
 

 

付属資料   

 

1 

用語解説 

 

 
◆ Ｉ・Ｊ・Ｕターン 

地方部に居住していた人で、就職等により都市部に
定住した人が、また元の地方部に戻って定住すること
を『Ｕターン』、別の地方部に定住することを『Ｊタ
ーン』、もともと都市部に居住していた人が地方部に
定住することを『I ターン』という。一般的には『Ｕ
ＪＩターン』と言われているが、北海道では本州方面
からの「移住者」を積極的に受け入れる姿勢を示すた
め、「ＩＪＵ（移住）ターン」と呼んでいる。 

 
◆ 青色回転灯 

警察署に申請し、自主防犯パトロールを適正に行え
ると認められた団体が、車両につけて巡回できる回転
灯のこと。 

 
◆ 生きる力 

確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体の
バランスのとれた力のこと。 

 
◆ 医師の研修制度 

医師臨床研修制度といい、大学を卒業し国家試験に
合格した医師を指定病院で実地研修させ、臨床医とし
て一般的な診療で頻繁に関わる負傷や疾病に適切に
対応できるようにプライマリ・ケア（別掲）の基本的
な診療能力を習得させ、また、医師としての人格を養
い育てるための制度。研修期間は 2 年以上。 

 
◆ ＥＰＡ（イー・ピー・エー） 

経済連携協定（Economic Partnership Agreement）
のこと。契約国間で、貿易・投資の自由化・円滑化を
促進し、水際及び国内の規制の撤廃や各種経済制度の
調和など、幅広い経済関係の強化を目的とする協定。 

 
◆ インターンシップ 

学生が在学中に一定期間働きながら、会社や仕事の
実態を体験的に知る制度。 

 
◆ インフラ 

インフラストラクチャーの略で、社会的経済基盤と
社会的生産基盤とを形成するものの総称。道路・港
湾・河川・鉄道・通信情報施設・下水道・学校・病院・
公園・公営住宅などが含まれる。 

 
◆ エコツーリズム 

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学
ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の
保全に責任をもつ観光の在り方。 

 
◆ ＳＮＳ（エス・エヌ・エス） 

ソーシャル・ ネットワーキング・サービス「Social 
Networking Service」の略称で、人と人とのつながり
を促進するインターネット上のサービス。友人・知人
間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提
供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは
「友人の友人」といったつながりを通じて新たな人間
関係を構築する場を提供するサービスのこと。 

 
◆ ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー） 

「Non Profit Organization」の略称で、非営利組
織のこと。政府・自治体や企業とは別に社会的、公益
的な活動を行う非営利の組織（団体）。 

 
◆ ＦＴＡ（エフ・ティー・エー） 

自由貿易協定（Free Trade Agreement）のこと。特
定の国・地域間で貿易を自由化する協定で、ＥＰＡ(別
掲)の主要な内容の一つ。多国間協定を基本とするＷ
ＴＯ（別掲）の協定では、関税その他の制限的通商規
制を、実質上、すべての貿易で廃止することを条件に
協定締結を認めている。 

 
◆ ＦＴＺ（エフ・ティー・ゼット） 

「Free Trade Zone」の略称、自由貿易地域のこと。
外国から輸入した貨物を、通関手続きを経ることなく
保管し、加工・製造・展示等を行うことができる一定
の区域。貿易や外国企業の誘致を促進するために国が
指定する。港湾や空港に隣接して設置され、域内に立
地する企業は税制上の優遇措置などを受けることが
できる。 

 

 

 

 
◆ 家庭児童相談員 

子育てや児童虐待など、18 歳までの児童や家庭に関
するあらゆる悩みや心配事についての相談業務を行
う人。 

 
◆ 間伐材 

森林の密度を適度に調整して適当な間隔で伐採す
る間伐により生産された木材であり、森林を適正に管
理していく途中で必ず発生するもの。 
 
◆ 基礎自治体 

地方公共団体のうち市町村を指して基礎自治体と
いう。都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団
体として「広域自治体」と位置付けられる。 

 
◆ キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤
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となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発
達を促す教育のこと。 

 
◆ 共助 

隣近所が助け合って地域の安全を守ること。 

 
◆ クリーン農業 

たい肥等の有機物の施用などによる土づくりに努
め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必要最小限にと
どめるなど、農業の自然循環機能を維持増進させ、環
境との調和に配慮した、安全・安心、品質の高い農産
物の生産を進める農業。 

 
◆ グリーンツーリズム 

ファームイン（農家民宿）、農村体験など、農村地
域に滞在し、農山村の自然・文化・人々との交流など
を楽しむ滞在型の余暇活動。 

 
◆ グループホーム 

病気や障がいなどで一人で生活することが難しい
状況にある人たちが専門スタッフ等の援助を受けな
がら小人数で地域社会に溶け込んで生活する社会的
介護の形態。介護保険上の適用がある認知症対応型の
もののほか、精神障がいや知的障がいをもつ人のため
のグループホームなどもある。 

 
◆ ケア 

世話すること。また、介護や看護のこと。 

 
◆ 経営資源 

企業などのもつ技術力、経営管理能力、マーケティ
ング能力、資金調達力、そのほか企業内で開発・蓄積
された種々のノウハウなどのこと。 
 
◆ 健康診査 

自治体や保健所が、地域住民の健康や乳幼児の発育
状況などを調査し、疾病の予防や障害の早期発見、お
よび保健指導に役立てるために行う検査のこと。 
 
◆ 検診 

病気にかかっているかどうかを調べるために診
察・検査など行うこと。 
 
◆ 権限移譲 

基礎自治体（別掲）である市町村で、様々な申請や
事務手続ができるようにするため、これまで都道府県
が実施してきた仕事の一部を、市町村が引き受けて実
施すること。 
 
◆ 権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高
齢者や、認知症の高齢者、障害者の権利やニーズ表明
を支援し代弁すること。 

 
◆ 広域行政 

複数の地方公共団体が事務の一部を連携し、広域的
に共同処理することにより、一定の効率化と自治体間
の事務補完を図るもの。一部事務組合や広域連合など
の方式がある。 

 
◆ 後期高齢者 

高齢者のうち、75 歳以上の人のこと。 

 
◆ 合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計し
たもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間
に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

 
◆ 公助 

行政機関による救出救助、支援物資の提供など、公
的支援のこと。 

 
◆ 高齢化率 

65 歳以上人口（高齢者人口）の総人口に占める割合。 

 
◆ コジェネレーション 

発電と同時に発生した排熱を利用して、給湯・暖房
などを行う、効率の良いエネルギー供給システムのこ
と。 

 
◆ 子育て支援施設等 

子育て中の親子が気軽に交流できる場として設置
する「つどいの広場」や「地域子育て支援センター」
（別掲）など、地域における子育て支援の拠点となる
施設のこと。 

 
◆ 固定価格買取制度（ＦＩＴ） 

家庭などで発電して余った電力を電力会社が一定
価格で買い取る制度。買取価格を高めに設定し、その
費用を通常の電気料金に上乗せすることで、太陽光発
電など新エネルギーへの移行をうながす。将来的に新
エネルギーの導入費用が低下した際には、それに合わ
せて買取価格も下げるなど柔軟な制度運用が可能で、
他の導入促進策と比較しても費用対効果が高いとさ
れる。 

 
◆ 子ども安全育成センター 

子どもたちの安全・安心を守る防犯活動や非行防止
のため、街頭補導や啓発活動などを行うことを目的に
教育委員会に設置している組織。 

 
◆ コミュニティ 

町内会のような地縁型の共同体や、地域での共同の
活動、暮らしを支える結びつき。 
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◆ コミュニティビジネス 

地域の住民やＮＰＯ（別掲）などが主体となり、地
域の課題解決や地域資源の有効活用を図るために行
う事業。 
 

◆ コンベンション 

大会、会議、展示会、見本市などの総称。 

 

 

 

 
◆ 再生可能エネルギー 

太陽光、風力、水力、バイオマスなどによる発電や
太陽熱などの使い続けても枯渇しない自然由来のエ
ネルギー源のこと。 

 
◆ サハリンプロジェクト 

「サハリン大陸棚石油・天然ガス開発プロジェクト」
の通称。開発区域により９つのプロジェクトがある。 

 
◆ 産学官〔連携〕 

企業（産）が、技術シーズや高度な専門知識を持
つ大学等（学）や公設試験研究機関等（官）と連携
して、新製品開発や新事業創出等を図ること。（住
民・ＮＰＯ（別掲）など（民）を巻き込んで「産学
官民」と使用される場合もあり。） 

 
◆ 産業クラスター 

特定の分野において、相互に関連のある企業や学術
研究機関が、取引・情報・資金・人材等の面でぶどう
の房（クラスター）のように結びついている状態。 

 
◆ ３次医療機関 

大学病院などの高度研究医療機関のこと。これに対
し「１次医療機関」は、プライマリケア（別掲）を担
当するような街の医院や中小病院を、｢２次医療機関｣
は、各都市の中核医療機関となる市立病院などをいう。 

 
◆ シーニックバイウェイ 

アメリカで生まれた言葉で、景観を意味する SCENE
（シーン）の形容詞である SCENIC（シーニック）と、
脇道を意味する BYWAY（バイウェイ）が組み合わさっ
た言葉で、眺めの良い道という意味であり、「道」の
つながりを通じて、地域の活性化、地域資源の再発見
を目指すプロジェクトのことをいう。日本各地で取り
組みが見られており、北海道にはシーニックバイウェ
イ北海道、東オホーツクシーニックバイウェイ等があ
るほか、宗谷には、宗谷シーニックバイウェイとして
地域活性化に向けた取り組みが行われている。 
 
 
 

◆ 資源管理型漁業 

禁漁期間・区域の設定や漁具・漁法の制限などによ
り卵を持った魚や稚魚を適切に保護するなど、水産資
源を減らさないように管理しながら計画的に行う漁
業のこと。 

 
◆ 自主防災組織 

地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るとい
う自覚、連帯感に基づき自主的に結成する組織のこと。 

 
◆ 自助 

自らの命は自分で守ること。家庭で日頃から災害に
備えたり、災害時には事前に避難したりすることなど
を言う。 

 
◆ 疾病 

やまい、病気、疾患のこと。 

 
◆ 社会教育 

学校教育以外に、主として青少年や成人を対象に行
われる組織的な教育活動のこと。 

 
◆ 周産期 

出産前後の期間のことで、妊娠 22 週から出生後７
日未満までの期間。 

 

◆ 周産期母子医療センター 

周産期の母体・胎児・新生児に生じる突発的な事態
に、24 時間態勢で対応する緊急医療施設。産科・新生
児科のほかに、内科・外科・精神科などが連携して医
療を行う。新生児集中治療室を９床以上、母体胎児集
中治療室を６床以上備え、極めて高度な周産期医療を
行うことのできる総合周産期母子医療センターと、基
準を満たしていないが比較的高度な周産期医療を行
うことのできる地域周産期母子医療センターとがあ
る。 
 
◆ 循環型社会 

第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二
に排出された廃棄物等については、できるだけ資源と
して適正に利用し、最後にどうしても利用できないも
のは適正に処分することが徹底されることにより実
現される天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が
できる限り低減された社会。 
 
◆ 生涯学習 

一人ひとりが自分の人生を楽しく、豊かにするため
に、生涯のいろいろな時期に、自由な意思に基づいて、
自分に適した手段・方法を選び、生涯を通じて行う学
習活動のこと。 
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◆ 生涯スポーツ 

その生涯を通じて、健康の保持・増進やレクリエー
ションを目的に「だれもが、いつでも、どこでも気軽
に参加できる」スポーツのこと。 

 
◆ 食育 

様々な体験や学習などから「食」に関心を持ち、「食」
を選択する力を身につけ、心身ともに健康な食生活を
実践できる人を育てること。 
 
◆ 新エネルギー 

技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性から普
及が十分ではないエネルギー。太陽光、風力、バイオ
マスを利用して得られるエネルギーなどが含まれる。 

 
◆ 診療所 

医師・歯科医師が診察・治療を行う施設のうち、病
院より規模の小さいもの。医療法では入院用ベッド数
19 以下のものをいう。一般には医院と称することが多
い。 

 
◆ 水源かん養 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の
量を平準化して洪水を緩和するとともに、川の流量を
安定させる機能。 

 
◆ 水素エネルギー 

水素を燃料とする新エネルギーの一つ。 

 
◆ スクールガード 

児童・生徒が犯罪に巻き込まれないよう、学校内や
周辺地域（通学路など）を見回りするボランティア。 

 
◆ スマートコミュニティ 

スマートグリッドやホームエネルギーマネジメン
トシステム（ＨＥＭＳ）による消費エネルギーの最適
化をはじめ、公共交通システムや公共サービスなど、
あらゆる側面から社会的インフラおよび社会システ
ムを統合的に管理・制御するという概念。および、そ
のような管理制御が実現されたコミュニティのこと。 

 
◆ ３Ｒ（スリーアール／Reduce：Recycle：Reuse） 

廃棄物などの発生抑制（リデュース Reduce）、再使
用（リユース Reuse）、再生利用（リサイクル Recycle）
のこと。 

 
◆ 生活習慣病 

心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・脂質異常症など、
不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣
に起因すると考えられる病気。 
 
◆ 生産年齢人口 

生産活動の中心となる 15 歳以上 65 歳未満の人口。 

 
◆ 成年後見人制度 

精神上の障がいがあり判断能力が不十分なために、
財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人
の行為の代理または行為を補助する者を選任する制
度のこと。 
 
◆ セクシャル・ハラスメント 

相手方の意に反する性的な言動によって、相手方に
不利益を与えたり、不快感を与えること。性的いやが
らせ。 
 
◆ セミナー 

小人数を対象とし、討議などをまじえた講習会。 

 
◆ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

気象庁から送信される気象関係情報や、内閣官房か
ら送信される有事関係情報を、人工衛星を利用して地
方公共団体に送信し、市町村の同報系防災行政無線を
自動起動するシステムのこと。 

 
◆ 先史・有史時代 

先史時代とは、文献的史料の存在しない時代。 

有史時代とは、文献や記録によって過去の人びとの
社会や文化を知ることのできる時代。 

 

 

 
 
◆ 確かな学力 

知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ
意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断
し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで
含めた学力のこと。 

 
◆ ＷＴＯ（ダブリュ・ティー・オー） 

世界貿易機関（World Trade Organization）のこと。
ガット（関税と貿易の一般協定）体制に代わり平成７
年に発足。貿易に関する協定の管理・運営、加盟国間
の貿易交渉を推進する国際機関。 

 
◆ 団塊の世代 

昭和 22～24 年（1947～1949）ごろの第１次ベビー
ブーム時代に生まれた世代。他世代に比較して人数が
多いところからいう。 

 
◆ 男女共同参画 

男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、
その個性と能力を十分に発揮する機会が確保される
ことにより、社会の対等な構成員としてあらゆる分野
における活動に参画し、ともに責任を担うこと。 
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◆ 地域活動拠点センター 

まちづくり委員会や地域の様々なコミュニティ活
動の拠点として、また、幅広い年代の多様な交流の場
として、本市が地域毎に整備を進めている建物。現在
（平成 25 年度）、「宝来地区」「東地区」「富岡・はま
なす地区」の３ヶ所となっている。 

 
◆ 地域子育て支援センター 

主に保育所などに設置されており、子育て家庭など
の育児相談に応じたり、子育てサークルへの支援をは
じめ、身近なところで地域の子育てを支援する施設。 

 
◆ 地域包括ケア 

要介護状態となっても住み慣れた地域での生活が
続けられるよう、在宅サービスや地域密着型サービス
などの介護サービス、訪問介護、訪問リハビリテーシ
ョンなどの医療サービス、配食、見守りなどの生活支
援サービスなどが、日常生活圏域内で提供される仕組
み。 

 

◆ 知育 

知識の習得によって知能を高めることを目的とす
る教育のこと。 

 

◆ 地球温暖化 

大気中の二酸化炭素やメタンガス等の温室効果ガ
スの増加により地表温度が高くなる現象のこと。 

 
◆ 地産地消 

地域で生産されたものを地域で消費すること。 

 
◆ 地上デジタルテレビ放送 

地上波を用いたデジタル方式によるテレビジョン
放送。従来のアナログ放送に比べて、映像、音声の高
品質な放送が可能であり、コンピューター等との相互
接続が容易であるほか、電波の有効利用が図られるの
が特徴。 

 

◆ 稚泊航路 

稚内と樺太大泊（現・ロシア連邦サハリン州コルサ
コフ）間を運航していた鉄道省による連絡航路のこと。 

 
◆ 地方分権 

国の持っている権限・財源を地方（都道府県・市町
村）に移し、住民と自治体の選択と責任により、地方
自治体が主体的に物事を決めていき、地域の特色を活
かした活力ある豊かな地域社会づくりを進めること。 

 
◆ チャレンジショップ 

最初から資金をかけて店舗展開をするよりもその
前段階として、実験的に店舗経営を行うもの。主に行

政や商工会議所などが中心になり、増加する商店街の
空き店舗対策の一環として行っている制度。 

 

◆ 超高速インターネットサービス 

光ファイバー回線又はケーブルテレビ回線、無料ア
クセスでネットワークに接続するサービス。 

 

◆ 超高齢社会 

高齢化率が 21％を超えた社会のこと。14％を超えた
社会を「高齢社会」、７％を超えた社会を「高齢化社
会」としている。 
 
◆ 長寿命化 

道路や橋梁などは、初期建設コストより更新コスト
が大きくかかるため、いつどのような対策をどこに行
うのが最適であるかを考慮し、計画的かつ効率的に予
防保全型の管理を行い、費用の最小化を図り、市民サ
ービスの向上につなげるという考え方。 

 
◆ 低炭素社会 

地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出を、現
状の産業構造やライフスタイルを変えることで低く
抑えた社会。化石燃料使用量の削減、高効率エネルギ
ーの開発、エネルギー消費の削減、資源の有効利用な
どによって実現を目指す。 

 
◆ 定住自立圏 

地方から東京など大都市圏への人口流出を抑制す
るため総務省が推進する施策のこと。人口５万人程度
以上で昼間人口が多い都市が「中心市」となり、生活・
経済面で関わりの深い「周辺市町村」と協定を締結し、
定住自立圏を形成する。中心市が策定する定住自立圏
共生ビジョンに沿って、地域全体で人口定住に必要な
生活機能の確保に取り組む。 

 
◆ ＴＰＰ（ティー・ピー・ピー） 

環太平洋パートナーシップ協定のこと。2010 年３月
にシンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、
米国、豪州、ペルー、ベトナムの８カ国で交渉を開始。
その後、マレーシア、メキシコ、カナダ、日本が交渉
に参加し、現在（2013 年 10 月現在）は 12 カ国で、ア
ジア太平洋地域において高い自由化を目標とし、非関
税分野や新しい貿易課題を含む包括的な協定として
交渉が行われている。 
 
◆ ＤＩＤ（ディー・アイ・ディー）人口 

Densely Inhabited District の略で、人口集中地区
のこと。市区町村の区域内で人口密度が 4,000 人/km²
以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以
上となる地区をいい、この地区に住む人口のこと。 
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◆ ディマンド型輸送 

利用者の要望に合わせて走行するバスやタクシー
などの輸送方法。例えば利用者の呼び出しに応じ、目
的地に運ぶ乗合制のタクシーなど。 
 
 
◆ 徳育 

道徳心のある、情操豊かな人間性を養うための教育
のこと。 
 
◆ 特定健康診査 

平成 20年４月より 40～74歳の医療保険加入者を対
象として導入された新しい健康診断。糖尿病や高脂血
症、高尿酸血症などの生活習慣病（別掲）の発症や重
症化を予防することを目的として、メタボリックシン
ドローム（別掲）に着目し、この該当者及び予備群を
減少させるための特定保健指導（別掲）を必要とする
者を、的確に抽出するために行うもの。 

 
◆ 特定保健指導 

特定健康診査（別掲）でメタボリックシンドローム
(別掲)、あるいはその予備軍とされた人に対して、行
われる保健指導のこと。健康診査の結果から、リスク
の高さや年齢に応じ、『積極的支援』、『動機づけ支援』、
『情報提供』などが行われる。 
 
◆ ドクターヘリ 

救急医療の専門医等が同乗して救急現場等に向か
い、いち早く重篤救急患者に救命医療を行うことので
きる医療機器等を装備したヘリコプター。 

 
◆ 土壌改良材 

植物を育てる土壌の物理的、化学的、生物的性質を
改善するために土に施用されるもの。主に土壌の透水
性、保水性、保肥力の改善や団粒形成の促進を目的と
している。 
 
◆ トレーサビリティシステム 

食品の生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の
段階を通じて食品の移動を把握できることで、食品が
どこから来てどこへ行ったか分かるようにするもの。 

 

 

 

 
◆ 内部統制 

企業や行政機関などにおいて、業務が適正かつ効率
的に遂行されるように組織を統制するための仕組み。
組織内で不正・違法行為・ミスの発生を防止し、組織
が有効に運営されるように、業務に関する規則・基
準・プロセスを規定・運用するとともに、内部統制や
リスクの評価を継続的に行うことなどにより確立さ
れる。 

 
◆ 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者などの意
思決定や意思表示の困難な在宅者に対し、福祉サービ
スの援助や代行、日常的な金銭管理などの地域生活支
援サービスを提供する事業。 

 
◆ ネットワーク 

個々の人のつながりのこと。特に、情報の交換を行
うグループ。 

 
◆ 年少人口 
人口の年齢構造を分析する上での区分の一つで、０
歳から 14 歳までの人口。 
 
◆ 農商工等連携 

農林漁業者と中小企業者が共同で新たな商品やサ
ービスの開発などを進め、地域経済を活性化しようと
する取組のこと。 

 
◆ 農地の流動化 

担い手農家など農業経営に意欲・能力のある人に農
地の利用権又は所有権を移すことをいう。 

 
◆ ノーマライゼーション 

障がい者と健常者がお互い特別に区別されること
なく、社会生活を共にするのが正常な社会のあり方で
あるとする考え方。 

 
◆ 乗合タクシー 

過疎地や交通空白地域等での輸送需要や住民ニー
ズに対応するため、乗合バスではなく、乗車定員 10
人以下の車両を使用した運行形態。 

 

 

 

◆ ハード・ソフト事業 

「ハード事業」とは、建物や施設の建設・修繕、道
路や公園の整備など、工事を伴う事業。工事を伴わな
いこれら以外の事業を「ソフト事業」という。 

 
◆ バイオマス 

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般
的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石燃
料をのぞいたもの」をいう。家畜の糞尿なども含まれ
る。 
 
◆ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

製造における重要な工程を連続的に監視すること
によって、一つ一つの製品の安全性を保証しようとす
る食品衛生管理手法の略。 

ナ行 

ハ行 
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◆ パブリックコメント 

公的機関等が命令・規制・基準などを制定・改廃す
る際に、事前に広く一般から意見を募ること。 

 
◆ ハローワーク 

公共職業安定所の愛称。旧労働省が愛称を公募、選
定し、平成２年から使用し始めた。 

 
◆ 病院 

患者を収容して診察・治療に当たる、規模の大きな
医療機関。医療法では 20 人以上の患者収容設備のあ
るものをいう。 
 
◆ 病診連携 

患者の治療に関して、初診・通院治療・往診などを
診療所（別掲）で担い、入院・特殊検査・高度医療な
どを病院（別掲）で連携的に行い、地域全体で患者に
対する効率的な治療体制を組むこと。 

 

◆ ファミリーサポートセンター 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働
者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受
けることを希望する者と当該援助を行うことを希望
する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事
業のこと。 

 
◆ フォーラム 

フォーラムディスカッションの略。集団討議の形式
の一つで、示された話題について出席者全員が討議に
参加するもの。 

 
◆ 浮体式洋上風力発電 

洋上風力発電の一種で、洋上に浮かんだ浮体式構造
物を利用する風力発電のこと。 

 
◆ フットパス 

遊歩道。自然の中などを散策できるように整備され
た歩道のこと。イギリスで発祥した「歩くことを楽し
むための道」のこと。 

 
◆ 不妊治療 

子どもを持ちたいと希望し、一定期間、性生活をも
っているにも関わらず、妊娠しない夫婦に対する医学
的な治療のこと。 
 
◆ プライマリ・ケア 

病気やケガをしたときに最初に受ける医療。患者が
最初に受ける医療の段階で、身近に・簡単に受けるこ
とができて適切に処置され、その後の治療・療養につ
いて正確な指導が受けられることを重視する概念。そ

のために訓練された一般医や家庭医がその任にあた
る。 

 
◆ 防疫 

感染症（伝染病）の発生・流行を予防すること。感
染症患者の早期発見・隔離、消毒や媒介動物の駆除、
予防接種などを行う。 

 
◆ 保健休養 

森林浴やハイキングなどの森林レクリエーション
をすることによって、安らぎを得たり、心身の緊張を
ほぐしたりする効果のこと。 

 
◆ ホスピタリティ 

観光客が安心して快適に観光できるように、地域の
人々がおもてなしの心で接し、観光客をあたたかく迎
えること。 

 
◆ 北海道遺産 

ＮＰＯ法人北海道遺産協議会により北海道の宝物
として選定された有形・無形の財産のこと。総計 52
件。 

 
◆ ポテンシャル 

潜在的な力。可能性としての力。 

 
◆ ボランティア 

自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動を
する人。 

 

 

 

 
◆ 未就園児 

幼稚園・保育所に通わず、自宅などで過ごしている
小学校入学前の子どものこと。 

 
◆ メタボリックシンドローム 

内臓の周囲に脂肪がたまり、高血糖・高血圧・高脂
血・高コレステロールの症状を複数併せ持つ状態。放
置すると、糖尿病・動脈硬化・心筋梗塞などを起こす。 

 

◆ 木育
もくいく

 

「木とふれあい・木に学び・木と生きる」取組を通
じて、人と、木や森との関わりを主体的に考えられる
豊かな心を育むこと。 
 
◆ モビリティ・マネジメント 

一人ひとりのモビリティ（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

マ行 
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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のこと。 

 
◆ モラル 

道徳、倫理のこと。 

 

 

 
 
 
◆ 有機農業 

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこ
と並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本
として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限
り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業の
こと。 

 
◆ ユニバーサルデザイン 

障がい者、高齢者、健常者の区別なしに、すべての
人が使いやすいように製品・建物・環境などを設計す
ること。 

 

◆ 要介護 

身体または精神上の障害により入浴・排泄・食事な
ど日常生活の基本的な動作について継続して介護を
必要とし、要介護認定の要介護１から５のいずれかに
該当する状態。 
 
◆ 要支援 
要介護（別掲）状態となるおそれがある状態。身支

度・洗濯・買い物など身の回りのことができないなど
日常生活に支障があり、要支援認定の要支援１または
２に該当する状態。 
 
◆ 四極交流 
国内の東西南北の最端（沖縄と離島を除く）に位置

する根室市（北海道）、佐世保市（長崎県）、南大隅町
（鹿児島県）、稚内市による交流。平成３年５月３日
に「四極交流盟約書」を締結。 

 

 

 

 
 

◆ ライフスタイル 

生活の様式・営み方、また、人生観・価値観・習慣
などを含めた個人の生き方。 

 
◆ 酪農ヘルパー 

休みを取る酪農家に代わって、日常の作業である乳
搾り、牛への食事の給与、牛舎の清掃などを行う職業
のこと。 

 
◆ リージョナル航空 

客席数が 100 席以下の小型機で、幹線ではなく、地
方の都市間を定期的に結ぶ航空事業のこと。コミュー
ター航空ともいう。 
 
◆ リスク 

危険。危険度。また、結果を予測できる度合い。予
想通りにいかない可能性のこと。 
 
◆ 療育支援 

障害をもつ子供が社会的に自立することを目的と
して行われる医療と保育を支援すること。 
 
◆ ロゴマーク 

企業や商品などのイメージを印象づけるため、ロゴ
タイプと標章などを合わせて図案化したもの。 

 

◆ ６次産業 

１次産業×２次産業×３次産業のことで、それぞ
れの産業が一体となって総合産業（６次産業）とし
て発展することを目指し、その際、どれかが欠ける
と０になってしまうため、いずれも欠かせないとい
う、産業間連携のあり方を示すもの。 

ラ行 

ヤ行 


