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あ行 

アクティブライフ・コ

ーディネーター 

移住支援や移住後の生活を支援するコーディネーターのこと。 

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持つ観光のありかた。

エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住

民・事業主・地権者等による主体的な取り組みのこと。 

延焼遮断帯 幹線道路、公園緑地、鉄道・河川や不燃建築物群等の市街地における火

災の延焼を防止する施設のこと。 

オープンスペース 公園・広場等、建物が建っていない土地や敷地内の空地。 

か行 

開発許可 良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的とし、開発

行為（建築物の建築や特定工作物の建設等を目的とした土地の区画形質

の変更）を規制・許可する制度（本市の場合、非線引き都市計画区域内

は 3,000 ㎡以上、都市計画区域外は 10,000 ㎡以上）。 

合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水をまとめて処理する浄化槽であり、河川等公共水域の

汚濁を軽減する効果がある。 

既存ストック このマスタープランにおいては、これまでに建設された小学校、中学校、

文化施設などの公共施設、建築物などの蓄積のことを指す。 

狭隘道路 日常生活や緊急車両の通行に支障をきたすおそれのある道幅が 4ｍ未満

の狭い道路（細路地）。 

協働 市民、企業、行政等の複数の主体が目標を共有し、共に力を合わせて活

動すること。 

緊急輸送道路 高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこ

れらの道路と防災拠点とを連絡し、又は防災拠点を相互に連絡する道路

のこと。 

近居 親子などにおいて、住居は異なるものの、日常的な往来ができる範囲に

住居すること。 

空洞化 居住人口の減少や公共施設の移転、郊外への大型商業店舗の進出により

市街地の衰退が進む状態のこと。 

グリーンインフラス 自然環境が有する多様な機能（水源かん養・遊水機能、生物の生息の場

５．用語解説 
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トラクチャー 

（グリーンインフラ） 

の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅

力ある地域づくりを進めること。 

グリーンツーリズム 農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇

活動のこと。 

景観計画 都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域における良好

な景観の形成を促進するために定められる計画。 

景観地区 都市計画法における地域地区の一つであり、位置、区域のほか、建築物

の形態意匠の制限を定めるとともに、必要に応じて、建築物の高さの

高限度又は 低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の 低限度

を定めることができるもの。 

形態規制 

（建築形態規制） 

建築形態規制とは、建築基準法で定める容積率、建ぺい率、道路斜線、

隣地斜線の各制限のこと。 

建ぺい率 敷地の面積に対する建築物の面積。 

公共下水道 主として市街地における下水を排除し、または処理するため、市町村が

管理する施設。道路等に埋設される下水管のほか、汚水を浄化する処理

場や雨水を排除する雨水ポンプ場などがある。 

交通結節点 様々な異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）が交わる地点。

交流人口 通勤や通学、観光、レジャー等を目的に、その地域に訪れる人々のこと。

国勢調査 人口・世帯等の実態を明らかにする国の も基本的な統計調査。日本国

内に住んでいる全ての人・世帯を対象として 5 年ごとに実施されてい

る。 

さ行 

サテライトオフィス 都市部に本拠を持つ企業が、郊外等に設置するオフィスのこと。地方の

オフィスでは、都会の喧騒を逃れ大自然の中での効率的な仕事を行う場

として期待される。 

散居村 広大な耕作地の中に住宅が散らばって点在する集落形態のこと。 

市街地開発事業 都市計画法に定められる事業で、土地区画整理事業や市街地再開発事業

などがある。計画的な市街地形成を図るため、公共施設の整備と合わせ

て宅地の利用増進、建築物の整備を一体的かつ総合的に進める事業。 

シニアパワー 「地元や地域で社会活動をしたい、仕事がしたい、生きがいをみつけた

い」というような気持ちを持っている元気なシニア世代の力。 

自助・共助・公助 自助とは、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

りするなど、自分で守ること。共助とは、地域の災害時要援護者の避難
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に協力し、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合う

こと。公助とは、役場や消防・警察による救助活動や支援物資の提供な

ど、公的支援のこと。 

災害時には、自助・共助・公助が互いに連携することで、被害を 小限

にできるとともに、早期の復旧・復興につながると期待されている。 

自然環境保全 自然保護が人間の住環境を保全することになるという考えのもと、環境

破壊を防止し、自然保護を図ること。 

自然的土地利用 都市的土地利用以外の土地利用であり、農林業的土地利用に、自然環境

の保全を旨として維持すべき森林、原野、水面、河川などを加えたもの。

住宅市街地総合整備

事業 

中心市街地等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能

の更新、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図るため、住

宅等の建設、公共施設の整備等について総合的に行うもの。 

受益者負担 公共事業によって特別の利益を受ける人に対して、その経費の一部を負

担させること。 

重要伝統的建造物保

存地区 

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物

の集まりである伝統的建造物保存地区の中でも、特に価値が高いものと

して文部科学大臣が選定した地区のこと。 

親水空間 河川に沿って遊歩道を作ったり、川底に自然石を置いたり、滝や水遊び

のできる場所などを設けて水辺に親しめるように作られた空間。 

人口ビジョン 地方自治体の将来人口推計を行い、総人口や年齢 3 区分別人口等の将来

展望をまとめた計画。 

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こと。また、雨水が森林土

壌を通過することにより、水質が浄化されること。 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。 

総合計画 地方自治体が策定する自治体のすべての計画の基本となる行政運営の

総合的な指針で、将来のまちづくりの基本理念や将来像、その将来像を

実現するための具体的施策などを取りまとめた計画。 

ゾーン まちづくりなどにおいて、空間を用途や機能に応じて区分した範囲のこ

と。 

た行 

耐震化 建築物や道路、水道管等のライフラインに対して、地震時に大きな被害

を受けないように補強を行うこと。 
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脱炭素社会 将来のエネルギー社会のあり方として、化石燃料や原子力に頼らない社

会のこと。 

地域コミュニティ 一定の地域に居住し、共通の活動やふれあいにより、信頼関係を築きな

がら、地域の事柄に取組む集団のこと。 

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 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仕組みのこと。 

小さな拠点 小学校区など複数の集落が集まる地域において、商店、診療所などの生

活サービスや地域活動を歩いて動ける範囲でつなぎ、各集落とコミュニ

ティバスなどで結ぶことで、人々が集い、交流する機会を広げていく新

しい集落地域の再生を目指す取組みのこと。 

地区計画 建築物の建築形態、公共施設の配置等から、それぞれの地区の特性にふ

さわしい良好な環境を整備、保全するための計画で、建物用途、建ぺい

率、容積率、高さ等を定めることができる。都市計画区域において定め

ることができ、用途地域が定められていない区域も含まれる。 

超高齢社会 高齢化率（総人口のうち 65 歳以上の高齢者が占める割合）が 21%を超

えた社会のこと。 

超小型モビリティ 自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な

移動の足となる１人～２人乗り程度の車両のこと。 

低・未利用地 長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に

比べて利用の程度（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利

用地」の総称のこと。 

デマンドバス デマンドバス（美馬ふれあいバス）は事前に予約して、乗り合い形式で

自宅から目的地まで移動する新たな公共交通機関。 

特別緑地保全地区制

度 

都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定

の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度。（都市緑地法第 12

条） 

都市機能 都市のもつさまざまな働きやサービスのことで、業務、商業、居住、工

業、交通、政治、行政、教育等の諸活動によって担われるもの。 

都市基盤 道路、公園、下水道など、都市の諸活動を支える基盤。 

都市経営コスト 都市施設の整備・維持管理等に係るコストのこと。 

都市計画区域 機能的な都市活動を確保するため、一体の都市として総合的に整備、開

発及び保全する必要があるとして都道府県が定める区域（都市計画法第

５条）。 
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都市計画公園 良好な都市環境の形成や市民の憩いの場として都市計画で定めた公園。

都市計画道路 快適な都市活動や良好な市街地環境を形成するため配置される都市の

骨格となる都市計画決定した道路。 

都市計画法 都市の無秩序な開発を防止し、計画的な都市づくりを推進するため、都

市計画の内容や手続、土地利用等の制限、都市計画事業等を定めた法律。

都市計画マスタープ

ラン 

市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、総合計画及び都市計画

区域マスタープランに即して定める（都市計画法第 18 条の 2）。 

都市構造 都市の骨格的な自然要素や土地利用をもとに、都市機能の配置の概念を

表したもの。 

都市施設 道路、公園、下水道、河川、その他公共公益施設等で、都市生活を営む

上での主要な施設（都市計画法第 11 条）。 

都市的土地利用 住宅地、商業、工業地等、市街地として利用されている土地の利用形態。

土砂災害警戒区域 土砂災害防止法に基づいて、土砂災害が発生した場合に住民等の生命ま

たは、身体に危害を生ずる恐れがあると指定された区域のこと。 

土地区画整理事業 一定の範囲で道路や公園等の公共施設の整備、改善と宅地の利用増進を

図るために行われるものであり、宅地の区画形状を整えることにより、

土地の利用価値を高め、安全で快適な市街地の形成を図る事業。 

土地利用規制 都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、

自然環境保全法などによる土地利用の規制。 

な行 

ナショナル・ミニマム 国民に対して保障する生活の 低限度（ 低水準）のこと。 

南海トラフ巨大地震 静岡県の駿河湾から九州沖に延びる海底のくぼみ「南海トラフ」の一帯

を震源域とする地震のうち、巨大なもの。 

農用地区域 農振法に基づき市町村が農業振興地域整備計画において定める集団的

に存する農用地等のこと。 

は行 

パーク＆ライド 郊外や都市周辺部の鉄道駅やバスターミナル、バス停周辺などに駐車場

を整備し、マイカーから鉄道やバスへの乗り継ぎを図るシステムのこ

と。 

パブリックコメント 行政機関が計画等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を

募り、その意見を考慮すること。 

バリアフリー 高齢者や障害者等が社会生活をする上で障害となる段差等の物理的障
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害及び心理的障害を取り除いた環境。 

ピクトグラム 言葉によらない、目で見るだけで案内を可能とする案内用図記号のこ

と。 

非線引き 区域区分のない都市計画区域のこと。 

避難場所 地震等の災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合におい

て、安全に避難を行う場所・施設のことであり、緊急的・一時的に避難

する場所を「緊急避難場所」（一時避難場所・一次避難所）、被災者等が

避難生活を過ごす場所・施設を「避難所」（避難収容施設、2 次避難所）

と区別している。 

風致地区 良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環

境の保全を図るため風致の維持が必要な区域として指定し、建築物の建

築その他工作物の建設等の規制を行うもの（都市計画法第 8 条）。 

付加価値 生産活動等によって既存の価値に加えられた新たな価値のこと。 

プラグインハイブリ

ッド車 

直接コンセントから充電できるタイプの車のこと。ガソリンエンジン車

の給油性能を残しながら電気のみで長距離を走行できるもの。 

防火・準防火地域 市街地における火災の危惧を防ぐために、都市計画法により防火上の地

域として指定し、建築物の構造を制限するもの。 

ま行 

ミクストユース 土地利用の複合化のこと。土地を商業、住宅、工業等の一つの用途に限

定して開発等の誘導を行うのではなく、複数の異なる機能を配置して、

相乗効果を狙うもの。 

未利用地 適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利

用されていない土地。 

モータリゼーション 「動力化」「自動車化」を意味する言葉。自動車が普及し、人々の生活

の中で広範に利用されるようになる現象のこと。 

や行 

優良農地 一団のまとまりのある農地や生産性が高い農地など良好な営農条件を

備えた保全を促進すべき農地。 

ユニバーサルデザイ

ン 

特定の人を対象とせず、すべての人が利用可能であるように、製品、建

物、環境等に配慮した設計（デザイン）を行うこと。 

容積率 敷地面積に対する建築物の延床面積の割合。 

用途地域 市街地における建築物の用途等を規制することで、住居、商業、工業等

の良好な市街地環境の形成を目指すため指定する地域。 
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用途無指定地域 用途地域の指定がない地域のこと。 

ら行 

ライフサイクルコス

ト 

構造物の計画、設計から建設、維持・管理、解体撤去、廃棄にいたる費

用のこと。 

緑地保全地域制度 里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やか

な行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制

度。 (都市緑地法第５条) 

ワークショップ さまざまな立場の人々が集まって、自由に意見を出し合い、互いの考え

を尊重しながら、意見や提案をまとめ上げていく場のこと。 

英数字 

６次産業化 農林漁業者自らが生産だけでなく加工・流通販売を一体的に行ったり、

農林漁業者と商工業者が連携して事業を展開する、農林漁業の可能性を

広げようとする取組みのこと。 

ＣＣＲＣ 「Continuing Care Retirement Community」の略で、都会の高齢者が

地方に移り住み、健康状態に応じた継続的なケア環境の下で、自立した

社会生活を送ることができるような地域や拠点施設のこと。 

ＤＭＣ 「Destination Management Company」の略で、地域にある観光資源

に精通し、地域と協同して観光地域作りを行う会社のこと。 

ＤＭＯ 「Destination Management Organization」の略で、地域にある観光資

源に精通し、地域と協同して観光地域作りを行う法人のこと。 

ＩＣＴ 「Information and Communication Technology」の略で、情報処理や

通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称。 

ＮＰＯ 「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略

で、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。 

ＰＤＣＡサイクル 計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)という4段階の活動

を繰り返し行なうことで、次の計画に活かしていくプロセスのこと。 

Ｕ・Ｊ・Ｉ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

地に戻る形態、J ターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、I

ターンは出身地以外の地方へ移住する形態を指す。 

 



 

  



 

  




