
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 次愛荘町総合計画 

 

 

 
資料編 



資 料 編 

120  第２次愛荘町総合計画 

 

資 

料 

編 

資料１ 諮問文 

 

 
  

 

愛 総 政 第 704 号 

平成 29年（2017年）6月 27日 

 

 

愛荘町総合計画審議会 

会長  秦 憲志 様 

 

愛荘町長  宇 野 一 雄 

 

 

第 2次愛荘町総合計画について（諮問） 

 

 本町では、「新町まちづくり計画」の方針を踏まえつつ、2008 年度に第 1 次愛荘町

総合計画（基本構想および前期基本計画）を策定。その後、平成 2013 年度に後期基

本計画を策定し、効率的かつ効果的なまちづくりの推進を図ってまいりました。 

 現在の総合計画が 2017 年度をもって目標年次を迎えるにあたり、将来における愛

荘町のあるべき姿・めざす将来像を描き、町民との協働によるまちづくりを推進して

いくための指針となる第 2次愛荘町総合計画（基本構想および前期基本計画）を策定

します。 

つきましては、策定にあたっての基本構想案および前期基本計画案について、貴審

議会より答申をいただきたく、愛荘町総合計画策定条例第 6条の規程に基づき、ここ

に諮問します。 



 

121 第２次愛荘町総合計画 

 

資 

料 

編 

資料２ 答申文 

 

 
  

 

平成 30年（2018年）8月 24日 

 

 

愛荘町長  有村 国知 様 

 

愛荘町総合計画審議会 

会長  秦 憲志  

 

 

第 2次愛荘町総合計画（案）について（答申） 

 

 平成 29年（2017年）6月 27日付け愛総政第 704号で諮問のありました「第 2次愛

荘町総合計画」について、当審議会で慎重に審議を重ね、別冊のとおり計画案をとり

まとめましたので、愛荘町総合計画策定条例第 6条第 2項の規程に基づき、答申しま

す。 

 「第 2次愛荘町総合計画」の策定および推進にあたっては、町民の声をしっかりと

反映し、本答申の趣旨を十分に尊重され、10年後にめざすまちの姿「愛着と誇り。人

とまちが共に輝く みらい創生のまち。」の実現に向けて、最善を尽くされるよう要望

します。 
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資料３ 愛荘町総合計画策定条例 

 

 
 

 

愛荘町総合計画策定条例 

 

平成29年3月8日 

条例第1号 

 
 

(趣旨) 

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、町の総合計画の策定

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についてのまちづく

りの基本的な指針で行政運営の基本方針として町長が定めるものをいう。 

(2) 基本構想 総合計画の最上位に位置し、総合的かつ計画的な行政運営を図る

ために定める基本的な構想をいう。 

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向および体系を示すも

のをいう。 

 

(総合計画の策定) 

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定するもの

とする。 

2 総合計画は、基本構想および基本計画で構成する。 

3 町長は、基本計画に基づく施策を計画的に実施するため、事務事業の内容を具体

的に定めるなど必要な措置を講ずるものとする。 

 

(位置付け) 

第4条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。 

2 個別の行政分野に関する計画の策定または変更に当たっては、総合計画との整合

を図るものとする。 
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(審議会) 

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により愛荘町総合

計画の策定に関し必要な事項の調査および審議を行うため、愛荘町総合計画審議会

(以下「審議会」という。)を設置する。 

2 審議会は、委員20人以内で組織する。 

 

(諮問および答申) 

第6条 町長は、基本構想および基本計画を策定または変更(軽微なものは除く。)す

るときは、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。 

2 審議会は、諮問された内容について調査および審議を行い、その意見を答申する

ものとする。 

 

(議会の議決) 

第7条 町長は、基本構想を策定または変更(軽微なものは除く。)するときは、議会

の議決を経なければならない。 

 

(総合計画の公表) 

第8条 町長は、総合計画を策定し、または変更したときは、速やかにこれを公表す

るものとする。 

 

(委任) 

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 
 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 

(愛荘町総合計画審議会条例の廃止) 

2 愛荘町総合計画審議会条例(平成18年愛荘町条例第28号)は、廃止する。 
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資料４ 愛荘町総合計画審議会設置運営要綱 

 

 
 

 

愛荘町総合計画審議会設置運営要綱 

 

平成29年5月1日 

告示第38号 

 
 

(設置) 

第1条 この要綱は、愛荘町総合計画策定条例(平成29年3月8日 愛荘町条例第1号)第5

条の規定に基づき、愛荘町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置すると

ともに、その組織および運営に関して必要な事項を定めるもの。 

 

(所掌事務) 

第2条 審議会は、町長からの諮問に応じ、愛荘町総合計画の策定に関する必要な事

項を調査および審議する。 

 

(組織) 

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 各種団体から推薦を受けた者 

(4) その他町長が適当と認める者 

 

(委員の任期) 

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者

の残任期間とする。 

2 前項の規定に関らず、前条第2号または第3号に掲げる者がその職を離れたときは、

委員の職を失うものとする。 
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(会長および副会長) 

第5条 審議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または、会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

 (会議) 

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が召集し、その

議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

 

(意見の聴取) 

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。 

 

(委任) 

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 
 

付 則 

この告示は、平成29年5月1日から施行する。 

 

 



資 料 編 

126  第２次愛荘町総合計画 

 

資 

料 

編 

資料５ 愛荘町総合計画審議会 委員名簿 

 

 氏名 所属等 備考 

１ 秦 憲志 公立大学法人滋賀県立大学 会長 

２ 植田 建次 愛荘町教育委員会  

３ 久保田 秀子 愛荘町農業委員会  

４ 柿田 武雄 愛荘町区長・総代会  

５ 小泉 幸夫 愛荘町消防団  

６ 岡部 透 愛荘町商工会 副会長 

７ 北川 孝子 愛荘町民生委員・児童委員会  

８ 治武 純一 愛荘町社会教育委員  

９ 〓澤 一弘 愛荘町さわやかまちづくり推進会議  

10 國分 郁夫 
愛荘町人権教育推進協議会 

企業・事業所部会 
 

11 濵中 大樹 （一社）愛荘町秦荘観光協会  

12 〓澤 基治 （一社）愛荘町愛知川観光協会  

13 八島 琢磨 （公社）愛荘町シルバー人材センター  

14 藤野 喜久 愛荘町子ども会連合会  

15 川口 清美 ボランティアサークル「月のくまさん」  

16 関 りん 公募委員（前 愛荘町地域おこし協力隊）  

（順不同・敬称略） 
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資料６ 第２次愛荘町総合計画 策定の経緯 

 

年度 月 日 経緯 内容 

2016

年度 

1月 31日から 

2月 24日まで 

まちづくりに関する 

町民アンケート調査 

○対 象 18歳以上町民 2,000人（無作為

抽出） 

○回収率 39.8％（795／2,000人） 

2月中 まちづくりに関する 

中学生アンケート 

○対 象 中学校 2年生 188人 

○回収率 100％（188／188人） 

2017

年度 

5月 8日から 

5月 22日まで 

愛荘町総合計画審議会公

募委員募集 

 

 

6月 1日 総合計画審議会委員委嘱 ○委員数 16人 

○期 間 6月 1日から 3月 31日まで 

6月 27日 第 1回 

愛荘町総合計画審議会 

○委嘱状の交付 

○自己紹介 

○愛荘町総合計画審議会の運営について 

○審議会会長および副会長の選出について 

○第 2次愛荘町総合計画の諮問について 

○第 2 次愛荘町総合計画の基本的な考え方

について 

10月 12日 第 2回 

愛荘町総合計画審議会 

○第 1 回総合計画審議会の質疑に対する回

答について 

○第 2 次愛荘町総合計画「第 1 部－はじめ

に」について 

○第 2 次愛荘町総合計画「第 2 部－基本構

想」について 

○今後のスケジュールについて 

1月 16日 第 3回 

愛荘町総合計画審議会 

○第 2 次愛荘町総合計画「第 3 部－基本計

画」について 
 

1月 23日 第 4回 

愛荘町総合計画審議会 

○第 2 次愛荘町総合計画「第 3 部－基本計

画」について 

○第 2 次愛荘町総合計画「第 2 部－基本構

想『重点戦略プロジェクト』」について 

3月 27日 第 5回 

愛荘町総合計画審議会 

○第 2次愛荘町総合計画策定スケジュール

の変更について 

○愛荘町総合計画審議会委員の委嘱期間

の延長について 

○第 2次愛荘町総合計画の構成について 
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年度 月 日 経緯 内容 

2018

年度 

7月 20日 愛荘町議会議員 

全員協議会 

○第 2次愛荘町総合計画の概要について 

○パブリックコメントの実施について 

7月 24日 第 6回 

愛荘町総合計画審議会 

○第 2次愛荘町総合計画策定スケジュール

について 

○第 2次愛荘町総合計画（案）について 

○パブリックコメントの実施について 

8月 1日から 

8月 20日まで 

パブリックコメント  

 

8月 24日 第 7回 

愛荘町総合計画審議会 
○パブリックコメントの実施結果について 

○第 2次愛荘町総合計画の策定について 

○第 2次愛荘町総合計画の答申について 

8月 27日 愛荘町議会議員 

全員協議会 

○第 2次愛荘町総合計画（基本構想・前期

基本計画）の策定について 

9月 10日 平成 30年 9月 

愛荘町議会定例会 

○議案第 41号 

第 2次愛荘町総合計画（基本構想・前期

基本計画）の策定について 
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資料７ 用語の解説 

【あ行】 

アーカイブ化 

公共性が高い記録や資料（古文書・公文

書・文化遺産の映像など）などをひとまとめ

にして保存すること。 

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仕組み。 

愛荘町いきいきチェックリスト 

介護予防・生活支援サービスを希望する高

齢者に対して、生活機能の低下等の有無を確

認。事業対象者の認定のために実施するチェ

ックリスト。 

愛荘町健やか愛ポイント制度 

住民の主体的な健康づくり支援の一環と

して、町内の健(検)診受診や健康づくり事業

等に参加することで、さまざまな特典に利用

できるポイントを付与する取り組み。 

愛荘町地域支え愛ポイント制度 

多くの人が福祉のまちづくりに関心をも

ち、地域における支えあい活動の展開および

支援を推進することを目的として、登録者が

ボランティア活動を行うことで、現金や特産

品等との交換や基金への寄付ができるポイ

ントを付与する取り組み。 

愛荘町通学路交通安全プログラム 

児童生徒の通学路の交通安全確保に向けた

通学路の点検および対策の実施、関係機関と

の連携等についてとりまとめた基本的方針。 

愛ぼうくん（防犯ブザー） 

登下校中の児童の安全を守るため、小学校

通学路に設置する防犯ブザー。2018 年 4 月

現在、町内 54箇所に設置している。 

空き家情報登録制度（空き家バンク） 

空き家の利活用によって地域経済のや移

住等の地域振興への貢献が期待されること

から空き家の積極的な利活用を図ることを

目的として、空き家所有者等とのマッチング

（空き家見学会等）の支援を行う制度。 

アクセシビリティ 

年齢や身体障がいの有無に関係なく、誰で

も必要とする情報に簡単にたどり着け、利用

できること。 

アクセス道路 

インターチェンジなど、ある目的となる地

点へ通行するための道路。 

アクティブ・ラーニング 

教員による一方向的な講義形式の教育と

は異なり、児童生徒の能動的な学習への参加

を取り入れることで、自ら課題を発見し、そ

の解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学習法。 

一時預かり事業 

冠婚葬祭などの緊急時や、家庭において保

育を受けることが一時的に困難となった乳

幼児を幼稚園・保育園等で一時的に預かる事

業。 

エコミュージアム 

生態学（Ecology）と博物館（Museum）を

組み合わせた造語で、地域全体を博物館に見

立てて、その歴史文化、自然などを、地域住

民が主体となり保全・活用していく取り組み。 
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屋上緑化 

建築物の屋根・屋上を植物等で緑化するこ

と。熱環境など、都市の環境改善効果をはじ

め、建築物の保護効果や人間の心理に与える

効果などさまざまな効果が期待できる。 

【か行】 

観光入込客数 

観光地点および行祭事・イベントを訪れた

者の人数。 

企業の社会的責任（CSR） 

企業活動において、社会的公正や環境など

への配慮を組み込み、従業員、投資家、地域

社会などの利害関係者に対して責任ある行

動をとるとともに、説明責任を果たしていく

ことを求める考え方のこと。 

教育旅行 

修学旅行など、教育や学校行事の一環とし

て行われる旅行。 

業務継続計画（BCP） 

災害時に特定された重要業務が中断しな

いこと、また万一事業活動が中断した場合に

目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業

務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、

マーケットシェアの低下、企業評価の低下な

どから企業を守るための経営戦略。 

グランドデザイン 

長期にわたる大規模な事業などの、全体像

を示す壮大な計画・構想。  

グリーンベルト 

通学路などの理由で、路側帯の内外の区分

を明確にするため、道路に施される緑色の塗

装部分。 

健康寿命 

日常的に介護を必要とせずに自立した生

活ができる生存期間のこと。WHO（世界保健

機関）が 2000 年に提唱した指標で、平均寿

命から介護期間を差し引いた寿命を指す。 

健康推進員（ヘルスメイト） 

地域の健康づくりを推進するためのリー

ダーとして活躍されるボランティア団体。 

子ども 110番のいえ 

子どもを犯罪から守るため、主に通学路等

に位置し、不審者に遭遇した子どもが駆け込

む避難場所として、一時的な保護と警察等へ

の通報を行う民家や商店などのこと。 

コミュニティビジネス 

地域の抱える課題を、地域住民が主体的に

ビジネスの手法を用いて解決する仕組み。 

【さ行】 

サテライトオフィス 

ICT等を活用した、場所にとらわれない柔

軟な働き方のひとつとして、企業または団体

の本拠から離れた所に設置されたオフィス

のこと。 

サルコペニア 

加齢や疾患により、筋肉量が減少すること

で、握力や下肢筋・体幹筋など全身の筋力低

下のこと。または、歩くスピードが遅くなる、

杖や手すりが必要になるなど身体機能の低

下が起こること。 

砂防指定地 

土砂の流出による被害を防止するため、砂

防えん堤などの設備が必要と判断される区域。 

シェアリングエコノミー 

民泊サービスやフリマアプリなど、個人が

保有する遊休資産（スキルのような無形のも

のも含む）を、インターネット上のマッチン

グプラットフォームを介して他の個人等も

利用可能とする経済活性化活動のこと。 
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滋賀県道路整備アクションプログラム 

滋賀県における道路整備の基本計画。 

自然動態 

一定期間における出生・死亡に伴う人口の

動き。 

疾病構造の変化 

国民の多くがかかっていた病気の質と量

の変化のこと。社会経済、人口構造、医療技

術の進歩等により、以前の結核等の感染症に

よる死亡が減少する一方、がん等の生活習慣

病が増加している現状。 

シティプロモーション 

町のイメージや知名度を高めることによ

り、人や企業に「住んでみたい」、「ビジネス

をしたい」と思われ、ひいては地域再生、観

光振興、住民協働など町の活性化が図られる

ことをめざし、町が持つさまざまな魅力を、

町内外に効果的・戦略的に発信しようとする

ための方策。 

シビックプライド 

住民等が自らのまちに対してもつ自負と

愛着のこと。 

社会関係資本（ソーシャル・キャピタル） 

「信頼」「社会規範」「ネットワーク」とい

った人々の協調行動の活発化により、社会の

効率性を高めることができる社会組織に特

徴的な資本を意味し、従来の物的資本、人的

資本等と並ぶ新しい概念。 

社会動態 

一定期間における転入・転出に伴う人口の

動き。 

浚渫 

河川などの土砂を取り除くこと。 

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこ

と。人間には生まれついての生物学的性別が

あるが、社会通念や慣習の中には、社会によ

って作り上げられた「男性像」、「女性像」が

あり、このような男性、女性の別を「社会的・

文化的に形成された性別」という。 

自尊感情・学びの礎プロジェクト事業 

子どもの自尊感情を育み、学ぶ意欲や前向

きに生きる意欲を高めるため、学校、関係機

関、家庭、地域等が連携し、自尊感情の育成

を中心に、子どもの生活と学ぶ意欲を支える

取り組みを推進する事業。 

重要物流道路 

平常時、災害時を問わない安全かつ円滑な

物流を確保するため、物流上特に重要となる

道路区間を国土交通大臣が指定し、大型車両

への対応や耐震強化等を図る道路。 

情報通信技術（ICT） 

情報（information）や通信（communication）

に関する技術（Technology）の総称。 

人権の花運動事業 

小学生を対象とした啓発運動で、学校に配

布した花の種子、球根などを子どもたちが協

力し育てることによって、生命の尊さを実感

し、その中で豊かな心を育み、優しさと思い

やりの心を体得することを目的としたもの。

大津地方法務局と滋賀県人権擁護委員連合

会では、昭和 61 年から「たくさんの花びら

が、仲良く寄り添いながら咲くサルビア」を

「人権の花」に指定しています。 

スクールガード（学校安全ボランティア） 

各小学校の通学路や学校敷地内において、

不審者から子どもたちを守ることを目的に、

「学校安全ボランティア」として、巡回や直

接子どもの見守り活動等を行うこと。 

ストーカー行為 

特定の者に対する恋愛感情その他の好意

の感情、またはそれが満たされなかった怨恨
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の感情を充足する目的で、当該特定の者やそ

の配偶者等密接な関係のある者に『つきまと

い等』の行為をすること。 

スポーツツーリズム 

プロスポーツの観戦者やスポーツイベン

トの参加者と開催地周辺の観光とを融合さ

せ、交流人口の拡大や地域経済への波及効果

などをめざす取り組み。 

生産年齢人口 

年齢 3 区分別人口における 15～64 歳人口

のこと。 

セーフティネット 

日本語に訳すと「安全網」。救済策を張る

ことで、人々の暮らしに対して安心を提供し、

かつ、万が一のときは人々を救済する仕組み

のこと。 

セクシャル・ハラスメント 

職場において、労働者の意に反する性的な

言動が行われ、それを拒否したり抵抗したり

することによって解雇、降格、減給などの不

利益を受けることや、性的な言動が行われる

ことで職場の環境が不快なものとなったた

め、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生

じること。 

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS） 

インターネット上で友人等を紹介しあっ

て、個人間の交流を支援するサービス（サイ

ト）。 

【た行】 

滞在型観光 

特定の地域に滞在し、静養や体験型を始め

としたレジャーを楽しむこと。またはそこを

拠点に周辺の観光を楽しむレジャー形態の

こと。 

 

第 1次産業 

産業大分類のうち農業、林業および漁業に

該当する産業。 

第 2次産業 

産業大分類のうち鉱業等、建設業、製造業

に該当する産業。 

第 3次産業 

産業大分類のうち第 1次および第 2次産業、

分類不能の産業に該当しない産業（サービス

業など）。 

団塊ジュニア世代 

団塊世代（1947 年～1949 年生まれ）の子

世代にあたる 1973年～1980年生まれを主と

した世代。 

地域アイデンティティ 

地域の独自性を高め、表現することにより、

その地域の活性化を図ること。 

地域医療連携 

地域の医療機関が自らの施設の実情や地

域の医療状況に応じて、医療機能の分担と専

門化を進め、医療機関同士が相互に円滑な連

携を図り、機能を有効活用することにより、

患者が地域で継続性のある適切な医療を受

けられるようにすること。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が『我が事』として参画し、

人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸

ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会のこと。 

地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで

続けることができるよう、住まい・医療・介
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護・予防・生活支援を一体的に提供すること。 

治山 

林地を保全すると同時に、山崩れ、洪水な

どの災害を未然に防止すること。 

昼間人口 

就業者または通学者が従業・通学している

従業地・通学地による人口のこと。なお、調

査の時期に調査の地域に常住している人口

を常住人口（夜間人口）という。 

長寿命化計画 

公共施設等に対して適切な時期に大規模

改修を実施する等、適切な管理を行い、施設

を長持ちさせるための各種取り組みを推進

するための行動計画。 

地理的表示保護制度（GI） 

伝統的な生産方法や気候・風土・土壌など

の生産地等の特性が、その品質や評価と結び

ついている産品の名称を保護する制度。 

土地利用型農業 

米・麦・大豆など、土地（面積）の広がり

を活用して、栽培作業の機械化等により大規

模に展開される農業。 

土砂災害警戒区域 

基礎調査に基づき、土砂災害のおそれがあ

る区域。 

ドメスティック・バイオレンス（DV） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、また

はあった者から振るわれる暴力。 

【な行】 

日中活動系サービス 

障害者総合支援法に基づく、自立訓練、生

活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援、療養介護などの障がいのある人への昼

間の活動を支援するサービス。 

 

日本遺産 

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国

の文化・伝統を語るストーリーを、「日本遺

産（Japan Heritage）」として文化庁が認定

するもの。 

年少人口 

年齢 3区分別人口における 0～14歳人口の

こと。 

【は行】 

ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に

使用する目的で、被災想定区域や避難場所・

避難経路などの防災関係施設の位置などを

表示した地図。 

パブリックコメント制度 

政策形成過程で、広く住民に素案を公表し、

それに対して出された意見・情報を考慮して、

政策決定を行うもの。 

避難行動要支援者 

災害が発生し、またはそのおそれがある場

合に高齢や障がい、病気などの理由により自

ら避難する事が難しく、また円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため特に支援を要する者

のこと。 

病児・病後児保育事業 

保護者が就労している場合等において、児

童が病気の際に自宅での保育が困難な場合、

医師・看護師および保育士が連携して一時的

に保育等を実施する事業。 

ふるさと体験塾 

（一社）愛知川観光協会が主体となり、地

域に伝えられてきた文化遺産を通じて、町外

のひとたちと交流を深めること等を目的と

した体験講座。 
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ふるさと名物（応援宣言） 

地域を挙げて支援を行う「ふるさと名物」

（地域資源を活用した商品・サービス（群））

を特定し、「地域ブランド」の育成・強化を

図り、地域の売上や雇用の増大、地域経済の

好循環につなげるため、中小企業地域資源活

用促進法に基づき市町村が宣言を行うもの。 

フレイル 

加齢とともに心身の活力（運動機能や認知

機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存な

どの影響もあり、生活機能が障害され、心身

の脆弱性が出現した状態のこと。 

ブックトーク 

読書意欲を喚起させるため、一つのテーマ

にそって、何冊かのさまざまな分野の本を順

序だてて紹介すること。 

放課後等デイサービス 

児童福祉法に基づく、障がいのある児童が

学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育

機能、居場所機能を備えた福祉サービス。 

法定外公共物 

法律が適用されない公共物で、里道（赤線）、

水路（青線）など。 

訪問系サービス 

障害者総合支援法に基づく、居宅介護、重

度訪問介護など、障がいのある人への居宅に

おける入浴、排せつ、食事の介護。また、自

己判断能力等が制限されている人に対する

外出時の移動支援などを行うサービス。 

ホスピタリティ 

心のこもったもてなし。来訪者等を手厚く

もてなし、歓待すること。 

 

 

 

【ま行】 

まちのこしマップ・まちのこしカード 

地域資源を収集・記録し地域の財産目録と

して活用すべく、図書館が主体となり歴史的、

文化的、自然的資源等の身近な地域の発見・

情報をカード情報として収集保管し、地図上

に展開することで利用者がいつでも閲覧で

きるシステム。 

緑のカーテン 

窓などの開口部の前をつる性植物（ゴーヤ、

アサガオ等）でカーテンのように覆うこと。

窓からの日差しを遮り、室内温度の上昇を抑

制するとともに、植物の蒸散作用によって周

囲を冷やすなどの効果が期待できる。 

木育 

木材に対する親しみや木の文化への理解

を深めるため、多様な関係者が連携・協力し

ながら、材料としての木材の良さやその利用

の意義を学ぶ、木材利用に関する教育活動。 

モビリティ・マネジメント 

1人 1人のモビリティ（移動）が、社会的

にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車

利用から公共交通等を適切に利用する等）に

変化することを促すコミュニケーションを

中心とした交通政策。 

【や行】 

UIJターン 

Uターンとは、地方で生まれ育った人が都

心で一度勤務した後に、再び自分の生まれ育

った故郷に戻って働くこと。I ターンとは、

生まれ育った故郷以外の地域に就職・移住す

ること。Jターンとは、地方で生まれ育った

人が一度都心で働き、その後また故郷とは違

う別の地方に移住して働くこと。 

ユニバーサルデザイン 

できる限りすべての人が利用可能なよう、
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製品や建物、サービスなどを設計・デザイン

すること。年齢、性別、身体、国籍など人々

が持つさまざまな特性や違いを超えて、はじ

めから誰もが利用しやすいデザインを取り

入れておこうとする考え方。 

要介護状態 

介護保険制度において、身体上、あるいは、

精神上の障がいにより、入浴や排せつ、食事

などの日常生活に支障があると見込まれる

状態のこと。 

【ら行】 

ライフステージ 

人間の一生における幼年期・児童期・青年

期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。 

流出人口 

調査の地域に常住し、地域外へ通勤・通学

する人口のこと。 

流入人口 

調査の地域外に常住し、地域に通勤・通学

する人口のこと。 

レッドデータブック 

野生生物の保全のため、絶滅のおそれのあ

る種の的確な把握と一般への理解を広める

こと等を目的として、レッドリスト（絶滅の

おそれのある野生生物の種のリスト）に掲載

された種について生息状況等をとりまとめ

たもの。 

老年人口 

年齢 3 区分別人口における 65 歳以上人口

のこと。 

6次産業化 

農林漁業者が生産・加工・流通販売を一体

化することや、2 次産業・3 次産業と連携し

て新しいビジネスの展開や営業形態を創り

出すこと。 

ロコモティブシンドローム 

加齢に伴う筋肉の低下や関節や脊椎の病

気、骨粗しょう症などにより運動器の機能が

衰えて、要介護や寝たきりになってしまった

り、そのリスクの高い状態を表す言葉。 

【わ行】 

ワンストップ窓口 

利用者の利便性向上や業務の効率化を図

るため、複数の窓口で行っていた届出や申請

等の手続きを、一括して行える専用の窓口を

設けること。 
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