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 本文中で ＊印を付けてある用語について、五十音順で解説を示します。 

用語・語句 掲載ページ 解説 

あ行 

ICT・コンテンツ

関連産業 

26  ICT と は 、「 Information & Communication 

Technology」の略で、情報通信技術のことを指し、

コンテンツとは、映像（映画、アニメ、TV番組）、音

楽、ゲーム、書籍等の情報内容のことを指す。通信

業、放送業、情報サービス業、インターネット附随

サービス業、映像・音声・文字情報制作業などの他、

デザイン業、著述・芸術家業、広告業、写真業、映

画館や興行場・興行団など、ICT やコンテンツに関連

する産業をいう。 

意思疎通支援 18  障害者と障害のない人の意思疎通のため、手話通

訳、要約筆記（点訳、代筆、代読、音声訳等を含む）

の多様な方法による支援。区の行う事業としては、

手話通訳奉仕員の養成、手話通訳者・要約筆記者の

派遣がある。 

一時預かり事業 14  乳幼児を養育している保護者が一時的に保育でき

ない場合に、日中の保育を認可保育所等において行

う事業。 

一時預かり事業

（幼稚園型） 

15  通常の教育時間の前後や長期休業期間中に、希望

する者を対象として実施している幼稚園の預かり保

育のうち、子ども・子育て支援新制度に基づく事業。 

一般就労 17  通常の雇用形態のことで、労働基準法などに基づ

く雇用関係による企業への就労のことを指す。これ

に対し、一般就労が困難な障害者のために、福祉的

な観点から配慮された環境での就労で、障害者就労

施設の利用者としての就労を福祉的就労という。 

SNS 20  「Social Networking Service」の略。インターネ

ットを通じて人と人のつながりを促進し、コミュニ

ティの形成を支援する会員制サービスのこと。代表

的なサービスとして、「ツイッター」、「フェイスブッ

ク」などがある。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

エリアマネジメ

ント 

22  住民・事業主・地権者等による自主的な取組。例

えば、住宅地では、建築協定を活用した良好な街並

み景観の形成・維持や、広場や集会所等を共有する

方々による管理組合の組織と、管理行為を手掛りと

した良好なコミュニティづくりといった取組があ

る。また、業務・商業地では、市街地開発と連動し

た街並み景観の誘導、地域美化やイベントの開催・

広報等の地域プロモーションの展開といった取組が

ある。 

か行 

カーボン・オフセ

ット 

27  区内での日常生活や事業活動に伴い排出し、削減

努力をしても減らせない CO2を、区外での植林や間伐

などによる CO2吸収量で埋め合わせること。 

区民活動センタ

ー運営委員会 

20  区内 15か所にある区民活動センターは、地域住民

による地域自治の活動の拠点であることから、その

運営に住民の意向が柔軟に反映されるよう、町会・

自治会から推薦された方を中核に地域ごとに組織さ

れた運営委員会のこと。それぞれのセンターの運営

方針の協議をはじめ、区が委託する地域の自治活動

や公益活動の推進、地域団体の連携の促進について、

地域特性を活かし創意工夫を重ねながら主体的な取

組を進めている。 

合計特殊出生率 4、8、9 

10、12 

 合計特殊出生率は「15～49 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。 

交流拠点 22、23  中野区都市計画マスタープランの「まちの骨格」

において、「まちの拠点」のひとつとして設定。交流

拠点は、東中野駅周辺、中野坂上駅周辺、新中野駅

周辺、新井薬師前駅周辺、野方駅周辺、鷺ノ宮駅周

辺などを指し、商業・業務施設や交流など集いの場、

地域に根ざした文化活動の場などの集積を図り、生

活・仕事・交流・文化活動を支える拠点として育成・

整備していくこととしている。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

子育て短期支援

事業 

14  保護者が、入院や出張・親族の看護などにより一

時的に子どもの養育ができない場合に、児童福祉施

設において子どもの養育を行う事業。宿泊を伴うシ

ョートステイと仕事等により夜間の養育を行うトワ

イライトステイがある。 

子育てひろば 13  乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を

開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言

その他の援助を行う。 

個別避難支援計

画 

20  災害時に一人では避難等が難しい方が、確実・迅

速に避難できるよう、安否確認や避難の支援をする

方を予め決めることを核とした避難支援に係る計画

のこと。 

さ行 

サービス付き高

齢者向け住宅 

16  バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し

高齢者を支援するサービスを提供する住宅のこと。 

災害時業務継続

地区（BCD） 

22  都市機能が集積しエネルギーをより高い密度で消

費する拠点地区で、災害時に自立型のエネルギー源

の確保により、エネルギーの安定供給を確保する地

区。BCDは、「Business Continuity District」の略。 

災害時避難行動

要支援者 

20  災害時に一人では避難等が難しく、安否確認や避

難支援が必要となる方のこと。災害対策基本法の改

正を踏まえ、要介護の方や障害者の方をはじめ、70

歳以上の独り暮らしの方・75 歳以上の高齢者のみ世

帯の方など、支援が必要となると考えられる方々を

平成 26年度に「災害時避難行動要支援者名簿」とし

て登載し、平成 27年度から実態把握と個別避難支援

計画 *の作成のための訪問調査を進めている。 

産学公金の連携 18、26  まちの発展や区内産業の活性化に向けて、民間企

業や NPO（産）、大学などの教育研究機関（学）、国や

都、区などの行政機関（公）、金融機関（金）が相互

の強みを活かして連携することをいう。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

た行 

地区計画 22  建築物の建築形態、公共施設などの配置などから、

それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整

備、保全するために定められる都市計画法に基づく

制度。この制度では、地区レベルにおけるまちづく

りを行うことを目的として、街区や住区を単位とし

た規制や誘導の取り決めを行うことにより、道づく

り、家づくり、ルールづくり、景観づくりなどのま

ちづくりを総合的に行う。 

超高齢社会 2、10  総人口に占める高齢者の割合が、高齢社会よりも

高くなった状態をいう。明確な定義はないが、WHOで

は 65 歳以上の人口の比率が 21 パーセントを上回っ

た社会をいう。高齢化社会：7～14%、高齢社会：14

～21%。 

デジタルサイネ

ージ 

20、24  屋外・店頭・公共施設などに、液晶ディスプレイ

やプロジェクターを設置して、広告や各種案内を表

示するものを指す。従来のポスターや看板と異なり、

通信ネットワークや電子媒体を利用することで、表

示内容をリアルタイムで更新したり、複数の広告を

配信したりすることができる。 

東京シニア円滑

入居賃貸住宅 

16  東京都で定める一定の基準を満たす、高齢者の入

居を拒まない賃貸住宅のこと。 

都市居住型誘導

居住面積水準 

15  世帯人数に応じて、多様なライフスタイル *に対応

するために必要と考えられる住宅の面積に関する水

準。都市の中心及びその周辺における共同住宅居住

を想定している。 

な行 

なかの里・まち連

携事業 

27  地方の都市と大都市（中野区）の両者が、お互い

の強みを生かして弱みを補うことによって課題の解

決をめざし、豊かで持続可能な地域社会をつくるた

め、これまでの自治体間交流の枠を越え、民間活力

を利用した様々な連携事業を行う。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

二地域居住 28  都市の住民が、農山漁村などの地域にも同時に生

活拠点を持つこと。 

認定観光資源 23  区が観光に益すると認定した、歴史・旧跡、自然・

景観、食・特産品などの多様な地域資源。 

認定こども園 15  保育園と幼稚園の機能を併せ持ち、保護者の就労

の有無にかかわらず、就学前の子どもに適切な幼児

教育・保育を提供する施設。認可形態により、「幼保

連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の 4

つの類型がある。 

ま行 

まな VIVAネット 19  中野区が区民の生涯学習活動を支援するために、

中野区内を中心に活動している生涯学習団体及び人

材の活動内容などを紹介しているサイト。運営は文

化施設指定管理者が行っている。 

民泊 24  自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活

用して宿泊サービスを提供すること。業として宿泊

料を受けて人を宿泊させる場合、旅館業法上の許可

が必要となる。 

や行 

ユニバーサルデ

ザイン 

18、22  障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、

多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をは

じめからデザインし、ものやサービス提供などに配

慮する考え方をいう。 

要保護児童対策

地域協議会 

13  虐待を受けている子どもなど要保護児童の早期発

見や適切な保護のため設置する。子ども家庭支援セ

ンターが調整機関となり、関係機関との連携や情報

共有を図るとともに、個別ケース検討会議等を開催

し、具体的な支援を検討・実施している。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

ら行 

ライフサポート

関連産業 

26  少子高齢化の進展に伴い、今後ともニーズの増加

や多様化が見込まれる産業で、健康・医療・福祉・

介護、子育てや教育の支援、創業や就労の支援、地

域課題の解決に資する事業など、人々の生活を様々

な形で支え、日常の暮らしを豊かにするサービスや

事業を展開する産業をいう。 

ライフスタイル 11、12、14 

15、28 

 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。  

ライフステージ 11、12、15 

28 

 年代別にみた生活状況をいい、人生の節目によっ

て生活スタイルが変わることや、これに着目した考

え方をいう。 

リノベーション 16  既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機

能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えた

りすること。類似概念にリフォームがあるが、こち

らは古くなったものを新築状態等に戻すことで、修

復の意味合いが強い。 

利用者支援事業 

 

13、14  子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保

育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必

要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関と

の連絡調整等を実施する事業。 

連続立体交差事

業/連続立体交差

化 

23、24  踏切が連続している鉄道の一定区間を、高架化ま

たは地下化することにより、多数の踏切除去や、道

路と鉄道との立体交差化を一挙に実現する事業をい

う。本事業により「開かずの踏切」による踏切渋滞

の大幅な解消、鉄道による市街地分断の解消、踏切

事故の解消などが図られる。西武新宿線の中井駅か

ら野方駅間の事業が着手されている。 
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