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見出し一覧 過去の記事カレンダー ニュースセレクション

2002年10月25日 

石井議員刺殺：
誰が、いったい何の目的で　朝から不審な男の姿 

　民主党屈指の論客が刃（やいば）に倒れた。２５日午前、東京都世田谷区の自宅前
で、刺され死亡した石井紘基衆院議員（６１）＝東京６区＝は、政調副会長など党の要
職を務め、政治家や官庁の疑惑を追及し、不正を許さない姿勢を貫いてきた。「誰が、
いったい何の目的で……」。衆参統一補選の投開票が目前に迫る中、民主主義や言論の
自由を踏みにじる凶行に、政界関係者に大きな衝撃が走った。

■事務所

　石井議員が刺されたという情報が伝わった午前１１時ごろから、衆議院第１議員会館
３階の石井事務所には、大勢の報道関係者が集まり電話も殺到。午後０時半ごろ、警視
庁北沢署から死亡確認の電話が入った。受話器を置いた秘書は、手を頭の後ろにやり、
天井を仰いで深いため息をつき、沈痛な表情を浮かべた。

　事務所にやってきた民主党の渡辺周衆院議員は、「石井さんは独自の手法で不正の調
査などに取り組んでいた。以前、『やりすぎて命を狙われませんか』と聞いたら『お陰
様でそういうことはないよ』と笑っていた。事件の背後関係はわからないが、テロのよ
うなものだ」と話していた。

　石井議員は衆院決算行政監視委員会の委員として、政治家や官庁の不正、疑惑に取り
組む論客として知られた。関係者によると、石井議員周辺に表立ったトラブルはなかっ
たという。

■現　場

　事件現場となった石井議員の自宅は、東大駒場キャンパスや都立国際高校などが集ま
る文教地区。京王井の頭線沿いの静かな住宅街は騒然とした雰囲気に包まれた。

　周囲の道路の約５０メートル手前に非常線が張られ、その中で約２０人の捜査員が鑑
識活動を行っていた。

　石井議員はこの日午前１０時半ごろ、自宅を出て迎えの車に乗ろうとしたところを、
男に刺し身包丁とみられる刃物で刺された。男は５０歳ぐらい。グレーのジャンパーを
着て、バンダナを頭にまいていたという。

　近くに住む女性は「近所の人から『頭にバンダナを巻き作業着を着た男が朝から自宅
近くをうろうろしていた』と聞いた」と話した。現場近くを通りかかった男性（８４）
は「けんかをするような、男のかん高い声を聞き、駆けつけると、路上に背広姿の男性
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がうつぶせに倒れていた。男性は動かず、間もなく女性が家から飛び出してきた。近く
に止まっていた黒塗りの車の運転手が携帯電話で『刺された』と１１０番通報してい
た」と話した。

　石井議員はモスクワ大大学院を修了。ＮＨＫ国際局のアナウンサーだったロシア人の
ナターシャさん（５８）と結婚。長女のタチヤナさん（３０）は、ナターシャさんの母
親を含め４人で暮らしている。

■民主党

　石井議員が殺害されたとの連絡を受け、民主党の鳩山由紀夫代表は２５日昼、新潟県
長岡市のＪＲ長岡駅から衆院補選の応援演説会場まで腕に喪章を付けて向かった。

　石井氏が副会長を務める民主党東京都連には、党本部から事件の連絡があったとい
う。新宿区の都庁内にある東京都議会民主党の控え室でも死亡の速報がテレビで流れる
と、どよめきがおこった。田中良幹事長は「何にも情報がない」と、いら立ちを見せて
いた。

［毎日新聞１０月２５日］ ( 2002-10-25-14:53 )

　関連記事
「あまりに身勝手」　動機に関係者怒り 
右翼団体代表を逮捕　動機「家賃援助拒否され」 
「個人的恨み」強まる　逮捕の伊藤容疑者　 
右翼団体代表の男が出頭　殺人容疑で逮捕へ 
政治団体の男が出頭　警視庁 
計画的犯行強まる　政治団体関係者とトラブルか 
出版記念パーティ前に倒れる　お別れ会に変更 
暴力による政治活動の封殺だ　与野党とも抗議 
民主党の論客、発言幅広く　映画にもかみつく 
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見出し一覧 過去の記事カレンダー ニュースセレクション

2002年10月25日 

石井議員刺殺：
民主党の論客、発言幅広く　映画にもかみつく 

　石井衆院議員は民主党指折りの論客だっただけに、発言は不正や疑惑の追及にとどま
らず、平和や表現の自由の問題まで幅広く及んでいた。

　無人島に拉致された中学生たちが最後の１人になるまで殺し合うという深作欣二監督
の映画「バトル・ロワイアル」（００年１２月公開）をめぐり、石井氏は「残虐シーン
を次々に（子供に）見せていいのか」と衆院文教委で当時の大島理森文相を追及。映画
の試写会にも出席し、深作監督に対して「あんな残虐行為の連続は稚拙な手法だと思
う」とかみついた。

　９９年８月、野中広務官房長官（当時）が記者会見で靖国神社の特殊法人化とＡ級戦
犯の分祀（ぶんし）に言及した際、石井議員は「靖国神社を政府の出先機関に衣替えす
る動きは日本人を精神面で統合したい政府・与党のもくろみだろうが、論議以前の問題
だ。過去の歴史を振り返れば、あまりにナンセンス。到底容認できない」と発言した。

　日本道路公団の改革論議をめぐり、今年４月の衆院内閣委で、「（改革を検討する民
営化推進委員会に）道路公団ＯＢを入れる考えはないか」と皮肉まじりに質問し、改革
の「抵抗勢力」となっている国土交通省をけん制した。

［毎日新聞１０月２５日］ ( 2002-10-25-14:48 )

　関連記事
「あまりに身勝手」　動機に関係者怒り 
右翼団体代表を逮捕　動機「家賃援助拒否され」 
「個人的恨み」強まる　逮捕の伊藤容疑者　 
右翼団体代表の男が出頭　殺人容疑で逮捕へ 
政治団体の男が出頭　警視庁 
計画的犯行強まる　政治団体関係者とトラブルか 
出版記念パーティ前に倒れる　お別れ会に変更 
暴力による政治活動の封殺だ　与野党とも抗議 
誰が、いったい何の目的で　朝から不審な男の姿 
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見出し一覧 過去の記事カレンダー ニュースセレクション

2002年10月25日 

石井議員刺殺：
暴力による政治活動の封殺だ　与野党とも抗議 

　政治や企業の疑惑に鋭く切り込んだ石井紘基衆院議員の２５日の刺殺事件は、政界に
衝撃と動揺を与えた。事件の背景は分かっていないが、世界各地で起こるテロとも重な
り、言論の自由に対する不安感が広がったのも事実だ。各党は暴力による政治活動封殺
だとして、強い調子で抗議した。

　この不安感は与野党共通。福田康夫官房長官は２５日の記者会見で「本当に許しがた
い。どうして、こういうことになったかを調べなければいけない」と、事件の背景究明
が重要だとの考えを示した。自民党の山崎拓幹事長も「無法な暴力をもって言論を封殺
することは絶対に許すべきではない」との談話を発表した。

　一方、民主党は中野寛成幹事長が記者会見で「石井さんは終始、不正追及の闘いを先
頭に立ってしてきた。それだけに、彼の死は日本の民主主義と民主党にとって大きな損
失だ」と述べ「世相が混とんとしている状況の中で、国民の気持ちを悪くする出来事と
言わなければならない」と付け加えた。

　同党は「暴力によって政治活動を封殺することは断じて許しがたい」とする声明を発
表。鳩山氏は２５日夕、「補選の応援中止は石井さんの死に報いることにならない」と
喪章を左腕に千葉県船橋市入りし、「卑劣な行為をした人間は許せない」と訴えた。

　特殊・公益法人の不正追及に加え闇金融の実態調査、宗教団体との対立など、石井氏
は税金の無駄遣いから闇社会の暗部をえぐることまで幅広い活動をしてきた。民主党の
赤松広隆選対委員長は「利権を守ろうとか、改革をさせないとかいう人の謀略なら決し
て許せない」と唇を震わせたが、「一匹オオカミ的調査だった」と言う同僚議員は、石
井氏があらぬ恨みを買っていた可能性を指摘する。

［毎日新聞１０月２５日］ ( 2002-10-25-21:16 )

　関連記事
通夜に約３０００人の焼香客 
「あまりに身勝手」　動機に関係者怒り 
右翼団体代表を逮捕　動機「家賃援助拒否され」 
「個人的恨み」強まる　逮捕の伊藤容疑者　 
右翼団体代表の男が出頭　殺人容疑で逮捕へ 
政治団体の男が出頭　警視庁 
計画的犯行強まる　政治団体関係者とトラブルか 
出版記念パーティ前に倒れる　お別れ会に変更 
民主党の論客、発言幅広く　映画にもかみつく 
誰が、いったい何の目的で　朝から不審な男の姿 
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見出し一覧 過去の記事カレンダー ニュースセレクション

2002年10月26日 

石井議員刺殺：
計画的犯行強まる　政治団体関係者とトラブルか 

　民主党の石井紘基衆院議員（６１）が東京都世田谷区代沢１の自宅前で男に刺殺され
た事件で、男は犯行の１時間半以上も前から自宅前で待ち伏せしている姿が目撃されて
おり、警視庁は石井議員を狙った計画的な犯行だったとの見方を強めている。警視庁は
殺人事件として、刑事部捜査１課と公安部との合同捜査本部を北沢署に設置。男の行方
を追うとともに、石井議員が何らかのトラブルに巻き込まれていたかについても調べて
いる。

　調べでは、男が石井議員の自宅近くの十字路に午前８時５０分ごろから立っているの
を近所の人に目撃されていた。頭にバンダナをして、黒いショルダーバッグを抱え、議
員宅の様子をうかがっていた。

　男は迎えの公用車が玄関前に到着した午前１０時２０分ごろから、車の後ろに立って
待ち、いきなり無言で襲ったという。

　司法解剖の結果、致命傷は左胸の刺し傷で厚さ１８センチの胸を貫通しており、死因
は「胸腔（きょうくう）内出血」だった。病院に搬送された時点で心肺停止の状態で、
午後０時５分に死亡が確認された。現場からは凶器とみられる刃渡り約２０センチで先
が鋭い片刃の包丁が落ちていた。

　これまでの調べで、横浜市の住所で総務省に届け出がある政治団体を主宰する男性
（４８）が、月に２、３回、石井事務所を訪れ、周辺に「石井議員と金銭面のトラブル
がある」と話していたことが分かった。男性は所在は不明となっており、捜査本部で事
情を聴くために行方を捜している。

　石井事務所によると、石井議員は午前１１時から、世田谷区で支持者と会う予定だっ
た。公用車は、石井議員が衆院の災害対策特別委員長に就いた１８日から用意されてい
た。

［毎日新聞１０月２６日］ ( 2002-10-26-03:01 )

　関連記事
通夜に約３０００人の焼香客 
「あまりに身勝手」　動機に関係者怒り 
右翼団体代表を逮捕　動機「家賃援助拒否され」 
「個人的恨み」強まる　逮捕の伊藤容疑者　 
右翼団体代表の男が出頭　殺人容疑で逮捕へ 
政治団体の男が出頭　警視庁 
出版記念パーティ前に倒れる　お別れ会に変更 
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