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１ 用語解説 

 

【あ行】 

IOT 

Internet of Things の略で、「モノのインター

ネット」と呼ばれる。自動車、家電、ロボット、

施設などあらゆるモノがインターネットにつ

ながり、情報のやり取りをすることで、モノの

データ化やそれに基づく自動化等が進展し、新

たな付加価値を生み出す。 

 

ICT 

Information & Communications Technology

の略。情報通信技術のこと。従来から使われて

いた IT（Information Technology）に替わって、

通信ネットワークによって情報が流通するこ

との重要性を意識して使用される。 

 

空家空地バンク 

町内にある空家空地について、賃貸・売買を

希望する所有者から物件の情報を登録しても

らい、その情報を町のホームページ等に公開し

て、町外からの移住希望者に紹介する仕組み。 

 

あんしんメール 

町民の安全・安心を確保するため、事前に登

録していただいた携帯電話やパソコンのメー

ルアドレスに情報をリアルタイムに配信する

もの。災害に関する警報や防災情報防犯や犯罪

情報、振り込め詐欺や空き巣情報などを配信し

ている。 

 

インバウンド 

Inbound という、入ってくる・内向きのとい

う意味を持つ英単語。転じて、「海外から国内

へ入って来る観光客」を指す。 

 

AI 

Artificial Intelligence の略で、人工知能のこ

と。 

 

ALT 

Assistant Language Teacher の略。教育委員

会や学校で、外国語担当指導主事または外国語

担当教員等の助手として職務に従事する、外国

人青年の外国語指導助手。 

 

SNS 

Social Networking Service の略。登録した利

用者だけが参加できるインターネットの Web

サイトのこと。 

 

NPO 

様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に

対して収益を分配することを目的としない団

体の総称。NPO のうち、特定非営利活動促進

法に基づいて特定非営利活動を行うことを主

たる目的とし、同法の定めるところにより設立

された法人のことを NPO 法人という。 

 

エリアマネジメント 

地域における良好な環境や地域の価値を維

持・向上させるための、住民・事業主・地権者

等による主体的な取組み。 

 

【か行】 

合併処理浄化槽 

生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排

水（台所や風呂、洗濯などからの排水）を併せ

て処理することができる浄化槽のこと。 

 

機能別消防団員制度 

平日の昼間に出動できる団員が少ないこと

から、消防団員や消防職員ＯＢなどを団員と同

じ非常勤特別職の地方公務員として任用し、平

日日中の災害時など、従事可能な活動だけに参

加することができるようにし、平日の防災力を

補完するための制度。 

 

橋梁長寿命化修繕計画 

老朽化する橋梁の安全性を確保し、今後の修

繕・架替えに伴う総合的な費用を縮減するため、

橋梁の長寿命化を目的とした修繕計画。 

 



 

資料編-3 

 

クールチョイス（COOLCHOICE） 

2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013

年度比で 26％削減するという目標達成のため

に、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・

サービス・行動など、温暖化対策のためのあら

ゆる「賢い選択」をする国民運動で、みんなが

一丸となって温暖化防止のための選択を行っ

てもらうため、統一ロゴマークを設定し、広く

呼びかけていく活動。 

 

健康増進計画 

運動や栄養・食生活、生活習慣病対策、飲酒・

喫煙、歯の健康、こころの健康などを具体的な

取り組みに掲げ、健康増進や維持、病気などの

予防につながるように、町民一人ひとりの生活

習慣改善を推進しようとする計画。 

 

建築協定 

住宅地としての環境または、商店街としての

利便を高度に維持増進するなどのため、土地所

有者等の全員の合意によって、建築基準法に決

められた最低限の基準に加え、それ以上のきめ

細かい基準を定めて、互いに守りあっていくこ

とを約束する制度。 

 

後期高齢者医療制度 

75 歳以上（一定の障害がある場合は 65 歳以

上）の人が加入する医療制度。被保険者は所得

に応じた保険料（居住する都道府県ごとに決定）

を年金からの天引きなどで納付する。医療機関

窓口における負担割合は原則１割（現役並みの

所得者は３割）。 

 

交通弱者 

自動車中心の社会において、年少者、要介護

者、一部の高齢者や障害者など、自分で運転す

ることができず、自家用の交通手段がないため

公共交通機関に頼らざるを得ない人。とくに公

共交通機関が整備されていないため、買い物な

ど日常的な移動にも不自由を強いられている

人をさす。 

 

子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援法に基づき市町村が策定

する計画。地域にいる子育て世帯の現況と将来

的なニーズを勘案した上で、子どもの教育・保

育、子育て世帯の支援を総合的に推進すること

を目的とする。 

 

【さ行】 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中

の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスな

ど、繰り返し永続的に利用することができると

認められるエネルギー源。 

 

幸せリーグ 

住民が感じる「幸福度」の向上を行政の目標

にしようと、東京都荒川区の呼びかけではじま

った住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体

連合の通称。全国の 52 基礎自治体で構成され、

自治体相互の連携と、学びあいながら切磋琢磨

し、誰もが幸福を実感できるあたたかい地域社

会の実現を目指し、他の先進自治体との情報交

換、調査研究を行う。 

 

自主防災組織 

地域住民が主体的に結成する防災組織のこ

と。日頃から住民同士が協力・連携して災害に

備えた様々な取り組みを実践するとともに、災

害時には地域の被害を最小限にくい止めるた

めの活動を行う。 

 

自治会職員担当制度 

協働・連携協力によるまちづくりを推進する

ため、希望する自治会に職員を配置し、地域活

動の活性化等を図ることを目的とする制度。 

 

自治基本条例 

地域における自治のあり方、町民・行政相互

の役割分担の考え方を明らかにするためのル

ールを定めることを目的とした条例のこと。 

 

指定管理者制度 

地方自治体が所管する公の施設の管理、運営

について、民間事業会社を含む法人やその他の

団体に委託することができる制度。公の施設の

管理、運営に民間等のノウハウを導入すること

で効率化を目指す。 
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ジュニアリーダー 

子供会のお兄さんお姉さんとして、子供達の

自主的な活動を下支えする、リーダー的な役割

を担う青少年のこと。 

 

生涯学習人財バンク 

生涯学習の広い分野で知識・技能・経験を持

つ方に登録していただき、その情報を指導者や

講師を探す個人・団体等に提供するもの。 

 

障害者差別解消法 

共生社会をめざし、障がいを理由とする差別

の解消を推進するため、国や自治体、企業や店

舗などの事業者に対し、正当な理由なく障害を

理由として差別することを禁止し、障害者の求

めに応じて社会的なバリアを取り除く努力を

求めた法律。 

 

障害者総合支援法 

地域社会における障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律。「障害

者自立支援法」の一部を改正し（障がい者の定

義に難病等を追加、重度訪問介護の対象者拡大、

ケアホームからグループホームへの一元化な

ど）、名称を変更したもの。 

 

食品ロス 

賞味期限切れや食べ残しなどにより、本来食

べられるにもかかわらず、廃棄されている食品。 

 

女性活躍総合戦略 

女性が生涯を通じていきいきと活躍できる

環境を推進する具体的な戦略。 

 

人権擁護委員 

人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受け

たり、人権の考えを広める活動をしている民間

ボランティア。 

 

人口ビジョン 

本町における人口の現状を分析するととも

に、人口に関する地域住民の認識を共有し、今

後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を

提示するための計画。2040 年時点の本町の目

標人口を設定している。 

 

SKY広域圏 

静岡県東部地域、神奈川県西部地域及び山梨

県東部地域からなる富士箱根伊豆地域交流圏

市町村ネットワーク。三県の頭文字（S=静岡、

K=神奈川、Y=山梨）を取って SKY 広域圏と

呼ばれる。 

 

スマートハウス 

IT（情報技術）を使って家庭内のエネルギー

消費が最適に制御された住宅。具体的には、太

陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー

機器、家電、住宅機器などをコントロールし、

エネルギーマネジメントを行うことで、CO2

排出の削減を実現する省エネ住宅であり、スマ

ートハウス（＝賢い住宅）と呼ばれる。 

 

成年後見制度 

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由

で判断能力の不十分な人たちを保護し支援す

る制度。不動産や預貯金などの財産管理や介護

サービス、入所施設との契約、遺産分割などの

場面で本人が不利益にならないように支援す

る。 

 

【た行】 

男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として自らの意

思であらゆる分野の活動に参画する機会を持

ち、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、共に責任を担う社

会。 

 

地域の茶の間 

自宅のお茶の間にいるような気分で、お茶飲

み会やレクリエーションなどをして自由に過

ごせる場所を地域のなかにつくり出そうとす

るもので、地域集会施設などを利用して活動す

るもの。 

 

地域福祉計画 

地域における住民同士のつながりが希薄化

したことにより、さまざまな問題が起こってい
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る昨今、家庭や地域での「ふれあい」や「ささ

えあい」が何より大切であることから、公的サ

ービスを基盤としながら参加型福祉社会を構

築して、1 人ひとりの尊厳が尊重された地域社

会を目指す計画。 

 

地域防災計画 

本町に係る地震や風水害等の災害対策につ

いて、町及び関係機関が対応すべき事務又は業

務について総合的な指針を定めたもの。この計

画を基に災害予防、災害応急対策及び災害復旧

等を総合的・計画的に実施することにより、地

域と町民の生命、身体及び財産を災害から保護

し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図る

ことを目的とする計画。 

 

地球温暖化 

大気中の温室効果ガスの量が人為的な活動

によって増え続けることにより、地球の平均気

温が少しずつ上昇していく現象。寒冷地の氷の

流失と海面上昇、異常気象、動植物の生息域の

変化などが既に観測されており、地球温暖化が

もたらす地球環境や生態系などへの影響は非

常に大きいものとされる。 

 

地区計画 

都市計画法に基づいて定める特定の地区・街

区レベルの都市計画。それぞれの地区の特性に

ふさわしいまちづくりを誘導するため、住民の

合意に基づいて、地区の目標や方針、道路・公

園などの位置や建築物の用途や規模、形態など

の制限をきめ細かく定める。 

 

地産地消 

食に対する安全を求める高まりの中で、地元

で生産された安全で安心な食材を地元で消費

していこうとする動き。 

 

低炭素型製品 

二酸化炭素をできるだけ排出しないように

配慮された製品。 

 

出前講座 

町民が主催する勉強会、研究会等に町が講師

を派遣し、町政に対する説明や専門知識をいか

した実習などに関する講座を行う。 

店舗リノベーション 

既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途

や機能を変更して性能を向上させたり価値を

高めたりすること。 

 

土石流 

土砂が水（雨水や地下水）と混合して、河川・

渓流などを流下する現象のこと。土砂災害の原

因の一つ。山津波（やまつなみ）、山崩れ、地

すべりともいう。 

 

ドッグラン 

犬の飼い主が管理の上、隔離されたスペース

の中で引き綱をはずし自由に運動させること

ができる場所や施設。 

 

【な行】 

認知症 

脳機能の低下により、さまざまな障害（記憶

障害や判断力の低下、うつや無気力、暴力行動

や徘徊など）が起こり、日常生活に支障が出て

いる状態のこと。 

 

認知症カフェ 

認知症の本人と家族が、地域住民や介護・福

祉・医療の専門家と身近な場所で集い、交流で

きる場のこと。常設ではなくイベントとして定

期的に開催される。 

 

農泊 

農山漁村において日本ならではの伝統的な

生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、

農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など、多

様な宿泊手段により旅行者にその土地の魅力

を味わってもらう農山漁村滞在型旅行のこと。 

 

【は行】 

パブリックコメント 

意見公募手続き。公的機関が計画などを策定

するにあたって、事前にその案を示し、広く公

に意見や情報を募集すること。 
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バリアフリー 

道路や建物内の段差など、物理的な障壁を取

り除き、生活しやすくすること。 

 

PFI 

「PFI（Private Finance Initiative：プライベ

ート・ファイナンス・イニシアティブ）」の略。

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の

資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う

新しい手法。民間の資金、経営能力、技術的能

力を活用することにより、国や地方公共団体等

が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公

共サービスを提供できる。 

 

PDCA 

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）

→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによっ

て、業務を継続的に改善する、生産技術におけ

る品質管理などの継続的改善手法。 

 

ファミリー・サポート・センター 

乳幼児や小学生の児童をもつ子育て中の人

を対象として、児童の預かりなどをするための

サービスの調整機関。児童の預かりなどをして

ほしい人は利用会員に、児童を預かってもよい

という人は協力会員になり、地域の中で相互に

援助しあうシステム。 

 

ふれあい相談員 

地域福祉を推進するため、地域のなかで福祉

活動をおこなう体制づくり、町や社会福祉協議

会等の関係へのつなぎ役をおこなっていただ

く方。 

 

【ま行】 

マイナンバー制度 

国が国民一人ひとりにマイナンバー（12 桁

の個人番号）を交付し、納税や公共サービスの

受給状況などを一元的に把握出来るようにす

る制度。社会保障の受給や税負担における不正

の防止、行政手続きの簡素化などに役立てられ

る。 

 

 

まちづくり条例 

「良好な自然景観の保全と快適な生活環境

の確保」を基本理念とし、町民と町が一体とな

ってまちづくりを推進することを目標に、

1996 年 12 月に制定された条例。真に快適でう

るおいある生活環境を創出するため、まちづく

り全般に幅広い規定を設け、個性を活かした魅

力あるまちづくりをめざす。 

 

まつだ乾杯条例 

「地元産の飲み物で乾杯」を合言葉に、地元

産飲料地酒等による乾杯を推進することによ

り、地元産飲料地酒等の普及促進を図りながら、

町内の農業や産業の活性化及び町民の郷土愛

を作り上げることを目的とするもの。 

 

民生委員児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、そ

れぞれの地域において、常に住民の立場に立っ

て相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の

増進に努める地域に暮らす担当者。民生委員は

児童委員を兼ね、児童委員は、地域の子どもた

ちが元気に安心して暮らせるように、子どもた

ちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごと

などの相談・支援等を行う。一部の児童委員は

児童に関することを専門的に担当する「主任児

童委員」の指名を受ける。 

 

木質バイオマスエネルギー 

森林の間伐材や街路樹の剪定（せんてい）枝

など木材由来の有機性資源（バイオマス）を利

用したエネルギー。燃やすと二酸化炭素（ＣＯ

２）が発生するが、木は成長時にＣＯ２を吸収

するため排出量はプラスマイナスゼロになる。 

 

【や行】 

有害鳥獣 

人畜や農作物などに被害を与える鳥獣。クマ、

シカ、イノシシ、カラスなどが市街地や農地に

入り込み、何らかの被害をおよぼした場合にい

う。 
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ユニバーサルデザイン 

高齢者や身体障がい者という特定の人に限

定せず、また、あらゆる体格、年齢、障がいの

度合いに関係なく、できるだけ多くの人々が利

用可能であるように製品、建物、空間等をデザ

インすること。 

 

ライフライン 

電気・ガス・水道等の公共公益設備や電話や

インターネット等の通信設備、圏内外に各種物

品を搬出入する運送や人の移動に用いる鉄道

等の物流機関など、都市機能を維持し人々が日

常生活を送る上で必須の諸設備を言う。 

 

立地適正化計画 

持続可能な都市構造への再構築を目指し、人

口減少社会に対応したコンパクトシティを実

現するためのマスタープランであり、市町村が

必要に応じて策定する計画。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


