˄ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
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 ۑㅎၥ᭩ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ۑィ⏬⟇ᐃࡢ⤒㐣 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
⏦⟅ ۑ᭩ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ۑඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟ጤဨྡ⡙ ࣭࣭࣭
 ۑඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟᮲ ࣭࣭࣭࣭࣭
⏝ ۑㄒゎㄝ୍ぴ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

Ⓨ ඵ  ➨㸯㸱㸲ྕ
ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸷᭶㸯㸵᪥
ඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟
 㛗 ๓ ⏣ ᖾ ᕫ   ᵝ
ඵ㢌⏫㛗 𠮷 ⏣ ⱥ ே

➨㸰ḟඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬ࡘ࠸࡚

ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟᮲㸦ᖹᡂ 17 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥᮲➨ 23
ྕ㸧➨㸰᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ㈗ᑂ㆟ពぢࢆ㈷ࡾࡓࡃୗグࡢ࠾ࡾㅎၥ࠸ࡓ
ࡋࡲࡍࠋ

グ
ັ 
₉

 㸯 ㅎၥෆᐜ
   ➨㸰ḟඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬ࡢ⟇ᐃ㛵ࡍࡿᑂ㆟
 㸰 ㅎၥ⌮⏤
   ᮏ⏫ࡣࠊᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸱᭶㸱⏫ࡀྜేࡋ᪂⏫ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊᖹᡂ㸯
㸵ᖺᗘࡽ㸯㸮ᖺ㛫ࢃࡓࡿࠕඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊᇶᮏᵓ࡛♧
ࡍᑗ᮶ീࡢᐇ⌧ྥࡅࡓࠊྛ✀⟇࣭ᴗࢆᐇࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
   ࡇࡢ㛫ࠊୡ⏺ⓗ⤒῭༴ᶵࡸᑡᏊ㧗㱋࣭㐣ࡢ୍ᒙࡢ㐍⾜࡞ࡼࡾࠊ
♫ໃࡶࡁࡃኚࡋࠊ௦༶ᛂࡋࡓ⾜ᨻ㐠Ⴀࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
   ᚋࠊྜేࡼࡿ㈈ᨻඃ㐝ᥐ⨨ࡢ⤊ࢆぢᤣ࠼ࠊ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࢆࡼࡾ୍ᒙ
᥎㐍ࡍࡿࡶࠊᮏ⏫ࡢ㨩ຊ࠶ࡿᆅᇦ㈨※ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࠊ⏫Ẹࡢ
༠ാࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠊᑗ᮶ࢃࡓࡾᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ
ࡓࡵࠊ
ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࡽࡢ㸯㸮ࣧᖺ㛫ྥࡅࡓࠕ➨㸰ḟඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃ
㛵ࡋ࡚ㅎၥࡋࠊពぢࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
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ィ䚷⏬䚷⟇䚷ᐃ䚷䛾䚷⤒䚷㐣
䚷㆟䚷➼

᪥䚷䚷

ཧຍேᩘ

ඵ㢌⏫➨䠎ḟ⥲ྜィ⏬⟇ᐃ䛻
㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ᐇ

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝᭶㻟㻜᪥
䡚㻞᭶㻝㻣᪥

ඵ㢌⏫➨䠎ḟ⥲ྜィ⏬⟇ᐃ䛻
㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖㞟ィ䞉ศᯒ

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻞᭶㻞㻜᪥
䡚㻠᭶㻟㻜᪥

➨䠍ᅇඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻥᭶㻝㻣᪥

䠍䠎ே

➨䠍ᅇඵ㢌⏫ⱝᡭ⫋ဨᨻ⟇ᥦ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮య㆟

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻝᭶㻠᪥

䠍䠔ே

ඵ㢌⏫୰Ꮫ⏕䜎䛱䛵䛟䜚㆟

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻞᭶㻢᪥

䠎䠑ே

➨䠎ᅇඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻞᭶㻝㻞᪥

䠍䠏ே

䕿➨䠎ḟ⥲ྜィ⏬⣲䛻䛴䛔䛶

ඵ㢌⏫ᮍ᮶䜎䛱䛵䛟䜚Ꮫ⏕
㆟

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻞᭶㻝㻡᪥

䠍䠕ே

䕿㫽ྲྀ䚸ඵ㢌⏫䛾䜲䝯䞊䝆䛿䠛
䕿㫽ྲྀ䚸ඵ㢌⏫䛻ఫ䜏䛯䛔䛸ᛮ䛖䜎䛱䛵䛟䜚
䕿ேཱྀῶᑡ䛻ṑṆ䜑䜢䛛䛡䜛䜎䛱䛵䛟䜚䛿ఱ

➨䠎ᅇඵ㢌⏫ⱝᡭ⫋ဨᨻ⟇ᥦ
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻞᭶㻝㻤᪥
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮య㆟

䠍䠔ே

䕿ྛ䜾䝹䞊䝥䛾ᥦሗ࿌
䕿ᨻ⟇ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ᥦ᭩ྲྀ䜚䜎䛸䜑

➨䠏ᅇඵ㢌⏫ⱝᡭ⫋ဨᨻ⟇ᥦ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮య㆟

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝᭶㻝㻡᪥

䠍䠕ே

䕿ᨻ⟇ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛ᥦ᭩ྲྀ䜚䜎䛸䜑
䕿䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶

ඵ㢌⏫➨䠎ḟ⥲ྜィ⏬䠄䠅䛾
䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝᭶㻝㻥᪥
䡚㻞᭶㻞㻜᪥
䠏䠐ே

䕿䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ

⏫ෆ㻡㻜㻜ྡ 䕿➨㻝ḟ⥲ྜィ⏬䛾ホ౯
䛻㒑㏦ 䕿ேཱྀῶᑡᑐ⟇➼䛻䛴䛔䛶

ඵ㢌⏫ⱝᡭ⫋ဨᨻ⟇ᥦ䝥䝺
ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝᭶㻞㻝᪥
䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁
➨䠐ᅇඵ㢌⏫ⱝᡭ⫋ဨᨻ⟇ᥦ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮㆟

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝᭶㻞㻟᪥

ඵ㢌⏫ⱝᡭ⫋ဨᨻ⟇ᥦ᭩
䛾ᥦฟ

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝᭶㻞㻤᪥

➨䠏ᅇඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻞᭶㻞㻟᪥

ඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟䛂⟅⏦䛃

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻞᭶㻞㻡᪥

ෆ䚷䚷䚷ᐜ
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䕿㫽ྲྀ⎔ቃᏛ䛻䛶䝕䞊䝍ศᯒ

䠕ே

䕿➨䠍ḟ⥲ྜィ⏬䛾⥲ᣓ䛻䛴䛔䛶
䕿➨䠎ḟ⥲ྜィ⏬䛾㦵Ꮚ䛻䛴䛔䛶
䕿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮タ⨨㊃᪨ㄝ᫂
䕿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䜾䝹䞊䝥ศ䛡
䕿㆟䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶
䕿ඵ㢌⏫䛾䜲䝯䞊䝆䛻䛴䛔䛶
䕿䛹䛾䜘䛖䛺ඵ㢌⏫䛻䛺䛳䛶䜋䛧䛔䛛
䕿ඵ㢌⏫䛻ᮃ䜐䛣䛸

䕿ᨻ⟇ᥦ᭩䛾᭱⤊☜ㄆ

䕿⏫㛗䜈ᨻ⟇ᥦ᭩䛾ᥦฟ

㻝㻡ே

䕿䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖䛾⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶
䕿➨䠎ḟ⥲ྜィ⏬䛻䛛䛛䜛⟅⏦
䕿⏫㛗䜈➨䠎ḟඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬⟇ᐃ䛻
䛴䛔䛶⟅⏦

⟅   ⏦

ඵ㢌⏫㛗  𠮷 ⏣ ⱥ ே   ᵝ

ࠕ➨㸰ḟඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬ࠖࡘ࠸࡚

ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸷᭶㸯㸵᪥ㅎၥࡢ࠶ࡗࡓࠊ
ࠕ➨㸰ḟඵ㢌⏫⥲ྜィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃ
ࡘ࠸࡚ࠊู⣬ࡢ࠾ࡾ⟅⏦ࡋࡲࡍࠋ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸰᭶㸰㸳᪥
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ັ 
₉

ඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟
 㛗  ๓ ⏣ ᖾ ᕫ

ඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟ጤဨྡ⡙
⫋䚷䚷ྡ

Ặ䚷䚷ྡ
㇂䚷ཱྀ䚷⯅⌮ᖾ

䚷ඵ㢌⏫㎰ᴗጤဨ

㧗䚷ᶫ䚷ῄ䚷Ꮚ

䚷䠦䠝䛔䛺䜀ዪᛶ䚷ඵᮾᨭ㒊䚷䚷

᫂䚷䚷Ⓩⱱᜨ

䚷䠦䠝䛔䛺䜀ዪᛶ䚷㒆ᐙᨭ㒊

ୖ䚷⏣䚷ி䚷Ꮚ

䚷䠦䠝䛔䛺䜀ዪᛶ䚷⯪ᒸᨭ㒊䚷

๓䚷⏣䚷ᖾ䚷ᕫ

䚷ඵ㢌୰ኸ᳃ᯘ⤌ྜ

ᖹ䚷ᮌ䚷䚷䚷ಟ

䚷ඵ㢌⏫ၟᕤ

ྜྷ䚷⏣䚷ᚊ䚷Ꮚ

䚷ඵ㢌⏫♫⚟♴༠㆟

ᖹ䚷ᮌ䚷Ꮥ䚷ᴿ

䚷ඵ㢌⏫Ẹ⏕䞉ඣ❺ጤဨ༠㆟

୰䚷ᮧ䚷䚷Ꮚ

䚷ඵ㢌⏫ዪᛶᅋయ㐃⤡༠㆟

ᯘ䚷䚷䚷ಙ䚷Ꮚ

䚷ඵ㢌⏫㐃ྜ፬ே

ୖ䚷⏣䚷⋹䚷Ꮚ

䚷ඵ㢌⏫㐃ྜ፬ே

᳃䚷䚷䚷ள⣖Ꮚ

䚷ඵ㢌⏫⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍㆟

ከ䚷ෆ䚷䚷䚷Ⓩ

䚷㒊ⴠゎᨺྠ┕ඵ㢌⏫༠㆟

ᯇ䚷ᕝ䚷䚷䚷ோ

䚷ඵ㢌⏫ᑠ䞉୰䠬䠰䠝㐃⤡༠㆟

୰䚷ᮧ䚷ඖ䚷⣖

䚷ඵ㢌⏫⪁ே䜽䝷䝤㐃ྜ
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ᙺ䚷䚷⫋

䚷䚷㛗

⫋ົ௦⌮



   ඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟᮲
ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥
᮲➨ྕ
 㸦タ⨨㸧
➨㸯᮲ ඵ㢌⏫ࡢ⥲ྜⓗ࡞⯆ࢆᅗࡿࡓࡵࠊඵ㢌⏫⯆ᑂ㆟㸦௨ୗࠕᑂ㆟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆ⨨ࡃࠋ
 㸦ᡤᤸົ㸧
➨㸰᮲ ᑂ㆟ࡣࠊ๓᮲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞⟇ࡘ࠸࡚ㄪᰝᑂ㆟ࡍࡿࠋ
㸰 ᑂ㆟ࡣࠊ๓㡯㛵ࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ⏫㛗ពぢࢆ㏙
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦⤌⧊㸧
➨㸱᮲ ᑂ㆟ࡣࠊጤဨே௨ෆ࡛⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸰 ጤဨࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࡽࠊࡑࢀࡒࢀᙜヱྛྕᐃࡵࡿᩘࡢ⠊ᅖෆ࡛
⏫㛗ࡀጤკࡋࠊཪࡣ௵ࡍࡿࠋ


㸯  ㎰ᴗጤဨ 㸯ே



㸰  ㎰ᯘᴗᅋయࡢ௦⾲ 㸲ே



㸱  ၟᕤᅋయࡢ௦⾲ 㸯ே



㸲  Ꮫ㆑⤒㦂⪅ 㸷ே

㸱 ጤဨࡀ௵ᮇ୰Ḟࡅࡓࡁࡣࠊ᪂ࡓ⿵ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ጤဨࡣࠊ㠀ᖖࡍࡿࠋ
 㸦௵ᮇ㸧
ࡍࡿࠋ
㸰 ጤဨࡣࠊ௵ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦㛗㸧
➨㸳᮲ ᑂ㆟㛗ࢆ⨨ࡁࠊጤဨࡢ㑅ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࢆᐃࡵࡿࠋ
㸰 㛗ࡣࠊົࢆ⥲⌮ࡍࡿࠋ
㸱 㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁཪࡣ㛗ࡀḞࡅࡓࡁࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵ㛗ࡢᣦྡࡍࡿጤဨࡀ
ࡑࡢ⫋ົࢆ௦⌮ࡍࡿࠋ
 㸦㆟㸧
➨㸴᮲ ᑂ㆟ࡢ㆟ࡣࠊ㛗ࡀᣍ㞟ࡋࠊ㛗ࡀ㆟㛗࡞ࡿࠋ
㸰 ᑂ㆟ࡣࠊᅾ௵ጤဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡀฟᖍࡋ࡞ࡅࢀࡤ㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸱 ㆟ࡢ㆟ࡣࠊฟᖍጤဨࡢ㐣༙ᩘ࡛Ỵࡋࠊྍྰྠᩘࡢࡁࡣࠊ㆟㛗ࡢỴࡍࡿࡇࢁ
ࡼࡿࠋ
 㸦ᗢົ㸧
➨㸵᮲ ᑂ㆟ࡢᗢົࡣࠊᡤ⟶ㄢ࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ
 㸦ጤ௵㸧
➨㸶᮲ ࡇࡢ᮲ᐃࡵࡿࡶࡢࡢᑂ㆟ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
   㝃

๎

 ࡇࡢ᮲ࡣࠊᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ


−125−

ັ 
₉

➨㸲᮲ ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⿵Ḟጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫

⏝䚷ㄒ䚷ゎ䚷ㄝ䚷୍䚷ぴ
用

語

解

説

ア行

あいサポーター

あいサポート運動（誰もが、様々な障がいの特性、障がいのある方が困って
いることや、障がいのある方への必要な配慮などを理解して、障がいのある
方に対してちょっとした手助けや配慮などを実践することにより、障がいの
ある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）を実現することを目的）を実践
していく方々を 「あいサポーター（障がい者サポーター）」と呼ぶ

ＩＪＵターン

Ｉターンは都市出身者が地方圏に就職・転職すること。Ｊターンは都会に就学・
就職していた人が、ふるさとの近くの都市で就職すること。Ｕターンは都市
などに就学・就職していた人が、ふるさとで就職すること

ＩＣＴ（アイシーティ）
【information and
communication technology】

情報通信技術を表すＩＴに、コミュニケーションの概念を加えた言葉

アイデンティティ

地域への帰属意識、同一性、一体感のこと

アクセス

情報に対する操作の総称。交通手段の連絡

アスリート

英語で運動選手、スポーツマンなどという意味の言葉である。スポーツ選手
ともいう

アプローチカリキュラム

就学前の幼児がスムーズに小学校の生活や学習に適応できるようにすると と
もに、幼児期の学びを小学校教育につなげるために作成する、幼児期の教育
終了前（５歳児の10月〜３月）のカリキュラム

アンテナショップ

企業や自治体などが自社（当該地方）の製品の紹介や消費者の反応を見るこ
とを目的として開設する店舗のこと

一時保育

乳幼児のいる家庭で、一時的に預けたい事情が生じたときに対応する事業

イベント

行事。催し。「……情報」

インターネット

コンピューターのネットワーク。コンピューターの相互接続により、全世界
を網羅してのネットワーク化がなされ、情報の取得及び発信が可能

ｗｅｂ（ウエブ）

インターネット上で標準的に用いられている、文書の公開・閲覧システム。
文字や画像、動画などを一体化した文書をネット上で公開・配布したり、また、
それを入手・閲覧することができる

ＡＬＴ（エーエルティ）

AssistantLanguageTeacherの略。日本人教師を補佐し、生きた英語を子ども
たちに伝える英語を母語とする外国人を指す

ＳＮＳ（エスエヌエス）
【sosial networking service】

ＮＰＯ（エヌピーオー）

インターネット上の交流を通して社会的ネットワーク（ソーシャル・ネット
ワーク）を構築するサービスのこと
「Nonproﬁt Organization」 又 は「Not-for-Proﬁt Organization」 の 略 で、 広 義
では非営利団体のこと。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行
う市民団体のこと

カ行
グループホーム

高齢者や障がい者などが自立し、地域社会で生活するための共同住居のこと

グローバル化

政治・経済、文化など、様々な側面において、従来の国家・地域の垣根を越え、
地球規模で資本や情報のやり取りが行われること

ゲリラ豪雨

予測が困難な、積乱雲の発生による突発的で局地的な豪雨を指す俗語
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経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性を示す数値で、人件費、扶助費、公債費等
の義務的性格の経常経費に、地方税や地方交付税等の経常的な収入である一
般財源がどの程度充当されているか示すもの

交通弱者

交通手段において、社会的に弱い立場のある者

高齢化社会

全人口のうち65歳以上の人口が７％以上を占めるとき高齢化社会。全人口の
うち65歳以上の人口が14％以上を占めるとき高齢社会

子育て支援センター

子育てする人が、子育てについての情報交換や交流、相談ができるセンター

コミュニティ

地域社会。共同体。一定の地域に居住し、共属感情を持つ人々の集団

コンシェルジュ

ホテルの宿泊客のあらゆる要望、案内に対応する「総合世話係」というよう
な職務を担う人の職名として使われている。顧客一人ひとりに応じたきめ細
かいサービスが注目を集め、今ではホテルのみならず、観光案内所や駅、百
貨店、病院など、多くの業界・企業に、コンシェルジュという制度が広がっ
ている

サ行
サークル活動
ジェネリック

文化・芸術・スポーツなどの同好会が集まって活動すること
「ジェネリック」とは「一般的な」という意味で、
「ジェネリック医薬品」と
は一般的に広く使用され、効能や安全性が確立された医薬品の事を意味する

上下分離方式

鉄道・道路・空港などの経営において、下部（インフラ）の管理と上部（運行・
運営）を行う組織を分離し、下部と上部の会計を独立させる方式

スクリーニング

選択、選定、ふるい分けなどを意味する語。薬学、生物学、物理学などさま
ざまな分野で用いられる語

ストック点検

トンネル・橋梁・照明灯など道路構造物の点検すること

セーフティネット

網の目のように救済策を張ることで、全体に対して安全や安心を提供するた
めの仕組みのこと

ソーシャルメディア

インターネット上で、人と人のつながりを促進させるＷＥＢサイト

総生産

一定期間内に産み出された付加価値の総額のこと

タ行

タブレット端末

タブレット（平板）という名の通り、板の様な形をした端末。 スマートフォ
ンよりも大きいタッチパネル液晶を搭載していて、操作しやすく、画面が見
やすいのが特徴。 インターネットや電子メール、電子書籍、ゲーム、動画閲覧、
資料作成など用途は様々で実に多機能である

地産地消

その地で採れたものをその地で消費すること。地場生産地地場消費の略と言
われいる

地方分権

それぞれの地方公共団体が充分な権限と財源を持ち、自らの判断と責任に基
づいて自主的、主体的に行政を推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を
創造していくこと

−127−

ັ 
₉

循環型社会

生産、流通、消費、破棄という社会経済活動の全段階を通じて、資源やエネ
ルギーの面でより一層の循環・効率化を進め、不用物の発生抑制や適正な処
理を図ることにより、環境への負担をできるだけ限りなく少なくする循環を
貴重とした経済システム
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地理情報システム

地理情報システム（略称：GIS）とは、地理情報および付加情報をコンピュー
タ上で作成・保存・利用・管理・表示・検索するシステムをいう

中山間地域

山林や傾斜地が多く、耕地が少ない地域

テロ

政治目的のために、暴力あるいはその脅威に訴える傾向。また、その行為。
暴力主義。テロリズムの略

ＤＶ
同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のこと
（ドメスティック・バイオレンス）
ナ行
乳児保育

保育所において、乳児に対して行われる保育

ニーズ

必要。要求。需要

ネットワーク

多数の局が重要局を中心にして組織すること。限られた場所や分野を結び情
報を共有すること

ハ行
バイオマス燃料

動植物が持つエネルギーを利用 した燃料のこと

パークアンドライド

居住者が環境保護のため、駐車場のあるところまで来て、市内へ公共交通機
関を利用すること

バリアフリー

「障壁のない」の意。建築物において、段差や仕切りをなくすなど高齢者や障
がい者に配慮すること

パブリックコメント

住民から意見提言を受けること

光ファイバー

光で情報を伝達する際に、ガラスやプラスチックの細い繊維を材料としたも
ので、光を通す通信ケーブルのこと。光信号を減衰させず送ることができる

ファミリサポート

地域で子育てを手助けする有償の相互援助活動で、子どもを預けたい人（ファ
ミリー会員）と、子どもを預かりたい人（サポート会員）からなる会員同士
の援助活動

不育症

不育症（ふいくしょう）とは妊娠は可能だが、流産や死産を繰り返し生児を
得ることができない病態や症候群のこと

ブランド

企業がモノやサービスなどを世の中に出すときの商標、銘柄

ベッドタウン

都心へ通勤する者の住宅地を中心に発達した、大都市周辺の郊外化した衛星
都市を指す言葉

ホームページ

ブラウザーを利用して閲覧する Web ページの最初のページ。Web ページ自
体を総称してホームページと呼ぶ場合も多い。インターネットの用語

ホンモロコ

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長10㎝。体はやや細く、群れを作る

マ行
マネージメント

管理。処理。経営。経営者。経営陣

モニターツアー

モニター依頼者が、旅行費用の一部を負担することを条件に、一般のモニター
を募集し、旅行内容などについての調査報告をしてもらう旅行の一形態

ヤ行
ユニバーサルデザイン

世界的。普遍的。全般的。一般的
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ラ行
ライフスタイル

衣食住だけでなく、交際や娯楽なども含む広い意味での暮らしぶりをいう

リハビリテーション

病気やけがなどによる身体障害者の社会復帰のために行う訓練

リユース

一度使用された製品を、そのまま、もしくは製品のあるモジュール（部品）
をそのまま再利用することをいう環境用語

レクリエーション

仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを、休養・娯楽によって癒すこと。また、
そのために行う休養や娯楽

ワ行
ＷｉＦｉ （ワイハイ）

ワーク・ライフ・バランス

ワンストップ拠点

WiFiは、無線でネットワークに接続する技術のこと。似たような言葉に「無
線LAN」がありますが、同じものと考えて問題なし
「一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすと
ともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生
の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す
ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられる環境、場所のこと
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