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用用用用 語語語語 集集集集 

索引 
用語 

（よみ） 

説明 

あ アスベスト含有吹付材 

(あすべすとがんゆうふきつけざい) 

アスベストにセメントなどの結合材と水を混合し、吹

付け機で吹付けたもの。アスベスト含有吹付材などが

露出し、損傷、劣化していると、含まれているアスベ

ストが大気中に飛散するおそれがあるため、損傷、劣

化の程度に応じて必要な措置を講ずる必要がある。 

アウトソーシング 業務を外部に委託することを指し、経営の補完や本来

業務への選択の集中度を高める際に用いられる手法の

ひとつ。 

い インセンティブ 業務や社会活動などの行動、活動において動機付けを

目的とした奨励、報償のこと。誘因となるもの。 

一般会計 

(いっぱんかいけい) 

市における最も基本的な一般の歳入と歳出に関する会

計のこと。目的を限定せずに、市が一般行政を進める

ための主要な経費を賄うものである。ほかに国民健康

保険事業など特定の事業の歳入と歳出に関する会計を

一般会計と区分して特別会計という。 

き 企業会計（公営企業会計） 

(きぎょうかいけい) 

官庁会計とは異なり、発生主義に基づく複式簿記等で

処理される会計方式。地方公営企業法の適用を受ける

事業（上水道事業等）で行われている。 

起債 

(きさい) 

地方公共団体・株式会社などが、財政資金や事業資金

を調達するために債券を発行すること。 

→市債(地方債) 

行政財産 

(ぎょうせいざいさん) 

国有、公有財産の用途、目的による分類で、国・地方

公共団体により直接に行政の目的を遂行するために供

される財産。 

け 建設改良費 

(けんせつかいりょうひ) 

企業会計や特別会計において、施設を新たに建設した

り、古い施設を更新したりするための費用。ここで

は、上水道、下水道、農業集落排水に関する管路等の

施設整備に充てている費用。 

こ 公債費 

(こうさいひ) 

市が借り入れた市債(地方債)の元利償還に要する経

費。 

公用財産 

(こうようざいさん) 

行政財産のうち、市が直接使用する財産（庁舎や消防

施設など）。 

公共用財産 

(こうきょうようざいさん) 

行政財産のうち、市民が利用する財産（学校、図書館

等）。 

公民連携手法 

(こうみんれんけいしゅほう) 

公民連携は、行政と民間事業者が協働で住民サービス

や事業効率の向上、地域経済の活性化などに取り組む

こと。公民連携により公共サービスの提供を行う枠組

みを PPP（パブリック・プライベート・パートナーシ

ップ：公民連携）と呼ぶ。PFI（パブリック・フィナ

ンシャル・イニシアティブ）は PPP の代表的な手法の

一つで民間の資金・ノウハウを活かした事業方式のこ

と。PPP の中には、PFI、指定管理者制度、市場化テ

スト、公設民営（DBO：Design-Build-Operate）方

式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソー

シング等も含まれる。 
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索引 
用語 

（よみ） 

説明 

雇用促進住宅 

(こようそくしんじゅうたく) 

高齢・障害・求職者雇用支援機構の委託を受けて雇用

振興協会が管理・運営する、勤労者向けの賃貸住宅。

公共職業安定所の紹介等で就職する人や転勤・再就職

する人などが、通勤圏外となるため転居が必要にもか

かわらず適当な住宅が見つからない場合に、一時的に

（原則 2 年以内）利用できる。また、大規模災害が発

生した場合には、被災者の一時入居先としても利用さ

れる 

市内の雇用促進住宅は、平成 22 年に独立行政法人雇

用・能力開発機構から譲渡を受けた施設。 

し 事後保全 

(じごほぜん) 

設備や装置に不具合が生じた後の修復活動のこと。 

市債(地方債) 

(しさい) 

道路整備や学校建設など主に資産形成を目的に、一時

的に多額の費用がかかる事業を実施するために、市が

長期にわたり借り入れする資金のこと。 

自主財源 

(じしゅざいげん) 

市の財源のうち、自主的に収入しうる財源のこと。地

方税・使用料・手数料・寄附金など。 

指定管理者制度 

(していかんりしゃせいど) 

市が所管する公の施設(スポーツ施設、生涯学習施設

等)について、管理、運営を民間事業法人やその他の

団体に、委託することができる制度。公の施設の管

理、運営に民間等のノウハウを導入することで、住民

サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的とす

る。 

児童遊園 

(じどうゆうえん) 

児童福祉法に規定されている児童厚生施設の一つで、

児童の健康増進や、情操をゆたかにすることを目的と

し、児童に安全かつ健全な遊び場所として指定した施

設。 

消費的経費 

(しょうひてきけいひ) 

経費支出の効果が、当該支出年度又は極めて短期間で

終わる性質の経費。後年度に形を残さない人件費や消

耗品費のようなものをいう。 

人口動態予測 

(じんこうどうたいよそく) 

人口動態＝ある一定期間内の人口変動。 

新市建設計画 

(しんしけんせつけいかく) 

合併特例法に基づき合併協議会が策定した法定計画。

新市の基本方針や公共施設の整備などについて定め、

将来のビジョンや施策の方向性を示す。 

せ 生産年齢人口 

(せいさんねんれいじんこう) 

生産活動に従事しうる年齢の人口。日本では総務省統

計局による労働力調査の対象となる 15 歳以上 64 歳以

下の人口がそれにあたる。 

性能規定化 

(せいのうきていか) 

性能規定＝要求する性能（機能）と性能の照査方法を

明らかにする形式で基準類を記述するもの。 

政令市 

(せいれいし) 

地方自治法の規定により、政令で指定された人口 50

万以上の市。区を設けられるなど、普通の市と異なる

取り扱いが認められる。 

そ ゾーニング 都市計画などで地域や施設を用途や機能別に分けて配

置すること。 
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索引 
用語 

（よみ） 

説明 

た 

 

大規模修繕 

(だいきぼしゅうぜん） 

大きな建造物の基本性能を維持するために定期的（10

～30 年毎）に実施される修繕。通常、部分的な修繕

ではなく、建物の躯体や空調設備、給排水設備、屋

上、壁面等について建物全体にわたる修繕を指す場合

が多い。 

耐震化率 

(たいしんかりつ) 

昭和 56(1981)年 6 月の建築基準法改正（施行）によ

る「新耐震設計基準」に基づいて設計された建物と、

同基準ができる前の建物で、耐震診断や耐震補強工事

によって、耐震性があると認められた建物数を、全体

の建物数で割った割合。 

耐用年数 

(たいようねんすう) 

①機械、設備、建物等が使用に耐えられる年数。 

②税法上定められた、会計上の価値が持続する期間の

こと（法定耐用年数）。 

多機能公園 

(たきのうこうえん) 

本書での公園区分のひとつ。 

都市公園、児童遊園、農村公園のいずれにも該当しな

い市立公園。 

ち 地方公営企業法 

(ちほうこうえいきぎょうほう) 

地方公共団体の経営する企業の組織・財務・職員の身

分について定めた法律。 

地方交付税 

(ちほうこうふぜい) 

地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、全ての地方

公共団体が一定の行政水準を維持するために必要な財

源を保障する、国税として国が代わって徴収し、国か

ら地方公共団体に再分配されるもの。 

→普通交付税 

長寿命化 

(ちょうじゅみょうか) 

インフラなどの耐久性を向上させ、長持ちするように

なること。 

と 投資的経費 

(とうしてきけいひ) 

経費支出の効果が、道路、橋梁、公園、学校の建設

等、資本形成に向けられる経費。一般に、普通建設事

業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計をい

い、支出の効果が形として将来に残るものに支出され

る経費。 

道路ストックマネジメント 

(どうろすとっくまねじめんと) 

ストックマネジメント＝構造物や施設の機能診断に基

づく機能保全対策の実施を通じて、既存施設の有効活

用や長寿命化を図り、LCC（ライフサイクルコスト）

を低減するための技術体系及び管理手法の総称。 

道路付属物 

(どうろふぞくぶつ) 

道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保

その他道路の管理上必要な施設又は工作物。例えば、

道路上の柵や道路標識などがある。 

特別会計 

(とくべつかいけい) 

市が一般会計と区別して経理する会計。特定の事業を

行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場

合、特定の歳入を特定の歳出にあてる場合に限り設置

する。 

都市計画マスタープラン 

(としけいかくますたーぷらん) 

都市計画法により規定された「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」（同法第 18 条の 2）のこと。 

都市公園 

(としこうえん) 

都市公園法によって設置される公園をいう。 
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索引 
用語 

（よみ） 

説明 

土砂災害危険区域(箇所) 

(どしゃさいがいきけんくいき) 

国土交通省の基準に基づき、県の調査で土石流、地滑

り、崖崩れが起こる恐れがあるとされた場所。 

土砂災害特別警戒区域 

(どしゃさいがいとくべつけいかいくいき) 

土砂災害危険箇所のうち、市の都市計画図や空撮によ

り整備した 1/2,500 地形図により現地調査を行い土砂

災害の恐れがある箇所を土砂災害防止法に基づき区域

指定した箇所。指定箇所は、警戒区域と特別警戒区域

で警戒避難体制の整備や住宅の構造規制が行われる。 

の 農村公園 

(のうそんこうえん) 

農業集落居住者に憩いの場を提供し、地域連帯感の醸

成などを目的に、農村環境整備の一環として設置され

た公園。 

は バリアフリー 

 

障害者や高齢者の生活に不便な障害を取り除こうとい

う考え方。道や床の段差をなくしたり、車いす利用者

のための通路幅やトイレの設置、エレベーターの設置

などがある。 

ふ ファシリティマネジメント(FM) 既存の施設を有効活用しながら、施設資産全体として

の質が最適となるよう総合的に企画・管理し、活用す

る手法。 

扶助費 

(ふじょひ) 

社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者・

生活困窮者などに対する支援に要する経費。生活保護

費、児童手当など。 

普通交付税 

(ふつうこうふぜい) 

地方交付税の一つで、標準的な財政需要額に対する財

源不足額に見合いの額を交付する。 

→地方交付税 

普通財産 

(ふつうざいさん) 

行政財産以外の一切の国有財産と公有財産をいう。 

物件費 

(ぶっけんひ) 

性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助

費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性

質の経費の総称。職員旅費や備品購入費、委託料な

ど。 

へ 便益施設 

(べんえきしせつ) 

売店、飲食店（料理店、カフェー、バー、キャバレー

その他これらに類するものを除く。）、宿泊施設、駐

車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時

計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの。 

ま マネジメントサイクル 維持管理のサイクル（流れ・循環）。例えば、点検や

維持管理・更新等の計画の立案→点検や維持管理・更

新等の実行→結果の評価→評価結果に基づく改善→改

善計画といった一覧の流れのこと。 

ゆ 遊休資産 

(ゆうきゅうしさん) 

事業使用目的で取得したものの、何らかの理由により

その使用・稼働を休止している資産のこと。 

よ 用途廃止 

(ようとはいし） 

行政財産としての用途を廃止すること。例えば、図書

館として使用していた施設の使用を止めること。 

予防保全 

(よぼうほぜん） 

不具合を未然に防止するため、計画的に施設設備の点

検・修繕等を行う保全活動のこと。 
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索引 
用語 

（よみ） 

説明 

ら ライフサイクルコスト ライフサイクルコスト（LCC）は、施設にかかる生涯

コスト（費用）のこと。建設から、運営・維持、修

繕・改修、建替（更新）、撤去・解体されるまでの全

体の費用。 

ろ 路面性状調査 

(ろめんせいじょうちょうさ) 

道路舗装路面の平たん性、ひび割れ、わだち堀れの 3

要素について測定調査し、舗装の損傷度を評価する調

査。 

わ ワークショップ 本来「仕事場」「作業場」など協働で仕事を行う

「場」を表す言葉。 

講師の話を参加者が一方的に聞く講義やセミナーとは

違い、参加者自らが積極的な意見交換や協働体験を通

じて、実践的な知識・技術を学びとることを目的に、

研究や創作活動、まちづくりなどのコミュニティ活動

における問題解決や合意形成の場(手法)として活用さ

れる。 
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