
第3次「輝け男女 笛吹プラン」⑤

男女共同参画宣言都市　笛吹市
■問合せ先　市民活動支援課　市民活動支援担当
　☎ 055（262）4111

　平成28年度からスタートした第３次プラン。今回は、基本目標４の「男女が地域で輝くまちづくり」につい
て、主な行政の施策および数値目標、市民が取り組むことを紹介します。

昨年度の推進委員会（活動報告）
　昨年度は、第3次プランの推進初年度でもあり、市内各地での男女共同参画の啓発や推進活動を進めてき
ました。幹事会、全体会議、市民まつりや各種講座への参加、NWEC（国立女性教育会館）でのワークショッ
プの開催、推進委員会主催のフォーラムの実施など、家庭・職場・地域・広報の4部会の活動とともに、推進
委員会全体としても精力的に施策の具現化に取り組んできました。
　今年度は、第6期推進委員会としてさらにパワーアップし、男女共同参画の推進に取り組んでまいります。

市民がすること

○地域活動や自治組織活動に
積極的に参加しましょう

数値目標具体的施策

女性区長数
H26（4人） → H32（5人）

長期的に女性役員を登用するための仕組み
づくりを支援する

行政がすること

笛吹市男女共同参画推進委員会

男女共同参画
推進委員会

男女共同参画
推進本部

男女共同参画
庁内推進会議

男女共同参画
審議会

（写真：昨年6月「家庭の料理教室」
父の日お祝い太巻づくりの様子）

日本では2001年か
ら毎年6月23日から
29日の1週間は、男
女共同参画週間に
なっているんだよね。

今年のキャッチフレーズは
「男で○、女で○、共同作
業で◎。」だよ。今月は、家
庭や地域、身近なところで、
あらためて男女共同参画
を考える機会にしたいね。

笛ちゃん 吹ちゃん

重点目標4－1　「地域における男女共同参画の推進」

市民がすること

○男女共同参画の視点を取り
入れた災害マップづくりに
取り組みましょう

数値目標

市

具体的施策

女性消防団員数
H26（0人） → H32（15人）

市民の生命・財産を守るため、水害・火災の予
防、警戒、消火、災害時の避難誘導および防火
防災の啓発活動等に女性の視点を取り入れる

行政がすること

重点目標4－2　「防災･減災への女性の参画」

【参考】男女共同参画の推進体制図

６月は男女共同参画推進月間です

男女共同参画の重要事項の
調査審議
　　基本計画の策定および
　　変更
　　苦情および相談
　　その他

男女共同参画の調査研究
および事業の推進
　　男女共同参画の推進
　　基本計画の策定
　　その他
基本計画の推進、施策の
総合調整および調査審議
本部長：市長

本部に付議・指示された
事項の整理および調査検討
会長：市民活動支援課長

諮問
答申

実はこんなにあるよ。聞いたことある or ない。

６→国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙
人が、FAXによって投票する制度です。

７→仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に
投票できる制度です。投票できるのは、日本国籍を持つ有権者で、在
外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111
笛吹市選挙管理委員会
笛吹市明るい選挙推進協議会

NO.17「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみよう～～家族で「選挙」のことについて話してみよう～

有権者のみんな、
注目！

今月は、「投票」にはいくつかの制度(方法)があるこ
とをフッキーが紹介します。

この中で、特徴的な６と７について、ちょっと詳しく

１．名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
２．指定病院などにおける不在者投票　　３．郵便などによる不在者投票
４．国外における不在者投票　　　　　　５．洋上投票
６．南極投票　　　　　　　　　　　　　７．在外選挙制度

※指標は「山梨県
観光入込客統計調
査報告書」による。

・地域資源を活用した観光地域づくり、観光産業の活
　性化による効果を創出することを目的とする。

（計画策定の目的） （目指す観光地像）

（数値目標）

（推進体制）（基本方針と具体的な施策）

基本方針 1 地域資源の活用
・人々の賑わいの創出
・空き店舗、空き家、空き地の活用
・「人財」の発掘と活用
・温泉街を街歩きする仕掛けづくり
・市内観光資源の新たな活用

基本方針 2　インバウンドの推進
・インバウンドプロモーションの推進
・市全体でのインバウンド受入環境整備
・外国語対応環境の整備

日本人観光客
外国人観光客
本市来訪者

笛吹市全体での
観光地域づくり

DMO勉強会
・市民
・市内団体
・観光事業者　等

笛吹市観光振興計画
推進委員会（仮称）WG

・市内観光事業者　等
※実際に事業を担っている者

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（
事
業
見
直
し
、
改
善
） 笛吹市観光振興計画推進委員会（仮称）

・市内観光事業者
・DMO勉強会
・商工会
・金融機関

・観光関連事業者
・農業団体
・大学等研究機関
上記のメンバー等で組織

（事務局）笛吹市産業観光部観光商工課

基本方針 6　広域連携の推進
・峡東地域等とのDMO設立への働きかけ
・笛吹市版DMOの検討

基本方針 7　豊かな景観の保全と活用
・市内景観の向上
・農業景観の保全・活用
・眺望エリアの活用

基本方針 3 ユニバーサルデザイン導入の推進
・観光客が安心して歩ける街なか整備
・観光客に対する安心情報の提供
・「点」と「点」を結ぶ 2次交通の整備

基本方針 5 多様な観光客の獲得（通年型観光の確立）
・市内観光施設等の受け入れ実態調査
・体験型ツーリズムの検討・実施
・民間力を生かした集客イベントの育成
・外部人材等を活用した観光振興

『また訪れたくなる街　笛吹市』

・石和・春日居温泉郷での滞在時間が少ない
・笛吹市の認知度が低い
・観光資源が十分活用されていない
・来訪者を歓迎する意識が薄く、「まちづくりが人を呼
   ぶ」という意識が乏しい
・地域内交通が利用しにくい
・誰もが快適なユニバーサル環境の構築
・近隣自治体との連携のさらなる進展

（現状の課題）

基本方針 4　情報発信の強化
・大都市圏での知名度向上の取り組み強化
・観光客目線のプロモーション方法の検討
・市内観光施設での旬の観光情報の共有・発信

笛吹市では、『また訪れたくなる街 笛吹市』を目指すた
めに、5カ年計画の笛吹市観光振興計画を策定しました。

（計画期間）

※3年目に当たる平成 31 年度には中間見直しを行う
平成 29 年度～平成 33 年度（5カ年）

宿泊施設 商工会

市内団体
民間事業者

近隣市

金融機関

交通機関

観　光
案内所

観光施設

農業団体
市民

行政
（笛吹市）

大学等
研究機関

連携

笛吹市観光振興計画（概要版）を策定しました

笛吹市観光入込数

指標 現状値（H27） 目標値（H33） 増率

石和・春日居温泉郷宿泊客数
（全体）

石和・春日居温泉郷宿泊客数
（内外国人）

330 万人
H27 年延べ人数

155 万人
H27 年実人数

17 万人
H27 年実人数

5％
UP

UP

UP

346 万人
H33 年延べ人数

163 万人
H33 年実人数

18.7 万人
H33 年実人数

5％

10％

（3つの視点）　
…「笛吹市」を知っていただく
…ハード、ソフト両面でもてなす

・情報発信強化
・受入体制強化
・連携力強化 …市民、事業者、行政機関、教育機関、金融機関、各種団体、

　メディアを含む市全体で観光地域づくりをする

■問合せ先　観光商工課　観光企画担当　☎055（262）4111

また訪れたくなる街 笛吹市を目指して
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