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国会議事堂＆ＪＡＬ工場見学
〜SKY MUSEUM
募集50名様

（※ＪＡＬ工場見学は安全上の理由により小学生以上とさせて頂きます。
小学生未満は保護者同伴でも入場不可となりますのでご了承ください）

【10：00ソニック集合
（バス）
➡12：00自民党本部
（お昼・見学）
➡13：15国会見学
➡16：00ＪＡＬ工場見学➡19：00ソニック帰着予定】

8/18

国会議事堂&
羽田クロノゲート見学
募集50名様

【8：00ソニック集合
（バス）
➡10：00国会見学
➡11：30自民党本部
（お昼・見学）
➡14：00羽田クロノゲート見学
➡18：00ソニック帰着予定】

申込みは随時受け付けております。
まずはお電話ください。

参加費用

9/20㊌
参加費用

中学・高校の先輩でもある谷垣禎一前幹事長は自転車事故により長期入
院し、現在復帰を目指して懸命にリハビリをされています。牧原は副幹事長
として２年間お支えをし、その公平無私な政治姿勢を受け継ぐ議員として、
谷垣前幹事長の復帰を待っています。
「一番辛い、苦しい方の一番の力にな
る」が地元さいたまの皆様に教えて頂いた牧原の人生の信条です。

皆様︑いつも大変ありがとうございます︒地元さいた

ま市在住︑庶民派︑地元の代表として日本の政治を抜本

日に終了しまし

的に変えるべく活動をしております︑衆議院議員の牧原

秀樹です︒第１９３回通常国会は６月

た︒私は︑去年まで埼玉県初の青年局長を努めさせて頂

委員長の職責を担い︑裏方として国会運営に汗を流す立

場で活動しました︒と同時に︑政策面ではNHK中継入

りの予算委員会での質疑や新原子力規制委員長への質疑

をはじめとする各種質疑︑スポーツビジネス小委員会小

委 員 長︑党 再 犯 防 止 推 進 特 命 委 員 会︑I R 検 討 チ ー ム︑

与党ギャンブル等依存症対策PTなどの事務局長︑子供

の貧困撲滅議員連盟事務局長など議員立法や各種提言申

し 入 れ な ど 走 り 回 り ま し た ︒﹁ 政 局 よ り 政 策 ！ ﹂ の 一 貫

した政治姿勢の下︑最も多くの政策形成に関わる議員の

一人として活動しています︒

地元では︑誘致の段階から尽力してきた第８回世界盆

栽大会の大成功を後押ししました︒今後︑設立した盆栽

振興議員連盟を中心として盆栽の世界文化遺産化を目指

してまいります︒地元さいたまを心から愛する地元在住

議 員 と し て ︑﹁ さ い た ま か ら 日 本 を 変 え る ﹂ を 引 き 続 き

実行します︒

残念ながらこの国会は史上最低レベルの足の引っ張り

合いになりました︒改めて︑議員年金廃止などを実現し

て き た 無 派 閥 改 革 派 の 血 が 沸 き 立 ち︑政 治 を︑国 会 を︑

そして自民党など政界を抜本的に打ち壊してでも国民の

信や世界のレベルに耐えられる改革をしなければならな

い︑という思いです︒東京都議選では︑まさにそんな都

民の皆様︑国民の皆様の声を聞いた気がします︒

それには︑古い国会議員ではなく︑次の時代の政治家

の後押しをなにとぞお願い申し上げたいと存じます︒今

牧原秀樹

後ともご指導ご支援のほど︑よろしくお願い致します︒

地元の代表・衆議院議員
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お一人様

念撮影

堂前で記

国会議事

ヤマトグループの巨大な
物流ターミナルを探検！

大人一人

5,000円

子ども一人

2,000円

※参加費用の中に昼食代、保険代を含みます。
※当日、状況により予定が変更になる場合もございますがご了承ください。

各申込み
主催・問合せ

ゆったり、じっくり学ぼう

き︑今国会では議院運営委員会理事︑国会対策委員会副

お任せください 次の日本！

さいたま市中央区上落合2-1-24 三殖ビル5階
TEL048-854-0808 FAX048-858-2635

夏休み 親子社会科見学
▼

■国会事務所■

＜４＞

自民党埼玉県第五選挙区支部
牧原ひでき事務所

048-854-0808

国会見学ツアー

9：45 大宮駅豆の木集合
➡10：00 大宮駅出発➡11：00 議員会館見学
➡国会見学・正面にて記念撮影
➡13：00 憲政記念館にて昼食
➡14：30 自民党本部見学
➡15：00 現地解散

1,500円

昼食代、保険代込み。
※交通費は各自負担です。

※見学コース・昼食箇所は、当日の状況により変更になる場合があります。

申込みは随時受け付けております。
まずはお電話ください。

各申込み
主催・問合せ

自民党埼玉県第五選挙区支部
牧原ひでき事務所

オープンミーティング
今後の経済政策は？ 外交は？ 社会保障は？ 憲法は？
何でもお聞き頂けます。ぜひお気軽にご参加ください。

8/5㊏

ソニックシティ会議室901
13：30〜14：30
プロフィール

牧原秀樹

衆議院議員3期

昭和４６年６月４日生まれ
B型、
ふたご座
麻布高、東京大学法学部卒、ジョージタウン大ロー
スクール卒、国際弁護士（日本・ニューヨーク州）
前青年局長、元環境大臣政務官。
好きなもの：食べ物は麺類、納豆（ほぼ毎日食べてま
す！）、梅干し、せんべい。子ども。読書（なんでも読み
ます。司馬遼太郎氏など歴史小説、東野圭吾、池井
戸潤、百田尚樹、原田マハの各氏など何でも。おすす
めあれば教えて下さい！）、映画、旅行。スポーツ観戦。
お祭り、お神輿。動物・自然（国会では絶滅危惧種と
もいわれる環境専門です）。正義。
嫌いなもの：政治の不正、対案なき悪口と批判、有言不
実行。戦争や暴力。貧困（撲滅議連設立メンバーで
す）。公的なお金の私的使い込み。
議員宿舎なし、地元在住の唯一の国会議員として、
さいたまから日本を変える！と熱く燃えています。

048-854-0808

参加
無料

お気軽にどうぞ
政治家に陳情や要望というと何か大
変なことのように思われるかもしれ
ませんが、生活の中での「困ったな
あ」にも丁寧に対応しております。
牧原も地域の色々な行事に参加させ
ていただいておりますし、スタッフも
地域を回らせていただいております
ので、お気軽にお声かけ、ご相談くだ
さい。

048-854-0808
048-858-2635
office@hmacky.net

活動内容は常にウェブからも発信中！
http://www.hmacky.net/
facebook ＆ Twitterも更新中！

牧原ひでき事務所

さいたま事務所
さいたま市中央区上落合2-1-24-5階

048-854-0808
048-858-2635

国会事務所
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館 1116号室

03-3508-7254
03-3508-3524

▲

小委員

スポーツビジネス小委員会
スポーツビジネス小委員会
長としての活動も２年目となりました︒
２０２０東京オリンピックパラリンピ
ックを契機に︑﹁日本をさらに元気に
する！﹂というプロジェクトに取り組
んでいます︒これからのスポーツの発
展について︑スタジアム・アリーナ改
革︑女性スポーツの振興︑大学スポー
ツの改革︑選手のセカンドキャリアの
充実︑部活の顧問を外部指導者ができ
る体制作りなどを推し進めていきます︒

兆円

兆円まで落ち込んでいた

スポーツ市場の拡大については︑牧原
が主導し︑
マーケットを︑２０２５年には
に拡大することを目指します︒﹁スポ
ーツ立国推進法﹂︵議員立法︶の作成
にも着手しており︑次の臨時国会での
提出見込みです︒

子どもの貧困撲滅
対策推進議員連盟
日本の子どもたちに
は︑全て夢や希望をか
なえるチャンスに恵ま
れ︑貧困に苦しむこと
がないようにしたい︒
党派を超えた同志の議
員たちで議員連盟を立
ち上げ︑牧原が取りま
とめ役として先頭に立
っています︒
給付型の奨学金制度
を実現し︑子ども食堂
を応援するなど現場の
皆様と一体となって子
どもの貧困のない国を
目指します︒

牧原がまとめてきた﹁ギャンブル等依存症対策基本法案﹂
をついに衆議院に提出しました︒与党ＩＲ対策検討チームの
事務局長として︑今まで国家がほとんど力を入れてこなかっ
たギャンブル依存症対策の抜本的強化に取り組んできました︒
秋の国会での成立を目指しています︒依存症に苦しんでいる
人を助け︑今後苦しむ人が生まれないようにしていきます︒

▲

今国会

日の招集から６月
法律案

日まで１５０日間
本中 本が成立
︵衆法９本

参法１本︶

委員

▲

再犯防止推進特命委員会にて︑菅官
房長官に申し入れをしました︒法務大
臣 ︑文 科 省 ︑厚 労 省 ︑官 房 長 官には︑し
つこく︑申し入れを続けていきます！

再犯防止推進特命委員会 ギャンブル等依存症対策
再犯防止推進特命委員会
の事務局長として︑力を入
れています︒民間の更生保
護施設職員の方々の過酷な
勤務状況等の早期改善や︑
支援体制の強化︑薬物依存
症者に対する指導体制や治
療体制の強化などを推し進
めています︒委員会立ち上
げ後︑法務省での再犯防止
対策の予算は大幅に増え︑
再犯はかなり減る方向にな
っています︒議員で手分け
して更生保護の現場視察を
行っており︑埼玉県では牧
原がまとめ役となっていま
す︒再犯防止をさらに推し
進めていきます︒

１月

■閣法

本

・決算行政監視委員会

委員

本︵提出分全て︶承認
︽主な成立法案︾

・政治倫理審査会

自民党
・国会対策委員会
特を担当︶

︵経済産業委員会︑決算委員会︑倫選

副委員長

に関する特別委員会

・政治倫理の確立及び公職選挙法改正

委員

幹事
・今年度予算︵９７兆４５４７億円︶
・民法︵債権法︶改正︵財産や商取引
など実生活に直結︒１２０年ぶ
り︒︶
・刑法改正︵性犯罪を厳罰化︒１１０
年ぶり︒︶
・テロ等準備罪
・皇室典範特例法
・区割り見直し関連法等
・児童福祉法及び児童虐待の防止等に
関する法律の一部を改正する法律
・住宅宿泊事業法︵民泊法︶

理事

︽今国会の所属委員会︾
衆議院
・議院運営委員会

︵国会法改正等及び国会改革に関する
小委員会︑図書館運営小委員会︑庶
務小委員会︑新たな国立公文書館に
関する小委員会︶

▲子ども食堂を視察し、子どもたちと一緒に遊びました。
幸せの輪を広げていきたいと思っています。

まずは景気と生活を立て直し

世界一の長寿

モデル国家へ！

■何歳になっても尊敬され︑
必要とされ︑活躍できる社会
の実現
5.5

国会報告

■議員立法

63

■お体が悪くなっても︑医療
介護が充実し︑年金も不安を
感じない社会の実現

少子化対策・子育て支援
少子化は大変な問題です︒これ以上の少

66 18

・裁判官訴追委員会

■条約承認案

▲衆議院事務総長に議員立法として法案を提出
しました。

や税制などは予定通り３月末に成立

20

子化が進めば︑他の分野がどんなに良くな
っても国は危機を迎えます︒まずは早急に
﹁子どもが欲しい﹂と思う方への支援を行
うべきであり︑不妊治療への保険適用︑３
人目以降にはほとんどお金がかからないと
いう仕組みなどが必要です︒子育て支援で
は︑幼児教育などの無償化︑保育園の充実
︵待機児童ゼロ︶︑放課後児童クラブへの
支援などに取り組んでいます︒その財源と
して小泉進次郎元青年局長らと子ども保険
の検討も提案しました︒子育て世代代表と

の３日間︑さ

▲

※その他150近い議員連
盟に所属しています。

して﹁子どもを産みたい﹂﹁育てたい﹂と
思える環境整備に頑張っていきます︒

〜４／

第８回世界盆栽大会
盛大に開催
４／

いたま市にて世界盆栽大会が行
われました︒さいたまスーパー
アリーナ︑大宮盆栽美術館︑氷

10

▲自民党そして与党と数多くの議論を重ねま
とめてきました。
▲議院運営委員会理事会の様子は、たびたび
テレビでも取り上げられました。
LED普及促進議員連盟
は小池百合子都知事と一
緒に設立しました。

川神社のほか︑大宮駅︑さいた
ま新都心駅にも素晴しい盆栽が
展示され︑世界中から多くの皆
様がお越し下さいました︒誘致
の段階から︑清水はやとさいた
ま市長や大宮盆栽組合の皆様な
どを総理官邸にお連れして安倍
名の

すなど活動しています︒日本が︑そして地元さいたま

も中心となって設立し︑盆栽の世界文化遺産化を目指

ぱいになりました︒国会議員の﹁盆栽振興議員連盟﹂

子どもたちが掲げるメッセージボードを見て胸がいっ

後押しに動いてきたことを思い出し︑開会式で

総理に直接支援要請をするなど︑

６月にはスポーツ立国調査会会長 馳前文部科学大臣
を地元さいたま市にお招きして、スポーツをテーマにフ
ォーラムを行いました。たくさんの皆様にご来場いただ
きありがとうございました。
●子どもの貧困撲滅対策推進議員連盟 事務
局長
●若者政策推進議員連盟（仮称） 会長予定
●盆栽振興議員連盟 事務局長
●親子断絶防止議員連盟 事務局次長
●犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連
盟 副会長
●エネルギー・化学産業振興議員連盟 事務
局長代理
●LED普及促進議員連盟 幹事長
●テニス推進議員連盟 事務局長
●グラウンドゴルフ振興議員連盟 事務局長
●野球振興議員連盟 事務局長
●日ペルー友好議員連盟 事務局長
●AI・ビッグデータ・IoT活用促進若手議員
連盟 幹事長
●日アフリカ友好議員連盟 事務局次長
●日米災害相互支援協力を考える議員の会
事務局長
●国立公園レンジャー振興議員連盟 事務局長

30

20

取りまとめ役を務める主な議員連盟の一部をご紹介します

った！」と思える社会を牧原が実現します！

が世界に誇る盆栽の振興︑その他日本の文化の振興に

様々な分野で活動しています。
どうぞお気軽にお声がけください

って日本の立て直しをされてきた60歳以上の大先輩たち

15

TV中継入りの予算委
員会において天下り問
題を牧原が質問。年齢
によらずいつまでも活
躍できる社会構築を訴
えました。

が、「長生きして良かった！」「人生頑張ってきて良か
これからも力を入れていきます︒

活動議員連盟

28

▲塩崎恭久厚生労働大臣にはたびたび申し入れを行っております。
▲埼玉県選出議員としては初めて総理への若手登竜門
といわれる青年局長を務め、小泉元青年局長などと次
の時代を作ります。

戦後の厳しい時代を乗り越え、不屈の努力と根性によ

清水はやと市長など皆様をお連れし︑
安倍総理に大会の招待状をお渡ししまし
た︒開会式でのビデオメッセージも依頼
し︑総理命名の盆栽﹁輪の舞﹂の直筆色
紙も頂戴し︑大会で展示されました︒

第１９３回

70

「生まれてよかった 牧原が実現します!
長生きしてよかったと思える国づくり」

＜２＞
平成２９年
（2017年）７月11日
（火曜日）
平成２９年
（2017年）７月11日
（火曜日）
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