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自由民主党 埼玉県第５選挙区支部（牧原ひでき事務所）

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に
て世界的な法律事務所や国際機関に勤務。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12月衆議院選挙に再選。
（2期）2013年9月、環境大臣政務官に就任。2014年9月、自由民主党副幹事
長に就任。議員宿舎は借りず妻・2男1女と地元に暮らし、電車通勤で国会に通う
さいたま市に住んでいる身近な国会議員です。

プロフィール

牧原秀樹
衆議院議員3期
自民党副幹事長
青年局長代理

日本経済新聞朝刊「交遊抄」に牧原が登場

●大宮駅  豆の木9:20集合　各30名様

ゆったり、じっくり学ぼうゆったり、じっくり学ぼう

●お一人様 1,500円（昼食代込み。交通費は各自負担。）
9:30　 大宮駅出発（電車で移動） 10:45　国会見学・正面にて記念撮影
12:30　 憲政記念館にて昼食 14:00　自民党本部
15：00頃 現地解散

3/27金

TEL048-854-0808

国会見学ツアー国会見学ツアー

さいたまから
日本を変える！

埼玉県第5選挙区

衆議院議員　自民党副幹事長
埼玉県第５選挙区支部長

牧原ひでき
まきはら

１． 戦後以来の大改革
経済再生、復興、社会保障改革、教育再生、地方創生、女性活
躍、外交・安全保障の立て直し
難問山積みだが、更に力強く前進する。

２． 改革断行国会
●農家の視点に立った農政改革
●オープンな世界を見据えた改革（ＴＰＰ、法人税引下げ等）
●患者本位の医療改革（新たな患者申出療養制度創設等）
●エネルギー市場改革（小売参入自由化、発送電分離等）
●改革推進のための行政改革（独法の整理統合等）

３． 経済再生と社会保障改革
●経済の好循環を作る。賃上げも実行し、雇用も確保する。
●社会保障の充実（子育て支援、認知症や難病対策の推進等）

４． 誰にでもチャンスに満ち溢れた日本
●女性が輝く社会 ●柔軟かつ多様な働き方
●若者の活躍 ●子供たちのための教育再生
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日本はバブル崩壊以来、本格的に前に進み始めています―
最後のチャンスを活かす！！

私たちは常に皆様の声に耳を傾けます。
是非、ご意見お願い申し上げます。
ミニ集会やお宅訪問なども気軽にお誘いください。

５． 地方創生
●地方にこそチャンス ●地方目線の行財政改革
●安心なまちづくり（事前防災・減災対策の推進）

６． 外交・安全保障の立て直し
●平和国家としての歩み
●戦後70年の「積極的平和主義」（核軍縮・不拡散をリード等）
●地球儀を俯瞰する外交

７． 2020年の日本
●東日本大震災からの復興 ●オリンピック・パラリンピック

日本は変えられる
ーすべては私たちの意志と行動にかかっている。

私たちは　これからの未来を見据えて、
やるべきことをやりぬきます。
批判と悪口だけの政治は終わらせます。

平成27年度予算の政府案（96兆3,420億円）

財政再建も前へ

新たな借金はせず、公債を7,500億円減額

牧原の原点です

重 

点

平成26年度補正予算（3.1兆円）

平成27年度税制改正

1　生活者への支援等関連経費 11,854
2　地方の活性化関連経費 5,783
3　災害・危機等への対応関連経費 7,578
4　地方交付税交付金 9,538
5　その他の経費 4,463
6　既定経費の減額 ▲17,880
　  ⑴国債費 ▲15,142
  　⑵その他 ▲2,738
7　東日本大震災復興 9,844
          特別会計へ繰入

　　合計 31,180

1　税収 17,250
2　税外収入 1,036
3　前年度剰余金受入 10,622

4　公債金 ▲7,571

5　前年度剰余金受入 9,731
              （復興財源）
6　税外収入（復興財源） 113
合計 31,180

単位（億円）

単位（億円）

歳　　出 歳　　入

■景気対策 ■地方創生
■復興・防災 ■子育て支援
■社会保障

重
　
点

■地方創生
■景気対策
　（省エネ改修の住宅エコポイント復活、地域振興券 等）
■新エネルギーと省エネルギー支援
■待機児童解消

国債費
234,507
（24.3%）

国債費
234,507
（24.3%）

その他
95,133
（9.9%）

その他
95,133
（9.9%）

債務償還費
133,035
（13.8%）

債務償還費
133,035
（13.8%）

防衛
49,801
（5.2%）

防衛
49,801
（5.2%）
文教及び
科学振興
53,613
（5.6%）

文教及び
科学振興
53,613
（5.6%）

公共事業
59,711
（6.2%）

公共事業
59,711
（6.2%）

地方交付税
交付金等
155,357
（16.1%）

地方交付税
交付金等
155,357
（16.1%）

基礎的財政収支
対象経費
728,912
（75.7%）

基礎的財政収支
対象経費
728,912
（75.7%）

社会保障
315,297
（32.7%）

社会保障
315,297
（32.7%）

利払費等
101,472
（10.5%）

利払費等
101,472
（10.5%）

一般会計
歳出総額
963,420
（100.0%）

一般会計
歳出総額
963,420
（100.0%）

※国債発行額は4兆円削減
※民主党時代に決定されたプライマリー
バランスの赤字削減の目標は達成で
きる見込み。

食料安定供給 10,417 （1.1）
中小企業対策 1,856 （0.2）
エネルギー対策 8,985 （0.9）
恩給 3,932 （0.4）
経済協力 5,064 （0.5）
その他の事項経費 61,379 （6.4）
予備費 3,500 （0.4）

日本経済新聞 2015年2月11日

大好評
ありがとうございます。
春休みの思い出づくりに、
お子様もぜひどうぞ！
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①「信頼される政治」 県政をリードしてきた実績を自覚し、パフ
ォーマンスに陥らない信頼される政治を推進します！

②「責任ある行動」 県議会最大政策集団として、県民ニー
ズにこたえる政策立案で、県政への責任ある行動を図ります！

③「未来への創造」 郷土埼玉の伝統を引き継ぎつつ、活力
あふれる埼玉県を創造します！

●誰もが誇れる東日本の顔となるまちづくりの推進
 ・大宮駅・新都心駅周辺のまちづくりを最優先
 ・日本一災害に強く魅力ある東日本の中枢都市へ
 ・都市と自然が調和するみどり溢れる環境未来都市へ
 ・見沼たんぼの活性化（桜の植樹活動の継続など）
●地域経済の活性化、景気回復・雇用対策の推進
●子どもたちの教育環境整備、子育て支援の充実
●地域医療・高齢者・障がい者福祉の充実
●市民の声をもっと市政に！行財政・議会改革を推進

子育て世代 働き盛り ４２歳
■1972年 大宮区にて戦前から八百屋を営む家庭に生まれ育つ ■地元の神戸幼稚園→大宮北小→
大宮北中→県立春日部高校→中央大学法学部 卒業後、家業を継ぎ業種転換や社業に邁進 
■2010年 さいたま商工会議所青年部 専務理事、日本青年会議所不動産部会 副部会長などを歴任
■2011年 さいたま市議会議員初当選以来、まちづくり委員会 副委員長（1期生18人中トップ就任）、
市民生活委員会 副委員長、適正な発注制度及び人員配置に関する調査特別委員会 副委員長
■さいたま市消防団宮町分団、ロータリークラブ、キワニスクラブ、埼玉中央青年会議所シニア会など各
種奉仕団体に所属 ■家族：妻、一男一女（中学・小学）近居の両親・姉・弟

■1967年（昭和42年）大宮生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。
■1990～98年、三菱商事勤務。上海にて子会社営業部長など。
■1998～2011年、旧大宮市議・さいたま市議（連続３期）。
■2011年～現在、埼玉県議（1期目）。企画財政委員会副委員長など。
■公共経営修士。特技：語学（英語、中国語）。

■昭和４１年 桜木中学校卒業 ■昭和４４年 春日部高校卒業 ■昭和48年3月 日本大
学理工学部土木工学科卒業 ■昭和48年4月 埼玉県庁入庁 平成14年3月退職 ■昭
和59年3月～ 大宮建設職業訓練校講師 ■平成6年～ 小村田氷川神社総代 ■平成
15年4月さいたま市議会議員初当選 ■平成20年～ 上小町自治会会長 ■平成21年
4月～ 青少年育成三橋地区会会長 ■平成24年 
●〈モットー〉誠実、即行　〈趣味〉スキー、旅行、音楽鑑賞

■1940年生まれ
■昭和34年3月 埼玉県立熊谷農業高校卒業
■昭和37年2月 全国新農村建設同志会設立（常任理事）
■昭和58年5月～昭和62年5月　大宮市立別所小、宮原中学校ＰＴＡ会長
■平成元年12月 大宮市議会議員（連続3期）
■平成5年12月 全国新農村建設同志会会長就任
■平成10年1月 大宮市議会議長就任
■平成15年4月 埼玉県議会議員
■平成22年11月 Ｊ1プロサッカー大宮アルディージャ後援会副会長
■平成24年3月 埼玉県議会副議長就任
■平成24年4月 県議会盆栽振興議員連盟会長
■平成24年4月 県議会大宮アルディージャ後援会会長

●夢をカタチに！ まずは大宮から、
自分たちの手で。「無理だ」「無駄だ」とあきら
めず、ひとり一人の声を大切に、力を出し合い、
不可能を可能にします。
●市議時代は、鉄道博物館誘致、市立中高一貫
校設立、電気自動車普及、アスベスト対策に取
り組みました。
●県議として、大宮区役所移転交渉、大宮駅東
口に公設公営の防犯カメラ設置、ドクターヘリ
広域連携、母子感染対策などを実現しました。
●引き続き、大宮駅周辺の都市計画をはじめ、埼京線の深夜運行拡大、首都
高の圏央道への延伸、警察署・交番の整備、芝川改修などに努めます。

住みよいまちに！
皆様への約束
●駅前の保育所づくり ●幹線道
路の早期整備 ●生活道路の整備 
●青少年の健全育成と安全対策 
●高齢者の生きがいを育む福祉 
●安らぎのある緑のまちづくり 
●環境を守るためのゴミ問題 
●大宮駅周辺の整備 ●さらなる財政の健全化

県政へ燃える心でさらなる前進！
1.2017年にさいたま市で開催される「第8回
世界盆栽大会」に、埼玉県埼玉県議会として精
一杯の努力をします。
2.大宮北警察署（仮称）の新設に全力を尽くします。
3.地域経済の活性化、先端産業プロジェクトの
推進、人材確保、育成の推進に取り組みます。
4.県民の健康、命を守るため、医師不足を抜本的
に解決します。

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-12-4　澤田ビル

　 048-648-9195　　 　048-648-6486

　　e-sawada@jcom.home.ne.jp　　　http://sawadatsutomu.jp/

BLOG  http://blog.livedoor.jp/unehistoiredebleu/

　　http://www.facebook.com/tsutomu.sawada

埼玉県議会自由民主党議員団

県民への約束

◎地下鉄７号線 浦和美園～岩槻間の着手

◎大宮駅利便性向上に向けた取組の推進

◎埼京線深夜運行時間の拡大の推進

◎見沼たんぼの活用と保全の推進

◎圏央道・関越道スマートＩＣへの取組推進

①経済再生を実現します。
　日本再生のためには、アベノミクスを貫き、デフレから
の脱却・経済の好循環を確かなものとし、経済再生と
財政再建を成し遂げる。この道しかありません。

②地方創生・女性の活躍を推進します。
　全国各地に元気がなければ、日本再生はありません。
　地方が主役の地方創生とすべての女性が輝く社会
を実現します。

③あなたの安全・安心を守ります。
　政治の大きな使命は、皆さんの生命と財産を守るこ
とです。安全・安心のための諸施策を着実に推進します。

※詳しい「2015政策パンフレット」をお配りしています。
　ご希望の方はまきはら事務所までご連絡ください。

①少子高齢化社会への着実な対応
⑴バラマキによる手当等に頼らない、保育園の増設、放課後児童対
策事業の強化など、子育てを応援する施設に充実を図ります。
⑵教育都市として、 小・中学校におけるきめ細かな指導の充実のため、 
施設・人材等の教育環境の大幅な強化を目指します。また、社会環
境 に適応した学校の安全策を強化します。
⑶高齢者の皆さまが、安心して生きがいを持って地域で生活できる社
会づくりを目指します。

②徹底した行財政改革を断行
⑴公務員の総人件費を20％カットし、スリムな行政を目指します。
⑵組織、行政区、出先機関の見直しにより、組織の適正化を図ります。

③活力あるまちづくり
　　地域経済の活性化を図るためには、商店街の発展は最重要課
題です。自由民主党さいたま市議団は、商店会連合会と連携して
「さいたま市商業等の振興に関する条例」を提案し、成立させました。

④市民に身近な行政、議会を実現します
　　市民の皆さまに徹底した情報開示を行い、市民の意見を集約で
きるような地域集会の開催を目指します。

地域別課題への主な取り組み

北区 埼玉県議会議員 大宮区 埼玉県議会議員

埼玉県議会議員

新藤 信夫
 し　ん　ど　う 　　 の　ぶ 　 お 　

新藤 信夫
 し　ん　ど　う 　　 の　ぶ 　 お 　

沢田　力
 さ　わ 　 だ 　　　　　 つとむ 

沢田　力
 さ　わ 　 だ 　　　　　 つとむ 

鈴木ひろし
 す　ず 　 き 　　　　　　　　　　　　　

鈴木ひろし
 す　ず 　 き 　　　　　　　　　　　　　

大宮区 さいたま市議会議員

渋谷 佳孝
 し　ぶ 　 や 　　　 よ　し　た　か

渋谷 佳孝
 し　ぶ 　 や 　　　 よ　し　た　か

大宮をもっと元気に！

西区の新星　42才

大宮区 さいたま市議会議員

伊藤 雅俊
 　い　  と　う 　　 ま　さ　と　し 

伊藤 雅俊
 　い　  と　う 　　 ま　さ　と　し 

中央区

井原ゆたか
　 い 　 は　ら 　　　　　　　　　　　　

井原ゆたか
　 い 　 は　ら 　　　　　　　　　　　　

中央区 会社役員

中島たかいち
 な　か　じ　ま 

中島たかいち
 な　か　じ　ま 

中央区 さいたま市議会議員

金井やすひろ
 か　な 　 い 　

金井やすひろ
 か　な 　 い 　

西区 自民党さいたま市西区支部
植水地区幹事長

稲川さとみ
 い　な　が　わ

稲川さとみ
 い　な　が　わ

西区 故稲川晴彦さいたま市議会議員妻

関根 信明
 せ　き 　 ね 　　　 の　ぶ　あ　き 

関根 信明
 せ　き 　 ね 　　　 の　ぶ　あ　き 

北区 さいたま市議会議員

■1973年(昭和48年)生まれ　■1985年(昭和60年)大宮市立植水小学校卒業　
■1988年(昭和63年)大宮市立植水中学校卒業　■1991年(平成3年)埼玉県立浦
和東高等学校卒業　■1997年(平成9年)東洋大学工学部土木工学科卒業　
■1997年(平成9年)株式会社ガイアートクマガイ入社　■2002年(平成14年)株式会
社イマギイレ入社　現在　環境リサイクル営業部 首都圏グループ長
■家族：妻、長男(植水中3年)、長女(植水中1年)、次男(植水小2年)

『安心・安全 住みよい
まちづくりを‼』
地元生まれの地元育ち。長年住んで
いるからこそ分かる事。都市計画道
路の早期整備や、子どもや高齢者の
住みよいまちづくりなど皆様からの
意見を市政に反映させるため、地元
のために取り組んでいきます。

〒331-0059 さいたま市西区水判土231-5

　 048-788-2420　　 048-788-2421 　

　 090-8742-5959

　 kanai.yasuhiro@rd5.so-net.ne.jp

市民目線・生活目線を
大切にしていきます
保健・医療・介護・福祉の充実
現場の声を市政に届けます
女性が働きながら子育て
ができる支援に取り組みます
■1959年　島根県生まれ
■国立療養所刀根山病院付属看護学校
　／大阪府立公衆衛生専門学校保健学科卒業
■保健師として保健センター2年
　看護師として病院9年
　看護学校教員として20年（内教務主任9年）勤務
■茨城県看護教員連絡会副会長
　茨城県看護協会職能委員会Ⅱ委員
■日本看護協会・看護連盟会員

努力した人が報われる社会の
構築と長い将来を見据えた
施策の推進に努めます。

1.暮らしやすい街づくり
 ・子育て支援政策および保育施設の充実
 ・福祉介護施設およびコミュニケーションを
 取れる場の充実
⇒幅広い年齢層の方々にとって暮らしやすい街へ！

2.安心安全で便利な街づくり
 ・エネルギー問題と災害時対策の取り組み
 ・交通インフラの拡充
⇒スマートシティを積極的に導入し、エコな環境かつ便利な街へ！

3.伝統と文化を守る街づくり
 ・さいたまの歴史を残していく施策(街道の整備、等)
 ・住民が気軽に参加できるイベントの充実
⇒伝統と文化を次の世代に継承し、人の触れ合いがある街へ！

３２歳子育て真っ最中！！
■昭和57年 7月2日生まれ
■平成元年 成徳幼稚園　卒園
■平成7年 与野市立八幡小学校　卒業
■平成10年 与野市立与野東中学校　卒業
■平成13年 埼玉県立浦和高等学校　卒業
■平成18年 東京学芸大学　教育学部　卒業
■平成18年 (株)東京都民銀行　入行
■平成21年 (株)東大能力研修舎　与野教室長
■平成22年 埼玉県議会議員候補　公募（さいたま市中央区）に合格
■平成23年 埼玉県議会議員初当選
■平成25年 人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会副委員長
■平成26年 企画財政委員会副委員長

■第９代市議会副議長／市議会総合政策委員長／さいたま市監査委員／市議団幹
事長／市議団政調会長／大戸小学校後援会長／大戸小学校評議員／中里自治会
親和会副会長／与野中央ライオンズクラブ前会長／県ＰＴＡ連合会常任理事／与野グ
ラウンド・ゴルフ協会顧問／与野民謡連名相談会
■浦和商業高校卒業
■趣味 ： ボランティア活動とハイキング
■好物 ： ラーメン・カレーライス
■血液型 ： Ｏ型

学歴/職歴■1983年 1月13日誕生。与野市産まれ。 ■1995年 与野市立本町小学
校卒業 ■1998年 麻布中学校卒業 ■2001年 麻布高等学校卒業 ■2005年 東京
大学理学部天文学科卒業 ■2010年 東京大学大学院博士課程卒業/理学博士 ■
2010年 東芝ソリューション㈱ 入社 ■2013年 トヨタ自動車㈱ 入社(出向)
活動■２００６年与野夏祭りにて、下町若連若頭長。若衆のトップとして地元の祭りを盛り
上げました。１４歳のときから神輿を担いでいます

〒330-0855 さいたま市大宮区上小町1146-3

　 048-647-7713　　 　048-647-7726

　　nshindo131@gmail.com

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町3-21

　 048-631-0055
　　048-631-0066

　　e-shibuya@ko-enkai.jp

　　http://www.y-shibuya.jp/

〒338-0002 さいたま市中央区下落合4-11-9

　 050-3690-7234　　 　048-610-8562

　　office@itomasatoshi.main.jp

〒331-0821 さいたま市北区別所町50-1

　 048-644-5318　　 　048-652-0029

■北区育ち ■宮原幼稚園、泰平小学校、栄東中・高でマナブ。 ■大学卒業
後、国会議員の公設第一秘書などを経験。 ■多くの政策立案、地域課題な
どに取り組む。 ■市議会最年少。（さいたま市北区選出） ■地域医療問題に
も全力で取り組む。
♥大好き→ さいたま市、ホタルの育成、ラーメン屋さんめぐり、御神輿、ママチ
ャリサイクリング等　
■身長186cm　■双子座のＡ型　　「実家はマグロ屋」

若い力で！まっすぐに、マナブ。
〇安心出来る医療・福祉の街に！　さいたま市北部の
医療拠点と不足しがちな小児医療の充実
〇子育てがしやすい街に！　●学童保育の充実 
●低年齢（0～2歳）保育園の充実 ●病児保育の新設
〇世代や地域がつながる街に！　
●地域コミュニティーの強化 ●大切な伝統文化の充実
〇災害に強い街に！　●ゲリラ豪雨などの水害対策を
強化 ●災害時の各機関との連携を充実
〇ホットする街に！　●ニューシャトルの駅前地域の公園にトイレを設置
　●コミュニティサイクルの拠点拡充 ●安心安全な学校通学路の確保

32歳

〒331-0812　さいたま市北区宮原町3-326-1　２階

　 048-668-6065　　 　048-668-6066

　 090-9002-1895　　　　manabu186cm@yahoo.co.jp

保育所や学童等、待機児童の
解消・グラウンドゴルフ場の
整備、教育、福祉に積極的に
取り組みました。中央公園・区
役所・体育館周辺の総合公共
施設「夢のあるまちづくり」
を推進してまいります。

〒338-0011 さいたま市新中里1-7-11

　 　 048-832-7854

〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-3-3

　 　 048-789-6532
　 yutakanokai@gmail.com

〒331－0074　さいたま市西区宝来1547－5（自宅）

　 048-621-0800　　 048-778-9345 　

　 vff22046＠docomo.ne.jp
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