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大宮総合病院を巡る牧原の獅子奮迅の動き

牧原秀樹：衆議院議員２期

社会保険大宮総合病院
待望の移転・存続を決定
安倍政権発足・牧原再選から半年
「決める政治」
は地元でも！
さいたま市とRFO「年金・健康保険福
祉施設整理機構」
（社保庁から病院運営を
引き継いだ独立行政法人）は今年６月、
社会保険大宮総合病院（北区盆栽町）につ
いて、プラザノース北側の市有地（北区
宮原町）に移転・建て替えを行い、新築
病院として存続する方向を明らかにしま
した。
旧大宮医師会市民病院（宮原メディカ
ルセンター）は私（牧原）の子供も救急外
来にかかったことがあるように、地域の
みなさまにとって大切な存在でした。
その移転後、北区の医療体制を守りた
いとの地元の皆様の声を受け、私は一期
目の時から同病院の存続問題、そしてプ
ラザノース北側の土地への移転問題に一
生懸命取り組んで参りました。
しかし、３年４か月の落選浪人時代、
民主党政権下において移転計画は全く実
現しませんでした。

再選後、迅速に行動

2006年9月 中野清厚生労働副大
臣に署名簿を提出。

2006年12月 鈴木俊一自民党
社会保障制度調査会長に陳情。

2006年12月 石崎岳自民党厚生労
働部会長に陳情。

2007年２月 中川昭一自民党
政調会長に陳情。

昨年12月の再選後、ただちに社会保険
病院の宗像院長をはじめ関係者に連絡を
取り、水面下でも様々な計画を進めるな
ど、迅速に取り組んで参りました。
政権交代からわずか半年後の今年5月、
RFOからさいたま市にプラザノース北側

2008年５月 岸宏一厚生労働
副大臣に要請。

2008年５月 谷垣禎一自民党
政調会長に要請。

弁護士・ニューヨーク州弁護士。昭和
46年6月4日生まれ。私立麻布高、東
大法学部、ジョージタウン大ロース
クール卒。東京、ワシントンＤＣ、ジュ
ネーブ、ＮＹ、さいたまにて勤務。
2003年経済産業省にて通商交渉、紛
争解決に携わる。2005年公募にて衆
議院選挙に初当選。2009年、落選後
は被災した子供達の教育支援活動に尽
力。2012年再選。議員宿舎は借りず妻・
2男1女とさいたま市に暮らし、電車
通勤で国会に通う唯一の国会議員です。

社会保険大宮総合病院移転存続を巡る経緯
2002年 厚生労働省において、健康保険法等の一部を改正する法律の付則に基づ
き「社会保険病院の在り方の見直しについて」を策定。
2004年 与党年金制度改革協議会において「年金福祉施設等の見直しについて（合
意）」を策定。

地元の関根市議、武山市議、自治会関係の皆様、
病院関係者らと田村厚生労働大臣に要請

の市有地と現在の病院敷地との交換の申
し入れがなされ、移転計画は一気に進む
こととなりました。
6月26日、地元の代表の皆様との申し
入れにおいて、田村憲久厚生労働大臣か
らも「後押しをしっかりするから」との確
認をもらいました。
年度内での両者の契約、2～3年後の完
成を目指しております。
この8年間、ご心配もおかけしました
が、一番頑張られた宗像院長をはじめ社
会保険大宮総合病院関係者の皆様、地元
の自治会の皆様、さいたま市など公職関
係者の皆様、地元の県議・市議の皆様（元
職を含む）、そして何よりも市民の皆様
に心より感謝を申し上げます。

2008年５月 尾辻秀久自民党
参議院議員会長に要請。

2005年 独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機構の成立（平成22年９月ま
での５年間の時限立法） 牧原１期目当選
2005年 独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機構（RFO）の設立。
（病院以外の施設については、平成22年９月30日までにすべて譲渡を完了）
2008年 全ての社会保険病院（53施設）、厚生年金病院（10施設）はRFOのもとに
移管。
2009年 1972年開設の大宮医師会市民病院が2月に閉鎖、3月さいたま市民医療
センター開設。
2009年 厚生労働省において、RFOにおける社会保険病院及び厚生年金病院の譲
渡の方針を策定し、厚生労働大臣通知を発出。
（地域医療が損なわれないように十分配慮することを基本とし、厚生労
働大臣において地方自治体の意見を聴取した上で譲渡対象病院を選定す
ること等）
2009年 牧原および地域の皆様による舛添要一厚生労働大臣への要望
「社会保険大宮総合病院に関する要望書」
2010年 RFOの存続期限を平成24年９月まで２年間延長させる「独立行政法人
年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」が成立。
2011年 RFOを社会保険病院等の運営を行う独立行政法人地域医療機能推進機構
へ改組する「独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を
改正する法律」が成立。
2012年 牧原２期目当選
2013年 大宮総合病院を所有する独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機
構から、同病院の移転・建て替えを前提に、プラザノース北側の市有地
と現在の病院敷地を交換したいとの申し出があった旨、表明。田村厚生
労働大臣に、移転・新築の後押しを依頼。大臣から約束を取りつける。

2009年１月 大村秀章厚生労
働副大臣に要請。

2009年１月 後藤茂之自民党
厚生労働部会長に要請。

2009年１月 鈴木俊一自民党
社会保障制度調査会長に要請。

国政報告

皆様の声

いつでもお聞かせください！

今国会の主な通過法案
閣法：63 予算：9
条約：9
議員立法：10
■配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律の一部を改正
する法律案
■ストーカー行為等の規制等に関す
る法律の一部を改正する法律案
■マイナンバー法案
■道路交通法の一部を改正する法律案
■障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律案
■再生医療を国民が迅速かつ安全に
受けられるようにするための施策の
総合的な推進に関する法律案
■予防接種法の一部を改正する法律案
■戦没者等の妻に対する特別給付金
支給法及び戦没者の父母等に対する
特別給付金支給法の一部を改正する
法律案
■公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の
一部を改正する法律案
■障害者の雇用の促進等に関する法
律の一部を改正する法律案
■精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律の一部を改正する法律案
る
自らも通勤してい

牧原も尽力しました！
暮らしやすく

国土交通委員会

■建築物の耐震改修の促進に関する
法律の一部を改正する法律案
■災害対策基本法等の一部を改正す
る法律案

経済産業委員会

文部科学委員会

■株式会社海外需要開拓支援機構法案
■消費税の円滑かつ適正な転嫁の確
保のための消費税の転嫁を阻害する
行為の是正等に関する特別措置法案
■小規模企業の事業活動の活性化の
ための中小企業基本法等の一部を改
正する等の法律案

総務委員会

■地域の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律案

法務委員会

■大規模な災害の被災地における借
地借家に関する特別措置法案

財務金融委員会

■独立行政法人日本万国博覧会記念
機構法を廃止する法律案
■金融商品取引法等の一部を改正す
る法律案

神田駅付近の東北新幹線高架橋を
重層化し、東京～上野間に線路を
敷設。宇都宮・高崎・常磐線の各
方面から東海道線東京・新橋・品
川方面への直通運転が可能となり
ます。
（平成26年度開通予定）

新橋

東海道線

東京

政治倫理の確立及び公職選挙法
改正に関する特別委員会

延長20.1km

（さいたま市西区宮前町から鴻巣市箕田を結ぶ）Ⅰ期
区間：宮前町～圏央道（桶川北本ＩＣ）の間が平成
26年度の完成を目指し工事中です。

〈政権交代後、完成が前倒しになりました〉

圏央道（国道468号 首都圏中央連絡自動車道)
延長約300km

久喜白岡～白岡菖蒲 開通済み
桶川北本～高尾山
開通済み
高尾山～相模原愛川 平成25年度開通予定
（東名と関越がつながります）
白岡菖蒲～桶川北本 平成26年度開通予定
（東名と東北道がつながります）

■
■
■

■０増５減の区割り法案
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間
における人口較差を緊急に是正する
ための公職選挙法及び衆議院議員選
挙区画定審議会設置法の一部を改正
する法律の一部を改正する法律案
■公職選挙法改正法案
ネット選挙解禁

バスツアー

あ！テレビで見たことある！そんな国会議事堂や
警視庁、交通管制室をマッキーと一緒に見に行きませんか？
まじめな話からおもしろい話まで…、きっといろいろな話が聞けるはず！
自由研究にぴったりなこの企画、夏休みの思い出に
宿題のために、ぜひご参加ください。

外務委員会

■ハーグ条約
国際的な子の奪取の民事上の側面に
関する条約の締結について承認を求
めるの件

夏休み自由研究

8/19㊊

国会を見学（昼食つき）
首都高速道路㈱
霞が関見学

（中央官庁の会議室で本物の
キャリア職員からお話を聞い
てみよう）

定員
費用
※

■
■
■

（管制室を見学！）

先着40名さま
親子２人で 5,000円

8/22㊍

国会を見学（昼食つき）
警視庁を見学
霞が関見学

（中央官庁の会議室で本物の
キャリア職員からお話を聞
いてみよう）

定員
費用

年齢制限はございません

先着40名さま
親子2人で 5,000円

※ 警視庁の規定により、小学校3
年生以上の方とさせていただきます。

ソニックシティ脇（西側）に、
両日とも、他の
企画も考え中です！ 午前8時30分ごろの集合となります。
お楽しみに！
詳細が決まりましたら、参加者の方
にご連絡いたします。

お申込み先
常に全力！
牧原ひでき！
党内においては経済再
生分野の若手リーダー
として景気回復に全力
をあげています！
現在の所属委員会
〈国会〉
■予算委員会
■外務委員会
■原子力事故調査特別委
員会
■科学イノベーション推
進特別委員会
■裁判官訴追委員会

牧原ひでき事務所

出典：警視庁

※両日とも、大人ひとり2,000円・
子供ひとり1,000円で追加可能です。

TEL 048-854-0808

※お申込みは29（月）9：00～受付致します。お待ちしております！

日々更新中！まきはらブログ
Http://www.hmacky.net

牧原が日々の想いを綴ってお
ります。ぜひご覧ください。
感想もお待ちしております。

メルマガ配信中！

ホームページの登録フォームに
てお申込みください。
お電話でメールアドレスを教え
て頂いても登録可能です。
お気軽にどうぞ！

牧原ひでき
Face book
いいね！
お待ちして
おります！

駅

立ち

東北縦貫線

京浜東北線

山手線

上野

上尾道路

親子で
行く

■いじめ防止対策推進法案

交通網がますます充実
国道17号

東北縦貫線

環境委員会

■放射性物質による環境の汚染の防
止のための関係法律の整備に関する
法律案
■特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律の一部を
改正する法律案

災害対策特別委員会

内閣委員会

厚生労働委員会

国家ってどうやって動いているのかな？マッキーが案内します！

おはよう
ございます！

声をおかけ
ください！

■国会見学ツアー随時受付中！
おかげさまで、大好評を頂いております。
参加ご希望の方は牧原事務所までお気軽
にご連絡ください。

■様々なご意見や皆様の声
お聞かせください！

E-mail:office@hmacky.net
T E L：048-854-0808
FAX：048-858-2635

