
鱒鮪昭伽脇間妨・糊早耳励舵み鶴川的り
前号で福祉事業協会元理事長のS氏が松崎氏の側近であり、中核派からの襲撃を受けた

革マル派の大物とみられることを記載した。このS氏について、西岡研介著「マングロー

ブ」は東労組元中央執行委員A氏の話を基に、さらに詳しく解説している(p.104へ)。

JR総連の内部資料などによると、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。現在手打R総連関連の福利厚生団体として、前出の日 

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。「しかし、それはあくまでも『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」 

(A氏)S氏(71歳)は、JR総連傘下のUR東海労」の委員長を務めた人物だ。そして85年に鉄福 

の理事に就任、98年には理事長に就き、04年5月に辞任するまでの6年間、鉄福の最高責任者 

として君臨し続けたのだ。ところがこのS、特殊なくく過去’’を持っている。▲丁R総連の前身である「鉄 

道労連」が結成された87年2月、当時、動労中央本部副委員長だったSは、ヘルメット姿の6人 

組に鉄パイプなどで滅多打ちにされ、両手両足を砕かれ、瀕死の重傷を負ったのだ。この事件で 

は後に、草マル派の対立セクト「中核派」が犯行声明を出すのだが、Sはその後、奇跡的な回復を 

遂げ、前述のとおり「松崎の金庫番」となるのである。 

S氏が革マル派であることは間違いないだろう。松崎氏は「金庫番」のS氏を福祉事業

協会理事長に据え、先に検証した沖縄やハワイの別荘購入の問題をはじめ、組織を好き放

題に私物化して公金を費消し私腹を肥やしていたということだろう。 J R総連〃東労組の
一般組合員にとっては、許し難い「底なしの腐敗」 (「マングローブ」より)であるはずだ。

Y氏は葺マル派活動家として建造物侵入罪の犯罪歴あり!

そして、 「6・19判決」では、業務上横領被疑事件の被疑者である福祉事業協会職員のY氏

について、 「認定事実」として以下の通り記載している(年は西暦に修正)。

第3　当裁判所の判断1認定事実 

(8)原告Yは、1985年10月4日、中核派系全日本学生自治会総連合(略称「全学連」)と草マル 派系全学連の内ゲバ事件に起因して発生したN大学に対する建造物侵入罪で、革マル派系全 

学連活動家である共犯者3名と共に逮捕され、罰金刑を受けていたという活動歴があり、1991年 

ころから、原告福祉事業協会において、会計、経理業務全般を担当していた。 

判決の通り、 Y氏は革マル派の活動家としての犯罪歴があるという。現在もなお草マル

派構成員とみるのが自然だろう。なぜこのような人物が福祉事業協会の職員になっている

のか。 「No.82」でみた松崎氏のボディガードであるTM氏(東労組のプロパー書記)も同様

に革マル派活動家の犯罪歴がある人物だ。これまで検証してきたように、 J R総連,東労

組と関連団体には革マル派構成員と疑われる者がうようよいる。松崎氏を頂点に、 J R革

マル派が組織を完全に支配していると危惧せざるを得ない。彼らは、到底、普通の労働組

合とは言えない。革マル派の浸透疑惑はまさに真っ黒である。

「検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態白的R連合ホームパーのこ掲載中! http://homepagel証fty.co皿〃R-RENGO



雛弼劫皆勤と例瓢細脇絢鵜脇脇つたと竿栃!
「6・19」判決の「認定事実」には、事件の被疑者であるS氏とY氏のほか、松崎氏や革

マル派に関する記述もあるので紹介したい(年は西暦に修正)。

第3　当裁判所の判断1認定事実 

(6)原告松崎は、極左暴力集団である草マル派の結成時の副議長であり、旧国鉄の民営化前に 

おいては、動労を指導し、動労内に革マル派の影響下にある組織を設けて闘争に取り組んでい 

たが、旧国鉄の民営化後は、草マル派からの転向を表明し、革マル派と無関係であることを強調 

するようになっていた。もっとも、革マル派は、1995年12月に原告JR総連の傘下労働組合であ 

るJR東労組と対立関係にあった労組幹部宅に対する電話盗聴事件や、1996年11月竹R西労組 

中央執行委員長宅に対する侵入事件等を引き起こしていること、革マル派機関紙には、原告JR 

総連内に数千名の革マル派の同盟員が存在し、革マル派が今後も原告JR総連組織の全国的な 

強化のために闘う旨が記載されていること、原告JR総連組織から脱退したJR九州労組村R連合 

を結成したことに対し、草マル派の機関紙において、原告丁R総連の組合員に対し、JR東労組の声 

明を熟読しUR連合と闘い、革マル派を信頼して共闘することを呼びかけていること、草マル派組 

織の文書や革マル派関係者が編著した書籍では、原告小田(注:JR総連前委員長)、原告JR総 

連執行副委員長の佐々木信正(注:JR北海道労組前委員長)及び原告JR総連の前執行副委員 

長である原告K(注:現「自然と人間社」社長)が草マル派であるとされていること、原告JR東労組 

の役員らが、革マル派と対立している中核派から襲撃されたと見られる事件が多数発生していた 

ことなどから、依然として、原告松崎ら及び原告丁R総連の一部の者らが革マル派と深い関係があ 

るものと疑われる状況にあった。 

上語の内容は、いずれも本情報ですでに検証してきたことである。裁判所は数々の状況

証拠から、松崎氏やJ R総連・東労組関係者が「革マル派と深い関係があると疑われる状

況にあった」と判示している。なお、後段にある小田(裕司)氏はJR総連前委員長で党

員名は「立花」とみられるほか(「No,14 」参照)、佐々木信正氏はJ R北海道労組前委員長

で党員名は「木暮」とみられる(「No.15 」参照)。国家賠償請求訴訟の原告らは、 JR革マ

ル派とみられる者ばかりであると考えざるを得ない。

警視庁は事件へのJR内革マル派の関与を明確に主張!

そして、本裁判の被告の東京都(警視庁)は、以下の通り、この業務上横領被疑事件は

革マル派が深く関係する特殊な事件であると主張している。

3　被告東京都の主張(2)本件被疑事件の特殊性 

草マル派は、極左過激派集団であるところ、革マル派創設者の一人であり、JR内革マル派に強 

い影響力のある原告松崎の指揮命令の下、JR内革マル派の構成員が、原告JR総連及び原告福 

祉事業協会等の各団体の役員に就任し、原告松崎や原告Sは、これらの団体を支配し、その資 

産を自由に処分しうる地位を有していた。また、原告らひいては草マル派は、原告Sが自己の利益 

を増やすことについても、組織の利益としてこれを認容していた。-(以下、次号)- 

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態! J聞R連合ホームパーのこ掲載中! http://homep鴎el mifty.com〃R-RENGO



期陥椛l脚朋轍!
前号に続き、 「6・19判決」に記載されている被告東京都、つまり警視庁のこの横領被疑事

件に関する主張について紹介していきたい。

第2事案の概要3被告東京都の主張 

(2)本件被疑事件の特殊性　-(前号に続く)一本件被疑事件は、JR内革マル派である原告S及 

び原告Yにより敢行された犯行であり、丁R内革マル派により本件被疑事件に対する組織的な隠蔽 

工作が行われるなど、本件被疑事件尉R内草マル派による組織的犯行であると認められた。 (3)強制捜査の必要性本件被疑事件は、上記のとおり、丁R内草マル派による組織的犯行であ 

り、警察が証拠物の任意提出を求めても、原告らがこれに応じることはあり得ず、本件被疑事件の 

捜査を察知すれば、関係者により証拠物が隠澱されることは明白であったから、強制捜査による 

捜索差押えの必要性が認められた。 

(4)「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」の存在　公安二課は、捜査の結果、塵宣圭 

が、JR内草マル派と密接な関係を有し、原告S及び原告Yとも密接な関係を有していると認められ 

左ことから、別紙「捜索すべき場所、身体又は物1」から「同21」記載の場所、身体又は物に、本件 

被疑事件の証拠物が存在すると認めるに足りる状況があると判断した。 

(5)各別令状主義違反について原告福祉事業協会、原告鉄道ファミリー及びさつき企画の役 員のほとんどが原告JR総連又はその傘下労働組合の役員で占められており、いずれも草マル派 

に関係する実態などからすれば、これらの各団体は相互に密接な関係を有し、実質的には一体 であるといえる。-(中略)-また、さつき会館内の各事務所等には、上記各団体の関係者以外 

の者が出入りすることは通常あり得ず、そこに所在する者は、本件被疑事件の関係者であることの 蓋然性が高いと考えられたから、捜索すべき場所、身体又は物として「同所に所在する者の身体・ 

着衣・所持品」を掲げてあるとしても、捜索差押えの対象となる者の範囲が無差別に広がるもので 

はなく、捜索差押えの対象の特定を欠いてもいない。 

JR総連関連団体は「いずれも革マル派に関係する」との見解も明示!

上記の通り、警視庁は、被疑者のS氏、 Y氏を「JR内革マル派である」と判断し、横

領被疑事件が「 J R内革マル派により本件被疑事件に対する組織的な隠蔽工作が行われる

など、 J R内草マル派による組織的犯行である」 「警察が証拠物の任意提出を求めても、原

告らがこれに応じることはあり得ず、本件被疑事件の捜査を察知すれば、関係者により証

拠物が隠滅されることは明白であった」と明確に主張している。さらに「原告らが、 JR

内革マル派と密接な関係を有し、原告S及び原告Yとも密接な関係を有していると認めら

れた」 「福祉事業協会、鉄道ファミリー及びさつき企画の役員のほとんどがJ R総連又はそ

の傘下労働組合の役員で占められており、いずれも革マル派に関係する」とまで踏み込ん

で述べている。政府、警察は、国会答弁や質問主意書に対する内閣答弁書において、 J R

総連・東労組に革マル派が浸透し影響力を行使し得る立場にあると繰り返し見解を明らか

にし、警鐘を鳴らしてきた。この主張を見れば、東労組以外のJ R総連の構成組織や関連

団体も含め、警察は、革マル派との密接な関係に確信を持っていることがわかる。

「検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態川和え連合ホームパーのこ掲載中!耽tp:/几omepagel ulfty com/JR-RENGO



2脚軍制醜さ幻劫醐蹴倒か!
本号からは、福祉事業協会元理事長のS氏と同協会職員であったY氏に対する業務上横

領被疑事件について、 「6・19判決」に基づいて、具体的な資金の流れなどについて本格的に

検証を進めることとしたい。裁判所が認めた「認定事実」では、福祉事業協会の資金の流

れについて、以下の通り記載している(年は西暦に修正)。

第3　当裁判所の判断1認定事実 

(2)(注:警視庁)公安二課において、上記預金通帳(注;Sの居室から押収した福祉事業協会口 

座、S口座等)に係る預金口座に関する資金の流れを捜査したところ、本件福祉事業協会口座 

(注:S理事長名義の預金口座)から、2000年6月28日、2億1888万7804円が引き出され、同 

日、本件S口座(注;S氏の個人名義の預金口座)に、1億4888万7804円が振り込まれていたこと 

が判明した。そこで、更に捜査をした結果、本件福祉事業協会口座は、2000年6月22日、「財 

団法人日本福祉事業協会理事長S」名義で、原告福祉事業協会の登語簿謄本を提出し、理事長 
の公印を届出印として開設されたものであったところ、同月23　日、「全日本鉄道労働組合総連合 

会(注:JR総連)政策調査局長K」名義の口座から、2888万7804円が入金され同月26日、「財団 法人日本鉄道福祉事業協会伊東さつき会館理事長S」名義の口座から、1億円が入金され、同月 

27日、「財団法人日本鉄道福祉事業協会理事長S」名義の口座から、9000万円が入金され、預 

金残高は2億1888万7804円となっていたが、同月28日、2億1888万7804円が引き出され、 同日、そのうち1億4888万7804円が本件S口座に、その余の7000万円が原告松崎名義の口座 

に振り込まれた上、2001年3月29日、解約されたことが判明した。そして、上記一連の入出金の 

手続を銀行窓口で行った者は、原告Yであった。そこで公安二課は、口座開設や入金の状況等 

から、本件福祉事業協会口座は、原告福祉事業協会の業務のために使用されている原告福祉事 

業協会所有のものであると判断した。 

一見して英に怪しい資金の流れ!判決を基に徹底検証を開始

上記内容を図にまとめると、以下の通りとなる。 2000年6月22日に事業協会の口座が開

設されてから、ごく短期間にJ R総連と福祉事業協会から2億円超の資金が入金され、そ

の公金がS氏と松崎氏の個人口座に振り込まれたうえで、翌年3月には事業協会の口座が

解約された。それも、喜連の入出金は福祉事業協会の職員であるY氏一人が行ったという

のだ。一見して、実に怪しい資金の流れである。横領の疑惑が生じるのも当然だ。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態口はJR連合ホームパーのこ掲載中! http://homepagel.nifty.com/JR-RENGO



鰍醐物倣睨めせる∂側部り!
前号の補足だが、 2888万超の入金元である口座の名義人で国家賠償請求訴訟の原告でも

あるJ R総連元政策調査局長のK氏(2000年6月当時は福祉事業協会理事)は、 「No.16」

に記載した1980年9月発生の内ゲバ事件の被害者だ。これをみても事件と革マル派との深

い関係が疑われる。さて、 「6・19判決」の「認定事実」では、 1億4888万7804円が振り込

まれたS氏の個人名義口座について詳しく記載されているので紹介する(年は西暦に修正)。

第3　当裁判所の判断1認定事実 

(3)他方、捜査の結果、本件S口座は、1980年9月18日、S名義で開設されたものであったとこ 

ろ、1994年10月11日及び2000年6月23日に住所変更の届出がなされたが、その手続に際し、 

原告Sの自動車運転免許証が提出され、原告Sの自宅住所地を届出していたこと、杢生宣_旦座 

(注:S名義の預金口座)からは、嬬恋別荘のログハウスキット購入代金及び建築費用として、数回 

にわたって、各業者らに対し、合計1892万7255円が振り込まれていたこと、嬬恋別荘の建築請負 契約における建築主は原告Sとされ、土地については、登記は原告Sの親族名義になっていたも 

のの、建物については、建設当初は登記がなされていなかったが、別件暴力行為事件(注:2002 

年6月21日に発生したJR東海の助役か「R総連執行委員3名から暴行を受けるという暴力行為 

等処罰に関する法律違反事件)で原告JR総連の事務所等に捜索を受けた後に、土地の登記が 

原告K(注:現「自然と人間社社長」)に移転されるとともに原告K名義で建物の登記がされたこと、 

土地の固定資産税は原告Sの親族名で、建物の固定資産税は原告S本人名でそれぞれ納付さ 

れており、電気及びガス料金は原告S本人名で支払われていたこと、なお、上記建築請負契約に 

は、原告福祉事業協会名義の別荘の増改築(費用318万5000円)が含まれており、業者らに対 

する費用の支払いは、嬬恋別荘の建築費用と区別されることなく、-体のものとして支払われてい 

たことなどが判明した。また、本件S口座からは、さつき企画代表取締役丁名義の口座に2000万 

円が入金され、さつき企画においては、原告松崎及び原告Sから各1000万円ずつを借り入れたも 

のとして処理されていたこと、本件S口座から、別の原告S名義の口座に500万円が入金され、同 

人のクレジット代金や生命保険料の支払に充てられたこと、同じくS口座から、原告松崎及び松崎 

の親族らの各自宅の浄水器取付費用として、業者に対して102万600円が、原告鉄道ファミリー 

名義の群馬県嬬恋村の土地を3　区画に区分し、それぞれ、原告Sの親族、原告松崎の親族ら名 

義の所有権登記を行った際の測量・分筆作業及び登記の費用として、業者に対して140万円が 

それぞれ支払われたほか(なお、この原告Sの親族所有の土地に、嬬恋別荘が建築されており、 

原告松崎の親族らの所有の土地に、上記の原告福祉事業協会名義の別荘が建築されている)、 

原告S、原告Y及び原告松崎が個人で購入した食料品及び健康食品の代金の支払いも行われた 

こと、さらに、本件S口座からは∩原告S名義の外貨定期預金として10万ドル(1245万円)が預け 

入れられていたほか、原告Sのゴルフクラブの会員年会費の支払いも行われ、原告丁R総連執行委 

員の原告で個人名義の口座への入金も行われていたことが判明した。そこで、公安二課は、口座 

の開設及び入出金の状況等から、本件S口座は、原告S個人所有の口座であると判断した。 

嬬恋別荘の所有や支払いは個人と組織とが渾然一体化!

S氏の口座からは、クレジット代金、生命保険料支払い、ゴルフクラブ会員の年会費な

どの個人的支払いのほか、松崎氏の個人的支出などにも利用されていた。福祉事業協会、

松崎氏、 S氏、およびその親族らの所有や支払いが渾然一体となっている群馬県嬬恋村の

別荘の実態をはじめ、その使途は組織的な私物化を疑わせる怪しいものばかりである。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態! 」的R連合ホームへ●-のこ掲載中! hitp://homep堕el.nifty.com方R-RENGO



嬬翻媚古物伽訊・醐鰯勧化側路!
前号では福祉事業協会より振り込みのあったS元理事長の個人名義の口座から嬬恋別荘

の関係経費が支出された事実を紹介し、 S氏・松崎氏と親族、福祉事業協会の私物化を疑

わせる状況を検証した。この点について西岡研介著「マングローブ」を紹介する(p.301へ)。

革マル派の隠し別荘を発見　軽井沢と並ぶ、関東屈指のリゾート、群馬県嬬恋村。一(中略)一約 

42,000平方諒の広大な敷抱内に、点在する六つの建物。-(中略)-これらのログハウス、そしてこ 

の広大な土地の所有者は全員、JR東日本の最大・主要労組「JR東労組」と、その上部団体「-TR 

総連」の絶対権力者で、「革マル派最高幹部」の松崎明の関係者。-(中略)-この「JR革マル村」 

の土地・建物登記などをもとに作成したのが306ページのマップだ(注:マップは省略)。前述の 

六つの建物のうち、A(01年に新築)とC(92年に新築)のログハウスの所有者はK氏、D(93年に 

新築)の所有者はT夫妻になっている。そしてE(92年に新築)の所有者は、松崎の親戚夫妻だ。 

K氏は松崎の「腹心中の腹心」といわれる人物。JR東労組東京地本委員長などを歴任し、現在 

に打R総連顧問に就いている。また、JR総連関連の月刊誌「自然と人間」の発行元、「自然と人間 

社」の社長でもある。ちなみに自然と人間社は過去に、革マル派本体との関係も指指された、JR 

総連の関連企業である。一方のT氏は現在、JR東労組研修長を務め、松崎ど松崎シンパ,,の 

マスコミ関係者とのパイプ役を務めてきた人物だ。-(中略)-K氏所有のログハウスAが立つ土 

抱の以前の所有者は「比嘉賢(仮名)」氏(注:「No.82」にある東労組書記)。-(中略)-同じくK氏 

が所有するログハウスC、未登記のB、前出のT氏が所有するD、そして松崎の親族が所有するE 

が立つ土地の以前の所有者は「Y」氏。Y氏はかつてJR総連の関連法人「鉄道ファミリー」の代 

表取締役を務めていた丁R総連関係者だ。そしてこれらの北側に位置する、8000平方訪こも及 

ぶ広大な山林の以前の所有者はTA氏。TA氏も前出の比嘉氏と同様、大学卒業後、旧動労に 
“就職,,したプロパー書記だ。-(中略)-これらの土地はすべて、国鉄分割民営化直前の87年3月 

27日に、地元住民から一斉に購入されているのだ。地元不動産業者は「草マル村」の値段をこう 

分析する。「-(前略)-87年当時はバブル景気が始まったころで、-(中略)-土地だけでも約2億 

6000万円はしたでしょう」。前述の比嘉氏ら3人が、抱元住民から購入した土地の登記簿を見る と、抵当権が設定されていない。つまり、彼らはキャッシュで購入した可能性が商いのだ 

転売の目的は「証拠隠滅」か　登記簿によると、三人が所有していた土地は95年3月15日、_丁 
R総連の関連法人「鉄道ファミリー」が購入。しかも「鉄道ファミリー」は、これらの土地を購入する 

際、鉄福から2億円もの融資を受けている。そして「鉄道ファミリーlは2000年8月10日、これ 

らの土地を九つの土塊に分筆。そのうち一つの土地(3150平方㍍)は「SD」、別の土地(3500平 

方㍍打は「M」、そして三つの土地(計4800平方㍍)は「MA」(夫婦名義)と3人の人物に売却さ 

れるのだ。SD氏は、前出の「松崎の金庫番」で、松崎の組合費横領疑惑のキーマンといわれる 

Sの息子だ　一方、残りの二人は、ともに松崎の親族である。M氏は-(中略)-松崎の長女の娘 

婿で、JR東労組組合員。MAは、松崎明の長男だ。 

松崎氏・S氏の息子らへ別荘土地を転売!資金の流れはどうなのか?

上記にある旧動労書記3人の名義の土地も、多額の現金で支払われたとすると、その出

所も怪しいのではないか。さらに95年に鉄道ファミリーが福祉事業協会から2億円の融資

を受けて土地を購入したが、これも横領事件を彷彿とさせる売買だ。次にはS氏の息子、

松崎氏の娘婿と息子A民らに売却されたが、身内の売買において、本当に個人の資金で購

入されたのかも疑われる。私物化の疑惑は深まるばかりだ。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態白はJR連合ホームへLのこ掲載中! http://homepagel・nifty.com/JR-RENGO



解酬雛の寿露!
民主化圃争情報[号外] 2010年5月19日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N0. 116】

朗捌励欄間髄鞘棚!
本号から、福祉事業協会S元理事長らの業務上横領被疑事件の検証を一旦中断し、自民

党・佐藤勉衆議院議員(北関東比例・栃木4区・元国家公安委員長)が提出した「革マル

派によるJ R総連及びJ R東労組への浸透に関する質問主意書」と、これに対する政府答

弁書を紹介したい。 4月27日に提出された上記主意書の内容は以下の通りである。

警察庁は、本年2月、広報誌『焦点第278号平成21年の警備情勢を顧みてへ回顧と展望へ』

を発行し、 「現在の社会撞済情勢を好機ととらえ、労働運動等への介入を強めた過激派」の動向

に警鐘を鳴らしている。とりわけ、革マル派に関しては、 「非正規労働者等の組織化に取り組む

など、労働運動に介入」しており、 「草マル派が相当浸透しているとみられるJR総連及て丹R東労組

は、組合員を大量動員し、 JR東労組の組合員らによる組合脱退及び退職強要事件に対する支援

行動に取り組みました。平成21年6月5日、一審有罪判決に対する被告人の控訴は棄却されま

したが、これらの組合は、それ以降も『不当判決』などと訴える集会に取り組み、組織の引き締めを

図りました」としている。警察庁は、草マル派の労働組合に対する介入工作、とりわ伽R総連への

浸透について、平成11年以降の『焦点』において、繰り返し指摘しているところである。政府にお

いては、 JRという公共交通機関の労働組合に過激派・草マル派が浸透している事態を看過するこ

となく、国の治安維持のために取り組みを強化すべきであると考える。以上の認識に立ち、以下

質問する。

1平成11年版警察庁出版の広報誌『焦点』という冊子に、草マル派は、 「平和で自由な民主主

義社会を暴力で破壊、転覆しようと企てている反社会的な集団であり、治安を脅かす要因となっ

ている」と記されている。革マル派の社会的な危険性と、 JR総連・JR東労組をはじめとすaJRの労

働組合への浸透と影響力行使の実態、および、その目的について具体的に明らかにされたい。
2 JR総連・JR東労組にば現在も草マル派が相当浸透し、同派幹部が多数存在しているとみて

よいか。また、 JR東労組の元委員長や会長を歴任した松寄明氏ば現在も革マル派最高幹部で

あるとみてよいか。

3　草マル派についてば平成18年12月19日の伴野豊議員の質問主意書に対する政府の答

弁書(内閣衆質165第228号)によれば「全日本鉄道労働組合総連合会及び丁R東労組という公

共交通機関の労働組合における草マル派の動向について、公共の安全と秩序の維持の観点か

ら重大な関心を払うこととしている」と回答しているが、今後想定される草マル派の活動及び危険

性についての警察の認識を明らかにされたい。

4警察庁出版の、平成21年の『警備情勢を顧みて』によれば「草マル派が相当浸透していると

みられるJR総連及びJR東労組」と書かれているが、その見解は今でも変わらないか。

5警視庁が平成20年3月18日に東京地方検察庁に送致した、JR総連の関連団体である日本

鉄道福祉事業協会の元理事長にかかわる業務上横領被疑事件の内容を明らかにされたい。
また、前述の業務上横領被疑事件に関し平成1 9年2月に警察が行った捜索や差し押さえに関し

て、前記松茸明民らは東京都と国を被告として賠償等請求訴訟を提起しているのか。また当該事

件にかかわる捜索及び差し押さえの実態を具体的に明らかにされたい。

6　草マル派組織が将来的に国政の場への浸透を企図する動きや懸念はあるのか、見解を明ら

かにされたい。

JRへの革マル浸透問題は国の治安問題だ!

このきわめて興味深い質問主意書の内容について、引き続き解説していきたい。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態上J間R連合ホーム六二のこ掲載中! http://homepagel証fty.com"R-RENGO



脚・脚へ彷棚の賄緒足!
本号では、自民党・佐藤勉衆議院議員が提出した「革マル派によるJ R総連及びJ R東

労組への浸透に関する質問主意書」に対する鳩山内閣の答弁書を紹介したい。なお、質問

主意書(質問第430号)と答弁書は衆議院ホームページに掲載されている。

1から4まで及び6について 

日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「草マル派」という。)は、共産主義草 

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、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。草マル派は、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、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)及び 

東日本旅客鉄道労働組合内には、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 

いると認識している。今後も、革マル派は、組織拡大に重点を置き、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いくものと見られる。なお、2の後段のお尋ねについて 

は、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁は差し控えたい。 

5について 

お尋ねの件については、財団法人日本鉄道福祉事業協会の元理事長が、同協会のため業務 

上預かり保管中の金員を、自己の用途に充てる目的で横領した嫌疑で、警視庁が、平成19年2 

月15日及び同月19日に、関係箇所に対する捜索を実施し、証拠物を差し押さえたものと承知し 

ている。また、この警視庁が行った捜索及び差押えについて、JR総連等が、東京都及び国を被 

告とする国家賠償請求訴訟を提起しているものと承知している。 

質問主意書とは、国会法第74条に基づき、国会議員が内閣に対して質問する際の文書の

こと。これに対する政府答弁書は、閣議決定のうえ、内閣総理大臣名で衆参議長に送付さ

れる。つまり、内閣の公式見解である。 J R総連・東労組への草マル派浸透問題について

は、かねてより、国会の委員会での政府側答弁や、山下八洲夫参議院議員や伴野豊衆議院

議員らが提出した質問主意書に対する政府答弁書で繰り返し同趣旨の見解が示されてきた

が、政権交代後の民主党"鳩山内閣として、初めて上記の認識が明らかにされたことにな

る。民主党政権が前政権の見解を踏襲し、 J R総連暮J R東労組への革マル派の浸透につ

いての見解を明確に示し、その実態を認定したことは、きわめて意義深いことである。

どうするJR総連・東労組?民主党政権の見解を否定するのか!

J R総連・東労組は、自民党政権時代の内閣答弁書のJ R革マル浸透問題を一貫して否

定してきたが、今回は政権交代後の民主党政権による公式見解である。鳩山内閣がJ R総

連・ J R東労組への革マル派の浸透を明確に認定したことに対し、彼らはまたもこれを否

定するのだろうか。民主党政権がJ R総連・東労組を弾圧していると主張するのだろうか。

政府見解が間違いだというなら、堂々と首相に抗議すべきだろうが、今後の対応が注目さ

れる。 J R総連・東労組の一般組合員も興味津々であるに違いない。

「検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態同封R連合ホームへ二〇ytに掲載中! http://homepagel.正fty.com/JR-RENGO



阜7研励書醜い例開腹創阿部i㈱肋か? !
前号で紹介した「草マル派によるJ R総連及びJ R東労組への浸透に関する質問主意書」

への鳩山内閣の答弁書について、 5月11日の産経新聞夕刊は次の通り報じた。

「JR総連内に革マル派浸透」 

政府は11日の閣議で、多数の刑事事件を起こしている左翼過激派、日本革命的共産主義者 

同盟革命的マルクス主義派(革マル派)の活動について「全日本鉄道労働組合総連合会OR総 

連)および東日本旅客鉄道労働組合OR東労組)内には、影響力を行使し得る立場に草マル派 

活動家が相当浸透していると認識している」とする答弁書を決定した。自民党の佐藤勉衆院議員 

の質問主意書に答えた。 

なお、産経新聞が、当日の午前中に配信したインターネット記事(産経ニュース)では、

見出しが若干異なるほか、上記の新聞記事に加えて以下の記載がある。

JR総連、 JR束労組には革マルが相当浸透と政府答弁書　民主党はJR総連候補を公認

政府は11日の閣議で、 -(中略、上記内容と同じ)-認識している」とする答弁書を決定した。

自民党の佐藤勉衆院議員の質問主意書に答えた。民主党は今年3月、夏の参院選の比例代

表候補として、丁R総連の組織内候補で丁R総連政策調査部長、丁R東労組中央本部政策調査部

長などを歴 (かおる)氏を公認している

質問主意書6項には「革マル派組織が将来的に国政の場への浸透を企図する動きや懸念

はあるのか、見解を明らかにされたい」とあり、この質問に対応する答弁は「今後も、革

マル派ば組織拡大に重点を置き、党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸

透を図っていくものと見られる」の部分と考えられる。つまり「各界各層への浸透」の中

に「国政の場への浸透」も含まれていると解釈できるだろう。

産経新聞のネット記事では、民主党がJ R総連に草マル派が相当浸透していることを認

めた一方で、 J R総連組織内候補の田城郁氏を公認したことを合わせて記載している。田

城氏はJ R総連・東労組の幹部役員だ。民主党政権の公式見解と、民主党が田城氏を参議

院選挙の候補者として公認したという相矛盾する問題を、マスコミはじめ社会が問題視す

ることは当然だろう。 J R総連への革マル派の浸透と国政への浸透の企図や動きについて

は、わが国の重要な治安問題の視点からも、今後、確実に追及が進むものと想定される。

今後の動向を注視し、本情報でもしっかりと検証していきたい。

警察は浦和電車区事件の動向にも注目!

なお、主意書の前文にあるように、 2010年3月発行の警察庁広報誌「焦点」には「革マ

ル派が相当浸透しているとみられるJ R総連及びJ R東労組は、組合員を大量動員し、 J

R東労組の組合員らによる組合脱退及び退職強要事件に対する支援行動に取り組みました。

平成21年6月5日、 -審有罪判決に対する被告人の控訴は棄却されましたが、これらの組

合は、それ以降も『不当判決』などと訴える集会に取り組み、組織の引き締めを図りまし

た」との記載がある。上告審の結論も近い浦和電車区事件をめぐるJ R総連“東労組の動

向に注目する警察の姿勢がよくわかる。それにしても、草マル派の記述の一部で扱われる

のは、 JR総連・東労組の一般組合員にとって、さぞかし迷惑千万なことだろう。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態同町R連合ホームへ㌦-のこ掲載中! http://homepageLnifty.com/JR-RBNGO



繍詔㈱醐物椎の寿露!
民主化闘争情報亡号外] 20賞0年5月31日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N0. 119】

囲亜遡四囲四匹王困り
前号に続き、自民党・佐藤勉衆議院議員が提出した「草マル派によるJ R総連及びJ R

東労組への浸透に関する質問主意書」に対する鳩山内閣の答弁書を検証する。

この答弁書は、質問の1へ4項と6項とを一括答弁しているが、なお書き以降の「2の後

段のお尋ね」とは、 「松崎明氏は、現在も革マル派最高幹部であるとみてよいか」との質問

を指す。これに対しては、 「今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁は

差し控えたい」と意味深長な答弁がされた。この答弁ば松崎氏が革マル派最高幹部であ

るかどうかは、今後の警察活動において重要な意味を持つことを示しているということだ

ろう。警察にとって、この間題をいかに注目しているかがわかる。また質問の5項ば本

情報が検証している鉄道福祉事業協会のS元理事長らによる業務上横領被疑事件のことだ。

佐藤議員の質問主意書は松崎氏や横領事件にも言及しているが、 J R革マル問題をさらに

追及する意図があるものとみられる。本情報でも、今後、この点について検証を深めたい。

政府はJR総連・東労組への革マル派浸透を繰り返し答弁!

J R総連・東労組や松崎氏は、政府が繰り返し見解を示してきたJ R総連・東労組への

草マル派の浸透問題について、 「警察の発表だから信用しない」などと一貫して否定してき

た。 「JR革マル問題」が本格的に顕在化した1999年以降、政府は繰り返しJ R総連・東

労組への革マル派活動家の浸透を明確に答弁してきた。これまでにこの間題が取り上げら

れたおもな国会質問および質問主意書の経過を紹介したい(【 】内は質問者名)。
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る質問主意書」【山下八洲夫参議院議員】(3月18日答弁書) 

衆議院内閣委員会【西村真情衆議院議員】 
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主意書」【山下八洲夫参議院議員】(5月12日答弁書 
衆議院国土交通委員会【伴野豊衆議院議員】 
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「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態同町R連合ホームへ」のこ掲載中! http://homepagel.nifty.com力R-RENGO


