有田町総合計画書 用語解説
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「NPO」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収
益を分配することを目的としない団体の総称である。収益を目的とす
る事業を行うこと自体は認められるが、事業で得た収益は、様々な
ＮＰＯ法人（特定非営利 社会貢献活動に充てることになる。このうち、特定非営利活動促進
19・21・22
活動法人）
法に基づき法人格を取得した法人を、「NPO法人（特定非営利活動
法人）」という。NPOは法人格の有無に問わず、様々な分野で社会
の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されて
る。
ホームページ

インターネット上にある情報提供サービス。ウェブページ。

アダプトプログラム（里
親制度）

住民と行政が協働で進めるまち美化プログラムのこと。「アダプト」と
は「養子縁組する」という意味で、企業や地域住民などが道路、公
園、河川など一定の効用の場所の里親となり、定期的・継続的に清
掃活動を行い、行政がそれを支援する仕組み。

21

地域おこし協力隊

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活
の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として
委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産
品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業の従事、
住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域へ
の定住・定着を図る取組。

21

ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
インターネット上で人と人のつながりを支援するサービス。
ワーキング・サービス）

21・26・29

24

情報セキュリティ

情報の機密性、完全性、可用性を維持すること。

オープンデータ

自由に使えて再利用ができ、かつ誰でも再配布できるようなデータ。

25

タウンプロモーション

町の魅力や施策・情報を町内の方だけではなく、幅広く発信し知って
もらう活動。

25

ツイッター

140文字以内の短文「ツイート」の投稿を共有するウェブ上の情報
サービス。

25

フェイスブック

SNSのひとつで実名で現実の知り合いとインターネット上でつなが
り、交流するサービス。

25

クチコミサイト

商品、人物、集団（企業等）、サービスなど、物事に関する評判や噂
を扱うインターネット上のサイト。

25

オンライン手続き

インターネットなどのネットワーク経由で各種手続きを行うこと。

25

複数の行政機関等に存在する特定の個人の情報を同一人であると
社会保障番号（マイナン いうことの確認を行うための番号を個々に付与する事で、社会保障・
バー）制度
税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・
公正な社会を実現するための社会基盤となる制度

24・26

25

ペーパレス化

オフィス内の文書、書類、帳票類の電子化を進めてパソコンやタブ
レットなどでファイルとして閲覧できるようにすること。

25

シビックテック

シビック（市民）とテック（テクノロジー）をかけあわせた造語。市民自
身が、テクノロジーを活用して行政サービスの問題や社会課題を解
決する取組。

25

ビックデータ

従来のデータ処理アプリケーションで処理することが困難なほど巨
大で複雑なデータの集積物を表す用語。

25
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配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる
ＤＶ（ドメステッィク・バイ 暴力（経済的暴力・社会的隔離・身体的虐待・心理的虐待など）。被
オレンス）
害者を女性に限定してはいないが、多くの場合、配偶者からの暴力
の被害者は女性である。

27

合併特例期間

【普通交付税の合併算定替】合併が行われた年度及びこれに続く１
０ヵ年度は、合併前の旧市町村が存在すると仮定して算定した交付
税額の合計額を保障し、その後５ヵ年度で段階的に増加額が縮減さ
れるもの。
【合併特例債】市町村の合併に伴い必要となる事業について事業費
の95％まで充てることができ、返済額の７割を国が負担する。利用
期間は合併後１０年間だが、東日本大震災後、５年間延長できるよ
うになっている。有田町の場合、平成３２年度事業までが対象とな
る。

30

ＰＦＩ・ＰＰＰ

【PFI（Private Finance Initiative）】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手法。
【PPP（Public Private Partnership）】公民が連携して公共サービスの
提供を行うスキーム。PFIはPPPの代表的な手法の一つ。

32

経常収支比率

地方自治体の財政の弾力性を示す指標として利用される。低けれ
ば低いほど財政運営に弾力性があり、政策的につかるお金が多くあ
ることを示している。

32

指定管理者

公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団
法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代
行させることが出来る制度により運営をしている業者等。

32・33
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健康寿命

健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間

34

心血管疾患

心臓、血管など循環器における疾患。心筋梗塞や狭心症、大動脈
瘤、大動脈解離など

34

ストレス

精神緊張、心労、苦痛、寒冷、感染など、ごく普通にみられる刺激(ス
トレッサー）が原因で引き起こされる生体機能の変化

34・36

メタボリックシンドローム 内臓脂肪型肥満に脂質異常症、高血糖、高血圧のうち２つ以上を重
（内臓脂肪症候群）
ね持った状態

35・36

フィードバック

結果を原因に反映させて情報提供すること

35

食育

様々な経験を通じて食に関する知識や食を選択する力を習得し、健 35・36・37
全な食生活を実践することができる人間を育てること。
47

スローフード運動

自分達の食と生活を見つめ直し、歴史と文化に裏づけされた人にや
さしい食文化をすすめましょうという運動

37

８０２０運動

満８０歳までに２０本の歯を残そうとする運動のこと。

37

地域包括ケアシステム

要介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支
援が包括的に確保される体制。

38・40・43
45

ノーマライゼーション

社会的弱者が他の人と同様に住みなれた家庭や地域の中で生活し
ていくことができる社会が通常の社会であるという考え方のこと。

38・39

ニーズ

人や集団が持つ欠乏感のこと。生理的ニーズ、社会的ニーズ、個人
的ニーズなどがあり、人間生活上必要な、ある充足状況が奪われて 38・48・49
いる状態をいう。

生活支援コーディネー
ター

高齢者に関するサービスの開発、育成、ネットワークの構築、ニーズ
と取り組みのマッチングなど、生活支援と介護予防の基礎となる部
分を構築するための様々なコーディネート業務を行う専門職

40

認知症カフェ

認知症の人と家族、地域住民、専門職等、誰でもが参加できる集い
の場。カフェのようにリラックスした場所で、お茶を飲みながら認知症
について気軽に意見交換ができる場所で、「新オレンジプラン」（認
知症施策推進総合戦略）の戦略の一つに掲げられ、全国に広がっ
ている。

40

バリアフリー

社会的弱者が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを
除去すること。

41・42

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、言語や障害の有無などにかかわらず、最初からできる
だけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。

41・42

かかりつけ医

日常的な診療や健康管理をしてくれる身近な医師

老老介護

高齢者の介護を高齢者が行うこと。主に65歳以上の高齢の夫婦、親
子、兄弟などがそれぞれ介護者・被介護者となるケースを指す。

43・44・45
43

解 説
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労働力人口

労働に適する１５歳以上の人口のうち、労働力調査期間である毎月
末の一週間に、収入を伴う仕事に多少でも従事した「就業者」（休業
者を含む）と、求職中であった「完全失業者」の合計を指す。働く意思
と能力を持つ人の総数。

46

子育て支援センター

公共施設や保育所、児童館等の身近な場所で、主に未就園の乳幼
児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供を行う施設
を指す。

48・50

用 語
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バイオ燃料

生物体（バイオマス）の持つエネルギーを利用したアルコール燃料、
その他合成ガスのこと。

52

クリーンエネルギー

電気、熱などに変えても二酸化炭素、窒素酸化物などの有害物質を
排出しない（または少ない）エネルギーのこと。

52

空き物件インフォメー
ション

空き物件の情報を自治体のホームページなどで発信し、所有者と活
用希望者をマッチングさせる仕組み。

54

コミュニティバス

路線バスなどの交通機関では対応できていない地域の交通需要に
応えるために、主に自治体が主体となり運行しているバスのこと。

56・59

地域防災計画

市町村防災会議が、災害対策基本法に基づいて地域の実情に即し
て作成する地域の防災計画。災害発生時の応急対策や復旧など、 60・62・65
災害に関わる事務・業務に関して総合的に定めたもの。

ハザードマップ

地震、津波、高潮、洪水、浸水、噴火、土砂災害などの被害を予測
し、被害の恐れのある地域や避難に関する情報を掲載した地図。住
民に危険箇所を周知し、災害発生時に、迅速・的確な避難を促し二
次災害を防ぐ目的もある。

自主防災組織

地域住民が自主的に地区や集落ごとに連帯して防災活動を行う組
織をいう。平常時は防災訓練や広報活動、災害時には初期消火や
救出援護、集団避難、避難所への給水給食などの活動を行う。大規 60・62・64
模災害が発生した場合、消防署などの防災機関だけでは十分な対
65
応ができない可能性があるため、自主防災組織への積極的な取り
組みが求められている。

自衛消防組織

事業所などで災害に備え、従業員の活動任務と具体的な行動基準
を定めた「企業内消防組織」のこと。

62

防災行政無線

防災行政のために、市区町村が設置・運用する放送設備のこと。固
定（放送）局は市区町村役場などに設置され、屋外拡声子局・戸別
受信装置などを通じて、避難勧告や避難命令、地震や竜巻、武力攻
撃などを知らせる緊急速報、火災発生などを伝達する。

62

緊急速報メール

気象庁や自治体が発表する災害・避難情報を携帯電話会社が一斉
に配信する電子メールのこと。

62

緊急医療情報キット

自宅での緊急の容体変化等により、駆けつけた救急隊員や受け入
れ機関等が迅速・適切な処置を行えるように備えるもの。救急情報
（かかりつけ医療機関や緊急連絡先、持病など）を記入した用紙を
筒状のケースに入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておく。

62

国民保護計画

国民保護法に基づき、各都道府県ごとや各市区町村ごとに、外国か
らの武力攻撃やテロなどの有事に備え、住民避難や被災情報など
の収集方法などを定めたもの。

63・65

子ども１１０番の家

児童や女性が声かけ、つけまわし等の被害にあった場合に助けを
求めて逃げ込むことのできる民家、商店、会社等を「こども１１０番の
家」として委嘱する制度。

63

用 語

62

用 語
ライフライン
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日常生活を送る上で必須の諸設備を言い、ここでは主に、関係機関
との通信手段、水道水の確保、交通網の復旧などの意味で使用し
ている。

65
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通年観光

ある一定期間だけに集中して観光客が訪れるのではなく、一年を通 68・76・78
して切れ目なく観光客が訪れ、楽しむことができる観光地づくり。
80・81

創業支援事業計画

国の産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的
として、市区町村が創業支援事業者（地域金融機関、商工会議所
等）と連携し、策定する計画。

69

特定創業支援事業

市区町村または創業支援事業者が、創業希望者等に行う、経営、
財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う
創業支援の取組。

69

ＪＥＴプログラム

地域の外国語教育の充実と国際交流を図るため、外国の青年を招
いて語学指導等を行う外国青年招致事業「The Japan Exchange and
Teaching Programme」の略。

70

グローバル化

政治・経済、文化などにおいて、国や地域の垣根を越え、世界規模
で資本や情報のやり取りが行われること。

72

集落営農組織

集落などで農家が農業生産工程の全部または一部を共同して行う
組織。

72・74・75

耕畜連携

米や野菜等を生産している耕種農家へ畜産農家から堆肥を供給し
たり、逆に転作田で飼料作物を生産し、畜産農家の家畜の飼料とし
て供給する等、耕種と畜産の連携を図ること。

73

６次産業化

農林水産業者が生産（1次）、加工（2次）、販売（3次）まで一体的に
取り組んだり、2次、3次業者と連携して新商品やサービスを生み出
したりすること。1次×2次×3次と掛け合わせることから「6次」とい
う。

73

ＵＪＩターン

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Uターンは
出身地に戻ること。Jターンは出身地の近くの地方都市に移住するこ
と。Iターンは出身地以外の地方へ移住すること。

74

オーナー制農業

都市住民に直接耕作に関わってもらいながら農地を保全していく方
法。

74

地産地消

地域で生産された農産物や水産物を、その地域で消費すること。

グリーンツーリズム

農村や漁村での滞在型休暇。都市住民が農家などにホームステイ
して農作業を体験したり、その地域の歴史や自然や文化に親しみ、
人々との交流を楽しむ余暇活動。

74

ＤＭＯ

観光地経営の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、官民
などの幅広い連携によって地域観光を積極的に推進する法人組織
「Destination Marketing/Management Organization」の略。

76・79・80

民泊

個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに旅行
者を有料で宿泊させること。

79・80

ｗｉ-ｆｉ

パソコン、スマホ、タブレットなどのネットワーク接続に対応した機器
を、無線の電波でインターネットに接続できるようにする仕組み。

80

74・75
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教育行政が自らの所管の公立学校の運営や改革について手が回ら
コミュニティスクール（学
ないところを、地域住民に積極的にかかわってもらって運営の一部
校運営協議会制度）
を任せる形態の学校のことである。

84・85

共働き家庭の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育
成するため、文部科学省と厚生労働省が協力し、一体型を中心とし
放課後子ども総合プラン た放課後児童クラブ及び放課後子供教室の整備を進め、全ての児
童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことが
できる場を計画・整備するもの。

85

心理的、情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒に対し
て、個別や小集団での相談、指導を行い、自立を促しながら集団生
活に適応する力を育み、学校への早期復帰や社会性を育成する場
所。

85

主にヨーロッパ諸国などに見られる地域のスポーツクラブの形態で、
地域において、個人や家族、子供から高齢者、障がい者までを含
む、様々なスポーツを愛好する人々が参加できる総合的なスポーツ
総合型地域スポーツクラ
クラブのことであり、地域住民のスポーツ活動の拠点となるクラブの
ブ
こと。何種類かのスポーツを自分の身近な地域の拠点施設で行え、
地域に住むだれもが会員になれ、運営経費は基本的に会員の会費
で賄う。

88

日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。日本の市町
村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化
財保護法第１４４条の規定に基づき、特に価値が高いものとして国
が選定したもの。

92

適応指導教室

重要伝統的建造物群

