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あ行
ICＴ
「情報通信技術」（Information	and	Communication	Technology）の略です。
アクアライン料金引下げ
地域経済の活性化、首都圏の交流・連携等を通じ、千葉県のポテンシャルを更に高めるた
め、EＴC車を対象に普通車800円など、全日・全車種について東京湾アクアライン通
行料金の引下げを継続しています。
アグリトップランナー
年間販売額3,000万円以上の企業的経営体を指します。
預かり保育
幼稚園が正規の教育時間の前後や休業日などの課程外において、保護者の要請などにより、
希望する園児に対して教育活動を行うことです。
一時預かり
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、保育所、幼稚園、認定
こども園その他の場所において一時的に預かることです。
インキュベーション施設
事業を始めようとするときに、低家賃の入居スペースの提供や、各種アドバイスが受けら
れる施設をいいます。
インバウンド
「入ってくる」という意味で、観光・旅行業関係では、訪日外国人旅行をいいます。
ＳＮＳ
Social	Networking	Serviceの略であり、インターネット上でコミュニティを形成し、ユー
ザー同士が様々な形でコミュニケーションできる会員制サービスのことで、人と人とのコ
ミュニケーションを促進・サポートするサービスです。
親の学びプログラム
家庭教育支援講座等の企画・運営に携わる人に向けた、魅力的な講座作りに役立つ講座展
開例と、多くの参加者を集めるための広報のポイントをまとめたプログラム集です。
オリンピック・パラリンピックムーブメント
スポーツ・文化・教育の側面を持つオリンピック・パラリンピックの価値や意義について、
普及・教育を行うことにより、スポーツ等を通じた共生社会や世界平和の実現を目指す活
動のことです。
温室効果ガス
赤外線（熱線）を吸収する作用を持つ気体（二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素など）の総称で
す。温室効果ガスがなければ、マイナス18℃にもなる地球は、温室効果ガスが大気中に
存在することで、地表の気温が平均15℃程度に保たれています。温室効果ガスの増加に
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より、地球全体がまるで「温室」の中のように気温が上昇する現象が地球温暖化です。

か行
外環道（東京外かく環状道路）
都心から半径約15キロメートルの地域を連絡する全長約85キロメートルで、県内区間
延長12.1キロメートルの環状道路のことです。
外国人延宿泊数
県内を訪れた外国人の観光客・ビジネス客の宿泊日数の合計のことです。
海面漁業漁獲量
海面における漁労作業で採捕された水産動植物の重量のことです。
海洋再生可能エネルギー
再生可能エネルギーのうち、洋上風力、波力、潮力、海流、海洋温度差等、海域において
利用可能な再生可能エネルギーをいいます。
学校支援地域本部
学校と地域をつなぐコーディネーターが中心となり、地域住民や豊富な社会経験を持つ外
部人材等の協力を得て、様々な学校教育活動を支援する仕組み（本部）です。
観光入込客数
日常生活圏以外の場所へ旅行し、そこでの滞在が報酬を得ることを目的としない者のこと
で、観光地点及び行祭事・イベントを訪れた者の延べ人数で把握しています。
企業的経営体
雇用や新たな技術を導入し、効率的かつ安定的な農業経営を営む農業法人等の経営体を指
します。
北千葉道路
市川市から千葉ニュータウンを経て、成田市を結ぶ全長約43キロメートルの幹線道路で
す。
緊急輸送道路
大規模な地震が起きた場合における救助、物資の供給、諸施設の復旧など広範な応急対策
活動を広域的に実施するために指定する道路です。
グリーン・ブルーツーリズム
都市の人々が農山漁村生活や農林漁業体験を通じ地域の人々と交流したり、川や海・田園
景観などふるさとの風景を楽しむ余暇活動のことをいいます。
グローバル化
経済活動や人々の行動が地球的規模、地球的視野で行われるようになることです。
圏央道（首都圏中央連絡自動車道）
都心から半径約40キロメートル〜60キロメートルの地域を連絡する全長約300キロメー
トル、県内区間延長約95キロメートルの環状道路のことです。

千葉県地方創生「総合戦略」
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健康寿命
一生のうち、健康で支障なく、日常の生活を送れる期間のことです。
県都１時間構想
将来的に県内の主要都市から県都千葉市までの到達時間をおおむね1時間に近づけるとい
う目標に向けた道路網の整備構想です。
高規格幹線道路
自動車が高速で走れる構造で造られた自動車専用道路のことを指し、「高速自動車国道」及
び「一般国道の自動車専用道路」のことです。
公衆無線ＬAＮ
公共の場で利用できる無線ＬAＮ（電波でデータの送受信を行う通信網）のことをいいます。
高度衛生管理
鳥などの進入を防ぐ閉鎖型の施設整備や、入場時の消毒、容器を使用した荷捌きなどによ
り、高度な衛生管理をすることです。
子育て応援！チーパス事業
県全体で子育てをする機運を高め、子育て家庭の支援を図ることを目的とした事業であり、
対象家庭（県内の、妊婦又は中学生以下の児童がいる世帯）の方が協賛店で優待カード（チー
パス）を提示すると、割引、プレゼント等の様々な子育て応援サービスを受けることがで
きるものです。
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
保護者や地域の声を学校運営に直接反映させ、保護者・地域・学校・教育委員会が一体と
なってよりよい学校を作り上げていくことを目指す仕組みです。
コミュニティバス
地域住民の移動手段を確保するために市町村等が主体となって運行に関わっているバスの
ことです。
コンパクトなまちづくり
人口減少・高齢化や厳しい財政状況等の社会経済情勢の変化に対応するため、一定のエリ
アに商業、医療、福祉、行政などの各種サービス機能や居住の集積を目指したまちづくり
をいいます。

さ行
再生可能エネルギー
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効
な利用の促進に関する法律」において、「エネルギー源として永続的に利用することができ
ると認められるもの」とされており、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、
バイオマスなどをその範囲としています。
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砂防施設
土石流、地すべり、がけ崩れ等による土砂災害から生命や財産を守る施設です。
事業承継
会社の経営を後継者に引き継ぐことです。経営者の高齢化などにより、今日の大きなテー
マとなっています。後継者には、親族や従業員だけでなく、他社や社外の個人も含みます。
事業所内保育
育児中の従業員の仕事と子育ての両立のため、事業所内又は事業所の敷地内又は近隣に設
置された保育施設において従業員等の子どもを保育することを言います。
事業引継ぎ支援センター
中小企業の事業承継に関する様々な課題解決を支援する公的相談窓口です。
自主防災組織
地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う組織です。一般的に、自治会又は町内会単位
又はその下部組織として結成されることが多く、学校区単位やマンション単位でも結成さ
れることもあります。
自主防犯団体
地域の犯罪抑止のために自治会などが結成する組織のことです。
事前キャンプ
日本の気候（温度／湿度）、時差、環境／雰囲気、食事事情調査、本番に向け気分を高める
ために行う合宿。オリンピック直前、又は、数年前から実施される場合もあります。
市民活動団体
県民が自発的に地域や社会の問題を解決するために活動している団体で、ＮＰＯとも呼ば
れ、ＮＰＯ法人、ボランティア団体など任意団体等の総称のことをいいます。
事務の代替執行
都道府県や市町村が、他の都道府県・市町村の求めに応じ、その事務の一部を代理して処
理する制度です。小規模な市町村では処理が難しい事務などを、より柔軟に補完できるよ
うに、平成26年の地方自治法改正で設けられました。
社員いきいき！元気な会社宣言企業
仕事と家庭の両立を目指し、誰もがいきいきと働ける職場づくりに取り組んでいる県内の
事業所のうち、県において「社員いきいき！元気な会社」として登録・公表した事業所のこ
とを言います。
周産期医療
妊娠22週以降生後1週未満までの期間を周産期といい、この周産期を含む前後の期間は、
母子ともに異常が生じやすいことから、妊娠、出産から新生児に至るまで総合的に管理し
て母と子の健康を守るための医療です。

千葉県地方創生「総合戦略」
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周産期母子医療センター
高度な周産期医療に対応できる、産科と小児科（新生児医療を担当するもの）を組み合わせ
た医療施設で、都道府県の指定又は認定を受けたものです。
住宅ストック
社会資本としての既存の住宅など（の数）を表します。
集約型都市構造
中心市街地や主要な鉄道駅周辺等の拠点に、商業、医療、福祉、行政などの各種サービス
機能や居住の集積を図るとともに、これらの拠点に公共交通等でアクセスしやすい都市構
造をいいます。
周遊型観光
複数の観光地を移動し、宿泊地を変えながら観光を楽しむ旅行形態です。
集落営農
集落を単位として、農業生産の全部あるいは一部に共同で取り組むことです。
生涯大学校
55歳以上の人たちに対し、社会環境の変化に順応した能力を身に付けるための学習機会
を提供することにより、仲間づくりを図るとともに、学習成果を地域活動に役立てるなど
社会参加による生きがいの高揚及び地域活動の担い手となることの促進を目的に、県内5
地域に設置しています。
小規模保育事業
保護者の就労などにより、保育を必要とする乳幼児（主に0〜2歳児）を保育する、利用定
員が6人から19人までの小規模な保育事業所です。
小児救急医療拠点病院
広域を対象に、小児科医が24時間体制で小児救急患者を受け入れる、二次救急医療の拠
点となる病院のことです。
ジョブカフェちば
正社員として働くことを希望する15歳から39歳までの若者に対する就職支援及び中小
企業の採用活動を支援する施設です。
信用保証協会
中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、「公的な保証人」となって金融の
円滑化を図ることを目的として設立された信用保証協会法に基づく認可法人です。
水源かん養
森林の土壌が雨水を貯え、河川へ流れ込む水の量を調節して洪水を防ぐとともに、川の水
量を安定させる機能のことです。雨水が森林土壌を通過することにより、水質が浄化され
ます。
スポーツコンシェルジュ
東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ等の誘致や、県内におけるスポーツツー
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リズムの推進を図るため、千葉県が設置した情報の提供など各種支援をワンストップで行
う窓口のことです。
スポーツツーリズム
プロスポーツの観戦やスポーツイベントへの参加と、開催地周辺の観光とを融合させ、交
流人口の拡大や地域経済への波及効果などを目指す取組のことをいいます。
製造品出荷額等
1年間（1〜12月）における製造品出荷額及び加工賃収入額等の合計で、消費税額を含ん
だ額をいいます。
ソーシャルメディア
Twitter、FacebookなどのＳＮＳ、電子掲示板（BBＳ）やブログ、動画共有サイト、ショッ
ピングサイトの購入者評価欄など、インターネット上で、個人による情報発信や個人間の
コミュニケーション、人の結びつきなど社会的なつながりを利用して情報を流通させるメ
ディアのことです。

た行
たん水防除
大雨などにより地表が停滞状態の水で覆われる（たん水）ことを防止すること。具体的な対
策として、排水機場や排水路を整備するたん水防除事業などが挙げられます。
地域子育て支援拠点施設
乳児及びその保護者が相互の交流を行う場所として市町村等が開設した施設であり、子育
てについての相談、情報提供等を行うものです。
地域資源
地域の特産物（農林水産物、工業品及びそれらの生産技術）や観光資源として相当程度認識
されているものをいいます。
地域しごと支援事業
県外からの転職希望者、若年者等が県内で就職することを促進するため、「地域しごと支
援センターちば」を設置し、県内各地のしごとや暮らし情報などを一元的に収集・提供し
たり、県内企業との交流イベントなどを実施する事業です。
地域分散型エネルギー
地域に様々な形で分散している電気・熱エネルギー等の総称であり、従来の大規模・集中
型エネルギーに対する相対的な概念です。
地域包括ケアシステム
市町村が定める日常生活圏域において、高齢者が要介護状態になっても、在宅医療、訪問
介護・看護などの介護サービスや、見守り・配食等の様々な生活支援サービスの提供を受
けながら、住み慣れた地域において暮らし続けることを目指すものです。

千葉県地方創生「総合戦略」
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地域未来塾
経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身
についていない中学生等を対象に、大学生や教員ＯBなど地域住民の協力やICＴの活用
等により実施する学習支援です。
チーバくん大使
県内の観光、文化、生活等の魅力を母国語で海外に向けて発信するために知事が任命した
県内在住外国人等のことです。
知事によるトップセールス
知事が自らの発信力を活用して千葉県の魅力を売り込むことをいいます。
千葉アイデンティティー
県民が千葉県に対する愛着や誇りを持ち、千葉県民であると意識することです。
ちばエコ農業
自然環境に与える負荷の軽減と、消費者の求める安全・安心な農産物の供給体制を作るた
め、通常と比べて農薬や化学肥料を2分の1以上減らした栽培を行う産地を指定し、これ
らの産地などで栽培された農産物について県独自の認証を行う制度のことです。
ちばＳＳＫプロジェクト
「しない」のＳ、「させない」のＳ、「孤立化！」のＫ、それぞれの頭文字を取って記号化した
もので、自分自身が「孤立化しない」、自分の周りの誰かを「孤立化させない」というメッセー
ジが込められています。県では、県民一人ひとりが孤立化防止に向けた具体的な行動を起
こすきっかけづくりのため、県民シンポジウムやＤＶＤ作成などの啓発プロジェクトや民
間事業所との協定締結を実施しています。
千葉県ジョブサポートセンター
千葉県と国（ハローワーク）が協力して、主に中高年齢者や子育て中の女性の再就職に向け
た様々な支援を行う施設です。
千葉県中小企業振興資金
県内中小企業者を対象とし、金融機関や信用保証協会等の協力のもと、低利かつ長期固定
金利で借入れできる融資制度です。
ちば新事業創出ネットワーク
産学官連携や企業間連携を通じて、新たな社会的ニーズや課題に対応する技術・製品等の
研究開発・事業化を促進するために、分野横断的な研究開発を支援するためのベースとな
るネットワーク組織です。
ちばバリアフリーマップ
車いすを利用している方々をはじめ、視覚障害者、聴覚障害者、高齢者、妊産婦、幼児連
れなどの方が、外出する際に、安心して様々な活動に参加していただけるよう、県内の様々
な施設のバリアフリー情報を紹介するホームページです。
【	http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbbfmap/】
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ちば文化
古くから伝えられた文化、様々な交流によってもたらされた文化、県内各地で取り組まれ
ている新しい文化などが、互いに触発することで、醸成される、多様で豊かな文化です。
ちば保育士・保育所支援センター
県の保育士人材を安定的に確保するため、「千葉県福祉人材センター」内に設置した施設で、
保育士再就職支援コーディネーターを配置し、保育所に関する募集状況の把握、求職者ニー
ズにあった就職先の紹介・あっせん、潜在保育士等の就職相談や現場復帰に向けた研修等
を実施するものです。
中小企業地域資源活用プログラム
地域の中小企業が地域資源（農林水産物、産地の職人の技、観光資源等）を活用して行う新
たな事業展開の推進を図るための、国の支援制度です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護を必要とする方の在宅生活を支えるために、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看
護を一体的に又はそれぞれに密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行う
サービスです。
デジタルミュージアム
県立博物館・美術館の収蔵資料に解説文を付し、インターネット上でストーリー性のある
展示を行っています。
特別養護老人ホーム
65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要と
する者（いわゆる重度の要介護高齢者）であり、在宅において適切な介護を受けることが困
難な者が入所する施設です。施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事などの介護
その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
都市計画区域マスタープラン
都市として一体的に整備、開発及び保全すべき都市計画区域全域を対象として、県が広域
的な視点に立ち定める、都市計画の基本的な方針をいいます。
都市ボランティア
競技開催都市や会場関連自治体が主体となって組織し、空港や主要駅、観光地など大会関
係会場以外の場所で、国内外からの観戦客・観光客等に交通案内や観光案内等を行うボラ
ンティアのことです。

な行
成田空港活用協議会
成田空港の高まるポテンシャルを千葉県経済の活性化につなげるため、県内の経済団体や
民間の事業者、行政など、幅広い団体が参加し、平成25年７月に設立されました。成田
空港からの人・物の流れを県内に取り込むための事業を官民連携して行っています。

千葉県地方創生「総合戦略」
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二次交通
空港や鉄道駅などの交通拠点から目的地までのバスやタクシーなどの交通手段のことをい
います。
二地域居住
都市住民が、本人や家族のニーズ等に応じて、多様なライフスタイルを実現するための手
段の一つとして、農山漁村等の同一地域において、中長期（1〜3か月程度）、定期的・反
復的に滞在すること等により、当該地域社会と一定の関係を持ちつつ、都市の住居に加え
た生活拠点を持つことをいいます。
ニューツーリズム
従来の物見遊山的な観光旅行に対して、テーマ性が強く、人や自然とのふれあいなど体験
的要素を取り入れた新しいタイプの旅行をいいます。
認定こども園
小学校就学前の子どもに、幼児教育や保育、地域における子育て支援を一体的に提供する
施設として、都道府県、政令市、中核市の認可や認定を受けた施設をいいます。
年間商品販売額
1年間（4月〜翌年3月）における商品の販売額で、消費税額を含んだ額をいいます。
農業水利施設
農地に農業用水を供給する用水施設（ダム、ため池、揚水機場、用水路など）及び農地から
不要な水を河川に流す排水施設（排水機場、排水路など）のことです。
農商工連携
中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品・新役務開発等をいいます。
農地中間管理機構
担い手への農地集積・集約化を図るため、農地の出し手と受け手の間に立ち、農地の中間
的受け皿となる組織で、千葉県では公益社団法人千葉県園芸協会を、農地中間管理事業の
推進に関する法律に基づき指定しています。
ノンステップバス
出入口の段差をなくし乗降を容易にしたバスのことです。

は行
バイオマス
再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものを指します。
伴走型経営支援
小規模事業者の課題を自らの課題として捉え、事業計画の策定を支援し、その着実なフォ
ローアップを行う経営支援のことです。
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病児保育
保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭にお
いて保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっ
ているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他の場所において保育を
行う事業です。
保育所等待機児童
保育所等の利用申し込みを行っているが、施設を利用していない児童をいいます。（ただし、
既に保育所に入所していて転園希望が出ている場合、特定の保育所を希望し保護者の私的
な理由で待機している場合などは待機児童には含めません。）
放課後子供教室
子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）づくりのため、小学校の余裕教室等を活用し、
地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を行う取
組です。
放課後児童クラブ
就労などにより、保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に児童館や小学
校の余裕教室などを利用して適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図るもので
す。
訪日教育旅行
海外の主に中学・高校から日本への修学旅行のことで、日本国内の学校等を訪問し、学校
交流等をする教育旅行のことです。	
防犯ボックス
県・警察・市町村・地域住民との連携による新たな防犯体制を確立し、自主防犯団体等と
連携して見守り・パトロール活動等の防犯対策を推進するための地域防犯活動の拠点のこ
とです。
ポートセールス
港湾の利用促進を図るため、船舶や貨物を誘致する広報・宣伝活動のことです。
ほ場
田、畑など農作物を栽培する土地。農地の別称。
ホスピタリティ
おもてなしの心のことです。
ボランティア
社会の課題解決のため、自発的な意思に基づき、原則として無償で社会貢献活動を行う個
人を指します。その特徴としては、一般に「自発性」、「利他性」、「無償性」、「先駆性」が挙
げられます。
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ま行
ＭICＥ
企業等の会議（Meeting）、企業等が行う報奨・研修旅行（Incentive	Travel）、国際会議
（Convention）、イベント・展示会・見本市（Event/Exhibition）の頭文字で、多くの集客
交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。
マザー工場
製造ノウハウ・研究開発など拠点となる工場をいいます。

や行
UIJターン
大都市圏から地方に移住する形態の総称で、Uターンは出身地に、Jターンは出身地近く
の地方都市に、Iターンは出身地とは別の地域に移住する形態を指します。	

ら行
ライフサポートファイル
障害のある子どもについて、ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期に
おいても一貫した支援が継続されるよう、家族や関係機関が共に関わることのできる情報
伝達ツールとして、本人に関する様々な情報や支援内容を記録し、関係機関等の支援計画
を1冊にまとめたファイルです。
立地適正化計画
商業、医療、福祉、行政などの各種サービス施設や住宅の立地、公共交通の充実等に関し
て、市町村が都市全体の観点から作成する包括的なマスタープランをいいます。
連携協約
都道府県や市町村が、他の都道府県・市町村との間で、基本的な方針や役割分担を定めた
協約を結び、連携して事務を処理する制度です。より簡素で効率的な相互協力ができる仕
組みとして、平成26年の地方自治法改正で設けられました。
六（6）次産業化
1次産業の担い手である農林漁業者が、2次産業（加工）・3次産業（流通・販売）に取り組み、
生産物の高付加価値化、経営の多角化を進めることです。
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