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自民党青年局長・副幹事長

牧原ひでき
国政報告

国会議事堂前で記念撮影

▼
間近で見るハイパーレスキューは迫
力満点！

▼

（東京消防庁第六消防方面部隊）

8：00 ソニック集合
（バス）
➡国会議事堂➡自民党本部
➡マスメディア／ハイパーレスキュー
➡18：00 ソニック帰着予定
お一人様

3,000円

※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。

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。

夏の思い出作りに、
どしどしご応募ください
各申込み
主催・問合せ

参議院選挙 埼玉県選挙区 関口まさかずさんを公認

自民党埼玉県第五選挙区支部
牧原ひでき事務所

関口まさかず
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
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（日米弁護士です）
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、黒塗り車なしを貫く、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

参議院選挙 埼玉県選挙区 西田まことさんを推薦

経済の再生
雇用の創出
私はこの3期目の任期中に国会対策委員
会委員長代理、総務副大臣、内閣府副大
臣、自民党地方創生実行統合本部本部長
代理、参議院地方創生に関する特別委員
会委員長、参議院自民党幹事長代行等を
務め、景気の底上げと地域の活性化、雇
用の創出、切れ目のない医療・介護、子育
て世代や老後を安心して暮らせる生涯活
躍のまちを実現させるため、各界・各地域
の方々からご意見を伺い、政策の立案や
諸課題の解決に取り組んでまいりました。
今後とも自らの役割と責任を果たし、誠
心誠意、皆様方のご要望に応えられるよ
う全力で活動してまいります。

臣 。党 本 部で
ストの 石 破 大
サプライズゲ
だきました。
あいさついた
の昼食時にご

▼

参加費用

☆お昼は自民党名物
カレーライスです！

自公連立政権で
強い経済を！
景気対策を強化し、中小企業、家
計、地域を元気に
○これまでに5000社以上の中小企業を
訪問。現場の声を聞き、中小企業の設備
投資を促す「ものづくり・サービス補助金」
の拡充・減税など数々の支援策を実現。
○元経済誌副編集長。経済のスペシャリ
スト。
○国会質問219回、議員立法5本。東日
本大震災で被災した中小企業を救う
「二
重ローン救済法」、偽造・盗難カードによる
損害を補償する
「預金者保護法」などを制
定。

西田まこと

国会見学、随時受付中！
秘書同行で詳しい解説付きの国会見学をやって
います。分かりやすくてためになる！おもしろい！
と大好評をいただいております。通常の見学コー
スでは回らないところも行きますので、思いでに
なる事間違いなし！です。
ぜひお気軽にお問合せください。

牧原がお伺いします！
サークルの集まりや近所のお友達同士、いろ
いろな集会などで、牧原の話を聞きたい、話
したいなど、いろいろご相談ください。

朝の駅で演説しています。
お声かけください！
牧原サポーター募集！

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！
ご意見等、お寄せください。

office@hmacky.net

牧原ひでき事務所

選ぼう未来を！ 〜牧原にお任せください！〜
平和な世界を子ども達に残すために
「オバマ大統領が広島を訪問し、原爆の犠牲者を慰霊し、核廃
絶と、戦争のない世界の実現を訴えました。自分が生きている間に
米国大統領の広島訪問が実現するとは夢のようです。
安倍総理は、「日本が世界をリードする」との強い信念の下、これ
までにのべ90か国以上の外国・地域を訪問し、各国リーダーとの

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

会談も積極的に重ね、様々な官民レベルの人脈もフル活用してき
ました。そして、インフラ輸出を大幅に拡大し、貿易赤字も解消する
など経済的にも大きな成果を上げてきました。

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

こうした外交的な努力の積み重ねが、唯一の被爆国である我が

03-3508-7254
03-3508-3524

国から世界に向けて、原爆使用国であるアメリカのトップリーダー

による核廃絶声明の発信へとつながったと思います。
何の対案もないのにひたすら批判と悪口、口汚いヤジや審議拒否
が繰り返される国会を見ていると、改めて目指すべきは実行と結果
を残す政治であり、古い内向きな悪口と批判だけの政治を抜本的
に打破しなければならないと覚悟を決めています。私たちは皆同じ
日本人です。そして、愛する地元さいたまの子どもたちのためにも、
平和な世界を目指します。
是非、さいたまから新しい希望に満ちた日本と世界の未来を創って
いきたいと思いますので、ご指導・ご支援のほど心から宜しくお願い
します。

移転
造幣局
答」
回
額
満
望
「地元要

造幣局さいたま支局完成イメージ

▼

◎新名称「造幣局さいたま支
局」に決定！〜平成28年10月
3日（月）
オープン〜
◎「造幣さいたま博物館」は土
日もオープン！
◎ 桜 の 名 所 へ 〜 敷 地 内に約
200メートルの桜並木を整備〜
造幣局東京支局は、貨幣、勲章の製造の
ほか、貴金属製品の品位証明を主たる
業務としています。

九州各地に甚大な被害をもたらした熊本地震。
震度7の地震が2度にわたって発生する前例のないものとなり、
多大な被害が出ました。心からお悔やみとお見舞いを申し上げ
ます。政府・与党そして与野党を超えて復旧や被災者支援に取り
組んでいます。
ＧＷ明け最初の役員連絡会議で牧原は、熊本を含め災害時に留
守を狙って窃盗を働く場合には重罰を科す新たな刑罰の創設を
提言し、党プロジェクトチームの責任者となる予定です。人の不
幸につけ込むような輩は絶対に許しません。こういった事も含め、
復興に全力を尽くしてまいります。

震災発生後、現地の青年局メンバ
ーとも連絡を取り合い、その要請も
受けて毎日街頭募金活動を致しま
した。そのお金は、壁にひび割れの残る熊本県庁において小野
副知事に直接募金箱のままお渡ししたことをご報告します。小野
副知事からは、
「さいたまの皆様の心の温かさは熊本の私たち
に伝わりました。復興や被災者支援に大切に使わせて頂きます。
ありがとうございました」とのお言葉を言付かっています。これ
からも常に行動し、皆様とともに辛い方・苦しい方のお力になり
たいと思っています。

3月29日に決定された「首都圏広域地
方計画」において大宮駅は、東北・上信
越・北陸方面からの新幹線が集結する
「東日本の玄関口」と位置付けられまし
た。さいたま市が東日本ネットワークの
結節点となることで、首都圏と東北圏や
北陸圏、さらには北海道まで活力ある対
流が生まれる事が期待されます。

◎災害発生時における国のバ
ックアップ拠点
首都直下地震の発生時には首都圏の機
能をバックアップするための最前線とな
る、と位置付けられました。造幣局さい
たま支局が移転する三菱マテリアル跡
地も防災公園としての役割を担ってい
きます。

提供STIB

益城町ではかなりの家が崩れていました。一軒一
軒、
どのような崩れがあるのか、何か見落としはない
か見て回りました。皆様も是非耐震と家具止めお願
いします。
▼

◎東日本の玄関口「大宮」

高校生との意見交換会
「平和安全法制と日米ガイドラインとの関係は？」
「なぜ地
方だけを創生する必要があるの？」などの鋭い質問に、牧
原も真剣に答えました。

■さいたまの皆様の
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日本の未来を創る！

～18歳選挙権を未来のために～

Q.

『選挙に行くと、何かいいことがあるの？』

各国における若年者の失業率
A. 日本にいると当たり前のことが、海外に行くと当たり
失業率（％）
前ではなく、日本人であることがいかに幸せか、と分か
国
全年齢計
15〜24歳 25〜34歳
ることがたくさんあります。
日本
3.6
6.3
4.6
それは、戦後、私たちの先輩たちが焼け野原から必死の
アメリカ
6.2
13.4
6.5
努力で積み上げてきたことですし、その間自民党はほぼ
イギリス
6.2
16.3
6.0
政権を担って国民皆保険・皆年金制度の創設や、平和や
フランス
9.9
23.2
12.0
ドイツ
5.0
7.8
5.8
治安の維持、電力・水道・ガスや鉄道・道路等の基礎イン
7.9
22.9
7.7
フラの整備などを推進してきました。中でも、自民党は スウェーデン
イタリア
12.7
42.7
18.6
様々な大学にうかがって、意見交換を重ねています。私
経済政策を得意としており、日本を世界の主要経済大国
スペイン
24.4
53.2
26.8
は若い皆様とも真剣に日本のこと未来のことを共に考え、 の仲間入りをさせました。
一緒に創っていきたいと訴えています。
もし経済が悪ければ、特に若い人にとっては、就職ができない、仕事を首になる、
という雇用につながる
危険性が高いのです。世界を見ると、日本は若い人の失業率も、全体としての失業率も現時点では世界
の主要国の中では最も低い水準にあります。2014年統計では、15歳から24歳の失業率は日本が
6.3%なのに対し、
ドイツでも7.8％、アメリカは13.4％、
イギリスは16.3％、
フランスは23.2％、
イタ
リアは42.7％、スペインに至っては53.2％と、日本が圧倒的に若い人にとって「仕事がある国」なので
す。それだけ、世界との比較でいえば、やりたいことをやれる、辞めても次に仕事を見つけることができ
るのです。
今の自民党政権前の民主党政権下では、15歳から24歳の失業
18歳選挙につい
率は8％から9％前半でした。つまり、政権交代後、劇的に若者の
てのパンフレッ
ト「国
ＮＨＫスペシャルに出演 青年局長として党を代表し本
就職状況が改善しているのです。
に届け」をお配りして
年から始まる１８歳選挙権についてのＮＨＫスペシャルに出
皆さんが、選挙に行かずに、たとえば若い人の就職をしっかり後押
います。ご希望の方
演しました。本格的な少子高齢化や人口減少などにより
しできない政権が誕生すれば、
その分皆さん自身の雇用や生活に
は牧原事務所（TEL
「誰かが何とかしてくれる」という時代は終わり、これから
影響を与えてしまいます。是非経済が得意な政党や政治家を選ぶ、
048-854-0808）
は「自分たちで何とかする」時代へと移ります。私よりも年
までお気軽にご連絡
皆さん自身の就職機会を増やしてくれる政党や政治家を選ぶ、
と
上の先輩たちの偉大なご努力を見習い、次を担う世代とと
ください。
もに日本の未来を素晴らしいものにしたいと思います。
いうことが大切であるということを覚えて頂ければと思います。

▼

東京支局移転にあたり地元からの要望
（渋谷佳孝市議会議員とりまとめ）
として、
①支局の名称を「さいたま支局」
とする
②併設する博物館を、土・日オープンと
する ③桜並木をつくる を頂いており
ましたが、すべての要望を実現すること
ができました。

被災地の復旧・被災者支援に全力
災害窃盗罪新設を提言

未来を見据えた政治
■スポーツでもっと夢を見ることができる日本の実現を！
スポーツビジネス小委員会委員長として、菅官房長官と馳文部
科学大臣にスポーツ産業振興についての申入れを致しました。
ス ポーツ を日 本
の 未 来 を 支 える
産業の１つとして
初 めて 捉 え た 歴
史的な活動です。
子どもたちから年
配の 皆 様に至る
まで夢の実現が
よりしやすい日本
を目指します。

■輸入超過の医療機器市場を打破！
～日本から輸出する時代へ～
医療機器議連で馳文部科学大臣に申し入れを致しました。
アベノミクスは新たな成長産業の一つとして「医療」を掲げ、
国内の医療機器開発の活性化と輸出拡大などを進めています。
技術大国でありながら医療機器は大幅輸入超過となっている
現状を変えていきます。未来を見据えて新たな経済発展の道
を創ります。

■牧原や小泉進次郎元青年局長など、次の時代の政治家がまとめた
2020年以降の日本へのメッセージ
レールからの解放
える、新たな社会モデルを目指して－

－22世紀へ。人口減少を強みに変

かたちを創
期」と捉え、戦後続いてきたこの国の
2020年以降を「日本の第二創業
に、
な未来の中でも、日本が成長していくため
りなおす。それは「人口減少」という確実
必要不可欠な変化である。
。受験
」を走り抜くような生き方を求めてきた
これまで日本社会は、一本道の「レール
は
年後
く働き続け、結婚して子どもを持ち、定
に始まり、新卒での就職、毎日休みな
余暇を過ごす－
、と。
いう人生こそが普通で幸せな生き方だ
「20年学び、40年働き、20年休む」と
までは実
皆保険・皆年金などが生まれ、これ
それに基づき、終身雇用慣行や国民
躍を遂
となって努力し、ゼロから奇跡的な飛
際によく機能してきた。戦後日本が一丸
る。
のような日本型経済モデルの賜物であ
げ、今日のような豊かさを持てたのは、そ
り前
に「人生100年」生きていくことが当た
しかし、人口減少による少子高齢化、さら
用しない。
になる未来に、もはや戦後のやり方は通
方とズレ
ないばかりでなく、私たちが望む生き
レールによる保障は財政的に維持でき
が生じてきているのではないか。
ャレンジ
しがきかない」そんな恐れから小さなチ
「一度レールから外れてしまうとやり直
りを
ばか
しているにも関わらず、人生の横並び
にも踏み出せない。価値観が多様化
こ
今、
て幸せになるために作られたレールが
意識し、自分らしい選択ができない。かつ
の国の閉塞感につながっている。
く。
政治が、その「レール」をぶっ壊してい
に。
ため
創る
本を
る日
いけ
きて
に生
もっと自由
。
ない
関係
んて
新卒や定年な
えていく。
よう。現役世代の定義そのものから変
「65歳からは高齢者」なんてもうやめ

100年を生きる時代だ。いろんな生き方、いろんな選択肢がある。
10代のうちから仕事や起業という道もあれば、大学卒業後すぐに就職しないという
選
択もある。転職を重ねるのも、学び直しをするのも当たり前。いつだって子育てや
家族
のケアを最優先できる。何かに失敗したとしても、何度でもチャレンジできる。
学びも仕事も余暇も、年齢で決められるのではなく、それぞれが自分の価
値観とタイ
ミングで選べる未来へ。
政治が用意した一つの生き方に個人が合わせるのでなく、個人それぞれ
の生き方に
政治が合わせていく。そうすればきっと、100年の人生も幸せに生きていける。
それは同時に、働き方・生き方・教育の位置づけ、そして社会保障を見直すこと
につ
ながる。真に困った人を助ける全世代に対する安心の基盤の再構築は、小
さなチャレ
ンジや新しい人生の選択の支えになる。
子育て世代の負担を減らし、現役世代を
増やして いくことで 、日本社 会全体の 生
産性を高め、人口減少しても持続可能な
社会保障になる。
簡単なことではない。
しかし、終戦直後、敷かれたレールも無い
中で、一 人ひとり が挑戦を 続け、世 界に
誇る唯一無二の社会モデルを確立したの
が日本という国である。むしろ先人たちが
遺した豊 富な資産 と、日々 進化する 新し
い技術がある今、できないことは何もない。
人口減少さえも強みに変える、22世紀を
見据えた 新しい社 会モデル を、私た ちの
世代で創っていきたい。

学生部全国大会にて
小泉元局長と日本の未来を語る
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