れなどで見た目も悪く︑小学校の通

ら︑﹁歩道橋が︑サビや塗料のはが

宮原小に通う子どものお母さまか

ださった国土交通省大宮事務所の

いただきました︒迅速に対応してく

ヶ所を修復し︑ペンキも塗り直して

絡︒１か月後には滑り止めの金具５

号︶陸橋補修

学路になっているため︑子どもたち
方々にも感謝申し上げます︒

宮原地区 中山道︵

が通るのを怖がっているんだけど︑

号︶を跨ぐ陸橋で

す︒補修され︑きれいになりました︒

いる︑中山道︵

▼宮原小学校への通学路にもなって

何とかなりませんか？﹂との陳情を
生活の﹁困った﹂にも細
いただきました︒現場を確認すると︑
かく対応してまいります
確かにボロボロな感じがして子ども
の目線から見たらコワい印象だな︑ ので︑お気軽にお声がけ
ください︒
と思われました︒
すぐに国土交通省大宮事務所に連

通勤が楽に

声が寄せられ牧原にとっても喜びで

便利になった︑良かったとの喜びの

開通後は︑利用される方々より︑

してまいりました︒

設を国会でも何度も取り上げ後押し

〜上野 東京ラインの創設を後押し〜
‐
牧原が国会で何度も取
り上げ質問︒
何年も動かなかった計
画を動かしました︒

あり︑活力の源になっております︒

牧原 会期延長賛成討論

も︑評論することでも︑

とは︑悲観することで

ちに求められているこ

演説において︑﹁私た

安倍総理は所信表明

重要な法案が残ってお

めて︑まだ審査すべき

が足りないという日程闘争的なやり

議が止まり︑最後になって審議時間

しかしながら︑なにかあれば国会審

いては真摯な反省が求められます︒

した︒むろんそのようなご指摘につ

言等によりしばしば審議が止まりま

いかないのであります︒

に未来の世代にツケを回すわけには

︿以下︑抜粋にて討論文をご紹介いたします﹀

りと応えていこうでは

て︑その負託にしっか

たちは国民の代表とし

なかったとはいえないからです︒

野党時代の自民党にも同様の悩みが

判するものではありません︒それは

私はそのことで野党の皆さまを批

高齢化が進み︑人口は大幅に減少す

これから日本はますます少子化・

まさにその通りだと思います︒

国会議員が︑審議がなされず︑ただ

と位置付けられております︒私たち

を代表し︑憲法上でも全国民の代表

民の声を聞き︑地元の多くの皆さま

私たち与野党の国会議員は日々国

ることが予想され︑財政状況も予断

待っていたりするのは本当にもった
いないことです︒
もしそれが︑国会の仕組みや慣習

第１９２回臨

守るだけではなく︑私たちの子供や

日

のせいならばその改革こそがいま必

月

孫たちなど次の世代の幸せを守るこ

年

要なのではないでしょうか︒
制度の手直しを怠り︑あるいは必

ょうか︒
年金基準を確保するための﹁年金法﹂をはじめ︑

時国会会期延長賛成討論より抜粋﹀

︿平成

とが求められているのではないでし

そんな中︑今の世代の今の幸せを

を許しません︒

と訴えかけました︒

ありませんか﹂

今国会でも︑政府側の不適切な発

ましてや︑批判に明け

方は︑社会が日々猛烈な勢いで変化

29

要な措置を講じることなく︑無責任

29

11

平成 年 月 日︑今国会の延長にあた
り牧原は︑会期延長賛成討論に立ち︑与野
党がむやみに対立し︑足を引っ張り合うの
ではなく︑今の幸せとともに未来の幸せも
考えて国家国民のためにやるべきことをや
り抜くべきだ と主張しました︒
野党の皆さまからも見識の高い素晴らし
い演説だったとの評価をいただきました︒

第１９２回臨時国会

﹁ＴＰＰ協定﹂︑さらにはいくつかの議員立法も含

11

28

今国会においては︑世代間の公平を図り︑将来の

ります︒

登壇

暮れることでもありま

国の対流拠点指定も後押しをし︑私

国会事務所

し︑その中で大変な思いをされてい

牧原は当選以来一貫して地元さい

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

せん︒建設的な論議を

たちさいたまはこれからまだまだ発

048-854-0808
048-858-2635

る国民に対し︑もはや説明できない

たまから電車通勤をする唯一の国会

さいたま事務所

行い︑先送りすること

展します︒

facebook ＆ Twitterも更新中！

やり方ではないでしょうか︒

議 員 と し て ︑ 上 野 東- 京 ラ イ ン の 創

03-3508-7254
03-3508-3524

office@hmacky.net

さいたま市中央区上落合2-1-24-5階

牧原ひでき事務所

17
なく︑結果を出す︒私

牧原秀樹

048-854-0808
048-858-2635

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。

活動内容は常にウェブからも発信中！
衆議院議員3期

お気軽にどうぞ

http://www.hmacky.net/
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
昭和４６年６月４日生まれ
B型、
ふたご座
ませんが、生活の中での「困ったな
好きなもの：食べ物は麺類、納豆（ほぼ毎日食べてま
あ」にも丁寧に対応しております。
す！）、梅干し、せんべい。子ども。読書（なんでも読み
牧原も地域の色々な行事に参加させ
ます。司馬遼太郎氏など歴史小説、東野圭吾、池井
ていただいておりますし、スタッフも
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。 地域を回らせていただいております
お祭り、お神輿。動物・自然（国会では絶滅危惧種と
ので、お気軽にお声かけ、ご相談く
もいわれる環境専門です）。正義（日米弁護士です）
ださい。

28

牧原ひでき事務所
頒布責任者 梁井一男
さいたま市中央区上落合2-1-24-5階
TEL 048-854-0808 FAX 048-858-2635

北区版

プロフィール
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平成２８年
（2016年）12月27日
（火曜日）
号外〈北区１号〉
平成２８年
（2016年）12月27日
（火曜日）

日︑衆議院決算行
かったと︑ご信頼を賜り続けるよう

▲

ＪＲ高崎線はさいたま市北区にお
デコボコで車︑自転車︑歩行者が行

現在の宮原３丁目踏切︒踏切内は

■今後のスケジュール
2016年8月
基本設計の策定に着手
2017年9月
着工予定
2019年3月
新規開院予定

至 加茂宮駅

主玄関

サブ玄関

仙
中

道

現在デコボコして危険な枕木を全
て取り︑コンクリート舗装をします︒
平らになりますので︑高齢者の方の
手押し車や︑車いす︑ベビーカー︑
自転車など︑通行しやすくなります︒
将来的にはさいたま市の予算でのグ
リーンベルトの設置を目指し今後も
活動してまいります︒

▲

月
頑張ります︒

ける主要交通機関として大きな役割
きかい危険を感じると多くのご指摘

▲

まなぶ市議会議員ともどもＪＲ東日
本に提出しました︒

旧

さいたま北部医療センター について
決算行政監視委員会 にて質問 に立 ちました
年

皆さまにはいつもお世話になっております︒
衆議院議員 牧原ひできです︒
平成

政監視委員会第三分科会において︑

さいたま北部医療センターについて
質問いたしました︒
鈴木弘県議会議員︑関根信明市議
会議員など地元の皆さまとともに︑
初当選以来ずっと一貫して取り組ん
でいる病院存続問題ですが︑現在の

議員ともども田村厚生労働大臣に陳

を果たしています︒しかし︑区内を
を頂いております︒

様々な角度からご要望に応えてまい

島忠ホームズ

進捗状況と今後の見込みについてご
報告させていただきます︒

地元要望により
加茂宮駅側に
サブの玄関を設置
地元より要望の出ていた︑最寄り
駅である加茂宮駅側の入り口ですが︑
が作られることになりました︒
情し︑その後プラザノース北側への

２０１３年６月︑関根信明市議会

私にとって議員として北区の医療体
移転が正式に決定いたしました︒関

要望が通り加茂宮駅側にサブの玄関

制の充実は必ずやり遂げなければな
らないと思っています︒皆さまから︑ 係者の皆さまに心より感謝申し上げ

南北に通っている路線のため︑町が
線路で隔てられ東西に分断されてお
号と新大宮バイパスを

ります︒そのような中︑宮原３丁目
踏切は国道
つなぎ︑かつ宮原駅東口と西口をつ
なぐ︑私たちの重要なルートとなっ
ており︑交通量もとても多くなって
います︒
しかし現状︑交通量に対し非常に狭
く︑一部舗装整備がされていない箇
所もあり︑デコボコも目立ち︑車・
自転車・歩行者が入り乱れる中非常
に危険な状態になってしまっていま
す︒
伊藤まなぶ市議会議員と地元の代表
者の皆さまともども︑ＪＲ東日本本
社担当役員に要望書を提出し︑踏切

プラザノース

２０１７年１月中旬着工予定
枕木を取って︑全面コンクリート舗装に

私たちが安心安全に暮らせるよう︑

改修が実現する事となりました︒

踏切改修についての要望書を伊藤

宮原３丁目踏切︑
ついに改修へ

ます︒

予定地
P

21

牧原が地元の代表として出ていて良

ステラ
タウン

28

ります︒

＜さいたま市道路環境課＞

▲

▲予定地現在の様子
グリーンベルトの
設置イメージ

P

11

17

北区役所
▲設置前（現状）

プラザノース北側に
建設されます

平成２８年
（2016年）12月27日
（火曜日）

平成２８年
（2016年）12月27日
（火曜日）

