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第６次東郷町総合計画策定経過 
 

年月日 会議・項目 内容 

策定方針と策定計画の協議 
平成１４年５月２０日 幹事会（第１回） 

担当部会等決定 

平成１４年６月３日 審議会委員委嘱 町長が学識経験者から委嘱 

会長、副会長及び専門部会委員の決定 

町長より諮問 ６月３日 審議会（第１回） 

計画策定の基本方針について審議 

６月１２日 幹事会（第２回） 作成資料の説明 

７月１０日 幹事会（第３回） 基本構想案について調整 

７月１７日 審議会（第２回） 基本構想案について審議 

９月１３日 教育文化部会 基本計画第１次案について審議 

１０月１０日 観光経済部会 基本計画第１次案について審議 

１０月２２日 総務部会 基本計画第１次案について審議 

１１月１９日 民生部会 基本計画第１次案について審議 

１２月２７日 審議会（第３回） 基本計画第２次案について審議 

平成１５年２月１０日 審議会（第４回） 最終計画案審議 

２月１２日 答申 町長へ答申 

３月１８日 町議会で議決 計画決定 
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  東郷発企第 ５４号 

平成１４年６月３日 

東郷町総合計画審議会会長 様 

 

東郷町長 山本 庸生  

 

 

第６次東郷町総合計画の策定について（諮問） 

 

 新たな東郷町総合計画策定にあたり、東郷町総合計画審議会条例第２条の規定により諮

問しますので、貴審議会において審議のうえ、答申いただきますようお願いします。 
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答   申 

平成１５年２月１２日 
 

東郷町長 山本 庸生 様 
 
 

東郷町総合計画審議会 
会長 寺地 政明 

 
 

第６次東郷町総合計画策定について（答申） 

 
 
平成１４年６月３日付で、諮問のあった第６次東郷町総合計画の策定について別添計画

書の通り答申します。 
この計画書の策定にあたっては、総務・教育文化・民生・観光経済の各専門部会を設け、

第５次東郷町総合計画の成果および大きく変化しつつある社会情勢を踏まえ、より良い東

郷町の将来像を展望し総合的かつ、基本的な指針となるよう鋭意審議を重ね作成したもの

であります。 
なお、本計画の実施にあたっては、下記事項に留意していただき、本町の目指す「人の

和が織り成す自然美のまち 東郷」の実現に努力されることを望みます。 
 

 
記 

 
１、 町民に対して、本計画を充分に周知され、町民の理解と積極的な協力のもとに計画

を推進されたい。 
 
２、 本計画の実施にあたって毎年調査検討し、有効的かつ計画的に事業の進捗を図られ

たい。 
 
３、 計画を推進するため、行財政の計画的運用と積極的な財源確保に努められたい。 
 
４、 社会経済情勢の変動に対しては柔軟に対応し弾力的な運用を図られたい。 
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 議案第３９号 
 

第６次東郷町総合計画の策定について 

 
 
第６次東郷町総合計画を策定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２条第４項の規定により、別紙のとおり本議会の議決を求める。 
 
 
 

平成１５年３月１２日 提出 
東 郷 町 長 山本 庸生 

 
平成１５年３月１８日 可決 
         東郷町議会議長 川田 良雄 
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東郷町総合計画審議会委員名簿 

 
（敬称略） 

会長 寺地 政明 

副会長 中村 祐子 

部 会 長 明里 英和 

副 部 会 長 会見 祐子 

植田 英雄 
●総務部会 

委  員

土海 修一 

部 会 長 前田 保則 

副 部 会 長 千熊 洋子 

谷口 憲昭 
●教育文化部会 

委  員

寺地 政明 

部 会 長 永田 光生 

副 部 会 長 清水 幸雄 

池口 恵子 
●民生部会 

委  員

伊藤 一男 

部 会 長 山枡 直久 

副 部 会 長 前田 節江 

寺地 寛美 
●観光経済部会 

委  員

中村 祐子 
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東郷町総合計画審議会条例 

 
昭和 45 年 8 月 1 日  

条例第 47 号  

(設置 )  

第 1 条 地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づ

き、東郷町総合計画審議会 (以下「審議会」という。 )を置く。  

(所掌事務 )  

第 2 条 審議会は、町長の諮問に応じ東郷町の総合計画について調査及び審議

する。  

(組織 )  

第 3 条 審議会は、委員 16 人以内で組織する。  

2 委員は、学識経験者から、町長が委嘱する。  

3 委員の任期は 1 年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(会長及び副会長 )  

第 4 条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置く。  

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。  

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

(会議 )  

第 5 条 審議会は、会長が招集する。  

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決すると

ころによる。  

(委任 )  

第 6 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、

町長が定める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 13 年条例第 13 号 )  

この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
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第６次東郷町総合計画 

まちづくりアンケート調査結果 

 
 
 
 
 
 

調査の概要 
 
 

１ 調査の目的 
  第６次東郷町総合計画を策定するにあたり、住民意識、住民ニーズの実態を把握し、

計画策定の資料とする。 
 
２ 調査の方法 
１）調査対象    町内在住の満１５歳以上の男女 
２）調査地域    町内全域 
３）サンプル数   １，０００ 
４）抽出方法    住民基本台帳から抽出 
５）調査方法    郵送配布、郵送回収 
６）調査期間    平成１４年３月１日から平成１４年３月１５日 

 
３ 回収結果 

１）配布数   １，０００ 
２）有効回収数 ４７８ 
３）有効回数率 ４７.８％ 



 

-114- 
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地区・性別回答者数 

回答者数 
地区 調査対象者数 

計 男性 女性 
回答率 

舎人地区 189 91 39 52 48.1% 

松崎地区 206 102 49 53 49.5% 

東郷地区 295 134 70 64 45.4% 

花見地区 310 141 67 74 45.5% 

計 1000 468 225 243 46.8% 

地区無回答 5 3 2   

地区性別無回答 5 - -   

合計 1000 478 228 245 47.8% 
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総合計画アンケート 
現在なかったり、不足しているもので、新たに

つくることにより、快適な生活を送ることがで

きると思われるものをお聞かせください 
 

●道路整備に関すること 

羽衣石から東郷地区に抜ける町道 

倉吉青谷線のバイパス道 山側風景のよい道 

東郷湖一周歩行者専用遊歩道 

歩道を増やす 

松崎の東郷湖側に 1 メートル程の歩道 

道路拡幅 

漆原の町道拡幅 

羽衣石にガードレール 

通学路にガードレールや歩道 

湯の華慈母観音周辺の側溝に格子型の蓋 

 

東郷湖に橋梁 

   

●福祉、医療に関すること 

総合病院 

整形外科医院 

学校区ごとの小児科医院、薬局 

舎人地区に病院 

役場周辺に保健福祉センター 

各集落に老人集会施設 

図書館横に保養施設 

松崎に老人ホーム 

高齢者へのきめ細かいニーズ対応のサービ
スセンター 

 

東湖園でハンディのある児童へのサービス

   

●交通対策に関すること 

交通機関の利便性 

交通機関としてジャンボタクシー等の利用 

町内巡回バス 

湖畔公園前に信号機付横断歩道 

県道に信号設置 

高速道路 

 

高速道、ＪＲ高速化不要 ノーマイカーデーを
つくり、公共交通機関存続で低料金化 

   

●公共施設に関すること 

 舎人会館付近にグラウンド 

文化会館の駐車場増設 

図書館のレンタルビデオコーナーの充実 

町施設にエレベーター 

   

●公園整備に関すること 

地区ごとに公園 

集落内に小公園 

森林公園 

東郷湖周辺に遊園地 

長江、門田、長和田に緑の公園 

舎人の公園に新しい広場 

東郷湖にバードウオッチング場 

東郷ダムに桜公園整備 

東郷ダムに家族くつろぐ場所 

 

自然環境、ごみ問題を体験見学できる施設整備

   

●観光振興に関すること 

東郷湖岸道路 

歴史的な物を道路で結ぶ 

梨畑に車乗り入れ禁止の散歩道 

藤津宮内間県道桜並木に遊歩道整備 

駅のトイレ 

あやめ池公園に全世界のあやめそろえる 

龍鳳閣周辺に中国風の町並み 

燕趙園近くに中国美術館 

龍鳳閣周辺に子供のアミューズメント施設 

自然、湖、温泉を利用した施設 

舎人支所周辺の県道沿いの駐車スペースに
公衆便所及び案内看板 

東公園に温泉卵を作る場所整備 

競艇場 

燕趙園付近の遊び場 

遊園地 

レジャー施設環境整備 

ミニゴルフ場 

インラインスケート、スケートボード場 

東郷湖周辺に美術館を兼ねたカフェ 

東郷湖西に美術館 

動物園、遊園地、水族館 

北山古墳周辺に遊園地、自然公園、ミニ健康
ランド 

鉢伏山に自然公園・キャンプ場 

燕趙園周辺にレクリエーション施設 

 

東郷地区にフラワーセンター整備 
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東郷湖周囲に釣り場所、バーベキュー場 

アクアリウム 

子どもから老人まで楽しめる娯楽施設 

倉吉側にレクリエーション施設 

燕趙園に農産物直売施設 

燕趙園前に道の駅 

東郷地区に道の駅整備 

道の駅 

旅館街に商店・施設 

   

●温泉の利用に関すること 

温泉の有効利用 

松崎に２４時間営業の温泉 

旧商工会館跡地横空き地に公衆浴場 

温泉の大衆浴場 

公園等に露天風呂 

松崎東郷湖周辺に足湯施設 

龍鳳閣に裸風呂 

 

町内各家庭に温泉引き込み 

   

●東郷湖の利用に関すること 

東郷湖に観光用のボート、船の利用 

東郷湖でマリンスポーツ 

東郷湖の観光、スポーツ施設 
 

東郷湖に人口砂浜 

   

●産業振興に関すること 

梨の木で染物 

梨のオーナー制 

晩生梨の貯蔵庫作り年中土産販売 

梨、柿、梅、りんご 果実王国になくてはならない 

舎人川水系上流に農業用利水・潅流整備 

簿記の講習会 

町営市場（農産物・町民作品など） 

農業振興と農村作り（ソフト事業） 

郷土料理コンテスト 

しじみ茶 

 

さまざまな施設を建設で活性化 

   

●保育教育に関すること 

低年齢保育施設と子育て支援センター 

塾 

羽衣会館付近に学校帰りの子供の預かり施設

 

保育所で病児の預かり保育 

役場周辺に子育て支援センター 

体育館の屋根を高く 

子どもたちが遊べる場所 

舎人地区に公園、児童館 

白樫に子供の遊び場 

旭に児童館 

公園にバスケットゴール 

学校に図書館司書、カウンセラーなど 

幼稚園と線路の間にある水溜りにメダカを放流 

   

●地域活動に関すること 

ボランティアグループの育成 

東郷地区に話合・会食・手芸・料理等ができる施設

東郷地区に地区民の交流施設 

長江公民館、駐車場 

佐美に広場 

東郷地区に集会場 

白樫に公民館 

 

旧農協東郷支所の飲食可 

   

●歴史文化に関すること 

民具歴史館整備 

歴史民族資料館 

史跡発掘物を整理してみていただく施設 

倭文神社付近に民俗資料館 

古宮博物館の出張所 

町の中心部に町立資料館 

神社に伝説、神話の説明書き 

 

松崎の詳細な史跡マップ 

   

●スポーツ社会教育に関すること 

スポーツジム 

町立体育館 

温泉プールつき体育館 
 

生涯学習教室の定期的実施 

   

●治安に関すること 

外灯 

通学路の外灯整備 

小部落の外灯の基数の増量 

尾長に外灯設置 

 

駅前に交番 
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●定住対策に関すること 

安い住宅地 

駅周辺に住宅地 

駅周辺に町営住宅、民間の住宅 

町営住宅に駐車場整備 

町内に就業場所 

 

企業誘致 

   

●情報化に関すること 

インターネット環境の充実 

ＡＤＳＬ回線の完備  

光ファイバー網整備 

   

●その他行政に関すること 

 小学校統合反対、町村合併の住民投票 

   

●その他生活改善に関すること 

松崎駅前に商店街整備 

駅前にコンビニエンスストアー 

県道沿いにコンビニ 

舎人地区に本屋、コンビニ、自動販売機 

スーパーマーケット 

ショッピングセンター 引地地内 

花見地区にスーパー 

食料品店 

ホームセンターいないのような店 

ショッピングモール 

大手スーパー 

花見小学校付近にショッピングセンター 

商店街に駐車場設置 

駅周辺に本・ＣＤショップ 

ブランドショップ 

ジャズ喫茶 

白石入り口に郵便ポスト 

鉢伏山周辺に風力発電施設 

 

公設墓地分譲 
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総合計画アンケート 
あなたの身のまわりにある施設、環境、活動等に

ついて、このように改善すれば生活が快適になる

と思われるものをお聞かせください 
 
●道路改良に関すること 

県道に歩道設置 

松崎１、２、３区に旧道と県道を結ぶ広い道整備

町内道路の拡幅整備 

松崎町道の一方通行解除 

尾長付近の通学歩道整備 

長和田羽合線の川側にガードレール整備 

松崎県道のアスファルト補修 

県道、歩道、横断歩道を車椅子、弱者優先 

歩道の段差解消 

羽衣石の道路改良 

引地公民館から鉄道の道路改良  

県道（舎人支所～方地）道路改良に伴う歩道整備

田畑橋の架け替え工事 

田畑橋から中興寺の道路改良 

通学路の雪対策 

福永地区の除雪 

駅前の除雪 

宮内から県道までの除雪が遅いし、不良 

千坂の雪対策 

 

県道の融雪装置を北福まで延長 

   

●河川整備に関すること 

東郷川の整備 

埴見川水質検査結果を町報掲載 

ダムは不要。流れを遅くする努力を 

東郷川親水公園の除草、掃除 

 

防災治山治水整備 

   

●景観保護に関すること 

レークホテル東郷の解体による景観改善 

県道沿いの荒地の改善 

ミドーレークホテルの有効利用 

福永森林、休耕田の手入れ 

藤津荘前景色よいので雑木伐採 

 

コンクリート用排水路の改善 

   

 
 

 

●福祉、医療に関すること 

４地区老人会の会員増のため、区長会等で呼びかけ

高齢者の運動施設整備 

高齢者のためのごみ収集車による回収 

医療施設整備 

東湖園の日曜、祭日の営業 

東湖園の風呂の蛇口の増加 

東湖園の駐車場拡大 

福祉バスの活用 

 

教育、福祉事業の充実 

   

●廃棄物処理、公衆衛生に関すること 

家庭や農家のごみ処理対策啓発 

東郷湖県道沿いのごみのポイ捨て禁止 

ごみポイ捨て禁止立て看板 湖畔公園・湖岸周辺

東郷湖周辺のごみ処理対策 

大型農機具・電気器具の処理 

不燃ごみ収集日の増設 

福永県道沿いにごみ収集施設整備 

家庭の焼却場の撤去 

河川悪臭の改善 

東郷湖の美化 

竹やぶの伐採 佐美地内 

 

今滝･不動滝公衆便所の集落排水施設に接続 

   

●交通対策に関すること 

交通機関改善 

バスの本数の増量 

宮内にバス停設置 

門田にバス停設置 

通学路の信号機改善 

歩道の障害物撤去 

八尺三叉路に信号機設置 

汽車の停車本数の増加 

中興寺の踏み切りの改善 

 

駅付近の踏み切り撤去 

   

●公共施設に関すること 

水明荘の低料金化 

水明荘の入浴料半額 

図書館のパソコン増量 

図書館に喫茶コーナー設置 

図書館の本増冊 

 

舎人会館の調理器具の充実 
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文化会館を飲食可にする 

文化会館を利用しやすいように 

公共施設のバリアフリー化 

町公民館を改修。ホールを大きく、設備改善 

役場の位置変更。合併しても便利な所に 

役場駐車場の拡大 

図書館等統一的な建設が行われていない 

商工業観光等提案意見を話し合える場の設置 

東郷町運動場の利用促進 

龍鳳閣入館料の低料金化 

龍鳳閣の温泉、プールの湯をきれいに 

龍鳳閣の更衣室、階段改善 

龍鳳閣営業時間延長 

龍鳳閣プールの拡大 

龍鳳閣に裸風呂整備 

   

●公園整備に関すること 

集落に子供の遊び場整備 

湖岸公園は植木ばかりでなく用具施設の充実 

各地区の公園広場充実 

あやめ池公園に季節の花、子供の遊具整備 

公園の一体化 

鉢伏山環境整備 

運動公園に小体育館整備 

インラインスケート、ローラースケートのできる
場所整備 

自然と温泉を生かした公園整備 

あやめ池公園に子供遊具、レストラン、売店整備 

大平山周辺に遊具広場、アスレチック場を整備

湖畔公園の遊具充実 

魚釣り公園など自然環境整備 

運動公園の有効利用 

湖岸沿いに桜並木整備 

 

東郷湖畔公園の駐車場整備 

   

●観光振興に関すること 

中国庭園燕趙園の宣伝強化 

燕趙園の営業を年中無休・時間延長する 

燕趙園前に中華街整備 

燕趙園付近にグラウンドゴルフ場、水族館、遊
園地の建設 

燕趙園入場料低料金化 

燕趙園及び龍鳳閣のレジャー・エンターテイメン
ト性高める 

 

チャイナドレスのレンタルで自由撮影 

観光地らしい駅に整備 

駅前の美観整備 

駅前駐車場を高架型に整備 

駅前商店街の改善 

温泉街の活性化 

松崎の温泉旅館を合併して大きなホテルをつくる 

東郷湖周辺の観光対策強化 

温泉組合、観光統合案内を充実 

湖畔公園に卵の自動販売機設置 

宿泊施設の長期滞在型、低料金化 

観光看板等の塗り替え補修 

東郷温泉のＰＲ強化 

滝のＰＲを県内外に 

四ツ手網の実演 

   

●温泉の利用に関すること 

温泉施設の時間、年齢での無料制導入 

温泉（2 号源泉）の有効利用と利用改善 

東湖園と水明荘にサウナの設置 

町内数箇所に温泉販売機設置 

温泉の無料汲み取り場整備 

浴場の低料金化 

 

長和田の温泉の有効利用 

   

●東郷湖の利用に関すること 

東郷湖遊覧船の活用 

東郷湖の水質浄化 

東郷湖景観対策として県道・町道池側建築物撤去

ウィンドサーフィン、漕ぎボート、施設など東郷
湖の有効活用 

東郷湖に釣り場整備 

 

湖岸のあしに変えて浄化作用のあるもの 

   

●産業振興に関すること 

集落内農道を拡幅整備 

農道舗装整備 

剪定くずの再利用 

農地の日照対策 

梨のブランド化 

農協施設の利用 

引地、中興寺水田の水路環境整備 

農業の振興 

工業の振興 

 

町内各商店の営業時間・商品・場所等の充実 
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松崎商店街を若者向けに改善 

松崎の商店街にテーマ性を設ける 

レークホテル東郷の青少年宿泊施設利用 

   

●教育保育に関すること 

松崎幼稚園校庭の休日開放 

松崎地区の子供の遊び場整備 

幼稚園横の水溜りの安全対策 

保育所施設の改善・充実・人員配置 

保育料を安くする 

保育園の保育時間を延長する 

小学校統合の実現 

小学校統合は反対 

小中学校施設の充実 

中学校を野花池側に移転 

 

子どもの遊べる場所を整備 

   

●地域活動に関すること 

湖岸クリーンアップ参加地域・人数を増やす 

町公民館のサークルの検討 

小鹿谷公民館建替え 

地域のイベント行事を大切にする 

葬儀を公民館で行い、葬儀は身内のみで行うな
ど風習の見直し、簡素化 

年回忌の簡素化 料理仕出しで公民館使用 

部落公民館の建替え 

諸事業への住民参画、ボランティア活動 

部落公民館を広く便利な施設に 

加工所の利用自由化 

公民館の部屋改装 子供が遊べるような部屋整備

各種団体の連携 

各世代間の地域づくり交流 

舎人会館駐車場の拡大 

 

農協東郷町支所を集会施設に整備 

   

●歴史文化に関すること 

町中心地に歴史、美術等の展示場整備 

羽衣石城を観光客が見やすいところに移転 

県道から羽衣石城までの登山道を整備 
 

倭文神社に駐車場整備 

   

●スポーツ振興に関すること 

あやめ池スポーツセンターで初心者が継続的に
参加できる催し 

 

スポーツセンターの駐車場拡張 

スポーツセンターのスポーツ器具の多種多様化

スポーツセンターを町民向けに無料開放 

スポーツセンターのテニス、卓球利用を現在よ
り低料金で 

スポーツセンターの使用規制を減らし、使いやすく 

スポーツ施設などの一体化 

   

●治安に関すること 

小鹿谷十字路に外灯設置 

不審者の取り締まり  

街灯を明るくする、あるいは数を増やす 

   

●その他行政に関すること 

町民運動会を一本化 

町報の文字を読みやすく 

町民課の相談改善 個室の整備を 

町マイクロバスの運行 

役場の土曜日開庁 

上下水道の料金値下げ 

役場防災無線で通常連絡放送を防災東郷町し
て放送しないほうがいい 

１２時のサイレン不要 

ＨＣＶのインターネット利用 

ケーブルテレビの行事活動紹介の充実 

役場職員の対応にサービスの気持ちが欠けて
いる。役場事務手続きの簡素化を 

町公民館の職員の接客態度が悪い、職員数多く
て入りにくい 

 

町職員、部落役員等の同和教育を 

   

●その他生活改善に関すること 

駅前を若者のたまり場にしない 

バイクなどの騒音対策 

舎人にコンビニの建設 

旭の生活センターを龍島にも作る 

 

Ａコープの営業時間の延長、日曜営業 
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総合計画アンケート 
「東郷町の宝物」 
身のまわりであなたが大切にしているもの、次世

代に伝えたいもの、他人にぜひ知らせたいもの、

いわゆる「宝物」についてお知らせください。 
 

分類 宝物 回答者数

●東郷湖に関するもの 

東郷湖 29

東郷湖周辺 5

東郷湖周辺のアシ 2

東郷湖の自然 1

東郷湖水質 1

東郷湖の魚類 1

投網 宮内付近 1

四ツ手網 3

魚釣り 2

 

長和田に建設中の東郷湖公園 1

   

●農産物に関するもの 

梨 41

二十世紀梨 28

あたご梨 1

梅 5

野花豊後 3

富有柿 2

柿 1

いちご 1

おいしい農産物 1

さくらんぼ 1

ハウス果実 1

びわ 1

長いも 1

 

東郷町の果実 1

   

●自然・景観に関すること 

自然 3

滝 3

不動滝 9

今滝 8

鮎返りの滝 1

鉢伏山 4

 

大平山 2

出雲山 1

梨畑 2

わさび、山菜 1

羽衣石 1

羽衣石川 1

空気 2

山、田 4

山の動植物 1

水晶 1

星 1

梨山 1

東郷湖の夕日 15

東郷湖景観 6

ふじつ荘から眺める東郷湖 3

東郷湖夕日 駅～桜小 2

龍鳳閣露天風呂からながめる東郷湖の夕日 1

東郷湖 鉢伏山展望 1

出雲山展望台 8

東郷湖展望台 長和田 1

鉢伏山からの景色 5

長谷園から降りる道からの日本海の眺め 1

温泉に入りながら雪景色 2

景色 大平山山頂 1

景色 北山古墳、長和田五郎谷 1

景色のよい所 1

山から見下ろす町内 1

自然景観 波関・一ノ宮 1

大山の雪景色 1

風景、景色 殿奥から龍鳳閣を眺める 1

北山古墳からの風景 1

おいしい水 2

湧き水 2

井戸 1

自然水 方地 2

天然の水 1

  

●動植物に関すること 

メダカ 5

メダカ あやめ池 2

ネエブンチャ 1

ホタル 6

ホタル 川上 1

ホタルの乱舞 文化会館周辺 1

源氏ホタル 羽衣石橋 1
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シジミ 10

カスミサンショウウオ 2

白魚 2

アカニゴ 1

イモリ 1

かに 1

サワガニ 1

ヤマトシジミ 1

ヒキガエル 1

ヒメサンショウウオ 1

モリアオガエル 1

ドジョウ 1

山陰柴 1

水産物 1

水生生物 東郷湖 1

寒ブナ 1

白魚捕り 1

白鳥 3

オシドリ 2

うぐいすの鳴き声 1

オジロワシ 1

カワセミ 1

大白鳥 1

渡り鳥 1

野鳥 2

花菖蒲 4

梨の花 3

梅の花 2

あけび 1

あやめ 1

おとぎりそう 1

クレソン 羽衣石 1

しいのみ 1

せり 1

ナナカマド 倭文神社 1

笹ゆり 宮内の野山 ５～６月 1

辛夷の花 1

天然ゆり 1

白い薮椿 羽衣石 1

美しい樹木 1

梨の花 野花 1

わらび 1

桜 3

桜並木 7

桜並木 藤津 5

しだれ桜 藤津 2

桜小学校の桜 5

九品山の桜 2

桜 川上公民館 1

山桜 2

  

●温泉、観光に関すること 

温泉 12

銭湯 松崎日交の反対側 1

龍鳳閣 2

燕趙園 5

中国獅子舞 1

水郷祭 11

 

水郷祭花火 4

   

●歴史文化に関すること 

羽衣石城 23

羽衣石城跡 2

羽衣石物語 1

天女の泉水 羽衣石城 1

羽衣伝説 14

羽衣姓 1

倭文神社 21

一ノ宮経塚 1

国主神社・倭文神社の祭り 1

九品山大伝寺 9

九品山会式 4

九品ばやし 2

中将姫 2

星の宮神社 2

子守神社 1

子守神社の伝説 1

秋祭り 各神社 1

松崎神社 1

松崎神社の階段 1

東郷神社 1

東郷神社フナ献納 1

松尾神社 1

神社建築 1

船上神社奉納 1

東郷かるた 2

百万辺 長伝寺 1

 

６体佛像保存会 1
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７００年前の年号入りの鎧 1

芭蕉の碑 1

歌合せの掛け軸 1

覚善寺の天井絵 1

旧建築物 麻畑・宮内 1

古代の産業資料 1

中国古代、日本古代、古銭、藩札 1

中世の東郷湖周辺地図 1

東郷郷土読本 1

農具 昔のもの 1

文化財 1

七ツ岩 小鹿谷 3

いぼ神様 野方東谷 1

悪七平陰清 1

観音祭り 1

観音祭り 方地 1

観音像 方地 1

観音堂、薬師堂 1

七ツ岩言い伝え 1

松崎表通りと県道の間にある中道 1

昔話 2

戦中の絵はがき 1

大日山 高辻 1

大日如来、薬師如来 引地 1

弁天さん 宮内宮津 1

方言 1

六角岩 1

古墳 3

北山古墳 3

遺跡 2

窯跡 1

化石 1

宮内にある遺跡 1

恐竜化石のたまご 1

高宮山 1

高宮城跡と路 1

城山跡（出城） 白石奥山 1

馬の山 1

馬の山古墳 1

   

●伝統、芸能に関すること 

浪人踊り 15

龍踊り 3

 

さいとりさし 1

岡本華笑翁の作品 1

果実の盆栽 1

山野草同好会 1

自分で創作する絵画作品 1

銭太鼓 1

三津国さんの桐下駄 3

下駄 1

清酒山陰東郷 7

ふな料理 1

フナの子まぶり 5

寒ブナの料理 1

しじみ料理 1

しじみの佃煮 2

しじみ汁 2

公園だんご 2

桜まんじゅう 1

白魚の天ぷら 1

梨の天ぷら 1

梨面包 1

とちもち 1

郷土料理 2

郷土料理 餅しゃぶ 1

  

●人物その他に関すること 

子供たち 1

峰地光重氏 1

福羅酒造の杜氏 1

日本酒 福羅酒造 1

ドラゴンカヌー大会 2

ダム 別所 1

極小集落 1

運動公園 1

花見小学校 1

利便性 1

年間行事 1

 

同和教育の取り組み 1
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英数         

用語 解説 ページ 

             

ＣＡＴＶ ケーブルテレビ。有線テレビ。同軸ケーブルや光

ファイバーなどの有線で、テレビ放送や各種の

情報を加入世帯の受像機に配信する。 

19 27 57 58 68 104 105 

             

ＩＳＯ９００１ 企業などの品質マネジメントシステムの仕組み

を規定した国際規格のこと。役場については、

住民の満足する行政サービスを安定して提供で

きる組織体制、事務手順などを備えているかど

うかを確認する。 

102 103       

             

ＩＴ（情報通信技術） 情報技術、情報通信分野を広くとらえて用いる

語。コンピュータやインターネットを支える機器類

やソフトウェアの技術などをいう。 

3 27       

         

ア行         

             

アクアビクス 健康増進のための水中運動。水中で歩く、押

す、振る、弾むの運動を繰り返す。 

57        

             

アクションプログラム 具体的な行動計画。 85 87       

             

アクセス道路 目的地までの道路。 17        

             

預かり保育 保育所や幼稚園が通常の保育、教育時間後に

家庭での保育に欠ける希望者（園児）を対象に

受け入れる。 

63 76       

             

アナログ放送 映像や音声の信号を、放送局から家庭などに届

ける手法として、アナログ信号の電波で伝える

従来の方式。 

27        

             

暗渠排水 地下に作る排水路。 85 87       

             

育児サークル 乳幼児を持つ母親同士が集まり、育児に関連し

た活動を行いながら、育児の不安や悩みをとも

に話し合い､楽しく子育てをしようというサーク

ル。 

60        

             

一日最大給水量 年間で１日最も給水した日の水量。東郷町の場

合年間で１日最大の日の送水量。 

40        

             

移動図書館車（BM) 図書館の図書など資料を乗せて移動する自動

車。図書館に遠い地域に住む人にも身近に図

書館を利用していただこうとするもの。 

79        
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用語 解説 ページ 

             

インターネット パソコンを専用線や電話回線などに接続して、

全世界で情報を共有するシステム。ホームペー

ジや電子メールの利用が普及している。最近で

は無線接続によるインターネットも普及してい

る。 

27 93       

             

飲料水供給施設 人の飲用の給水施設で給水人口が 50 人以上

100 人以下のもの。町内には麻畑飲料水供給施

設がある。 

40 43       

             

エイズ 後天性免疫不全症侯群。生まれつきではなく、

体の抵抗力が極端に落ちて、普通の人ならまっ

たく病気にはならないような病原体の感染でも

重病になり、死ぬことが多い病気。 

60        

             

エコショップ制度 買い物袋の持参推進やリサイクル商品の販売、

ごみの減量化などに積極的に取り組んでいる店

舗をエコショップ（環境にやさしい店）として認定

し、住民にピーアールするとともに、ごみの減量

化・リサイクルの推進につなげる制度。 

38        

             

温室効果ガス 人間の活動が活発になるにつれて、大気中に

大量に放出され、地球全体の平均気温を上昇さ

せる気体。二酸化炭素（ＣＯ2）、メタン（ＣＨ4）、

亜酸化窒素（Ｎ2０）、フロンなど。 

38 102       

             

オンライン申請 ネットワークで結ばれた端末装置を利用して、担

当窓口以外の場所から行う申請行為。 

28        

         

カ行         

             

外出支援サービス 移送用車両により、利用者の居宅と在宅福祉サ

ービスや介護予防、生きがい活動支援事業など

を提供する場所、医療機関などとの間を送迎す

るサービス。 

65        

             

街頭公開端末 東郷町が町内の主な公共施設に設置している

行政情報公開のための端末。役場と無線ＬＡ

Ｎ、光ケーブルで接続し、町ホームページやイン

ターネット情報を公開している。 

27        

             

かかりつけ医 患者との信頼関係に基づいて、患者の健康管

理から傷病の診断、治療、機能回復訓練、療養

上の生活指導に至るまでの医療のすべてに継

続的に関わる医師。 

19 59 60      

             

合併処理浄化槽 台所や風呂からの生活雑排水とトイレからの排

水をあわせて処理できる浄化槽。 

40 42 43      
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合併特例法 市町村の合併の特例に関する法律の略。市町

村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市

町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の

建設に資することを目的とする。 

103        

             

家庭用生ごみ処理機 生ごみを脱水、圧縮、冷凍､乾燥、焼却、分解消

滅などの方法で処理する機械。 

17 37 38      

             

家電リサイクル法 世界に先駆けて制定され平成１３年４月から施

行された特定家庭用機器再商品化法。廃家電

製品のリサイクルを推進するために、メーカー、

輸入事業者、販売店、自治体､消費者の役割分

担とルールを定める。 

17        

             

河北省藁城市 ゴーチョン市。中国河北省の中南部に位置し、

省都石家荘市まで３０キロメートルほどの距離。

主な産業は農業で、小麦、トウモロコシ、梨（鴨

梨・ヤ―リー）の生産量が高く、河北の食糧庫と

いわれている。人口７５万人。総面積８３６平方

キロメートル。 

29        

             

簡易水道施設 給水人口１０１人以上５０００人以下の規模であ

る水道。町内には白石、羽衣石簡易水道施設

がある。 

40        

             

環境美化指導員 鳥取県環境美化の促進に関する条例により、環

境美化促進地区内において､空き缶等の散乱防

止に関する県民などの指導を行う。 

17 38       

             

環境美化促進地区 鳥取県では、環境美化の促進に関する条例に

より空き缶などのポイ捨てが県下全域で禁止さ

れている。環境美化促進地区内で空き缶などを

ポイ捨てすると罰金が科せられる。 

38        

             

観光ボランティアガイド 観光客に対して、観光地の紹介や案内などをボ

ランティアで行う人。 

97        

             

韓国天安市 テンアン市。朝鮮半島中西部に位置し、内陸圏

の中心都市。首都ソウルの南側約９０キロメート

ルにある。農業と観光の都市で特産物は天安

梨、巨峰ぶどう、くるみなど。人口４５万人。総面

積６３６平方キロメートル。 

29        

             

基幹的担い手農家 基幹的に農業経営､農業労働に従事する人。 86        

             

規制緩和 政府の関与によって、民間活動に対する法的規

制を大幅に緩める政策。規制緩和によって民間

活動の活発化が期待される。 

18 55       

             

客土 耕地の土質改良のため他から質のよい土を持

ち込むこと。 

85 87       
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給水人口 年度末現在において、当該水道により居住に必

要な給水を受けている人口。 

40        

             

狭あい せまくるしい様子。 51        

             

行政手続条例 行政手続の内外への透明性の向上、公正の確

保を目的に平成６年１０月に施行された行政手

続法により、地方自治体の条例で行政手続を定

めることが求められ、全国でこの条例策定が進

められている。東郷町は平成８年１２月施行。 

99        

             

協働（パートナーシップ） 市民、団体、企業、行政機関など、異なる性格を

有する組織・集団がそれぞれ固有の機能を提供

しながら、対等の立場で協力し合うこと。協力し

ながら働くという意味。 

104        

             

緊急通報装置 ひとり暮らし高齢者などに対して、急病や災害な

どの緊急時に、あらかじめ設定された協力員及

び機関に機関に通報するための装置。 

59 60 65      

             

配食サービス 独居高齢者宅などに食事を配食するサービス。 65        

             

グリーン購入 製品やサービスを購入する際に、環境を考慮し

て、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだ

け少ないものを選んで購入すること。消費生活

など購入者自身の活動を環境にやさしいものに

するだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少

ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を

変えていく可能性を持っている。 

3 38 102      

             

ケア 介護、世話、治療 64        

             

軽度生活援助 軽易な日常生活上の援助を行い、在宅の一人

暮らし高齢者などの自立した生活の継続を可能

にするとともに、要介護状態への進行を防止す

る事業。 

         

             

ケースワーカー 社会福祉主事。病気・貧困など社会福祉問題を

個別に扱い、解決のための指導をする人。 

72        

             

公民パートナーシップ まちづくりについて行政と住民をパートナーと位

置づけ、まちづくりを住民と協働してすすめる考

え方。 

99        

             

コーホート要因法 過去の人口増減率が将来も変化しないものとし

て将来人口を推定する手法。 

5        

             

個人情報保護条例 住民の基本的人権の擁護と信頼される行政の

実現を目的として、個人情報の保護に関して必

要な事項を定める条例。東郷町は平成１３年３

月施行。 

28 99       
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子育て支援センター 育児不安の解消や子育て指導のために保育所

などに市町村が設置し、保育所に通っていない

乳幼児も対象に育児相談や電話相談を受付け

ている。 

60 63       

             

子ども週末支援事業 学校週５日制の週末に、地域において児童､生

徒が有意義な体験活動ができるように地域住民

が主催して行う事業。 

83        

             

ごみステーション ごみ集積所。 37 38       

             

コンビニエンスストア １００平方メートル前後の売り場面積で日常必需

品を販売する小型高密度の店舗。立地、営業時

間、豊富な品揃えという便利さを特徴とする。 

23        

         

サ行         

             

最終処分場 廃棄物処理の残さを埋める施設。 38        

             

再生資源物 紙、鉄くず、アルミニウム、ガラスびん、布など、

再生利用可能なごみのこと。 

38        

             

再生資源物ストック

ヤード施設 

再生資源物置場。 38        

             

在宅介護支援センター 家庭生活で世話が必要なお年寄りや、家族の人

から介護などの悩みについて相談に応じ、必要な

保健、福祉、医療サービスがより利用しやすくなる

ように手助けをする「福祉の総合相談窓口」。 

65 66       

             

支援費制度 平成１５年度から行われる障害者施設利用費助

成制度。従来の福祉サービスは、行政が行政処

分としてサービスの必要性を認めて決定してい

たが、本制度では利用者が施設にサービスの

利用を申し込み、市町村には支援費の支給を申

請し、認められれば利用者は当該施設に自己

負担分を支払ってサービスを受けられる。自己

負担以外のサービス費用が支援費で、市町村

から施設に支払われる。 

64 65       

             

循環型社会 「大量消費型社会」を改め、事業者や行政、住

民一人ひとりが、日常生活の中でゴミを減らし、

分別回収やリサイクルを積極的に進める社会。

3 17 38 102     

             

指定金融機関制度 役場で取り扱っている公金の収納や支払い事

務を金融機関に委託するもの。 

100        

             

小規模作業所 障害があるなどの理由で働く機会を得られない

人たちに、地域に密着した働く場を提供する比

較的小規模な施設。 

66        
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情報公開条例・制度 行政の保有する情報の公開を請求する手続き

やその他行政に関する情報の共有化に関して

必要な事項を定め、公正で分かりやすいまちづ

くりの推進を図るための条例、制度。 

28 99 105      

             

情報セキュリティー コンピュータやネットワークへの不正アクセスや

ウィルス、情報漏えいなどに対する安全性保持

や利用者の機密保護。 

28 99 105      

             

情報ネットワーク 情報通信で結ばれた複数のコンピュータおよび

関連機器全体やその通信路。 

99        

             

情報バリアフリー社

会 

すべての住民が等しく情報社会の構成員として

暮らせる社会のこと。 

3        

             

情報メディア 情報伝達媒体。 79        

             

シルバー人材センター 自らの能力を活かしながら自分なりの働き方で

社会参加をしたいという概ね６０歳以上の高齢

者に対し、多様なニーズに応じた就業の機会を

提供することにより、高齢者自身の生きがいや

生活の充実を図るとともに、活力ある地域社会

をつくりだすことを目的とする。 

65 66 67 95 102 103   

             

森林の公益的機能 木材資源の供給という経済的な機能ではなく、

森林のもつ水源確保や大気の浄化、土砂の流

出防止、レクリエーションの場としての機能など

人間の日常生活に関わる公益的な機能。 

23 86       

             

上水道事業 一般の需要に応じて、水道により水を供給する

事業をいう。ただし、給水人口が 100 人以下であ

る水道によるものを除く。 

40 43       

             

生活習慣病 食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など日常の生

活習慣と深いかかわりがある病気。糖尿病、虚

血性心疾患、脳出血、高血圧症、腰痛など。 

19 56       

             

性差（ジェンダー） 生物学的な性別を示すセックスに対して、長い

歴史の中で社会的、文化的に形成されてきた性

別を示す概念。 

82       

            

専用水道施設 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道

で、100 人を超える者にその居住に必要な水を

供給するものをいう。町内には方地専用水道が

ある。 

40 43      

            

総合行政ネットワーク 地方公共団体を相互に接続する行政専用ネット

ワークのこと。地方公共団体の組織内ネットワー

クを相互に接続することによって、地方公共団体

相互のコミュニケーションの円滑化、情報の共有

による情報の高度利用の実現を目指す。 

28 100      
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総合的な学習 学習指導要領の改正により平成１４年度から全

国の小中学校などで授業として取り入れられて

いる。「総合的な学習」の時間は、従来の教科学

習と違い、それまでの学習によって得た力を総

合的に活用し、子どもが主体的に問題解決に取

り組む学習。また、子どもの自主性や学校、地

域の特性を生かした学習とするため、学習内容

もそれぞれの学校で考えることになる。 

21        

         

タ行         

             

第１次産業就業者 産業のうち、農業･林業・水産業など直接自然に

働きかけるもの。 

6        

             

第２次産業就業者 産業のうち、地下資源を取り出す鉱業と、鉱産

物を･農林水産物などをさらに２次的に加工する

工業をいう。 

6        

             

第３次産業就業者 商業・運輸通信業･サービス業など、第１次、第

２次産業以外のすべての産業。 

6        

             

ダイオキシン 物の燃焼によって生成される猛毒な有機塩素化

合物。 

37 38       

             

耐病性品種 病害に対する抵抗性をもった作物、家畜などの

品種。 

84        

             

男女共同参画社会 男女が社会の対等な構成員として、性別にとら

われることなく、政治経済や地域社会、文化など

のあらゆる分野に参画し、ともに責任を負う社

会。 

22 82       

             

男女共同参画プラン 男女共同参画社会基本法に基づいて国や自治

体が策定する男女共同参画基本計画。国計画

は平成１２年１２月に策定され、都道府県は国

計画を勘案して策定を義務付けられている。市

町村も計画を定めるよう努めなければならない

とされている。 

22 82 83      

             

男女パートナーシップ 女性と男性がそれぞれもつ固有の能力を理解し

ながら、対等の立場で協力し合うこと。 

86 87       

             

単独処理浄化槽 し尿と生活雑排水の両方を処理する合併処理

浄化槽に対し、し尿（水洗トイレの汚水）だけを

単独で処理する浄化槽。 

40 42       

             

地域営農システム 地域内で条件の違う様々な農家が相互に協力

し、地域全体で持続的な農業生産をしていこうと

する仕組み。 

85        
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地域情報化計画 地方自治体が地域情報化を総合的、体系的に

推進していくための基本的な指針。 

28        

             

地域福祉計画 福祉サービスなど行政の施策はもとより、“とも

に生きる社会”の実現に向けた地域全体の福祉

のあり方の指針となる計画。 

68        

             

地域防災計画 災害対策基本法に基づき、都道府県、市町村の

防災会議が地域の実情に即して作成する災害

対策全般にわたる基本的な計画。 

18 49       

             

地球温暖化 二酸化炭素などの温室効果ガスの増加により、

地球の気温が高まり、自然や生活環境に各種

の悪影響が生じる現象。 

38 102       

             

地産地消 地域で生産されたものをその地域で消費するこ

と。食の安全性、低い食料自給率、農林水産業

の縮小化傾向の問題などから、もう一度「地場

産品」を見直し､地域の活性化を図ろうとする取

り組み。 

74 75       

             

地対財特法 地域改善対策特定事業財政特別措置法のこと。

昭和４４年に国は同和問題解決のために「同和対

策事業特別措置法」（のちの地対財特法）を制定

し、その後名称を変えながら指定を受けた地区

(同和地区)の生活環境や奨学金の改善に取り組

んできた。国では一応の改善が見られたとして、

平成１３年度末をもって法的措置を終了した。 

32        

             

地方分権一括法 地方分権の推進を図るための関係法律の整備

等に関する法律。国と地方公共団体の関係を対

等、協力の関係に改めるため機関委任事務の

廃止や事務区分の再編成を行うこと、事務権限

の委譲などを内容とする。 

3        

             

デジタル放送 映像や音声の信号を、放送局から家庭に届ける

手法として、アナログ信号でなくデジタル信号に

変えて電波に乗せる方式。番組と連動した情報

や最新のニュース・地震気象情報、身近なくらし

の情報などを見ることができる。 

27        

             

電子自治体 地方自治体が国および他の自治体とネットワー

クで結びつき、情報を共有しながら住民に情報

提供することで、質の高い行政サービスの提

供、事務処理全般の見直しによる行政の効率

化、および透明化を推進すること。およびその自

治体そのもの。 

28 99 100      

             

電子文書管理システム 文書をデータ化して保存し、ネットワーク化した

パソコンなどを介して情報の共用化を図る管理

システム。事務効率の向上、執務環境の改善、

保管スペースの削減などの効果が得られる。 

102 103 104 105     
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伝送速度 一定時間内にやり取りできる情報量のことで、

データ 通信やファクスにおいては、伝送速度が

速ければ速いほど通信時間が短縮され、業務

の効率化や通信コストの削減につながる。 

27        

             

１Gｂｐｓ（ギガビット・

パー・セコンド） 

１秒間に１ギガビットの情報量を送ることができ

ることをあらわす。ビットとは、ディ ジタル信号

の情報量を表す最小単位で、１ビットで「０」と

「１」のいずれかを表現する。Kbitｐｓ（キロビット・

パー・セコンド）は bitps の 1,000 倍。Mbitｐs（メガ

ビット・パー・セコンド）は bitps の 100 万倍。Gbit

ｐｓは bitps の１０億倍。 

27        

             

東郷梨若返り運動 特産二十世紀梨の生産量の減少は梨木の老木

化と生産者の高齢化が原因ととらえ、老木の耐

病性品種への更新、施設栽培や新栽培技術の

導入、樹園地整備の推進などにより収量の安定

と生産性の向上を図る東郷町独自の事業。対

象経費について町とＪＡが事業費の２分の１ず

つ助成する。 

85        

             

特用林産物 森林原野の産物で、通常林産物と称するものの

うち、一般用材を除く品目の総称。きのこ類、樹

実類、たらの芽、山菜類、木炭類、竹類など。 

86        

             

鳥取情報ハイウェー 鳥取県が整備する高速、大容量の幹線系通信網。 16 27       

         

ナ行         

             

内水面漁業 湖や池、河川などにおける漁業。 84 88       

             

認定農業者 農業の担い手不足が深刻化するなか、意欲と

能力のある農業経営者を育成・確保するための

中核的施策。効率的で安定した魅力ある農業経

営を目指す農業者が、自ら作成する農業経営

改善計画(5 年後の経営目標)を市町村が基本

構想に照らして認定し、その計画達成に向けて

様々な支援措置を講じていく制度。 

85 86 87      

             

年齢３区分別人口 社会の構成員を幼年人口（０～１４歳）、生産年

齢人口（１５歳～６４歳）、老年人口（６５歳以上）

の３区分に類別した人口。 

5        

             

農業振興整備計画 農業の振興を図るべき地域を明らかにしたうえ

で、その地域の諸条件に応じた土地の有効利

用と農業の近代化を計画的に推進するため、農

業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備な

どを総合的に示した計画。本計画がたてられた

地域は、農業を積極的に振興していく地域であ

り、国、県の農業に関する施策を総合的に集中

して実施される。 

44        
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農地保有合理化事業 高齢や後継者がいないなどの理由から農地を

貸し出したり売り渡したい農家と、規模拡大や作

業効率向上のため農地を借りたり買いたい農家

の間に行政が立ち、農地の貸借や売買を推進

する事業 

86        

             

ノーマライゼーション 障害者や高齢者など社会的に不利を負う人々

を特別視するのでなく、一般社会の中で普通の

生活が送れるような条件を整えるべきであり、共

に生きる社会こそ自然であるという考え方。 

19 67       

         

ハ行         

             

パソコン パーソナルコンピュータ。一般利用者向けの小

型コンピュータ。 

27        

             

バリアフリー社会 障害のある人が社会生活をしていくうえで障害

（社会的・心理的なものを含む）のない社会。 

2        

             

ビオトープ 野生生物が共存共生できる生態系を持った場

所。本来は生物が生息する最小空間単位を意

味していたが、現在ではもっと幅広く、地域の植

物や小動物、鳥、魚などが共生できる生物生息

空間を保全、造成または復元した場所ととらえら

れている。 

76        

             

光ファイバー 光を送るための極めて細い線状のガラス。光通

信や医学用内視鏡などに用いられる。 

3        

             

病院群輪番体制 地域内の病院群が協同連帯して輪番制により

実施する二次救急医療体制。 

59        

             

品質管理システム 業務手順を明文化〔マニュアル化〕し、業務実施

に際して確認を徹底することにより、遺漏やミス

を防止するための業務、組織の体系。品質管理

の仕組みについて定めた国際規格で、審査の

基準として使われる。この基準に合っていること

の証明が、ISO9001 の認証〔登録〕である。 

102        

             

ブロードバンド 大量のデータを一度に伝送できる高速、大容量

通信。 

27        

             

保育所一時保育事業 保護者などの勤務や病気などの都合により、一

時的、緊急的に家庭で保育できなくなった幼児

を保育所で預かる制度。 

63        

             

放課後児童クラブ 昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童

に対して、身近な公共施設などを利用して、その

育成、指導、遊びによる発達の助長などのサー

ビスを行うもの。 

61 62       
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防犯連絡所 犯罪のない明るい町づくりを実現するため、地

域住民と警察との緊密な連携の中で自主防犯

活動の拠点となる施設。 

52        

             

ホームページ インターネット上で見ることのできる情報ペー

ジ。 

28 97 98 103 104 105   

             

ボランティアコーディ

ネーター 

ボランティア活動を行う個人・団体などとボラン

ティアを求める個人・団体などを結び付ける役割

を担う人。 

105        

         

マ行         

             

マイバック運動 自分の買い物袋を持って買い物し、レジ袋を使

わないようにする運動のこと。 

17 37 38      

             

モラル 道徳、倫理、習俗。 28        

         

ヤ行         

             

ユニバーサルデザイン ある特定の人のためのデザインでなく、より多く

の人が利用できるように配慮されたデザイン。ま

た、そういうデザインをしようという考え方そのも

の。 

20        

             

容器リサイクル法 容器包装リサイクル法。一般廃棄物の約 60 ％

（容積比）を占める容器包装廃棄物の減量化を

はかり、リサイクルを積極的に推進するために

制定された法。 

17        

         

ラ行         

             

ライフスタイル 生活様式。 2 25 56      

             

リサイクル 資源の節約や環境汚染防止などのために不用

品、廃棄物などを再生利用すること。 

3 17 37 38     

         

ワ行         

             

ワークショップ 意見や技術の交換、紹介を行う研究会。 104        

             

ワンストップサービス 必要なものを一箇所でまとめて処理できる方式

を、行政情報の入手などという行政サービスで

行うこと。 

28        

 




