▼

議院の選挙区割りを変更する公

一票の格差を是正するための衆

世話になっております︒衆議院

の一年は国会を裏方で運営する

の党青年局長などを経験し︑こ

第１９３回通常国会において︑ 長︵２期︶︑埼玉県では初めて

議員の牧原︵まきはら︶ひでき

議院運営委員会理事︑国会対策

会・環境部会長代理︑党副幹事

で環境大臣政務官︑経済産業部

私は︑衆議院３期で︑これま

ます︒

とうござい

賜りありが

解・ご支援

活動にご理

平素より︑村井

職選挙法改正が行われ︑本年７
副委員長として活動してきまし

http://www.hmacky.net/

facebook ＆ Twitterも更新中！

さいたま事務所

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

048-854-0808
048-858-2635

者委員会および区割り審議会の

最高裁判決と専門家による第三

しかしながら一票の格差を守る

方もいらっしゃると思います︒

対象となることに違和感を抱く

るいは東大宮地区の一部のみが

方的な変更であり︑見沼区︑あ

地元の皆様からすれば誠に一

第５区へと変更されます︒

丁目︑大字砂︶の地域が埼玉県

丁目︑３丁目︑４丁目︑砂町２

たと思える国づくりをするため

よかった︑長生きをしてよかっ

ってきました︒日本に生まれて

える政治改革にも常に先頭を切

きました︒古い体質の政治を変

持・発展することに力を注いで

本が人口減少しても経済力を維

た︑国際経済の専門家として日

などに力を入れてきました︒ま

震偽装事件等︑犯罪被害者救済

供の貧困撲滅︑派遣村問題︑耐

殺処分ゼロ︑自然環境保護︑子

者救済︑悪質商法撲滅︑動物の

信条であり︑これまで多重債務

人の力になりたい︑というのが

を助けたい︑つらい人・苦しい

護士として︑とにかく弱いもの

とは弁護士・ニューヨーク州弁

で生まれ育っています︒もとも

２人︑女の子１人︶さいたま市

ています︒子供も３人︵男の子

勤する地元密着型として活動し

議員宿舎なく地元から電車で通

お願い申し上げます︒

とご連絡頂けますようよろしく

ごと等ございましたら︑何なり

動をしておりますので︑お困り

を含めた埼玉１区で引き続き活

なお︑私自身は︑東大宮の東口

なくなってしまいました︒

というご報告をしなければなら

残念ですが︑選挙区割りの変更

からご恩返しという時期に大変

てきております︒そして︑これ

ある仕事を任されるようになっ

長を務めるなど︑少しずつ責任

５年目となり︑自民党の副幹事

も︑お蔭さまで︑国政活動２期

き︑またお育て頂きました︒私

ジした時から︑温かく迎えて頂

５年前に初めて政治にチャレン

れることとなりました︒

区﹂から﹁埼玉５区﹂に変更さ

ては︑衆議院選挙区が﹁埼玉１

にお住まいの皆さまにつきまし

公職選挙法により︑東大宮西口

今までの村井ひでき代議士と同

しく仲間として入って参ります︒

５区

し ゃ る か と 思 い ま す が︑﹁埼 玉

割り変更で驚かれる方もいらっ

まいの皆様には︑突然の選挙区

ありがとうございます︒

動にご理解・ご支援頂きまして

自由民主党さいたま市
見沼区支部 支部長

田村琢実
じく︑暖かいご支援賜ります様︑

牧原ひでき代議士﹂が新

地元見沼区東大宮西口にお住

平素より︑田村琢実の政治活

埼玉県議会議員

私からもお願い申し上げます︒

原ひできさんにも頂けますよう

ので︑皆様方のお力を是非︑牧

力・人格共に素晴らしい方です

政治の世界の先輩でもあり︑能

判断に基づく措置であり︑ご理

に全力で頑張りますので︑今後
よろしくお願いいたします︒

牧原ひでき

皆様には︑私︑村井ひできが

解のほどなにとぞよろしくお願

の新たなご指導・ご支援のほど

庶民派として︑無派閥を貫き︑ 票の格差を是正するための改正

通常国会で成立致しました︑一

絡で大変恐縮ですが︑

突然のご連

ひできの政治

日から施行されます︒この

です︒

月

いいたします︒

※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。

た︒

東大宮の皆様︑いつも大変お

※参加費用の中に昼食代を含みます。
※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。

また︑新しく選挙区となりま 地 元 の 県 議 と し て お 願 い 申 し 上
す埼玉５区の牧原ひできさんは︑ げます︒

た東大宮駅の西口側︵東大宮２

衆議院議員3期

牧原秀樹

活動内容は常にウェブからも発信中！

お気軽にどうぞ

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。
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
昭和４６年６月４日生まれ
B型、
ふたご座
マハの各氏など何でも。おすすめあれば教
麻布高、東京大学法学部卒、
ジョージタウン
えて下さい！）、映画、旅行。スポーツ観戦。お
大ロースクール卒、国際弁護士（日本・ニュー
祭り、お神輿。動物・自然（国会では絶滅危惧
ヨーク州）
種ともいわれる環境専門です）。正義。
前青年局長、元環境大臣政務官。

プロフィール

048-854-0808
自民党埼玉県第五選挙区支部
牧原ひでき事務所
各申込み
主催・問合せ

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。

昼食代、保険代込み。
※交通費は各自負担です。

1,500円
お一人様
参加費用

さいたま市中央区上落合2-1-24-5階

村井ひでき

夏休み 親子社会科見学

結果︑従来埼玉県第１区であっ

ゆったり、じっくり学ぼう

2,000円
子ども一人

5,000円
大人一人
参加費用

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！
【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】

牧原ひでき事務所
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
048-854-0808
ので、お気 軽にお
声かけ、ご 相 談く
048-858-2635
ださい。
office@hmacky.net

衆議院議員（埼玉1区）

8/18

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

9/20㊌

国会議事堂& 募集50名様
羽田クロノゲート見学
衆議院議員（埼玉５区）

8/5㊏
まきはら

バスで行く
15

参加
無料
ソニックシティ会議室901
13：30〜14：30

はじめまして
衆議院議員牧原ひできです

INFORMATION!

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。
さいたま市中央区鈴谷8-8-31-303
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持っていたり︑犯罪の被害にあ
殺処分ゼロを目指す牧原プラン

環境大臣政務官時には動物の

に﹁子どもが欲しい﹂と思う方

は危機を迎えます︒まずは早急

分野がどんなに良くなっても国

れ以上の少子化が進めば︑他の

少子化は大変な問題です︒こ

討も提案しました︒子育て世代

元青年局長らと子ども保険の検

す︒その財源として小泉進次郎

への支援などに取り組んでいま

児童ゼロ︶︑放課後児童クラブ

の無償化︑保育園の充実︵待機

モットーで現場視察︑体験を重

歳以

活動報告

▲ メディアに積極的
に出演し、政策を訴え
ています。

●上野 ―
東京ライン創設に尽力
●地元の医療問題解決に尽力
●世界盆栽大会の誘致・成功に尽力

●議員年金廃止など税金の使い方改革
を様々に実行

規制改革を実現 ︵ビザの緩和により大
幅な外国人訪問客の増加につなげる︶

●規制緩和チームの座長として様々な

●更生保護︑各種依存症や犯罪被害者
の救済など苦しむ人の救済に尽力

●再生可能エネルギー推進
水素エネルギー活用推進など環境に
優しい社会実現

●動物の殺処分ゼロ

●日本のパリ協定加盟など環境問題

●多重債務者・悪徳商法撲滅など消費
者問題に尽力

め役︶

●子どもの貧困撲滅︵超党派議連のまと

▲

▲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。

活動実績

▲CNBCに出演。日本の事、安倍政権の事を聞か
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います。

﹁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 ﹂

ったりなどの自らの責によらな
を策定しました︒生きとし生け

への支援を行うべきであり︑不

代表として﹁子どもを産みた

どんなに金銭的に豊かになっ

ね現場の生の声を取り入れなが

▲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。

まずは景気と生活を立て直し

牧原が実現します！

て良かった！﹂と思える社会を

上の大先輩たちが︑﹁長生きし

の立て直しをされてきた

不屈の努力と根性によって日本

戦後の厳しい時代を乗り越え︑

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
■ 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

きるようにしていきたいと思っ

優しさあふれる社会の実現
人間には︑弱い人もいれば強

いハンデを背負うこともありま
るものへの優しさあふれる国に

ています︒

す︒しかしどんな事情や背景が
します︒

い人もいます︒障がいや病気を

あっても幸せに生きることがで

安心安全な国づくりを進めます︒

安心・安全な国にする
世界の変化は急です︒その中
で︑どんな状況になろうとも国
民の生命財産を守り抜くことは
政治の使命です︒また︑国内の
治安や防災も党利党略で争うよ
うなことではありません︒自衛
隊や警察︑海上保安庁や消防

▼松野文科大臣に子どもたちの教育
確保の重要性を犯罪防止の観点から
要望︒再犯防止にも事務局長として
力を入れています︒昨年は︑薬物依
存症対策強化と更生保護施設の体制
強化を図ることができました︒今年
は︑もう一度議員で手分けして全国

︵消防団や自警消防団を含む︶ の 現 状 を 視 察 致 し ま し た ︒ 埼 玉 県 で
など関係者の皆様に感謝しつつ︑ は牧原がまとめ役です︒

妊治療への保険適用︑３人目以

い﹂﹁育てたい﹂と思える環境

少子化対策・子育て支援

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︒ 整備に頑張っていきます︒
子育て支援では︑幼児教育など

ても︑地球自体が滅んでしまっ

ら活動を進めています︒技術支

地球温暖化防止・環境大国

ては意味がありません︒環境は

最大限の支援を行い︑我が国が

今や地球全体の緊急課題であり︑ 援には知的財産権保護も含めた

地球温暖化防止交渉をリードす

うにしていきます︒

るのも我が国の重要な役割です︒ 経済面でも環境を核と出来るよ

再生可能エネルギーや︑最先端

の環境技術推進は︑実践主義の

60

殺処分ゼロを目指す『牧原プ
ラン』を同志の浅田美代子さ
ん、杉本彩さんとともに発表
環境大臣政務官、党地球温暖化対策調査会事
▲埼玉県選出議員としては初めて総理への若手登
務局長として取り組んできた地球温暖化防止
竜門といわれる青年局長を務め、小泉元青年局長
では、ついにパリ協定の合意がなされました。 などと次の時代を作ります。
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