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大報告会開催 街頭演説会開催
11/29土 6:30~午

後 11:00~午
前

11/30日弁士：田村憲久

産業文化センター

弁士：石破 茂

大宮駅西口

前厚生労働大臣

地方創生・国家戦略
特別区域担当大臣

まきはら 自由民主党副幹事長
前環境大臣政務官

11:30~午
前

11/30日
大宮駅東口

6:00~午
後

12/3水
大宮駅西口

西区では、指扇駅や西大宮駅周辺を中心に新たなまちづくりが進んでいます。
①指扇駅を含めた周辺開発には国からも予算をつけて後押しをしております。
②西大宮駅周辺の開発も踏切の存続や拡張問題も含めて応援しております。
③上尾道路と圏央道の早期完成には予算を増大し後押しをしております。
来年度には完成予定です。
④荒川の堤防増強や西遊馬の防災センター建設は、民主党政権
の事業仕分けで凍結されましたが、牧原の再選後、「さい
たま市民には想定外の被害は許さない」という思いから
復活させて推進しています。

牧原の子供も夜間救急でお世話になった宮原メディカルセンター移転後
の医療体制について、なんとか地域の安心を確保したい！との思いで1期
目の時から一生懸命取り組みました。２期目になって半年で、旧社会保険
大宮総合病院（現さいたま北部医療センター）のプラザノース北側への移

転を決める国側からの尽力を致しました。新病院は平成３０年の開
設を目指しております。また、東大宮病院も土呂に移転します。世
界盆栽大会の誘致には安倍総理からの応援ももらい招致成
功を後押ししました。こうした地域目線での政策まで細かく
目配りし、実現するのが地元在住の牧原ひできです。これか
らもこうした姿勢を貫いてまいります。

さいたま市で起き、さいたま市から通勤し、さいたま市に帰ってくる。
地域の集まりにご一緒し、子どもと近所の公園で遊び、スーパーで買い物をする。
あたりまえの事ですが、議員には議員宿舎があるため、この〝あたりまえの地元
での生活”をしていない議員が実は多いのです。
　　　でも、本当にここで生活している牧原ひできだからこそ分かる、
　　　　　　　　　　　　さいたまの〝今”、皆様の〝思い”があります。

旧与野市の中央区では、様々な国家機関のある新都心を抱
えています。このような機関とは連携を取りながらさいたま
の発展を支援しています。ツールドフランスの件では、清水
市長を安倍総理や谷垣幹事長のもとにお連れし、成功を後
押し致しました。国道１７号の無電柱化や、与野本町駅のエ
レベータの設置なども尽力し、地元在住の議員としてきめ
細かな政策を引き続き行ってまいります。

平成２年 私立麻布高校　卒業

平成７年 東京大学法学部　卒業

平成７年 司法研修所入所（49期）

平成９年 弁護士登録

平成13年 ジョージタウン大学　卒業（法学修士）

平成14年 ニューヨーク州司法試験　合格
 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

平成15年 経済産業省通商政策局通商機構部参事官補佐
 通商交渉、紛争解決に携わる

平成17年 経済産業省退職

平成17年 第４４回衆議院議員選挙で初当選

平成19年 ダボス会議運営の世界経済フォーラムから
 「ヤンググローバルリーダー（若き世界的指導者）」に選出

平成20年 インターアクション・カウンシル（OBサミット）主催の
 ヤング・リーダーズ・サミットの第１回日本代表
 （世界の20人）に選出

平成21年 落選後は被災した子供たちの教育支援活動に尽力

平成24年 第４６回衆議院選挙にて２期当選

平成25年 環境大臣政務官（安倍内閣）

平成26年 自民党副幹事長就任

「鉄道の町大宮」の代表としてＪＲ東日本の皆様とは社長をは
じめ、常にコンタクトを保ち、私も毎日電車で通勤利用している
視点から上野―東京ラインの建設や、北陸新幹線建設などを後
押しして参りました。来年３月１４日には東京駅までの高崎線・宇
都宮線の延伸、北陸新幹線の開通などが予定されており、今後
とも鉄道の発展と武蔵一ノ宮氷川神社の誇りを高め、それに伴
う町の発展やブランド力向上にも努めて参ります。外国の大使
など海外へのアピールをしています。造幣局の移転に関しては
地元の要望に応えるよう後押ししています。

誕 生 日 昭和46年6月4日

年　  齢 43歳

座右の銘 たゆまぬ努力
 意志あるところに道がある

趣　  味 旅行、スポーツ（テニス、野球、サッカーなど）
 読書、映画、祭り

好きな本 「竜馬が行く」
 司馬遼太郎さんの本はすべて読破。

日本人の心です。
 百田尚樹さん、東野圭吾さん、池井戸潤さん

家　  族 妻、二男、一女の5人家族

■自由民主党本部

自由民主党副幹事長

自由民主党青年局　局長代理

自由民主党環境部会　副部会長

自由民主党情報調査局　次長

自由民主党ネットメディア局　次長

■衆議院

経済産業委員会　　理事　

環境委員会　　　　理事

原子力特別委員会　理事

憲法審査会　　　　委員

裁判官訴追委員会　委員

埼玉第5選挙区
さいたま市
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新しい医療体制の構築

新都心を抱え、
　　　　国との連携も行う

さらなる大宮の発展
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自民党
副幹事長牧原ひでき国政

報告
自民党
副幹事長牧原ひでき国政

報告
号 外 〈NO.9〉 平成26年（2014年）11月29日  土曜日

「マッキー宣言」

は変わりません。
「マッキー宣言」

は変わりません。

貫きたい信念と

姿勢がある
貫きたい信念と

姿勢がある

1. 生まれて良かった、長生きして良かった、
 日本人であることを、世界に誇りを持てる国 … 日本を世界一の国にする！
2. 機会の平等・公平な社会 … 頑張った人が報われる国に！
3. 戦争や被爆の悲劇を絶対に繰り返さず、国民の命と財産を守る … 平和主義
4. 財政赤字のつけを未来に回さない。税金の無駄遣いは1円でもなくす！
5. 景気回復と経済成長により、雇用と生活、ご家族の人生を守る！
6. 東京オリンピック・パラリンピックの大成功！世界に日本の素晴らしさをアピールする！

小学生のころ。やんちゃで
冬でもずっと半ズボンで
走り回っていました。

小学生のころ。やんちゃで
冬でもずっと半ズボンで
走り回っていました。牧原ひでき2,980ｇで誕生。牧原ひでき2,980ｇで誕生。

初出馬時の出陣式。
初心は変わりません。
初出馬時の出陣式。
初心は変わりません。

10年間ほぼ毎日駅立ち。10年間ほぼ毎日駅立ち。

落選浪人の3年半。
挫折と恩義を教えて頂きました。
落選浪人の3年半。
挫折と恩義を教えて頂きました。

氷川神社の例大祭。
地元在住なので欠かしたことがありません。
3人の子のお宮参りも七五三もです。

氷川神社の例大祭。
地元在住なので欠かしたことがありません。
3人の子のお宮参りも七五三もです。

西区にて田植えと稲刈りを体験。
農家の皆様のありがたさを痛感しました。
西区にて田植えと稲刈りを体験。
農家の皆様のありがたさを痛感しました。

アメリカに留学中。
国際弁護士として世界を相手に
していました。

アメリカに留学中。
国際弁護士として世界を相手に
していました。

東日本大震災時。落選浪人中でしたが、
ご遺体の捜索活動に参加するなど
何度も現地入りしました。

東日本大震災時。落選浪人中でしたが、
ご遺体の捜索活動に参加するなど
何度も現地入りしました。



牧原ひでき ― 貫きたい信念と姿勢がある

政治は国のため、国民のため、
子どもたちの未来のためにある
政治は国のため、国民のため、
子どもたちの未来のためにある

二世議員ではない、親族に有名人や特段のお金持ちがいるわけでもない私が出馬

をするに至ったのは、この国の政治を良くしないと日本が危ない、未来が危ないと

いう危機感からです。「選挙のため、自分のため、お金のため」の政治から、「国のた

め、国民のため、子供たちの未来のため」の政治にしなければなりません。そして、

私たちの生活感覚とのずれを直し、目先の選挙のためのポピュリズム政治から長

期ビジョン、国際的視野をもった政治に変えたい！という初心はいささかも揺るぎ

ません。途中、落選も3年半経験し、挫折や苦しさも教えて頂いたからこそ、挫折

し、苦しいという方にとって誰よりも力になりたい、という新たな強い思いも加わり

ました。

国政報告　2014年　さいたまから日本を変える!

国際弁護士としての活動経験　
もふまえ、あらゆる政策形成　

に関与。政策こそ命です。

世界のマスメディアにも出演。
2年間で100ヵ国以上の政府高官　
や企業関係者に日本をアピール。

もちろん英語です。

地元では一緒に参加。
盆踊りもお神輿もともに地域の　
歴史と誇りを背負っています。

口だけの論客タイプの政治家　
の時代は終わり。これからの　
政治は「行動と実行」です。
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駅立ち

電車通勤

黒塗り車なし

政策通

庶民派

活動報告

子育て世代
代表

ぶれない・逃げない

国際派

行動派

牧原ひできキーワード10 貫く信念と姿勢

さいたま市で子育て実行
中の国会議員は牧原だけ。

落選してもさいたま市民の
代表として日本を良くした
い、という一貫した思い

10年間貫く地元21駅　
での朝のご挨拶。

お声がけありがとうございます。

電車の中でご要望を　
頂くこともあります。

ありがとうございます。

国会でも移動には　
自転車を多用しています。

常に同じ目線です。

国際弁護士としての活動経験　
もふまえ、あらゆる政策形成　

に関与。政策こそ命です。

世界のマスメディアにも出演。
2年間で100ヵ国以上の政府高官　
や企業関係者に日本をアピール。

もちろん英語です。

地元では一緒に参加。
盆踊りもお神輿もともに地域の　
歴史と誇りを背負っています。

口だけの論客タイプの政治家　
の時代は終わり。これからの　
政治は「行動と実行」です。

10年間ほぼ毎日　
ブログ・SNSで活動報告　

をしています。



今、やるべき経済政策により
日本を確実にリハビリさせています。
今、やるべき経済政策により
日本を確実にリハビリさせています。

●就業者数は、約100万人増加

●有効求人倍率は22年ぶりの高水準。47都道府県全てでアップ

●高校生の就職内定率は、約13％改善

●賃上げ率は過去15年で最高（2.07％）

株価 日経平均株価

雇用 雇用の指数は全て政権交代後に上昇

賃金

●政権発足後、女性の就業者数が約80万人増

女性の活躍

●トップセールス（2013年：67件）等により、日本企業の海外インフラの

　受注実績が約３倍

海外インフラ

農林水産物・食品の輸出

●企業の倒産件数は24年ぶりの低水準。政権交代前と比較して、

　約20％減

●2014年4月には旅行収支が44年ぶりに黒字化（1970年大阪万博以来）

企業

観光

訪日外国人旅行者数

8,664円 約2倍
2012年11月14日

17,344円
2014年11月18日

完全失業率 4.2％ 改善
2012年12月

3.6％
2014年9月

1,072件/月 改善
2009年9月～2012年12月 2013年1月～2014年10月

871件/月

　 0.83倍 UP
2012年12月

1.09倍
2014年9月

6,257万人100万人
UP2012年12月

6,366万人
2014年9月

2,660万人 80万人
UP2012年12月

2,735万人
2014年9月

4,497億円
過去
最高

史上初
1千万人

2012年

5,505億円
2013年

3.2兆円 約3倍
2012年

9.3兆円
2013年

2013年

41.0％ UP
2012年9月

54.4％
2014年9月

835.8万人
2012年

1036.4万人

更なる進化・発展へ 政権交代後、日本はこんなに変わった！！

今までの活動
写真で振り返る

東京オリンピック・パラリンピック招致
に尽力、成功！

田村厚労相に対し、社会保険大宮総合
病院の移転問題の支援を要請、成功！

安倍総理に世界盆栽大会のさいたま
市招致への支援を要請、成功！

殺処分ゼロ（牧原プラン）の発表。全
国的に命の輪が広がっています。

再生可能エネルギー政策を推進。化石
燃料後の未来も見据えています。

モンゴルにて風力発電をはじめ、エネ
ルギー協力について交渉。世界で日本
の技術をアピール。

シェールガスの現場に日本の国会議員
として初めて訪れたので、テキサス州
から歓迎を受けました。
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