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堀越けいにん氏にインタビュー
―自作の曲でバンド活動をされていますが、
音楽はいつ頃から始めたのですか?
「中学の時にギターを始めたのがきっかけ
で、本格的に始めたのは高校生。大学の時は
あまりやらず、作業療法士の仕事で出会った

Local Packing Camp

仲間たちとまた活動を始めました。今のバン

「音楽 政治 生活」をコンセプトに活動

ドは三年目くらい。今日の曲も全てオリジナ
ルです。」

事業者が当時そんなになかった。そういう現

―すごいですね。
「独学で(笑)。でも今日の和菓子屋の4代目は
【＊注 バンドのラップ担当の方のこと】ラッ
パーの三木道山とツアーを回ったりしてたん
ですよ。」
―作業療法士のお仕事をされていますね。
「そうですね。天台宗僧侶と作業療法士、二
つも仕事あって大変だねって言われるんです
けど、僧侶はあくまでも生き方であって仕事
ではない。だから仕事はなにって聞かれると
作業療法士です、と言ってます。」
―作業療法士の仕事が議員さんとしての活動
に活かされている部分は？
「現場で介護保険や医療保険の移り変わりを
見てきました。上から降りてくる制度改正に
現場は戸惑い対応が後手後手になる。一時期
リハビリ難民と言う言葉が流行った。脳卒中
の方が医療保険の上限日数を超えたので介護
保険に移行してリハビリ受けて下さいね、と
2018年８月26日

言っても、介護保険でリハビリをやっている
場の声をしっかり伝えて政策とか制度改正と
かに活かしていきたい。」
―政治に対してもそいうところから関心が？
「それもありましたが、やはり3.11の原発事
故が契機です。その当時子供が二人いて、今
まで安心安全と言われてきたことは何だった
のかとすごく疑問に思った。地方の再生をど
うするのかとか。政治に関心が向かう中で、
その後の共謀罪や安保法制の強行採決である
意味キレて、このままじゃまずいと思い仲間
のミュージシャンに声をかけて高崎駅前で音
楽とデモをやった。
そこから、やはりデモだけじゃだめだなと思
い始めた頃、参院選の時に野党共闘を応援す
る『かたつむりの会』を立ち上げました。最
終的に野党共闘の枠組みはできたけど候補者
がいないからおまえやれ、と言われ、3回位
本気で断った (笑) 。でも仲間から強く言われ
民進党から立候補しました。」
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―その時は残念ながら…
「落選しました (笑) 。でも今までの野党の票
プラス４万票くらいになって、24万8千票を
頂いた。短い準備期間だったけど一定の成果
は出たのかなと。これから地道にやっていく
ことによって変わっていくこともあるんじゃ
ないのかなと思った。とにかくこの政治状況
を変えていかなくちゃと思った。」
―今回の衆院選、立候補するまでの経緯は？
「落選してから2年間地道に活動を続けてい
た。でも民進党から希望の党になった時、こ
んな事を言ってはいけないのかもしれないけ
ど、政治家というか、もう立候補はやめよう
と思った。もう無理だな、戦えないなと。
僕はそれまで原発でも安保法制でもそこを訴
えたいという一本の筋を通してきた。それが
捻じ曲げられてしまうような形になるのであ
れば…。子供もいて仕事もしている中で一生
懸命活動をしてきたが、こんな事じゃもうや
れない、と思った。そんな中で枝野さんが党
を立ち上げるという情報を聞いてめちゃくちゃ

―作業療法士と議員。どちらが自分の力を活

嬉しかった。実際立ち上がったのを見てこの

かせていると思いますか？

党を応援したいと。でもまさか自分が出ると

「正直まだ、12年間やった来た作業療法士の

は正直思っていなかった。」

方が活かせているかな。ただ、作業療法士の

―枝野さんから連絡がきたのですか？

視点や、天台宗僧侶、3児の父というパーソ

「福山さんから県連に、そして県連から連絡

ナリティは、これから勉強して頑張らせてい

がきた。実は10/8は結婚記念日で毎年旅行に

ただければ絶対に政治家として活かしていけ

行ってるんです。以前、結婚記念日を忘れて

ると思っています。なので『これです！』っ

大変な事になったので、忘れないようにする

ていま大手を振って言えることはまだ無いで

為ですけど(笑)。

すけど。」

10/5に出発して沖縄で過ごす予定。それが出
発の日、高速バスに乗り込んだ時に連絡が

―作業療法士なら患者さんの状態が見えます

(笑) 。しかもこっちも本気で戦わなければな

が、政治は目に見えません。

らない相手で、ここでやるしかないという気

「そうですね。その中で野党議員として毎日

持ちになった。選挙に出るなら職場の調整も

葛藤し、何が出来るんだろうっていつも考え

いるし、家族への相談もいる。職場の調整が

ています。ただ、今国会の予算委員会の分科

出来るなら挑戦しますと伝え、沖縄へ。現地

会で、動物福祉、特に産業動物【＊注

で折り返し電話をしたところ、全部調整が出

鶏、牛などの屠畜される動物】について農水

来たと言われた。

大臣に現状の説明と質問をした。そうしたら

『なんで今？』(旅行中)と妻は言いましたが、

『然るべき対処をします』と言って行政が動

『安保関連法に反対するママの会』の事務局

いたんですよ。養鶏場に通達が出たんです。

をやっていて理解してくれている。それに僕

野党側でも答弁を引き出すことによって成果

が言い出したら聞かないと知っているので、

が得られると思いました。」

豚、

やるならしっかりやれ、と(笑)。10/8に家族
を置いて帰ってきました(笑)。」
2018年８月26日
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―けいにんさんは地方議員や秘書の経験もな
く全く政治の経験がないところから議員にな
りましたが、思っていた事と違う点はありま
すか？
「そうですね、難しさはいつも感じていま
す。いろんなご要望を頂いても何もできない
無力さを感じることもある。でも僕は、国民
の皆さんの不満を解消するための道具として
働くのが政治家だと思っていますので、不満
を仰ってくる方には政権与党にも同じ事を言
ってくださいと言います。
すると敷居が高くて言えない、と仰る。とい
うことは僕は敷居が低いのかと嬉しくなるん
ですが(笑)。それで、ぜひ言って来てその結
果を教えてくださいと言うんですね(笑)。本
来の政治家の役割ってってこういうところに
あると思うんです。僕はそういう敷居をとに
かく下げたい。」
―敷居を下げる為に、代表に何か言われたこ
とはありますか？例えば趣味の披露など。
「ありがたいことに枝野さんや幹事長がメデ
ィアに僕の名前を出してくれるみたいなんで
すよ。議員宿舎にテント張って寝たり、天台
宗僧侶だったりと、あまりいないタイプなん
じゃないかなと。」

―以前、高木錬太郎衆議院議員にインタビュー
した時、一年生議員で大事な仕事はヤジを飛
ばすことだと聞きました(笑)。立憲は上品な
のか、あまり聞こえません(笑)。
「いやー、めちゃくちゃ飛ばしてますよ(笑)。

―立憲民主党は一年生議員が多くのびのびと
活動しているように見えます。
「立憲はみんないい人で、先輩みんなが面倒
を見てくれます。一年生ばかりで仲もいいで
す(笑)。いろんな議員が声かけあってなんか
面白いことやって行こうよ、っていう雰囲気
がある。」

本会議場から出ると声出ないくらい(笑)。最
初はすごく抵抗がありました。どう飛ばして
いいかわからないし、意味あるのかな？っ
て。でも言い分を聞いてると腹が立って腹が
立って、言われなくてもヤジれるようになり
ました(笑)。」
―枝野さんのこの前の大演説では一致した掛
け声が素敵だなあと思いました。
「それは間違いなく僕ですねー(笑)。『立憲
民主党代表、枝野幸男です』『よしっ！！』
って(笑)。」
―4/10のけいにんさんの初めての質問を見た
んですが応援の掛け声が多かったです。可愛
がられてるのかなと。
「大政党だと初当選の一年生議員の登壇なん
てありえないです。本当にありがたい。」

けいにんさん自作のキャンピングカー
現在は友人がキッチンカーとして使用している
2018年８月26日

アトリエDEF『おやまの縁日』

循環の家 前橋(群馬県前橋市）

3

《第５回

もふ🐾 萌え図鑑》

堀越けいにん 立憲民主党

衆議院議員

―緊張は？
「僕はもともとどこに行ってもあまり緊張は
しません。確かに初めての時はドキドキしま
すが現場に行ってドキドキしても仕方がない。
やるしかないと。でも終わった後はもっと出
来たといつも反省です。」―原稿は作ってい
くのですか？
「はい。さすがにあの枝野さんの原稿なしっ
ていうのは…(笑)。普通、登壇が終わったら
下にいる速記者に原稿を渡すんですよ。でも
枝野さんはスタスタ帰ってくる。みんな、原
稿、原稿！って言うのにしれっと戻ってくる。
『あ…原稿ねーんだ…！！』と。
演説してる時も下を向かずに自分の言葉で喋
っていた。客観的に見てもあれだけの事を原
稿なしで語れる議員っているのか？？と思い
ます。都合の悪いことはお経読みになっちゃ
う議員もいるし、お経の方がもっと内容ある
ぞ！と思うんですが（笑）。いい見本が目の
前にいるのでホントにありがたいし、枝野さ
んが枝野さんでいてもらえるように支えてい
かなくちゃと思います。」
―しっかり監視します(笑)。ところでけいに

ティもやります。森の中でカレーを作って食

んさんのビジュアル戦略についてお聞きしま

べて、車座で政治の話をする。バードコール

す(笑)。最初坊主で眼鏡なしだったのが今は

も作ります。王道のスタイルは残しつつ、王

髪を伸ばして眼鏡もかけていますね。

道路線からちょっと分かれたこと、人と違う

「参院選出る時は寺の仕事をしてたので坊主

ことを何か出来ないかなといつも考えていま

でした。そしてパソコンや新聞を見ていくう

す。」

ちに目が悪くなって。眼鏡をかけるようになっ

―動物に関心を持ったのはいつからですか？

たら参院選のポスターと顔が違うので眼鏡を

「父が保健所で公衆衛生の仕事をしていた。

するなと言われてしてなかった(笑)。衆院選

親父も動物が大好きで殺処分の犬を見ていら

の時は比例代表だからポスターはなくそのま

れなくて連れて帰ってきたり、骨が潰れて捨

ま眼鏡を。眼鏡は好きで4つ持っています。

てるために持ってきた猫の飼い主とケンカし

あとはイメージカラーの水色を定着させた

て引き取ってきたり。そういう親父の背中を

い。水色を見たら堀越けいにん陣営だな、と

見て育った。関心を持ったのはその頃からだ

思ってもらえるように。街頭演説の時のビー

と思います。

ルケースもスプレーで青くしたし、ありとあ

そしていろいろなことを学ぶ中で、実際に自

らゆるものを水色で揃えたい。ありがちです

分達の血や肉になっている鶏や豚や牛が、い

けど(笑)。」

くら最期が食べられるとしても、それまでの

―そんなことないですよ。素敵です。

扱いが酷くて。そういうことでいいのかと。

「あとね、選挙期間中に事務所のスタッフが

命の尊厳がないなと思いました。これは天台

着るジャンパーをはっぴにしたいんですよ。

宗僧侶として、政治家としてのライフワーク

選挙は始まったら祭りなので(笑)。むしろ選

です。」

挙は下準備中のほうが重要ですから。
今度10月にはパートナーズ限定のカレーパー
2018年８月26日
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―仏教議連が出来ると聞きましたが。
「はい。立憲民主党の仏教議連が出来まし
た。福山幹事長が会長です。国会議員の中で
僧籍を持っているのは僕を含めて二人で
す。」
―実は宗教と政治って陰で結びついている気
がします。
「これから高齢者社会を迎えるにあたって、
人の生き死にを国レベルで考えていかなくて
はいけない。厚労省の役人さんともこのこと
で話をします。だけど国の方から終末期の考
え方についてみなさんで議論してくださいと
言うといろんな問題がある。やっぱりこれは
宗教と政治を両方セットで考えていかなきゃ
いけない問題だと思います。
長妻さんから終末期の制度について一緒に作
っていかないかとも言われました。病院の中
に看取りを専門とする宗教家を配置すると
か。僕はそういう事が絶対必要だと思ってい
る。ターミナルケアをやるときに宗教家を配
置することを推進する法案とか。」
ーそれを医療関係者に丸投げするのは違いま

―アメリカではお茶を飲みながら死について

すよね。

考えたりする場がある。

「限界がありますよ。常に死がその場に迫っ

「僕、いま『あがり家』というシェアスペー

ていると、現場の医療従事者も疲れ果てる。

スを作っています。そこで一番やりたいのが

それが事件に発展したりする。人が亡くなる

『坊主カフェ』『坊主バー』 （笑） 。それを

ことに慣れていく自分が嫌になったり、その

作っていきたい。そういうタウンミーティン

都度苦しい思いをする。

グもあえてやってみたい。」

僕も作業療法士として、学会で終末期リハビ

―ぜひお願いします！

リテーションというテーマで2回発表したこ
とがあります。終末期であってもリハビリテー
ションは重要です。
それに終末期に関わるひとだけじゃなくて、
医療や介護、障害、福祉に関わる方みんなが
倫理観、生命倫理について学校でもっと学ん
だり、臨床に出てケアをする仕組みを作るの
消しゴムはんこ作家：鹿の子

も必要。」
―治療に耐えられなくて離脱したい、死を選

堀越けいにん衆議院議員

もふ萌え図鑑メンバー

びたいと患者さんに言われると私達もとても

企画・打ち合わせ：

りかこ

苦しいものがある。その判断はすごく重い。

インタビュアー：

あんこ＠立憲もふもふ党

（医療従事者）

みみやん＠えだみみ
撮影・動画・Web編集： かぴ

「厚労省が初めてガイドラインを作りました
がゆるふわのものしかない。頑張ったんだな
とは思いますが。」

2018年８月26日

現地コーディネーター：

kaorin

執筆：find《miya》corn＠立憲もふもふ党
Special thanks ：
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