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マッキーと一緒に 2014 年の幸運を呼び込む

■国会事務所■
東京都千代田区永田町2-2-1
第一議員会館 1116号室

「新春招運ツア～」

川崎大師 初詣

TEL 03-3508-7254 FAX 03-3508-3524

■さいたま事務所■
さいたま市中央区上落合
2-1-24三殖ビル５階
TEL 048-854-0808 FAX 048-858-2635

E-mail：office@hmacky.net

/

横浜中華街と東京スカイツリー 1 29（水）
ソニックシティ 出発
川崎大師 参拝
横浜中華街
（昼食）
東京スカイツリー
ソラマチ散策
ソニックシティ
（出発と同じ所）
着

8：00
9：30

12：00
14：30
18：00

お一人様

8,000 円

（昼食代・バス代・東京スカイツリー
チケット代込み）

募集 40 名様

※事前のお申込み・お振込みを
お願いいたします。

お申込み：TEL 048-854-0808
11/18（月）9：00 より受付開始致します。

国会見学ツアー!! 11/25（月）12/4（水）

大宮駅 豆の木 10：00 集合 各 30 名様
10：15
11：30
13：00
14：30
15：00

大宮駅出発（電車で移動）
～昼食
～国会見学
国会正面にて記念撮影
現地解散

お一人様

1,500 円

お昼は今話題沸騰
の吉野家・牛重を
予定しております

国会の雰囲気を
ぜひ味わって
みてください！

！

評
大好

衆議院議員 牧原ひでき 国政報告

環境大臣政務官 就任！
このたび安倍内閣の環境大臣政務官として政権入りを
させて頂きました。安倍総理から辞令の交付を受け、石
原伸晃環境大臣から自然保護、地球環境保護、公害対策・
補償、生態系保護・動物愛護などの担当を指示されました。
まさに地球と人類、そして命を守る大変大切な職責です。
３年半の浪人時代を支えて下さった地元の皆様のおかげ
ですし、あの苦しさがあったからこそ、現場の皆様の御
苦労や生きとし生ける者たちへの優しさもより理解でき
るようになったと思います。
最大限の感謝と決意を込め、ご報告させて頂きます。
地元の皆様からのご支援こそが頼りです。精一杯頑張り
ますので、よろしくお願いいたします。

衆議院議員
今 回、 政 務 官
として政権入
りしたメン
バーの中で
は、 小 泉 進 次
郎復興政務官
に次ぐ若手の
抜擢となりま
した。

（昼食代込み。
交通費は各自負担）

お申込み：TEL 048-854-0808

「国政報告会」のご案内

今年一年の活動報告をさせて頂ければと思います。
お近くの方はぜひお越しください！お待ちしております。

牧原ひでき
Face book
いいね！
お待ちして
おります！

駅

立ち

牧原が日々の想いを綴っております。ぜひご覧ください！

おはよう
ございます！

声をおかけ
ください！

プロフィール

牧原秀樹：衆議院議員２期

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。2013 年９月、環境大臣政務官に就
任。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。

お問合せ先：牧原ひでき事務所
TEL 048-854-0808 FAX 048-858-2635

牧原秀樹

ここです

就任記者会見に
て。 夜 中 過 ぎ の
会見でしたが緊
張 し ま し た！ 環
境問題は微妙な
事が多いので記
者会見はいつも
緊張いっぱいだ
そうです。

交付は首相官
邸 に お い て、
安倍内閣総理
大臣から直接
行われます。
「大切な職責頑
張って下さい」
と仰って下さ
いました。

水俣の教訓を活かすべく牧原も奔走！水俣条約を採択

11 月 30 日（土） 午後３時～４時 30 分 宮原コミュニティセンター 多目的ホール

日々更新中！まきはらブログ
Http://www.hmacky.net

号外＜NO．5＞ 平成25年（2013年）11月14日 木曜日

慰霊碑への献花のあと、記念の
植樹も致しました。

水俣病の原因になった水銀を国際的に規制する「水俣条約」が 10 月 10 日に熊本
県で開かれていた国連の会議で採択され、多くの国によって署名されました。
患者の皆様にもお会いし、議長として幹部会議を取りしきる機会もありました。
その後はホスト国として会議全体の議長を務める石原大臣に代わって日本国の席を
守らせて頂きました。また、二カ国会談など、多くの国々の大臣や幹部といろいろ
な話もできました。歴史的な場面に立ち会えたこと、そしてそれを支えてくださっ
た皆様に心から感謝いたします。これからは日本が世界をリードします。

日本政府代
表を岸田外
務大臣とと
もに務めま
し た。 採 択
の瞬間は感
動しました。

患者の皆様から
も直接お話しを
うかがいました。
誰よりも弱い人、
苦しい人の力に
なりたいと思っ
ています。

く ま も ん、 シ ュ
タイナー UNEP
事 務 局 長、 ブ ラ
ジ ル 環 境 大 臣、
石原大臣と一緒
に。 二 度 と 水 銀
被害は起こさせ
ません。

牧原ひでき 国政報告 2013 年

!!

東京オリンピック
パラリンピック 2020 開催 !!
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックが決定しまし
た。牧原もスポーツ議員連盟等、常にスポーツを応援してき
た立場や外交を専門にする立場から、再選後はオリンピック
招致を全力で応援してきました。
この成功は、安倍内閣総理大臣を先頭に日本国民全員で勝ち
取ったものだと思います。
これをきっかけとしてますます日本が世界で輝くよう頑張り
ます。みんなで史上最高のオリンピックにしましょう！

!!

2017 年世界盆栽大会
さいたま市大宮盆栽村への招致決定！

中国の金檀で行われた第 7 回世界盆栽大会において、4 年後
の 2017 年の世界盆栽大会は日本、そしてさいたま市の大宮
盆栽村で開催されることが決定致しました。
牧原は、オリンピック招致を仕切った菅内閣官房長官への協
力要請、そして清水さいたま市長や大宮盆栽組合の浜野組合
長などをお連れして、安倍晋三内閣総理大臣に直接のご支援
要請を致しました。
その結果、安倍総理からは力強い応援の意を頂き、加治屋農
水副大臣を中国大会に派遣してメッセージを託すなど政府と
しても後押しをしてもらいました。なお、大宮盆栽村からは
安倍総理に樹齢 250 年を超える盆栽をお贈りし、総理は「輪
( わ ) の舞」という名をつけて下さいました。

安倍総理に直接のご支援要請。牧原
が根回しをして会談をセットさせて
頂きました。

政務官就任の時、官邸入口で出迎えてくれたのは大宮
の「輪の舞」でした。誇らしい気持ちでいっぱいでした。
さいたまから日本を動かしましょう！

!!

社会保険大宮総合病院
待望の移転・存続を決定

さいたま市と RFO（年金・健康保険福祉施設整理機構）は今年 6 月、社会保険大宮総合病院
について、プラザノース北側の市有地に移転・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。この問題に関して牧原は一期目の時から最優先で取り組んでおりま
したが、落選浪人中に進展のない事を問題に思っておりました。したがって昨年 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、様々な計画を進めるなど、
存続・移転に向け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みました。
6 月 26 日には地元代表の皆様と田村憲久厚生労働大臣に申し入れを行い「後押しをしっかり
するから」との確認も頂きました。
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。

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。大臣からも力強い応援の意を頂きました。

中小企業・小規模事業者＆中小企業組合
フォーラム開催
自らの家も元をただせば江戸時代から小規模事業（酒の卸業）を営ん
でいた牧原は、企業の 99.7 パーセントを占める中小企業・小規模事
業者を応援し、政策形成の中心となってきました。
アベノミクスの責任者、甘利明経済財政担当大臣をさいたまにお招き
し、自らもパネリストになって中小企業・小規模事業者＆中小企業組
合フォーラムを開催させて頂きました。なお、甘利大臣とは一部の大
企業だけではなく地域の企業や働く皆様にまで経済再生の実感を感じ
ていただくべく、一緒に活動しております。今後も日本の経済再生の
一翼を担っている覚悟で、責任を持って取り組んでいきます。

地元活動写真

今年もたくさんのお祭りに参加させて
いただき、パワーをもらいました！皆
様、ありがとうございました！！

日本の命運を握るアメリカのシェールガス
日本の国会議員として初めて視察・交渉
電気料金高騰に苦しむ日本にとっては頼み
の綱とも言うべきアメリカのシェールガス
の現場に、日本の国会議員としては初めて
訪れ、早期輸出への交渉を米国政府にもし
てきました。米国の皆様も、日本の国会議
員が自費かつ単独で乗り込んできたことに
びっくりしておりました。

ダラス、シェールガ
スの一大産地である
バーネットシェール
の現場にて。掘削機
は掘削を終了すると
歩かせて移動するそ
うです！

ダルビッシュ投手
の登板日に球場で
は「 テ キ サ ス は 日
本の牧原秀樹衆議
院議員を歓迎しま
す」という大きな
サインを電光掲示
板に出してくれま
した！

ワシントンＤＣにて。
連邦エネルギー規制
委員会、エネルギー
省の高官の方たちと
交渉をしました。

親子夏休み自由研究ツアーにて、一日
ガイドを務めました！これからもいろ
いろ企画していきますので、皆様のご
参加、お待ちしております！！

お声掛けくださる皆様、ありがとうご
ざいます！そしていつでもお声掛け下
さい。皆様の声こそ宝ですし力の源泉
です！

ヤング・グローバル・リーダーとして
夏のダボス会議出席
ダボス会議を運営する世界経営者フォーラムが
毎年 100 人の世界の若手リーダーたち（Young
Global Leaders）を選んでおり、牧原もその一
人になっています。
そこで、中国 大連で行われた夏のダボス会議に
日本の若手を代表して参加し、Facebook のシェ
リル・サンドバーグ代表執行取締役や、フィンラ
ンド首相など数多くの世界の経営者・政治・科学
等のリーダーたちとお会いしてきました。世界へ
のネットワークを持つ強みを活かしていきます。
ＣＮＢＣに出演。日本のこと、
安倍政権のことを聞かれまし
た。海外メディアにも積極的
に出てアピールしていきたい
と思っております。

運動会にて、リレーに参加させて頂き
ました。一生懸命走りました！
Facebook のシェリル・
サンドバーグ代表と。

世界中の若手リーダー達
と今後の世界経済につい
て勉強会を開催

203 高地にて。日本人が忘れてはな
らない場所の一つだと思います。多
くの先人の皆様が命を懸けて守ろう
としたものは何か、そのことを考え
て政治に携わっていかなければなら
ない、と思っております。

グラウンドゴルフ開会式にて、人生の大
先輩方の前でご挨拶。負けないように
頑張らなきゃ！と勇気をもらいました。

