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　　用語解説

あ　行 
ＩＴ
インフォメーションテクノロジー（英語：infor
mation…technology）の頭文字をとった略語で、
情報技術のこと。インターネット、通信、コン
ピュータなど情報に関する技術をさす。

アイデンティティ
自己が環境や時間の変化にかかわらず、連続す
る同一のものであること。主体性。自己同一性。

空き家バンク（制度）
空き家の有効活用を通し、地域住民と都市住民
の交流拡大および定住促進による地域の活性化
を図る事を目的に、空き家情報の提供を行う制
度。空き家などを賃貸および売却を希望する所
有者から物件の提供を求め、行政のホームペー
ジなどを通じて「空き家バンク」へ登録した物
件情報を希望する人へ提供するもの。

アグリツーリズム
広義には「都市と農村の交流」のこと。農場で
休暇を過ごしたり、農業体験を通してふれあい
の中で生まれる交流を楽しむ余暇活動のこと。

アダプトプログラム
里親制度をさす。ボランティアとなる住民や団
体が里親となって、一定区画（公園など）を自
らの養子とみなし、清掃・美化などを行い面倒
をみる仕組みのこと。

遺　構
残存する古い建築物。また、昔の都市や建造物
の形や構造を知るための手がかりとなる残存物。

移動体通信
どちらかまたは両方を動かせる通信方式。携帯
電話や PHS等の無線を利用したサービスを指す。

インフラ
インフラストラクチャー（英語：infrastructu
re）の略語で、基盤や構造の意味をもつ。一般的
には、道路、上下水道などのほか、学校、病院、
公園、通信、交通等も含めた生活や経済活動を
支える社会基盤のこと。

ウェルネス
積極的に心身の健康維持・増進を図ろうとする

生活態度・行動。
ウェルネスサロン
「伊達市健幸都市基本計画（平成…26 年…5 月）」
において、健幸都市を推進するための最も身近
な健康づくり及び交流の場として位置づけられ、
集会所や既存公共施設等を活用し、管理運営は
市民主体で、市は必要な支援を行うとしている。

ウェルネスサテライト
上記と同様、地区レベルの健康づくり及び交流
の拠点施設として位置づけられ、交流館や既存
の公共施設等を活用し、運動教室や脳トレーニ
ング、筋力トレーニング、人材育成、健康デー
タの集約等を行うとしている。

雨水流出抑制（施設）
雨水が急激に河川に流れ込むことにより生じる
洪水（都市型洪水）に対応し、宅地内に降った
雨水が直接下水道管や河川に流れ込むピーク時
の量を抑えるための施設。主に、宅地内に降っ
た雨水を一時的に貯留する貯留施設（遊水池等）
と雨水を地中に分散・浸透させる浸透施設（浸
透桝 ･浸透管等）がある。

エコツーリズム
環境や社会的なものまで含めての生態系の維持
と保護を意識し、地域社会発展への貢献を考慮
したツーリズム（旅行、リクリエーション）の
こと。…エコツーリズムを具体化したツアーをエ
コツアーと呼ぶ。

エコファーマー
平成 11 年 7月に制定された「持続性の高い農
業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農
業法）」第 4条に基づき、認定された農業者。土
づくりや化学肥料・化学農薬の使用低減を一体
的に行う「環境にやさしい農業」の実践者のこと。

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）
ノンプロフィットオーガニゼーション（英語：
non-profit…organization）の略語で、行政や民
間企業に属さず、社会的に必要な公益的活動を
行う住民による非営利の組織のこと。

ＭＣＡ無線
1 つの制御局から発する複数の周波数を、多数

※主に都市計画マスタープランで使われる用語を含む
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のユーザーが利用することで周波数の有効利用を
図るシステム。パワーが大きい上、複数の中継局
を利用できるので、広域通信が可能となるなど通
話距離が格段に異なる。

延焼遮断帯
道路、河川、鉄道、公園、緑道等の都市施設と、
それらの沿線の一定範囲に建つ不燃化建築物によ
り構築される、市街地火災の延焼を防止する帯状
の不燃空間である。

オープンガーデン
ガーデニングの先進国イギリスで発祥し、個人の
庭を開放し、一定期間一般の人々に開放するなど、
地域の美化に寄与するボランティア活動のこと。

オープンスペース
公園・広場・河川・農地など、建物によって覆わ
れていない土地を総称していう。

温室効果（ガス）
大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは、太陽
からの熱を地球に封じ込め地表を暖める働きがあ
り、これらのガスを温室効果ガスという。近年、
産業の発展や森林伐採等の人間活動の活発化に伴
い温室効果ガスの濃度が増加し、大気中に蓄熱さ
れる量が増え地球規模での気温上昇（温暖化）が
進行し、京都議定書をはじめ世界各国の排出量削
減対象となっている。

か　行 
ガイドライン
ある物事に対する方針についての指針・指標のこ
と。ルールやマナーなどの決まり事、約束事を明
文化し、それらを守った行動をするための具体的
な方向性を示すもの。

過疎化
人口が急激かつ大幅に減少したため、地域社会の
機能が低下し、住民が一定の生活水準を維持する
ことが困難になりつつある状態、あるいはその過
疎がさらに進行する状態のこと。

合併処理浄化槽
し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のこと。
下水道のない地域での水環境の汚染の防止に有効
とされる。

環境保全型農業
農薬や化学肥料の使用を抑え、自然生態系本来の
力を利用して行う農業のこと。
間伐材
森林の成長過程で密集化する立木を間引く間伐の

過程で発生する木材のこと。
狭あい道路
法律上の定義はないが、主に幅員 4m未満の狭
い道路のことで、いわゆる 2項道路※をさす場
合が多い。自治体によっては細街路とも呼ぶ。
※ 2項道路：…建築基準法第 42 条第 2項の規定

により、建築基準法上の道路とみ
なされる道路、建築基準法施行前
の要件を満たさない敷地を救済す
るための規定（みなし道路）

協　働
複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに
力を合わせて活動すること。まちづくりの場合、
住民と行政等がそれぞれの役割を担いながら、
ともに協力し取り組みを進めるという意味で使
用する。

クラインガルテン
ドイツなどヨーロッパで盛んな市民農園の形態
の一つであり、比較的広い区画を長期間賃貸す
る農地の賃借制度（独語：kleingarten）。日本
後の直訳では「小さな庭」であるが、市民農園
や市民菜園とも言われ、野菜や果樹、草花を育て、
生きがいや余暇の楽しみの創出、都市部での緑
地保全や自然教育の場として大きな役割を果た
している。日本では地方自治体の公共事業とし
て、農山村の遊休農地を利用し整備されたもの
が多い。

クリーンエネルギー
電気や熱などに変換しても、二酸化炭素や窒素
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。一般的には、自然エ
ネルギーである風力・太陽熱・水力・地熱・潮
力などが挙げられる。

グリーンツーリズム
農山漁村において、その自然と文化、人々との
交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。また、
そうした余暇の過ごし方を奨励することで地域
振興を図ろうとする取り組みのこと。

グリーンバンク（制度）
植物を譲りたい人、譲り受けたい人がその内容
を登録し、…情報を見た希望者との間で直接引き渡
しを行う制度。

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。
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景観協定
景観法に規定された良好な景観の形成に関する
協定で、協定の締結には景観計画区域内の一団
の土地所有者や借地権者の全員の合意が必要と
なる。地域特性にあったきめ細やかな景観に関
するルールを定め、自主的な規制を行うことが
できる制度。

牽　引
大きな力で引っ張ること、引き寄せること。また、
大勢の先頭に立って引っ張っていくこと。

限界集落
過疎化などで人口の 50％が 65歳以上の高齢者
になり、様々な社会的共同生活の維持が困難に
なった集落のこと。共同体として存続できる「限
界」として表現されている。

顕在化
これまであまりわからなかったものやことが、
はっきりと形に現われてくること。

建築協定
一定区域の土地所有者等の地域住民により、区
域内における建築物の用途や形態、構造などに
関して、一般の建築基準法の規定より厳しい基
準を定める協定。

耕作放棄地
農林業センサスにおいて「以前耕地であったも
ので、過去１年以上作物を栽培せず、数年の間
に再び耕作する考えのない土地」と定義されて
いる統計上の用語。

交通結節点
異なる交通手段（又は同じ交通手段）を相互に
連絡する乗り換え・乗り継ぎが行われる場所・
施設。移動の一連の動きの中のひとつの重要な
要素であり、「つなぐ空間」と「たまる空間」と
しての役割を有する。

コミュニティ
一般的に、地域共同体または地域共同社会のこ
と。まちづくりの分野では、主に住民相互の協
力と連帯による地域のまちづくりの意味などで
使用される。

固　有
本来備わっていること、そのものだけにあること。

コンポスト
有機物を微生物の働きで分解させて堆肥にする
処理方法、またはその堆肥のこと。

さ　行 
サイクルアンドライド
まちなかへの自動車の流入を抑制し、バス・電
車等の公共交通利用を促進するために、自転車
でバス停・駅に来てバス・電車に乗り換えるシ
ステム。

サイン
元来、記号（合図）のことをいうが、まちづく
りの分野では標識、案内板、解説板、看板など
の総称として用いられる。

里　山
人里の近くにあり、薪炭の利用や林業の場とし
て生活や産業に結びついて維持されてきた森林
のこと。人の手が入ることで、生物生息環境と
しても独自の生態系を維持してきたが、生活様
式の変化に伴い里山の荒廃が進行してきている。

山岳信仰
山を神聖視し、崇拝の対象とする信仰のこと。
自然崇拝の一種で、狩猟民族など山岳と関係の
深い民族が山岳地とそれに付帯する自然環境に
対して抱く畏敬の念、雄大さや厳しい自然環境
に圧倒され恐れ敬う感情などから発展した宗教
形態であると想定されている。

暫　定
正式な決定がなされるまで、仮の措置として、
とりあえず定めること。

自助共助
「自助」は、自分の身を自分の努力によって守る
こと。「共助」は、身近な人たちがお互いに助け
合うこと。災害時には、自助および共助による
行動が極めて重要とされる。

循環型社会
再使用・再生利用を第一に考え、新たな資源の
投入をできるだけ抑えるとともに、自然生態系
に戻す排出物の量を最小限化することで、環境
への負荷をできる限り少なくした循環を基調と
した社会。

小水力発電
農業用水や小川の流れなどを使い、水車で小型
発電機をまわして発電することをいう。厳密
な定義はないが、新エネ法の対象である出力
1,000KW以下の比較的小規模な発電施設を総
称していう。太陽光や風力と違い、一定の水の
流れがあれば気象条件に左右されずに発電でき
る。
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消流雪用水
道路の除雪、屋根雪の処理などのために使われる
水、道路の消雪パイプ。

食　育
様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する
ことができる人間を育てること。食品の安全性や
食事と疾病との関係、食品の栄養特性やその組み
合わせ方、食文化、地域固有の食材等を適切に理
解するため、全国的な情報提供活動や地域におけ
る実践活動などが行われている。

水源涵養（林）
地表を流れる河川の水量や地下水が枯渇しないよ
うに補給する働き、能力を水源涵養機能という。
河川の上流に広がる森林は、雨水や雪解け水を貯
え、徐々に河川水や地下水として放出することで
水源涵養機能を果たし、こうした森林を水源涵養
林という。

スクールコミュニティ
「学校」を核とした、あるいは「学校」という場
や関係を介在させた、人々の結びつきや関わりの
状態を指し、学校や子どもを「縁」として、地域
の大人と教師の関わり、学校と地域社会の協働関
係のあり方を、より良好なものにしていこうとす
る考え方や実践のこと。

スクールゾーン
歩行者と車の通行を分けて、通学通園時の幼児・
児童の安全を図ることを目的に、小学校や幼稚園
などの概ね半径 500 ｍの範囲で設定するゾーン
のこと。

ストック
蓄えた物、資源などのことをいう。

スプロール
市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩
序な市街地を形成すること。（英語：sprawl）

スマートグリッド通信インターフェース事業
地域レベルでの高度なエネルギーマネジメントの
実現のために、必要となる通信用設備等の導入を
支援する事業。総務省による被災地域情報化推進
事業（情報通信技術利活用事業費補助金）の一つ。

潜在（的）
表面に現れないで内部に隠れて存在している様子。

線引き
都市計画の区域区分の通称。都市計画法では、都
市計画区域をすでに市街地となっている区域およ
び計画的に市街地にしていく区域（市街化区域）
と、市街化を抑える区域（市街化調整区域）の２

つの区域に分けて段階的な市街化を図ることと
されている。このことを一般的に「線引き」と呼ぶ。

ソーシャルキャピタル
人々の協調行動を活発にすることにより、社会
の効率性を高めることのできる「信頼」「規範」
「ネットワーク」といった社会組織の特徴。物的
資本（Physical…Capital）…や人的資本（Human…
Capital）…などと並ぶ新しい概念。

ソーシャルビジネス
少子高齢化や環境・貧困等の社会的課題の解決
を図るための取り組みを、持続可能な事業とし
て展開すること。このような地域社会の課題解
決に向け、住民、ＮＰＯ、企業など、様々な主
体が協力しながらビジネス手法を活用して取り
組むことをいう。

た　行 
ターミナル
鉄道・バスなどの終着駅。また、交通路線が集
中し、発着する所。

多自然型工法
自然や生態系に配慮した工法のこと。道路では
けものみちの確保や自然型擁壁の設置、河川・
水路では、魚道の確保、多自然型護岸、ワンド
の設置、緑化では実のなる木など生き物の生息
に配慮した緑化などが行われる。

地域通貨
国が発行する ｢法定通貨｣ とは異なり、特定の
地域やコミュニティのなかで、財・サービスを
交換するためのシステム、またはそこで流通す
る通貨のこと。その特徴は、限定された範囲で
流通すること、利子を持たないことなどがあり、
現在、コミュニティのつながりや地域経済の活
性化を促進するものとして活用されている。

地域包括ケアシステム
高齢者が、住み慣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、住
まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に
提供されるシステムのこと。

地球温暖化
物の燃焼に伴い発生する二酸化炭素などは、地
球から宇宙に熱を逃す赤外線を吸収して地球の
温度を高く保つ効果があるため、温室効果ガス
と呼ばれる。このような温室効果ガスの大気中
の濃度が高くなることにより、地球上の気温が
上昇する現象のこと。
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地区計画
都市計画法に基づき比較的小規模の地区を対象
に、建築物の建築形態、公共施設の配置などか
らみて、それぞれの区域の特性にふさわしい良
好な環境の街区を一体として整備・保全するた
め定められる計画。

地産地消
地域生産地域消費の略語で、地域で生産された
農・水産物をその地域で消費すること。国の基
本計画では、地域で生産された農産物等を地域
で消費しようとする活動を通じて、農業者等と
消費者を結び付けることにより、消費者と生産
者が「顔が見え、話ができる」関係と地域の農
産物・食品を購入する機会の提供とともに、地
域の農業等と関連産業の活性化を図ることを位
置づけている。

チャレンジショップ
商店街活性化を目的とした空き店舗対策として、
地元商工会、商店街振興組合等が、空き店舗の
一部を店舗開業希望者に期間限定で格安に賃貸
する創業支援事業のこと。

中山間地域
平野の外縁部から山間地域をいう。山地の多い
日本では、このような中山間地が国土面積の
73％を占めている。

鎮守の森
神社に付随して参道や拝所を囲むように設定・
維持されている森林の通称。かつては神社を囲
むように必ず存在した森林のことで、杜の字を
あてることも多い。

ツーリズム
観光事業、旅行業、または観光旅行のこと。

つつこ引き祭り
江戸時代中期から「商売繁盛・五穀豊穣・無病
息災」を祈り、ふかしたもち米を入れたつつこ
を引き合う祭り。つつこの藁（わら）を持ち帰
ると縁起が良いと言われている。

低床バス
客室床面をほぼ全長にわたって低くつくり、乗
降口との段差を小さく、もしくは無くしてフラッ
トにし、乗降しやすくしたバスのこと。

低炭素（化）
地球温暖化の最大の原因といわれる二酸化炭素
の排出をできるだけ抑えながら、経済発展を図
り、人々が安心して暮らすことができる社会づ
くりを行うこと。

デマンド（交通）

デマンド（英語：demand）とは「要求、要請」
という意味。利用者が電話で手続きを行い、運
行区域内の希望する乗降場から目的地まで乗合
で運行し、予約がなければ運行しない新しい公
共交通のこと。小型車で済むことから、経費削
減やバスが走れない狭い道でも運行ができる。

デマンド型乗合タクシー
交通空白・不便地域への対応や不採算バス路線
対策等の課題に対応し、予約のあった利用者を
乗合により運行、ドア・ツー・ドアの送迎を行
うタクシーに準じた利便性と、乗合・低料金と
いうバスに準じた特徴を兼ね備えた移動サービ
ス。

デマンドバス（システム）
自家用車に近い感覚で利用するという発想で生
まれたバスシステム。情報提供端末や電話等に
よるリクエストに応じたバス運行を行うことに
より、高齢者等の移動利便性の向上や効率的な
バス運行の実現を可能にする。過疎により路線
バスが廃止された後の交通手段として導入され
るケースが多い。

東山道（とうさんどう）
古代日本の律令制における、広域地方行政区画
である五畿七道の一つ。本州内陸部を近江国か
ら陸奥国に貫く行政区分、および同所を通る幹
線道路（古代から中世）を指す。江戸時代にな
ると、江戸を中心とする五街道が整備され、幹
線道路としての東山道は中山道・日光例幣使街
道・奥州街道などに再編された。

都市（基盤）施設
道路・公園・下水道など、様々な都市活動を支
えるための施設のこと。

都市計画区域
都市計画を策定する区域の単位となるものであ
り、都市の実態や将来の計画を勘案して、一体
の都市地域となるべき区域として県が指定する
区域。

都市計画提案制度
土地所有者やNPO、民間事業者等が、一定規模
以上の一団の土地について、土地所有者の３分
の２以上の同意等一定の条件を満たした場合に、
都市計画の決定や変更の提案ができる制度。

土地区画整理事業
地区内の土地所有者から土地の一部を提供して
もらい（減歩）、その土地を道路や公園などの新
たな公共用地として活用し、整然とした市街地
を整備することにより、居住環境の向上と区画
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を整形化して利用増進を図る事業。
トレーサビリティ
食品の安全を確保するために、栽培や飼育から
加工・製造・流通などの過程を明確にすること、
また、その仕組み。

トレッキング
山歩き。登頂を目指すことを主な目的とする登
山に対し、特に山頂にはこだわらず、山の中を
歩くことを目的とする。ハイキングは、自然風
景や歴史的な景観等を楽しむため、軽装で一定
のコースや距離を歩くことをいう。

な　行 
内水氾濫
河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られ
た内側の土地（人が住んでいる場所）にある水
を内水と呼ぶ。大雨時の側溝、下水道、排水路
の溢水や、支川と本川の合流地帯等での本川の
水位上昇から外水が小河川に逆流するなど、内
水の水はけが悪化し、建物や土地・道路などが
水につかってしまうことを内水氾濫という。

二地域居住（マルチハビテーション）
二地域以上の、複数の居住空間に生活すること、
定住という概念を超えた多面的な居住形態をい
う。マルチ（multi-「多様な」）とハビテーショ
ン（habitation「居住」）を組みあわせた造語で、
マルチハビテーションとも呼ばれる。

ノーマライゼーション
障害者と健常者、お互いが特別に区別されるこ
となく、社会生活をともにするのが正常なこと
であり、本来の望ましい姿であるとする考え方。
またそれに向けた運動や施策等も含まれる。

農地バンク制度
近年、農業従事者の高齢化や後継者不足等によ
り耕作放棄地が増加傾向にあり、このような農
地を登録してもらい借り受け希望者へ紹介し、
農地の有効活用と貸し借りを支援する制度。正
式には「農業経営基盤促進法における農地保有
合理化制度及び農用地利用集積計画制度」という。

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、乗車定員 10人以下の自
動車、いわゆるタクシー車輌を使用した運行形
態。乗合バスと同様の定時定路線方式やデマン
ド方式などがある。

法面（のりめん）

切土や盛土によって造成された人工的な斜面の
こと。

は　行 
パークアンドライド
交通混雑の緩和や大気汚染等の改善のため、車
を都市郊外の駐車場に止めて、鉄道やバスに乗
り換え、市街地や特定地域に入るなど、自家用
車とバス・鉄道などを適切に組み合わせた交通
システムのこと。

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
源で化石燃料を除いたもの」をいう。

バイオディーゼル燃料
生物由来油からつくられるディーゼルエンジン
用燃料の総称であり、バイオマスエネルギーの
ひとつ。バイオディーゼルフューエル（英語：
bio…diesel…fuel）の頭文字をとってBDFともい
う。

バイパス
迂回のための流路、あるいは迂回することその
ものを意味し、都市計画では、混雑する市街地
や山間部の狭い区間などを迂回する「バイパス
道路」のことをいう。

ハザードマップ
自然災害による被害を予測し、その被害範囲を
地図化したもの。予測される災害の発生地点、
被害の拡大範囲や被害程度、さらには避難経路、
避難場所等の情報が既存の地図上に図示される。
ハザードマップの活用により、災害発生時に住
民が迅速・的確に避難を行うことができ、二次
災害発生予想箇所を避けることができるため、
災害による被害低減に有効となる。

パブリックインボルブメント（ＰＩ）
計画づくりの初期の段階から、関係する住民等
に情報を提供したうえで、広く意見を聴き、そ
れを計画づくりに反映していく住民参加手法。

パブリックコメント
意見公募手続き、意見提出制度のこと。行政な
ど公的な機関が、規制・規則などの制定・改廃、
計画の策定などにあたり、原案を事前に公表し
て住民等から広く意見や情報提供を求め、意思
決定に反映させる制度。

バリアフリー
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バ
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リア）となるものを除去することをいう。段差
の解消など物理的な障壁の除去から、障害者の
社会参加を困難にしている社会的、制度的、心
理的な全ての障壁の除去という、より広義的な
意味も含む。

ビオトープ
ドイツ語のビオ（bio「生命」）とトープ（top「場
所」）との合成語で、多様な生物が共存・共生で
きる環境を持った場所や空間のこと。緑豊かな
自然の水辺や雑木林がその代表例である。また、
開発事業などに際して積極的に保全、回復、創
出が図られる野生生物の成育・生息環境という
意味でも用いられる。

費用対効果
コストパフォーマンス（英語：cost…performa
nce）と同義語。あるものが持つコスト（費用）
とパフォーマンス（効果）を対比させた度合い。
投資しようとする商品やサービスなどの価格が、
満足度・機能などの価値に見合っているかどう
かを示す指標として用いられる。

フィルムコミッション
映画やドラマのロケーション（野外撮影）を地
元に誘致し、スムーズに撮影が図られるよう支
援する活動で、地域の自然や歴史等をＰＲし、
住民のふるさとへの愛着や意識の醸成を図る上
で効果的である。現在、福島県で「福島県フィ
ルムコミッションネットワーク」を推進している。

風評被害
根拠のない噂のために受ける被害、経済的な被
害。非難を受ける対象とは別のものが攻撃され
てしまうことなど。

付加価値
生産過程で新たに付け加えられる価値のこと。
何らかのモノを使って、新しいモノを生み出す
と、元々のモノより高価値なモノとなり、この
ように「価値が付加される」という意味合いで
「付加価値」と呼ばれる。一般的に使われる場合、
通常とは違う、独自の価値やサービスが付随す
るケースに用いることが多い。

福島議定書
福島県では、二酸化炭素排出量等の削減目標を
定め、地球温暖化防止に向けた二酸化炭素排出
削減活動に関して、事業所ごとに福島県知事と
議定書を取り交わす事業を実施している。

福祉有償運送
バスやタクシー等の公共交通機関等で十分な輸
送サービスが確保できない場合、一定要件を満

たしたNPO法人、公益法人や社会福祉法人等が
運送主体となり、営利と認められない実費の範
囲内の対価により、乗車定員 11人未満の自家用
自動車を活用し、事前に会員登録した住民等に
対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービ
スをいう。

ブロードバンド
英語のブロード（broad「広い」）とバンド（band
「帯域」）の複合語で、データをやりとりするた
めの電波や電気信号、光信号などの広い周波数
帯域のこと。一般的には、それを利用した高速・
大容量の通信回線や通信環境のことをいう。

プロモーション
販売などの促進、奨励活動のこと。広告、宣伝、
昇格、昇進という意味もある。

文化的景観（制度）
文化的景観とは、文化財保護法で「地域におけ
る人々の生活または生業及び当該地域の風土に
より形成された景観地で我が国民の生活又は生
業の理解のため欠くことのできないもの（文化
財保護法第二条第一項第五号）」と定められてい
る景観のこと。「景観法」の制定と併せ「文化財
保護法」の一部改正により、これまで文化財と
して保護の対象外であった農地や里山など、人
と自然との関わりの中でつくり上げられた景観
（＝文化的景観）も保護の対象として位置づけら
れた制度。

ポケットパーク
歩行者が休憩、または近隣住民が交流するため
の空間で、道路もしくは道路沿いに設けられた
小さい広場のこと。「ベストポケットパーク」の
略で、ベスト（チョッキ）のポケット程度の小
さい公園という意味。

ポテンシャル
可能性として持っている能力、潜在的な力のこと。

ま　行 
マスタープラン
基本的な方針として位置づけられる計画、また
は全体の基本となる計画のこと。

マニュアル
手引書、取扱説明書。

道の駅
国土交通省（制度開始時は建設省）により登録
された、休憩施設と地域振興施設が一体となっ
た道路施設のこと。道路利用者のための「休憩
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機能」、道路利用者や地域住民のための「情報発
信機能」、道の駅をきっかけに地域が連携し活力
ある地域づくりをともに行うための「地域の連
携機能」の 3つの機能を併せ持つ。

みなし道路（２項道路）
幅員 4メートル未満の道で、特定行政庁が建築
基準法第 42 条第 2項の規定により指定し、道
路とみなしたものをいう。

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 
谷　戸
谷間、湿地、丘陵地が浸食されて形成された谷
状の地形。

有機的
有機体のように、多くの部分が緊密な連関をも
ちながら全体を形づくっているさま。

ユニバーサルデザイン
全ての人のためのデザインという意味。年齢や
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

要　衝
軍事・交通・産業などのうえで大切な地点、要
所のこと。

用途地域
都市計画法により、都市の環境保全や利便性の
増進のために、地域特性に応じて計画的に建物
の用途に一定の制限を行う地域のこと。住居系・
商業系・工業系の地域に大別される。

ら　行 
ライフスタイル
一般的には生活様式を示し、衣食住のみではな
く、交際や娯楽なども含む暮らしぶりのことを
いう。さらに、生活に対する考え方や習慣をも
含む意味でも使用される。

ライフライン
元来は、「命綱」の意味（英語：life…line）。エネ
ルギー供給施設、水供給施設、交通施設、情報
施設など、生活や暮らしを支えるため地域には

りめぐらされている基盤施設のことをいう。
リーディング
他の語の上に付いて、先頭または首位である意
を表す。本計画では、先導的なという意味で用
いる。

緑地協定（制度）
都市緑地法に基づく制度で、一団の土地所有者
等の全員の合意により、市長の認可を受けて締
結される緑地の保全または緑化に関する協定。
協定には、対象区域、樹木を植栽する場所や種類、
違反した場合の措置などが定められ、認可の公
告後にその区域に移転してきた者に対しても効
力を有する。

レクリエーション
精神的、肉体的な疲労回復や日常生活に潤いを
求めて行う余暇活動のこと。休養、娯楽という
意味もある。

ロードヒーティング
道路の融雪及び凍結防止のため路面の温度を上
げる施設。

６次産業（化）
第一次産業である農林水産業が、その生産だけ
にとどまらず、それを原材料とした加工食品の
製造・販売や観光農園のような地域資源を活か
したサービスなど、第２次産業や第３次産業に
まで踏み込むこと。農林水産省は、農漁村の活
性化のため、地域の第１次産業とこれに関連す
る第２次、第３次産業に係る事業の融合等によ
り、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を
行う６次産業化の取り組みを推進している。

わ　行 
ワークショップ
作業場・研修会などの意味を持つ言葉であるが、
都市計画やまちづくりの分野では、地域にかか
わる諸問題に対応するために、様々な立場の参
加者が、経験交流や合意形成の手法など多様な
協働作業を通じて、地域の課題発見、創造的な
解決策や計画案の考察、それらの評価などを行っ
ていく活動のことを指している。

…


