂トヽ　門、I青頃iシ’〕-∴」フー　‾、〆、「’　‾‾　- ’

ンペーンであり、田城郁参議院議員の活動を妨害する行為に他ならない」として、 11月14日に次の

声明を出している

安倍首相による悪辣な「JR総連=殺人集団」

(前略)このかん、

キャンペーンを弾劾する声明

や「業務土壁鍾室生腔ど数々ので三幸±董酷る。 (中略)
正当な労働組合

籠藷露讃叢蒜蒜講義叢
今回の裸諦講元「了昇今三見千手Y」ト叫iノ’し・タ、旧甲‾-H▼/ロ“‾ H /i ‾-

く聖聾畢喜捨である。　　　　　　　　全日本鉄道労働組合総連合会OR総連)
2014年11月14日

‾高話高売千両壷重昭和地告を棄却し、加害者である7名全員を有罪とする

判決が確定している。さらに浦和輯区事件で懲戒解雇処分の発令を受けた元社員ら6名の轍確認等.. 、」__　○○。__ 」_一也売れ」」 _ ,(十王葛__ ,主計孟綻ユニ志閏騎手丁.,「l,ヽ-「を、

請求の民事裁判でも上告が棄却されている。 JR総連及的R東労組内への革マル派浸透問題についても

干l」口でん甲骨巨人ヒし/しV ’甘。 =-“二ノ(」1叩’Iい忙二°丁事‾‾“つ“ ‾’‾葛’r“.つ‾’

「影響力を行使しうる立場に草マル派活動家が相当浸透していると認識している」とする答弁書が歴代の内

閣で閣議決定されているo決して弾圧でもえん罪でもないo

さらに首相の発言に対し、 JR総連の「名誉を毀損」する行為としているが、果たして訴訟を起こすのであろ

うか!?今後のJR総連の対応から目が離せないo

民主化闘争の亮紺こむけて↓R蓮台に結集しよう!

藤
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12月24日、JR総連の組織
で記者会見を行い、元公設第
生、業務上横領容疑で刑事告

No。　91 6

発若日1絹矧臨寵
(J R連合)

口端謹藍員国元醐昔浬
ように述べている田城氏は次の記者会見で

「 (平成26年) 11月4日に総務省より 私が総支部長をしている党参議院比例区第78総支部の

田城郁後援会に対して、 『少額領収証等の写しに関わる提出命令i三二㌧て』.早¥う聖空手1!_月

謹轄諾護憲2蕊業
;弄読下ゐ云額領収証の突合作業に着手しました。住まの過程で不適中華里聖姫導不明票?苧千一
型彊拉たため、調査を進め事務担当者であった元秘書に面談の上、事実確認を直接問いただしまし
講果、民主党参議院比例区第78総支部の会計にお↓:て、亘聖書些撃豊里哩里を一豊
里蜘(中略)軸。 12月22日、総務省で民主党参議院
比例区第78総支部に関わる情報開示請求に関する政治資金収支報告書の修正を行い、少額領収証を

提出しました。また、同日、東京地方検察庁に、民主党参議院比例区第78総支部長である旦埋互堕
告訴人として、元秘書を業務上横領の容疑で告訴いたしましな(後略) 」

田城氏「 (使途不明金は)_-遼のすと在か㌍蜜と兵士
ぬ横瀬で保守系‾の週刊誌に書かれるのではないか」記者「あら

)会回は情報開一葉求があって点検した結果、出てきたということだが・以前におかしなことはなか (記者A ったのか? 蔦x��?ｩ�IW8��mｨ����ﾘ�����*�.�*(,ﾘ+ｸ.ｨ-ﾈ,X,�5��+X+ﾘ+�,h,ﾘ,�*�,�+ﾘ,ﾈ*虹���������8�(6ｨ��橙�

(田城氏)既に秘書が変わったことも含めてありましたので、78総支部事務所の活動内谷や耳計関係も百 めて、点検、整備をしてほしいことを9月時点で指示していましたので、おのずとわかることでしたo開示請求を 受けたことでそれがスピードアップしたというか、明らかになりました0 (記者B)総省に情報開示請求が出された日はいつか? (田城氏)出された日は承知しておりません。総務大臣から通知が)来た日は冒頭お話したとおり、11月4 

盟　跡つかんでいる情報では1。月。。日です。つまり、安倍首相が予算委員会で例のJR総連と資 
(記者B)禾　　日 金の関係を追求した日になるのでは? (弁護士)のへんはわかりません0いずれにせよ捜査の方でいろいろ明らかになっていくと思います0どの 

団体が(開示)請求をしたのかもわかりませんし0 (記者B)(請求した団体を)調べようがない? 

(弁護士)わかりません。 (記者B)その点をはっきりして頂いた方が、あらぬ憶測で保守系の週刊誌に書かれるのではないかo 

J R総連はホームページ上で見解を発するも、

は、12月24日

突然に削除!?

裏切られ、刑事告訴するに至る田城議員の心中は計り知れないほどのショックであると推察する。喜一,. 〇〇〇　　_ , l　　し_ ,　_　　′　_　　○　　　○　　.　-

この横領“

背信行為を許さず、全組合員で田城議員を支え・固く連帯して前進していこうではないか! ! 」と、ホームペ

・事.事く●　了′J　‾-′’i “′ヽ　′I　"　J　　〇一°　●‾’“　‾　i‾　-　　‾　‾

-ジ上で見解を発したが、翌日にはホームページ上から削除されている・○ ○。
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昨年の衆議院予算委員会で安倍首相が「革マル派活動家がJR総’ 影響力を行使しうる立場に相当浸透している」と厳しく指摘したことば が、日本の治安、安全保障上の脅威に関する情報を収集〃分析する情 調査庁が発行する「内外情勢の回顧と展望」(平成27年1月発行)「 は、J尺総連等の組合員獲得に傾注」と指摘している。 

〇日欄闘結晶会

J R連一合㌻)

「草マル派は、

公夏調査庁「

JR総連尊の組合貴獲得に傾注」
内外情勢の回照と展里」で指摘!

公安調査庁は、破壊活動防止法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律等に基づき、
公共の安全の確保を図ることを任務として、国内諸団体の動向など公共の安全に影響を及ぼす諸情勢
に関する情報の収集及び分析を行っている。その公安調査庁が毎年1月に発行する「内外情勢の回顧
と展望」において、革マル派の動向が次のとおり記述されているo (以下、下線はJR連合による)

革マル派はJR総連等の基幹産業労組の組合員獲得に傾注 /ヽ 革レ派は(中略)JR総連を始めとする基幹産業組の組合員獲得に力を注いだ 

マ)ノ叱　冊か口 列車豊粥黙認鶉こ鶉喜藤J醗醗醗翳離島罷羅 閏とともにたたかおう」と訴えた。 

ンペーンであるとし、のとおり声明を発している。 ヤ　　、 上し∠_ ��ﾙ��,ﾘ�Rﾘ/���$･(蕗��6H棈ｾh馼ﾈ�.(�YwH���8��|ﾈ馼ﾈ��h,�,x���H��,ﾈ,X,�+��

(剛略)」のかんJRi博埋　ス　　ノ 　　　ー玉葉・・・圧を劃す　れに呼応して政府馨庁公安音マスメディアなどから「JR総連 
上げイを口に国 =革マルキャンペーン �7��*ｩ�Y�8,估ｨ.云H+8.ｨ,H*ｸ+ﾘ,ﾈ,X.��"�(iz｢��

そして悪藤・織烈な攻撃・弾圧に怯むことなく、田城議員と共に、全組合員が総団結し、平和・人権・民主 
主莞諾蕊帯拝聞するものである。　　全日本鉄道労働組合総連合会OR総連) 　　　　　　　　　　　　　一〇l三二〇 

言うに及ばないが、浦和電車区事件は、最高裁において刑事・民事裁判ともJR総連側の敗訴が確疋して いる。JR総連等への草マル派浸透問題についても「影響力を行使しうる立場に茸マル派活動家が相当浸 透していると認識している」とする答弁書が歴代の内閣で閣議決定されているo 
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安全確立と信頼回復にむ

No,　922

講擢縄捕全
くJ R連一合主)

けて職場規律の再構築などに-丸で取り組んでいるはずのJ尺北臆_　　　　　∴　　.、∴∴∴。　_　′　○○　　▲　　　[　　,_ : ,　　′　s・ヽI二二〇　I　喜　田i=さ　-

ヌ土¶1臣上し⊂一I戸手イ只FIぽこ言、‾1i]　-ノ　、「-フ~‾ラ~′ン〕’’ -▼ “-　‥“‾I‾　葛

海道。しかし、JR総連・JR北海道労組の過度な政治活動に困惑する組合員の声が漏れ聞こ
ぇてくる。職場の更衣室などで半ば強制的に「後援会に入れ」、 「カンパしろ」と迫っているとい
ぅ。 「直接業務に関係ないことに時間をとられてしまう」、 「政治活動が一番で、労働条件の改善
は二の次」などと組合員は困惑しているようだo

これがJR総連・JR北海道労組の実態!

職場内、勤務時間内に政治活動!?
「後援会に入れ」 「カンパしろ」と強要!

JR総連・JR北海道労組の過度ともいえ
をもとにマスコミが批判的に報じている。

る政治活動の一端を所属組合員の証言

(ナレーター)土星埋宣遭難主軸職場での蛙
邁弘也土という。
( J R北海道労組組合員) _上後塵全土三旦弘也〇一上必上土⊥一旦唾鍾堕喧

・ ・ ・壁土塞些里_旦玉出⊇坦_

(ナレーター)躍要塞麹三園選曲雌上圭王という、現
役社員。民主党の参議院議員　田城郁議員、一口500円から加入できるとい

ぅ内容だった。越星型皇室皇室と至後幽脚立
という。

(北海道テレビ放送)

襲璽藍輩藷莞蓋蓋整
干害肇華離染監事詩聖‡聾語JR総連・JR北海道労組の組織運営に疑義を抱いている皆さん

し蹴雲壊嬰擬製擬遭艶:上越襲壁去襲製憂製

つ・
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No.　924

講擢経緯全
くJ R連合)

安全確立と信頼回復が急務の課題のJR北海道で、企業体質の改善に向けて阻害になって
いるものの暮つが労働組合問題である。中でも、 「革マル派の最大母体でもある北鉄労が鵜番
の問題」などとマスコミが批判的に論じている

これがJR総連・JR北海道労組の実態!?(voI.5)

章マル派の最大母体でもある北鉄男喜?
革マル派『ペンネーム』を持つ幹部も存在!

「新聞やテレビが伝えないJR北海道内部に潜む『闇の組織』を追う」の記事で、
公安関係者の証言等を引用し、 JR北海道労組(北鉄労)を厳しく非難しているo

『革マル派の自大母本である北、労が一番の問題なのに歴代の経営陣はいいなり』 /賢妻 JR北には現在四つの労働組合があるが、そのうち社員の80%以上を占める最大労組が 

北鉄労(JR総連。JR北海道労組)だo(中略)極左過激派集団“革マル派’’の最大母体 

としても知られる。 

関係者によれば、北鉄労は新旧2人の大幹音による二頭制で運営されている。 2人ともJR北内に潜伏した革マル派の活動家である。彼らを含む幹部は革マル派内で秘密 出国を持ているが数人の幹部は「小暮」や「立花」などのペンネームを使って機関紙 

名、つ、　口 に執筆しているという。 

会社の専権事項である人事や経営にもロを出し、大きな影響力を持っているので経営陣も 北鉄労を無視できない。当時のJR北社だった中島尚俊氏が入水自殺した事件があったが、 

この背後にも北、’の存在があるといわれた。 

ヒ彊　会社が何をやるにも掘道、組(北鉄)がフィルターとなり、思うような JRうで、云　　　ノ 労務笛理ができない。明らかに会社よりも北鉄労のほうが強く、時には桐喝を用いて会社を 

脅してくる。経営陣も-部革マル指導音的いいなりだo(公安関係者) 　　　　　　　　　(THEM工Sより抜粋) 

さらに、「財界さっぽろ」によれば、「新入社員は入社してすぐ、研修中にもかかわ らず、組合加入を勧められ、言われるがままに加入するケースが大多だという。坦 鎖的、強制的、脅迫的と椰喩され、革マル派との関係も指摘されるJR北海道労組に何 も知らずに加入しているとすれば、彼らは被害なのかもしれない。 自由で民主的な職場の構築を目指し、JR連合・JR北労組への結集を果たそう! 毒襲襲聾霊薬聾輩轟襲‡ JR総連・JR北海道労組の組織運営に疑問を抱いている皆さん 



6月2日、参議院国土交通委

No,　930

発講輔紬統合会
(J R連一合-)

貴会においてJR会社法改正法案の審議が行われた。同委員○　　　○ふ　. . . ○　○」　ト.《_I. _●.」　"　　富　　　　　○○■　_〇、　〇　」　〇〇〇-○ヽふ_ li〃　′【二

会には参考人としてJR三島会社〃貨物会社の社長ら経営幹部らが出席した。その中で次世代
○)「 ∠口ヽ.孝デ面識iワ患ピコー"」-〈〇・ノふじ」ふク重し一、l‾〕‾ ▼　　‾ ‾-　‾‾‾ ’‾1‾ ’ 「

の党〃和田政宗参議院議員はJR北海道の組合間題に触れ、 「北鉄労(JR総連〃JR北海道労
組)と極左暴力集団草マル派との関係について解明は進んだのか」「最大労組の北鉄労につい
てその異常さが報道等でも指摘されている」などとJR総連tJR北海道労組を厳しく非難すると
ともに、 JR北海道!島田社長に対し、健全な労使関係の構築を要請した。

・曹田社長

「間違っても芳情組合の介入を疑われることがないよう

(和田参議院議員) J R北海道は、安全管理体制の強化のため、四月に現場力向上に向け

た講演会を開催予定だったということですが、なぜ中止になったのでしょうか。

(J R北海道。島田社長) JR東日本の方を講師に招き、当社の現場管理者の勉強会とし
て企画したものです。正式に依頼ができていなかったもので、延期したものですo

(和田参議院議員)中止になった理由として、 J R北海道の最大労組・北鉄労などの威圧
があったのではないかとの指摘もありますo

(J R北海道"島田社長)ご指摘のような事実等はございません。

藷器轟く
(国交省。藤田鉄道局長)企墓国土軸亜豊直

上三豊塑ニ⊆玉里上じ立上○○

(和田参議院議員)北鉄労は極左暴力集団草マル派との関係が取り沙汰されておりまして、

警察庁は、革マル派との関係について鋭意解明に努めているとの答弁をしておりますが、

そ畿露盤竃謹呈董違迎坦三越塑魅塵哩旦蓮趨盟
るJ R総連等についても言及上

いしたいと思います。
諾藷羅

島田社長、 JR総連・JR北海遭労組との蜜月関係の清算を示唆!?

ければならない

労組の意見に耳を傾けるが最終的には会社の責任で実行する、これまでそうした部分が欠
¥年H」u‾窒プ“口調1ツ山口枇才一くノ　I‾」1‾、’)、 I●‾’-“「　‾ i ’ ’“‾　　　　‾

けていたと述べていますoこの発言についてもう少し具体的に聞きたいのですけれどもo

(J批海道“島田社長)会社施策の実施や職場規律の確立などについては、会社の責任と権

限において実施していくべきものと認識しておりますo坦違堪れるこ品玉-

社長は社会の目線にも応える開かれた労使関係にしな(和田参議院議員)

轟塞望郷と』驚襲愛護襲曖醜製
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警察庁は、 「 2月8日に「治安の回顧と展望(平成27年版) 」を公開した。
今年の「治安の回顧と展望」は、極左暴力集団である革マル派が労働運動や

大衆運動を通じて組織の維持。拡大を図ったとの指摘のほか、 20 1 4年6月
に刊行開始した「革マル派五十年の軌跡」について、興味深い記述も見られる。

警察庁が「溝要の回顧と展望」を公開
「革マル派五十年の軌跡」で自派の存在と正当性を誇示

第3巻では、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」というo)内におけ る同派組織の存在に言及した12年1〇月付けの文書を再掲載するとともに、当時、 JR総連内の一部の活動家がとった行動を批判した自派の正当性を改めて主張した。 　【警察庁「治安の回顧と展望(平成27年版)」より抜粋】 

「革マル派五十年の軌跡」は、同派創始者である故・黒田寛一前議長の未公開文書や過去

の革命的共産主義者同盟(革共同)大会の基調報告を掲載o 2 0 1 4年6月の第1巻に始ま

り、今年2月に第2巻、同9月に第3巻が刊行されているo

上記の「 (平成) 12年10月」といえば、 JR総連傘下のJR九州労(当時)から全組

合員の8割にあたる73 7人が脱退、 JR九州労組(JR連合)への加入を画策した時期と

符合する。結局、組織的な加入を認められなかったJ R九州労脱退者は、 JR九州ユニオン
を結成し、 JR総連に加盟することとなったが、一連の「組織破壊」を巡ってJR総連とJ
R九州ユニオンが対立、 J R九州ユニオンは除名されたo

しかし、その後のスト生活資金返還請求訴訟でJ R九州労の大量脱退は組織的な取り組み
であったことが白日の下に晒され、 JR九州労組への「潜り込み戦術」が明らかになったと
ころである。

松崎明元JR東労組会長の著作隻干帽に警察当局も注目! 
一方、革マル派が相当浸透していると見られるJR総連及び東日本旅客鉄道労働 組合(以下「JR東労組」という。)は、革マル派創設時の副議長である松茸明元 JR東労組会長(故人)が「日本労働運動に残した功績は大変大きなものであり、 その業績を後世に伝えるため」として、27年2月から「松崎明著作集」(全8巻) の刊行を開始した。【警察庁「治安の回顧と展望(平成27年版)」より抜粋】 

J R総連及びJ R東労組が松崎氏の著作集を刊行したことに警察当局も注目している様子
が伺える。また、今年1 1月号の月刊「治安フォーラム」でも著作集の刊行を通じた、若手

組合員の取り込み、指導・教育などがJ R東労組の課題になっているとの指摘がされているo


