
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。

プロフィール

牧原秀樹 衆議院議員3期

各申込み
主催・問合せ

自民党埼玉県第五選挙区支部
牧原ひでき事務所 048-854-0808

INFORMATION!

お問い合せは
牧原ひでき事務所 までお願い致します048-854-0808

どなたでも
ご参加頂けます

15：00～ 三橋4丁目自治会館

10：00～ さいたま市民会館おおみや 小ホール

14：00～ プラザノース　多目的ルーム17：30～ 小村田氷川神社 神社会館

ぜひご参加ください！

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。

昼食代、保険代込み。
※交通費は各自負担です。

※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。

参加費用 お一人様1,500円

ゆったり、じっくり学ぼうゆったり、じっくり学ぼう

※2ゲーム・靴を含みます。

参加費用
中学生以上
お一人様 2,000円（ ）小学生までは

お一人様 1,000円

ボウリング大会ボウリング大会
第3回 牧原ひでき 主催：牧原ひでき後援会

　　　青年部

どなたでも参加ＯＫです。

ご家族、友人、みな様で

ご参加ください！！

詳しくは次号にて！

今年は鹿島神宮です！
那珂湊おさかな市場で
　　　　　　　 食事・散策

第４回 牧原ひでき

招運ツアー

14：00～

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、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。

自民党国会対策委員会副委員長

牧原ひでき
国政報告

自民党国会対策委員会副委員長

牧原ひでき
国政報告
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国会議事堂
前で記念撮

影

11/19土 三橋4丁目国政報告会

11/23水 牧原ひでき国政報告会

12/17土 自民党北区支部＆
牧原秀樹合同講演会

1/18水

11/13日 上小町国政報告会

牧原ひでき 国政報告会牧原ひでき 国政報告会 参加
無料

11/27日

私立麻布中学校にて学ぶ。2年生の時に島崎藤村
の「破戒」を読み、偏見に向かって戦う弁護士の姿
に憧れ、社会正義を広く実現するために弁護士を志
しました。

中学生の頃中学生の頃

麻布高校に進み、東京大学を受験。自分自身も周りも現役合格を確
信していましたが結果は不合格。期待が高かった分ショックも大き
いものでした。
しかしこれをバネに、「自分の世界を広げること、人の心を理解する
こと、時代の流れを見通す力をつけること」を目標にして再スター
ト。「天才・たけしの元気が出るテレビ」の“東大に入ろうね会”の
コーナーにレギュラー出演もし、テレビの世界も経験しました。
多くの本も読みあさり、この頃、憧れていた弁護士になることを決
意しました。

高校生の頃高校生の頃

東京大学法学部入学。工事現場の後片付けなど、色々なアルバイト
を経験し、多くのことを教わりました。とにかく何でもやってみた
かった。4年生の時に司法試験に合格しました。

大学生の頃大学生の頃

大学卒業と同時に司法研修所に入所し、1997年4月に弁護士登録。
日本では主として企業法務や国際紛争を専門としつつ、あらゆる分野
の事件を手がけました。
留学に出てからは国際通商法を軸に、米国で訴訟に巻き込まれた日本企
業のために戦いました。この時ワシントンＤＣで同時多発テロを間近で経
験し、世界歴史の大きな流れを感じるその一方で、バブルの後遺症や少子
化、多額の財政赤字など問題山済みで国際的に存在感を失っていく日本
に危機感を覚え、「国の未来のために尽くしたい」という思いが芽生えまし
た。
「国のため、国民のため、子どもたちの未来のため」という今も変わらな
い私の理念はここから始まりました。
帰国後は経済産業省通商機構部及び経
済連携課において、ＷＴＯ紛争やＦＴＡ交
渉を担当し、日本経済の生命線ともいう
べき貿易・通商問題に尽くしましたが、こ
こで政治家たちの勉強不足を痛感。

社会人になって社会人になって

ならばそういう政治を変えた
い！と一念発起し、2005年

の衆院選に公募。初当選。
以後、第45回衆院選にて落選後は3.11で被災した
子供たちの教育支援活動に尽力。
第46回衆院選に再選（2期）。2013年9月、環境
大臣政務官就任。2014年9月党副幹事長就任。第
47回衆院選に当選（3期）。2015年党青年局長就
任。2016年党国会対策委員会副委員長、衆議院
議院運営委員会理事就任。

政治家　牧原ひでき誕生政治家　牧原ひでき誕生
男3人兄弟の長男として、
外を駆け回って遊んでい
た少年時代。
父はサラリーマン、母は
専業主婦のごくごく普通
の家庭でした。

小学生の頃小学生の頃

牧原ひでき
プロフィール
牧原ひでき
プロフィール

1971年6月4日誕生。

国会見学ツアー国会見学ツアー
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

牧原ひでき事務所

お気軽にどうぞ

さいたま事務所

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！

さいたま市中央区上落合2-1-24-5階

048-854-0808

048-858-2635

048-854-0808

048-858-2635

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

03-3508-3524office@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
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
ので、お気軽にお声かけ、ご相談く
ださい。

12/7㊌

スポルト浦和国際ボウル

お
任
せ
く
だ
さ
い

次
の
日
本
！

妻・2男1女の5人家族で地元さいたま
に暮らしています。10年間貫く地元
21駅での朝のご挨拶、電車通勤し家
族の待つ家に帰ってくる生活、自治会
や様々な会の皆様とのふれあい、毎年
必ずお邪魔させていただいているお
祭りやイベントなど。私にとってさいた
まはかけがえのない故郷です。

さいたまは故郷さいたまは故郷

■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
TEL03-3508-7254  FAX03-3508-3524

■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
TEL048-854-0808  FAX048-858-2635 印刷者：㈱RKCプリンティック　さいたま市浦和区仲町1-12-4

E-mail: office@hmacky.net
頒布責任者：梁井一男



愛する地元さいたまから日本を変える！！ これまでも、そしてこれからも皆様のそばにいます愛する地元さいたまから日本を変える！！ これまでも、そしてこれからも皆様のそばにいます

牧原は無派閥！  次代を担うものとして、しがらみなく「未来」に全力！！牧原は無派閥！  次代を担うものとして、しがらみなく「未来」に全力！！

牧原の
獅子奮迅
の動き

草刈り後

草刈り前

ガードレール強化後

ガードレール強化前

今後の50年を考えると、将来世代のためにも地球温暖化対策は待った
なしです。現在、牧原は国会において最も環境政策に力を入れている議
員の一人です。

牧原は環境大臣政務官当時、犬猫の殺処分をゼロにする！とい
ういわゆる『牧原プラン』を発表しました。政府として殺処分ゼ
ロの方針を明確化するのは初めてのことでした。牧原の取り組み
が始まる以前と比較し、年間の殺処分件数は約１７万頭から１０
万頭弱へと大きく減少しました。「生きとし生けるものへの優し
さ」こそ牧原の真骨頂です。

厚生労働委員会質問にて。今の日本の問題はやはり、人口減
少と少子高齢化、もう一つは財政の問題です。このままいけ
ば内需は大きく縮小して経済は衰退し社会保障費は膨大と
なり、財政も危険な状態になりかねません。だからこそ、これ
までの延長ではない新しい発想力と世界的、長期的な視野
に立った政策が必要です。牧原や小
泉進次郎議員など新たな若手リーダ
ーにご期待ください。

東日本大震災直後に、一体自分たちに何ができるか？
と若手の仲間たちと考えに考え産み出したのが
「BEYOND-tomorrow　ビヨンドトゥモロ－：被災
した子どもたちのリーダーシップ教育支援事業」です。
両親など家族を失い、家を失った子どもたちに寄り
添い、教育支援を致しました。今辛い経験を乗り越え、これからの日本や地域を担うリー
ダーとして活躍し始めた子どもたちが育っています。私にとって落選時代の活動でしたが、
かえってじっくりと子どもたちと向き合うことができ、本当に良かったと思っています。こ
れからも辛く苦しい子どもたちの力になっていきます。

石油や天然ガスなど化石燃料はいつの日か枯渇します。未来
の世代のためにも再生可能エネルギーを最大限化し、これに
関わる技術や環境を整えなければなりません。地球温暖化の
面でも温室効果ガスの排出の抑制が必要ですし、さらに海外
におけるビジネス展開の視点も重要
です。再生可能エネルギー分野を引
っ張る、との意気込みで取り組んで
いきます。

▲殺処分ゼロのためには法改
正も必須です。議員立法チー
ムの座長代理として一歩一歩、
活動を積み重ねます。

▲

浅田さんや杉本さんなど、思
いを同じくする皆様と牧原プラ
ンを発表しました。優しさあふれ
る社会を目指します。

▲

超党派の子供の貧困撲滅議員連盟メンバー
で、低価格で手作りの食事を提供している豊島
区のwakuwaku食堂に行きました。すべての
子供達が幸せに生きることのできる社会を実
現します！

▲牧原が青年局長となり、今までの慣例を打破
し、待機児童問題、貧困問題などについて青年
局として初めて政策提言を行いました。子ども
たちの幸せを見据え、これからも力を入れ取り
組んでいきます。

アフリカ出張アフリカ出張
ＴＩＣＡＤ6（第
６回アフリカ
開発会議）が
８月２７、２８
日にケニアで
開催され、安
倍総理ととも
に参加致しま

した。牧原は保健衛生会合で発言し、誰もが
医療や健康・衛生サービスにアクセスできる
ユニバーサルヘルスケア実現に議員団代表
として尽力を約束しました。

大統領からの
要請で会談し、
同国テレビで
も大々的に報
じられました。
漁業や農業支
援、淡水化な
ど大きな可能
性があります。
ＪＩＣＡとの協
力案件調査と
のことで九州

電力の方が来られていました。皆様の地球の
隅々までの活躍に頭が下がります。選挙結果を
巡って暴動になっている国などと比較すると平
和な政治の安定している国が発展していること
がよく分かります。本当に政治の安定は大切です。

▲リベリアでは日本の方が道路を作
り、発電所を作っていらっしゃいます。
遠く海外での地道な活動が日本の評
価を上げています。心から感謝申し上
げます。

▲ノーベル平和賞　リベリア
大統領のエレン・サーリーフ氏
と。同じ強い気持ちで子どもや
女性の人権向上に尽力するこ
とを約束しました。

リベリア、シエラレオネに続いて
ギニアでもエボラ出血熱の現
場にうかがい改めて命と健康の
尊さに人種の差はないとの思
いをかみしめました。

アフリカはこれから最も人口と経
済が伸びる地域です。未来を見据
えて一生懸命種まきをしています！

アフリカはこれから最も人口と経
済が伸びる地域です。未来を見据
えて一生懸命種まきをしています！

日本が関わってきたクリニックでは皆さ
んが、「ありがとうJICA」のシャツをユ
ニフォームとして作っていました。医療
支援は本当に必要とされています。

西アフリカでは圧倒的に先進国
のセネガルです。ＪＩＣＡもサポ
ートした魚市場、職業訓練学校
に行き地道な活動が実っている
ことを実感しました。

日本の国会議員としては初めての同国訪問と
なりました。日本は食糧支援、学校建築、農業
支援などをしています。政局が極めて不安定
なので外国支援も少なく、まだまだ先が長そ
うですが、人々の幸せに目を向けていきます。

▲ ▲

COP21にて、各国環境政策のリーダーの皆
様と地球温暖化防止について議論を重ねました。

▲

菅官房長官に、地球温暖化防
止政策についての提言を提出。
省エネ対策や水素や人工光合
成などの新技術の後押しを要
請しました。
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旧大宮医師会市民病院（宮原メディ
カルセンター）は牧原の長男（10
歳）も救急外来にかかったことがあ
り、地域のみなさまにとっても大切
な存在でした。
その移転後、「北区の医療体制を守
りたい！」との地元のみなさまの声を
受け、牧原は一期目の時から同病院
の存続問題、そしてプラザノース北
側の土地への移転問題に必死で取
り組んでまいりました。
しかし牧原が落選中の3年4か月の
間、この問題はほとんど進展しませ
んでした。
2012年12月に牧原は衆議院選挙
に再選し2期目の活動をスタート。
ただちに様々な関係者に連絡を取り、
計画を進め、移転・存続問題に取り組
みました。
そして政権交代からわずか半年後に
はＲＦＯ（社保庁から病院運営を引き
継いだ独立行政法人）からさいたま
市にプラザノース北側の市有地と現
在の病院敷地と交換の申し入れが
なされ、移転計画は一気に進んだの
です。現在は平成30年度中の新病
院オープンを目指し、計画が進行中
で、施工業者も決まりました。引き続
き必ずこの移転を実現させるために
頑張ります。

牧原は初当選以来一貫して地元
さいたまから電車通勤をする唯
一の国会議員として、上野－東京
ラインの創設を国会でも何度も
取り上げ後押ししてまいりました。
開通後は、利用される方々より、
便利になった、良かった、との喜
びの声が寄せられ、牧原にとって
も喜びであり、活力の源になって
おります。やればできる！を皆さ
まと一緒に実感しております。国
の対流拠点指定も後押しをし、
私たちさいたまはこれからまだ
まだ発展します！

バリアフリーに関しては一期目の
時から何度も繰り返し質問、要求
して参りました。地元でも与野本
町駅、宮原駅、日進駅、大宮駅東口、
北浦和駅、指扇駅などエレベータ
設置が完了しております。
とにかく、車椅子の方や足の不自
由な方、ベビーカーや重い荷物を
持った方などでも、みんなが不便
のない国にしていきたいと思って
います。

2006年9月
中野清厚生労働副大臣
に署名簿を提出

通勤の負担を軽減する！

2006年12月
石崎岳自民党厚生労
働部会長に要望

2006年12月
鈴木俊一自民党社会保
障制度調査会長に要望

2008年5月
岸宏一厚生労働副大
臣に要望

2008年5月
谷垣禎一自民党政調
会長に要望

2008年5月
尾辻秀久自民党参議院
議員会長に要望

2007年2月
中川昭一自民党政調
会長に要望

2009年1月
大村秀章厚生労働副
大臣に要望

2009年1月
後藤茂之自民党厚生
労働部会長に要望

2009年1月
鈴木俊一自民党社会保
障制度調査会長に要望

2013年6月
田村憲久厚生労働大臣
に要望

■充実の医療体制を確立
■上野－東京ラ
　インの創設

悲しい交通事故を二度と繰り返さないため多
くの皆様に署名活動によるご要望を頂きまし
た。おかげさまで今年4月1日より朝の通学時
間（7：30～8：00）スクールゾーンが設置さ
れました。現行スクールゾーンとなっている三
橋交番～青葉園までと合わせて、子どもたち
が安心して通学できるようになりました。
イオン大宮西店前は、ポストコーン、横断防止
柵、道路照明灯、大型標識を設置し、2本の横
断歩道を1本に集約し事故防止の対応をとり
ました。信号設置についても引き続き要望し
てまいります。

■三橋6丁目交差点～
　三橋交番　新たに
　スクールゾーン設置

中国の金檀で行われた第7回世界盆栽大会
において、2017年の世界盆栽大会は日本、

そしてさいたま市の大宮盆栽村で開催されることが決定いたしました。
牧原は、菅義偉内閣官房長官への協力要請、そして清水さいたま市長や大宮盆
栽組合の浜野組合長などをお連れして、安倍晋三内閣総理大臣に直接の支援
要請を致しました。
その結果、安倍総理からは力強い応援
の意を頂き、加治屋農水副大臣を中国
大会に派遣してメッセージを託すなど
政府としても後押しをしてもらい結果
誘致が成功致しました。
国会議員の盆栽振興議員連盟も中心と
なって設立し、いよいよ来年に迫った大
会の成功もありとあらゆる面で後押し
します。

■世界盆栽大会
■バリアフリー

新大宮上尾道路が事業化へ　
全面開通は10年後くらいを目指します。
さいたま市中央区円阿弥～上尾市堤崎間8.0kmが4車線で整備されます。
新大宮バイパスでは渋滞が多く見られ（平日朝の旅行速度は10.6km/h）、
渋滞による速度の著しい低下が原因と考えられる追突事故も多発していま
した。
「新大宮上尾道路」の整備により
○地域の産業活動を支援
　渋滞のない円滑な物流の確保により、圏央道沿線から都心方面へのアクセス性が
向上し、地域の産業活動を支援します！
○安全性の向上
　渋滞が緩和され、追突事故が減少。地域の安全性が向上します！
○広域防災拠点としてのネットワーク整備
　圏央道から与野間の広域幹線道路が整備されることにより、信越、東北方面から
さいたま新都心へのアクセス性が強化され、拠点間の物資輸送等の速達性が向上
します！
上尾道路
埼玉五区では、地元に在住している唯一の国会議員としてどこが渋滞し
危険なのかみなさまと同じ思いを共有しております。上尾道路の草刈り
や国道16号のガードレール強化などはこれまでもさせて頂いておりま
す。国道に関してはしっかりとご要望に応えて参ります。
無電柱化
電線の地中化は議連や党内組織の幹部として、小池百合子東京都知事と
推し進めてきました。
国道17号線や旧中山道で牧原も後押しをして地中化が進められました。
事業が終わったところは明らかに景観がすっきりし、歩行者も安全になり
ました。
是非とも美しい空が見え海外からのお客様が空港から街に向かうまでに
「ああ素晴らしい国だ」と思えるような景観作りも進めて行きたいと思い
ます。
そして地元さいたまでも起きた電柱による交通事故やその他の危険も
なくしたいと思います。

■安全安心を守り、美しい空を取り戻す！ 渋滞をなくす！

■地球温暖化防止政策 ■犬猫の殺処分ゼロを目指す『牧原プラン』 ■厚生労働委員会にて
　～少子化と介護問題を問う～

■すべての子ども達の幸せのために ■再生可能エネルギー最大限化
　プロジェクト

■ＴＩＣＡＤ ■カーボベルテ■ギニア■リベリア ■シエラレオネ ■セネガル ■ギニアビサウ

（終）上尾市堤崎

（起）中央区円阿弥
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上尾道路沿い西新井付近は小学
校の通学路になっていますが、草
が伸び放題になってしまい子ども
などはすっかり隠れてしまい見通

しが悪く危険です。地元の
方からの陳情を受け毎年
除草整備しております。地
域の安心安全を守ること
は極めて大切だと思ってお
ります。

17号バイパス沿い奈良町付近。
飛ばす車も多い中小学校の通学

路になっており、ガードレー
ルがなく危険でした。保護
者の方からの陳情を受け
ガードレールを設置。子ど
もたちの一日一日を守っ
ていきたい、そう思います。


