活動報告

林芳正農水大臣、エチオピア大使を
地元さいたまにお招きしました！

■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

上尾道路沿い、見通しが悪く
危険だった場所を除草整備

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

盆栽の世界大会成功
のため、11月には
林芳正農水大臣を大
宮盆栽村にご招待。
2月にはエチオピア
のマルコス大使を氷
川神社、盆栽美術館、
鉄道博物館にご案内
いたしました。
地元の発展と外交関
係の積み上げにも力
を入れていきます。

E-mail：office@hmacky.net

環境大臣政務官
衆議院議員 牧原ひでき 国政報告

西区、西新井付近の上尾道路沿いは、小学校の通学路になっています
が、草が夏の間に伸び放題になり、子どもが隠れてしまい見通しが悪
く危険、との地元の方からの陳情を受け、大宮国道事務所とともに素
早く除草整備をいたしました。
安全安心を守ることは極めて大切だと思っておりますので、いつでも
おっしゃってください。

17号バイパス沿い、奈良町付近に
ガードレール設置

大雪被害への対応を
政府調査団として視察・指示しました

本格的環境外交の幕開け
首都圏に降った大雪の政府被害調査団の一員として埼玉県秩父地方を
視察しました。埼玉県は農業被害額が全国最悪であり、秩父ではさら
に孤立集落の問題もありました。環境省の所管である崩れたビニール
ハウスの撤去などは、従来の適用条件を変更するなど柔軟かつ迅速な
対応をしました。このような不意の被害については、とにかく迅速に、
そして 現場の皆様に寄り添いながら適切に対処します。

評！

大好
北区県議
鈴木 弘

大宮区県議
沢田 力

中央区県議
伊藤 雅俊

北区市議
関根 信明

さいたまから
日本を変える!!
いつでも何でも

私たちにご相談ください！

国会見学ツアー!!
4/9㈬ 4/23㈬

大宮駅

豆の木10：00集合

各30名様

10：10 大宮駅出発(電車で移動）
12：00～昼食（吉野家・牛重を予定しております）
13：00～国会見学
14：30 国会正面にて記念撮影
15：00 現地解散

お一人様

1,500円

（昼食代込み。交通費は各自負担）

※当日、スケジュールの変更がある場合もございますが、ご了承ください。

中央区市議
加藤 得二

中央区市議
中島 隆一

大宮区市議
新藤 信夫

西区市議
稲川 晴彦

お問合せ先：牧原ひでき事務所

T E L 048-854-0808
FAX 048-858-2635

昨年度は皆様のおかげにより、５年ぶりに１年を通じ
て議員として活動し、前半は主として経済再生政策、
エネルギー政策等の若手のリーダーとして活動し、後
半は環境大臣政務官として環境政策に邁進いたしまし
た。
日本経済は株価の上昇、有効求人倍率の1.0超え、雇
用状況や賃金の改善、訪日外国人数の過去最高など、
大幅なマイナスを記録し経済の底が抜けそうだった

政権交代前の一昨年と経済状況は一変しました。
誘致に全力を尽くした東京オリンピック・パラリン
ピック、そして地元での世界盆栽大会など、数年後の
希望や楽しみも作ることができました。今年は日本に
とって更なる飛躍の年にしたいと思っておりますの
で、本年もどうぞよろしくお願い致します。

環境大臣政務官

衆議院議員

牧原秀樹

牧原が刻む、日本外交の新たなる第一歩

17号バイパス沿いの奈良町付近は、飛ばす車も多い中、小学校の通
学路になっており大変危ない、との地元保護者の方からの陳情を受け、
大宮国道事務所や地元警察、自治会など関係者の皆様とともに今年２
月にはガードレールを整備いたしました。
子どもを地元で生み育てている議員として、地元の国道関係で子ども
たちの安全を守れる国会議員は牧原しかいないとご信頼賜れるよう一
生懸命頑張ります。

衆議院議員
牧原 秀樹

日本はさらなる飛躍の年へ !

号外＜NO．6＞ 平成26年（2014年）3月31日 月曜日

大宮区市議
渋谷 佳孝

お申込み先

TEL 048-854-0808

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。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本当にさいたま市に住んでいる身近な国会議員です。

～日本が世界をリードする～

本年１月、安倍総理のアフリカ首脳外交に随行いたしました。
実は環境省幹部が二カ国間首脳外交に随行するのは初めてであ
り、日本が誇る環境技術や知見を本格的にトップ外交にも活か
すという歴史のボタンを牧原が押したことになります。
この外交には延べ60社近い経済ミッションも参加し、これま
で中国に後れを取っていたアフリカにおけるビジネスでも大き
なプロジェクトの締結、推進、交渉の開始などの成果が生まれ、
環境関連ビジネスでは牧原も協力させて頂きました。最終的に
は数兆円以上の国益につながるとともに、アフリカの皆様に
とっても幸せや平和につながると思います。
こうした日本の将来を基礎づける新たなる外交を推進できます
のも、私を後押し下さっている地元さいたま、そして国民の皆
様のおかげであると心より感謝申し上げます。

当選2期のこれだけ早い段階での政府専用機による総理随行というのは
前例がないそうで、
総理夫妻との昼食という名誉ある機会も頂きました。
移動中、日本について総理と様々な議論をする時間もあり、将来に向け
て大変貴重な経験となりました。必ずご期待に応えて参ります。
（左）
モザンビークのゲブーザ大統領と安倍総理
を先頭とした日本の代表団。
（中左）
モザンビー
クのアブレウ環境大臣との会談では、環境分野
での日本の役割を新たに果たすことを約束しま
した。
（中右）
東京オリンピックでの活躍が期待
されるアフリカジュニアチームの皆様を激励。
（右）
南スーダンで平和維持活動をされている自
衛隊の皆様を激励。日本の誇りです。

モザンビーク・エチオピア・ウガンダと環境協力をスタート！
安倍総理の首脳会談に同席するだけではなく、３か国の環境大臣
と会談し、自然や野生生物保護、水質土壌の改善、ごみ集積処理、
公害防止、自然エネルギーなど環境分野での支援を進めることを
決め、日本が世界に誇る環境技術や経験を地球全体の環境保護、
ビジネスや生活改善も視野に入れながら活かして参ります。
さらに、今後何十年のアフリカの発展も見据え、しっかりと関係
を深化させていきます。
（左）
ウガンダの森は、かつてチャーチルをしてアフリカの真珠といわしめた美しい自然がありますが、急速に伐採で失われつつあり、
日本として回復の協力をすることを決めました。
（右）
エイズ孤児の支援活動もさせていただきました。世界中の恵まれない子どもたちを守りたいと思います！

牧原ひでき 国政報告 2014年 さいたまから日本を変える！

圏央道、
続々と開通!!
なかなか進まなかった圏央道
も、政権交代後、予算もしっ
かりつけ、着々と完成に近づ
いています！
桶川北本ICから東名高速間が
結ばれ、さらに平成26年度に
は神奈川県内の整備も進み、桶
川北本ICから湘南海岸まで約
80分で行けるようになります。
産業活力の向上はもちろんです
が、レジャーなどでも大変便利
になります！
平成27年度には茨城県内、千
葉県内の整備が進み、桶川北本
ICから成田空港まで約80分で
行けるようになります。

東北の復興なくして日本の復興なし

被災地にもたびたび入り、復興の後押しを
行っております。
環境大臣政務官就任後は、三陸復興国立公
園（旧陸中海岸国立公園）の発展、みちのく
潮風トレイルの推進、原発事故処理の加速
化などを行っています。
なお、除染作業をはじめ、福島第一原発４
号機の使用済み燃料の取り出しが急ピッチ
で進むなど、政権交代後、復興は速度を増
して進められているところもあります。他
方でまだまだ課題もたくさんあります。一
日も早い復興を成し遂げるために、覚悟と
決意をもって着実に進めていきます。

昨年はエネルギー政策の責任者として米国シェールガス
輸入交渉などを行いましたが、環境大臣政務官就任後は
とにかく再生可能エネルギーの推進を強力に進めています。
従来の太陽光や風力に加え、地熱、浮体式洋上風力など
でも規制緩和や補助を行い推し進めています。また地中
熱の活用、速い海流を活かす潮流発電や水素発電などの
検討も牧原が入って格段に進められています。

（平成26年度開通予定）

155分
約75分
約
短縮

80分

将来

（上）風力発電は大きなポテンシャルを有して
おり、設置を加速させて頂いております。

成田空港まで

（平成27年度開通予定）

140分

現在

80分

将来

約60分
約
短縮

上尾道路
国道17号の渋滞を解消し、
さいたまから圏央道までをよ
り近く！
N

白岡菖蒲IC
17

桶川北本IC

２車線で
開通済み

上
尾
道
路
圏央道 254

（上左）三陸復興国立公園を視察
しました。
（上右）
福島第一原子
力発電所を訪問。事故処理の加
速を指示しました。
（下左）仙台
で行われた第一回アジア国立公
園会議にて。海外の皆様に復興
支援をお願いしました。

自然エネルギーの推進
～環境に優しいエネルギー国家へ～

湘南海岸まで

現在

動物の殺処分ゼロを目指す
「牧原プロジェクト」の推進

16

宮前IC

（左）日本最大の八丁原地熱発電所を視察しまし
た。地熱発電も伸ばします。
（右）水素発電実験施設を視察しました。未来の
中核エネルギーとして育てます。

プロジェクトの様子。命を守
るために真剣な議論を重ねて
います。

浅田美代子さんや杉本彩さ
んなど各界の応援も頂いて
います。

上田清司埼玉県知事とも会
談を致しました。現場の声
を大切にしています。

おまんじゅう作りに飛び入り参加。
手づくりの優しさとおいしさ、いつ
もありがとうございます。

さいたま市動物愛護ふれあいセンターと埼
玉県動物指導センターを視察しました。必
ずみんなを助けるよ、と約束をしました。
地元さいたまでは自転車に乗ってい
ることも多いので、是非皆様のお声
がけとご意見のほど、よろしくお願
い致します。

イノベーションこそ日本の力

日本の唯一かつ最大の資産は「人」であるという揺るぎない信念のも
と、研究開発は2番ではなく「世界一」を目指すのが今の政権の姿勢
です。
昨年は科学イノベーション推進特別委員会理事として、ノーベル生
理学・医学賞を受賞された山中伸弥教授とは力を合わせ、ご提言さ
れた研究員の労働問題について直ちに法改正を行うなど、研究者の
方の声を真摯に受け止めています。ロボットで医療介護分野に革命
を起こしつつある山海嘉之筑波大学院教授にも規制についての課題
を伺い、改正に向けて動いています。

地元神社における節分祭の豆まきに
て。皆様にとって鬼は外！福は内！
と願いをこめました。

医療体制の充実は本当に大切

古川財務副大臣に、社会保険大宮総合病院の立て替えについて要望
書を提出いたしました。
この件は私が一期目の時から地元の皆様とともに誰よりも真剣に、
そして実際に取り組んできたことであり、二期目になってようやく
前に進めることができました。しかし、最後の最後まで気を抜かず
やり抜こうと思っています。

東京モーターショーにて。新しい エコドライブを安めぐみさん
エコ技術発展を後押ししています。 らと推進しています。

ESDの大切さ～子どもは国の宝です！～

持続可能な開発のための教育（ESD)は本年日本で世界大会が
開催されます。

地域の防災訓練に参加をしました。
安心安全を守る地域の皆様に心から
感謝しています。

やはり、医療体制の充実は本当に大切だ、ということを地元北区の
病院の移転後、私たちはつくづく感じました。地元に住み、思いを
分かち合っている唯一の国会議員として、これからも住民目線で活
動していきます。
（右上）
古川財務副大臣に宗像院長など地元の皆様とともに陳情を行いました。
（右下）
埼玉県立がんセンター新病院オープン式典に参加。
上田県知事とも医療体制充実について力を合わせます。

拉致された皆様のことを決して忘れない！

全国からの実践教育について「さかなくん」と共に子供たちを
表彰しました。また、実際の教育現場を訪れ、小学校の子供
たちの環境教育を後押ししております。

※破線は未開通区間

平成26年度には、上尾市小敷谷
～桶川市川田谷間が開通します。
これにより、
「さいたま」
から圏
央道「桶川北本IC」までが一気
に短縮されます！

年間17万5,000頭の動物たちが今なお殺処分をされています。
「動物たちへの優しさを」と一貫して取り組んでいた牧原が環境
省の動物行政の責任者となった今こそ歴史を変える！と殺処分
ゼロを目指す「牧原プロジェクト」を始動させました。
プロジェクトのメンバーでもある女優の浅田美代子さんや杉
本彩さんなどとともに2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックまでには動物行政先進国となることを目指しています。

（右上）
山中教授とは、科学イノベーションの推進に力を合わせております。
（右下）筑波大学にて。山海教授のロボットがみんなを救う日が来るように後押しを
頑張ります！

環境技術の推進
～日本が世界をリードする～
エコプロダクツ展、東京モーターショー
など環境分野の技術発展を後押ししてい
ます。
こうした最先端の環境技術分野ではさい
たま市の方とお会いすることも多く、ま
さに環境分野でも「さいたまから日本を
変える」を実現したいと思います。

活動写真

（上）多摩市の小学校を訪問し、環境
の大切さをお話致しました。子ども
は国の宝です。
（左・中・右）全国大会に出席し、ESD広
報大使の「さかなくん」と共に10の事例
報告をうけ表彰を行いました。

石破幹事長とともに全国の皆様に浪
江焼きそばをふるまいました。

拉致被害者救出を求める署名街頭活動に
参加しました。家族会代表の飯塚繁雄さ
んは埼玉県の方で、妹の田口八重子さん
は川口です。
無関心による風化ほど、問題解決にとっ
て恐ろしいものはありません。愛するご
家族と会いたい、というお気持ちにお応
えするためにも頑張ります。

署名街頭活動に参加しました。
ご協力をお願い申し上げます。

古屋拉致担当大臣に拉致問題解決につ
いて埼玉県の皆様と陳情を行いました。

CNBCに生出演しました。英語が話
せる貴重な若手として、外国テレビ
への出演もたびたびしています。

