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くまもと無料Wi-ﬁについて
以前、私の一般質問でくまもと無料Ｗｉ-ｆｉに関して質問を行い、
くまもと無料Ｗｉ-ｆｉが設置された箇所もあ

りますが、
まだまだ少ないというのが現状です。

今回、熊本市長に当選された大西市長のマニフェストに外国人も含めた観光客の利便性向上を図りＷｉ-ｆｉス

ポットを拡大するとありました。

これからも県と市が連携して、Ｗｉ-ｆｉの環境を充実していかなけ

ればならないと考えます。

「くまもと無料Wi-Fi」
とは
自由民主党

誰でも無料で使える公衆無線LAN！
「くまもと無料Wi-Fi」
は、国内外からの来訪者等の利便性向上、観光・交通情報等の発信力強化、大規模イベ

ントや災害時の情報伝達手段の充実を主な目的とした誰でも無料で利用できる公衆無線LANサービスです。

環境整備の
ねらい

海外からの来訪者が、
国内の通信環
境で特に困っているインターネット
接続において、スマートフォンやタ
ブレット等で簡単に接続できます。

インターネットを通じて、
観光情報や交通情報の
入手、情報交換等を手軽
に行うことができます。

農林水産常任委員会・道州制問題等特別委員会
平成24年4月 文教治安常任委員会・環境対策特別委員会
平成25年4月 総務常任委員会 副委員長
高速交通および新幹線活用対策委員会を歴任
現在 経済環境常任委員会 副委員長
環境対策特別委員会 委員
熊本県中小企業振興基本条例改正検討委員会 副委員長
決算特別委員会 委員

熊本市
第一選挙区

北区

１１月２５日の噴火以降、阿蘇・南阿蘇エリアの宿泊施設や観光施

設で多くのキャンセルが出ています。

示するなど、随時新たな情報の提供を行っております。
（熊本県観光

西区

東区
中央区

サイト
「なごみ紀行」
も随時更新中）

熊本・阿蘇への旅行需要喚起として、主なターゲットである関西・福岡方面を中心にプロモーション活動を展開

南区

します。具体的には
「アリスインワンダーランド熊本」
（ＪＲ西日本との共同キャンペーン）
との連動をはじめ、各種イ

はしぐち海平

平成27年4月の熊本県

県では風評被害を防ぐため、国内の旅行会社、交通事業者、観光施

設、国等関係機関に対し、火口から主な観光施設等までの距離を明

熊本県議会議員

阿蘇山の噴火に伴う影響と対応について

自由民主党熊本県支部連合会 青年部長

議会議員選挙の熊本
市選挙区が変更にな
りました。

橋口海平は
熊本市
第一選挙区です

ベント等ＰＲ手段を活用しながら阿蘇の観光情報を積極的に発信していきます。

阿蘇は、地球が作り出したダイナミックな活動を感じ、楽しむことができる
「世界ジオパーク」
に認定されており、

巨大噴火の歴史と生きている地球、
そして火山とともに暮らしてきた人々の文化を感じることが出来ます。
そのよう

な生きた火山である貴重な阿蘇の価値を、地域住民のかけがえのない資源として認識し、
これからも多くの人に阿
蘇ジオパークを体験して頂きたいと考えます。
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皆さんこんにちは︑橋口海平です︒

平成23年4月 熊本県議会議員 初当選（得票数12,036票）

政令指定都市になって初めての市長選挙も終わり︑新しい熊本市政が始まりました︒熊本

平成13年4月 元法務大臣 保岡興治 秘書

市は︑県内市町村のけん引役としてこれから更にその役割を担っていくことになります︒市中

（ラグビー部）
平成 9年3月 九州学院高等学校 第49回卒業
（ラグビー部主将）
平成13年3月 徳山大学経済学部 卒業

心部のみならず市全域また県全体を捉え県と市がしっかりと連携し︑拠点性を高め九州全

平成 6年3月 熊本市立出水南中学校 卒業

体の発展につなげる熊本市になることが期待されます︒私も県と市の橋渡し役として︑新市

平成 3年3月 熊本市立出水南小学校 卒業

長と緊密に連携を図りながら︑地域活性化の推進役となれるよう取り組んで参ります︒

昭和60年3月 熊本音楽幼稚園 卒園

﹁ 地方 創 生 ﹂
この言葉が現在キーワードとなっております︒政府の機関である
﹁まち・ひと・し

生年月日╱1979年
（昭和54年）
1月4日

ごと創生本部﹂
では
﹃若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現﹄﹃﹁東京一極集中﹂
の歯止め﹄

目印は、
くまもんを使った右のロゴマークで、
共通化したネットワーク名称
（kumamoto-free-wiﬁ というSSID）
により分かりやすく、
使いやすい公衆無線LANです。

﹃地域の特性に即した地域課題の解決﹄
と言う３つの視点で︑各地域の特徴を活かした自律的

はしぐち 海 平 P r o f i l e

で持続的な社会を目指しております︒私もチーム熊本の一員として早速︑県内市町村長と意

サービスを提供します。

見交換をし︑それぞれの地域の持つ特性や課題などについて議論をさせていただきました︒そ

して無線LAN環境を整備し、各施設が広く利用者に対して無線LAN

の議論を踏まえ︑国の動きに即時に対応できるよう更に頑張って参ります︒

地域情報化の基盤整備の一環として、県内の主な交通拠点や公共施設等において、県と各施設が連携・協力

活 動 報 告
2013

はしぐち海平は、県民の皆さまのために、いつも全力でエネルギッシュに活動しています!!

2014

3月

議員インターンシップとは、大学生が議員等の

県政発展のため
頑張っています！

もとで社会学習を行うもので、橋口事務所にも

今回は３名のインターン生が参加致しました。

自民党青年部青年局幹部
海外研修

9月

議員インターンシップ受入れ

2013年9月9日
（月）〜12日
（木）
自民党熊本県連青年局・青年部の
青年部長として、小泉進次郎団長

とともに、台湾の馬英九総統を表
敬訪問しました。

2014

6月

全国豊かな海づくり大会
10月 〜くまもと〜 2013年10月27日（日）
2013

“育もう

生命（いのち）かがやく 故郷（ふるさと）の海”を

テーマに、本県の特色ある水産業の魅力と水俣の海の再生

を情報発信するとともに、豊かな海を育む取組みとして放流
行事に参加しました。

青年部青年局 全国一斉
街頭演説 2014年6月1日（日）

「北朝鮮による拉致問題の解決」をテーマに安全保障や

県議会にて
12月 一般質問
2013

憲法改正について街頭演説を行いました。

2013年12月9日(月)
建設産業の人材確保や育成について・

2014

7月

台湾との交流について・公共無線LAN

について・色覚検査について・ラグビー

ワールドカップ熊本誘致について。

経済環境常任委員会
管外視察・台湾
2014年7月7日
（月）〜9日
（水）
本県と台湾の高雄との定期チャー

ター便の就航を控え、経済環境常
任委員会にて視察を行いました。

2014

8月

自民党青年局海外研修
ベトナム
2014年8月26日
（火）〜30日
（土）
自民党熊本県議会議員団・青年部長

自民党熊本県連
1月 新春の集い

出水南校区
2月 国政・県政報告会

2014年1月10日
（金）

2014年2月1日（土）

2014

として、ベトナムでの海外研修に参加

2014

新年にあたり自民党県

出水南校区で、国政・県政報告会を行いまし

連を支える700名の皆

た。真剣に耳を傾けてくださり、
また様々なご

様方と新年の門出を祝

意見も頂きました。

いました。

し、
チュオン・タン・サン国家主席を表
敬訪問しました。

2014

9月

大西一史熊本市長選
応援演説 2014年11月9日（日）

経済環境常任委員会
管内視察 2014年9月8日（月）

石破地方創生担当大臣とともに勝つぞー

熊本県立技術専門学校や上天草を視察しました。

コールをおこないました。県・市連携して
熊本の為に頑張ります。

総務常任委員会管内視察
2014年2月10日
（月）

11月

総務常任副委員長として
湯島を視察しました。

2014

第９回海風杯 2014年9月28日（日）
ミニバレーボール大会
多くの皆様が真剣に試合を楽しまれました。
白

熱した試合ばかりで見ていてとても楽しかっ

たです。
またのご参加をお待ちしております！

各種スポーツ大会や一般質問傍聴にて後援会の皆様から様々なご意見をうかがっています。

