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用

あ Oあいかさねっと

語 解 説

l 本文中、以下の用語について最初に使用される

i ページに、 r*J を付けて用語解説をします。

「やまぐち社会貢献活動支援ネット J の愛称。ボランティアをしたい個人・団体

・企業と、ボランティアをしてほしい団体をつなぐインターネット上のマッチング

サイト。

0あいサポート運動

誰もが、多様な障害の特性、障害のある方が困っていること、障害のある方への

必要な配慮などを理解して、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮を実
践することにより、障害のある方が暮らしやすい地域社会(共生社会)をつくって

いくことを目的とした運動のこと。

Oアウトリーチ (Qutreach)

英語で手を伸ばす・手を差し伸べるということを意味し、社会福祉の実施機関が

潜在的なサービス利用希望者に手を差し伸べ、利用を実現させるような積極的な取

組。

え ONPO
Non Profi t Organizationの略。 í民間非営利組織J と訳される。医療・福祉や環

境保全、災害復興、地域おこしなど、様々な分野における営利を目的としない住民

の自発的意思による活動団体。

お 0おいでませシニア隊
地域活動、各種イベント等において自主的なPR活動や県民運動を実施するため

2015 (平成27) 年に開催された『ねんりんピックおいでませ!山口 2 0 1 5 J に向

けて養成された地域のリーダーとなる者。

か 0介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護保険制度において、サーピス計画(ケアプラン)の作成・管理をはじめ、サ

ービス事業者や介護施設等との連絡調整などの介護支援サービスを行う専門職。

0介護福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法に規定される国家資格。 介護に関する専門的知識・
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技術をもって、施設の介護職員や訪問介護員(ホームヘルパー)として、介護業務

及び介護に関する指導等を行う者。

0介護福祉士修学資金の貸付(制度)
介護福祉士養成施設の入学者に対して、月々の修学資金をはじめ、入学時、就職

時の準備金などの資金の貸付を行う制度。県内の社会福祉施設等に一定期間勤務し

た場合には、返還金が免除。

き O企業等社会活動貢献活動ネットワーク
県内の企業及び関係機関・団体等が相互の情報交換、交流を通して連携を深める

ことにより、一層の社会貢献活動の充実と展開を図るために設置しているネットワ

ーク。

0企業ボランティア活動推進モデル事業所

県内の民間事業所等の中で、社会貢献活動や従業員の行うボランティア活動への

支援などを積極的に行い、他の模範となる事業所等を「企業ボランティア活動促進

モデル事業所J として指定するもの。

O寄附文化

国民がいつでも、どこでも、自発的に寄附ができる文化的な風土のこと。(中央

共同募金会 r 2 1 世紀を迎える共同募金のあり方委員会答申J (1996 (平成 8) 年 2

月)において示された考え方)

0共同募金

民聞社会福祉事業を推進するための財源を、国民一人ひとりの自発的な助け合い

の精神で集めようとする全国民的募金運動。赤い羽根をシンボルとすることから、

「赤い羽根共同募金」とも呼ばれる。各都道府県共同募金会が実施主体となる民間

の募金活動。

け O権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な人に代わって、援助者が代理

としてその権利やニーズの保護を行うこと。

こ O合計特殊出生率

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮にそ

の年次の年齢別出生率で一生の聞に子どもを産むとした場合の平均子ども数。

0高齢単身世帯

世帯主の年齢が65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)。
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0高齢夫婦のみ世帯
世帯主の年齢が65歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)。

Oコミュニティソーシャルワーク

住民の地域福祉活動の支援を行いながら、地域の福祉課題や支援を必要とする方

のニーズに対し、地域の社会資源を活用・調整して解決する仕組みをつくること。

Oコミュニティビジネス
地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組み。

さ 0災害時における要配慮者
災害時において、何らかの障害等を持つことにより、避難行動等に配慮を必要と

する者。一般的には、高齢者や障害者、乳幼児、妊婦等があげられる。

0災害ボランティア活動支援ネットワーク
災害発生時において、ボランティア活動が迅速かっ円滑に実施されるよう県・市

町災害ボランティアセンターへの支援を行うことを目的として構築された、民間・

行政の協働による平常時からの連絡支援体制。

0支え合いマップ
小地域ごとに住民のふれあいや支え合いの状況を住宅地図に記載したもので、支

援を必要とする方と社会資源(民生委員や福祉施設等)、サービスを特定した従来

の福祉マップに、住民同士の支え合いの状況が分かるように書き込まれたもの。

Oサポートマーク
内部障害・聴覚障害・発達障害・高次脳機能障害のある方、義足や人工関節を使

用している方など「外見からは援助を必要としていることが分からない方」が、援

助を得やすくなるよう、身に着けることで援助を必要としている事を示すマーク。

(2015 (平成27) 年作成)

し O自治会福祉部

自治会による組織的・継続的な小地域福祉活動を住民の主体的な参加のもとに推

進するための実践母体として、自治会の中に組織されたもの。

0市民後見人

弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲が高く、成年

後見制度に関する正しい知識を身につけた一般市民で、家庭裁判所に後見人等とし

て選任された者。
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0社会的孤立

家族や地域社会との交流が客観的にみて著しく乏しい状態。

0社会的包摂

「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現

につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う j という理念。

0社会福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法に規定される国家資格。福祉に関する専門的知識・

技術をもって、社会福祉施設や地域包括支援センター、福祉の相談機関等において

相談や助言・指導等を行う者。

0重層的な見守り体制
一人暮らしの高齢者等に対し、行政や住民、民生委員・児童委員、事業者等の多

様な主体が協働して、日常的な見守りや声かけ、生活援助等を行う仕組みのこと。

0住宅確保要因慮者
高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を

要する方。

0小地域

自治会・町内会、小学校区・中学校区などの身近な日常生活圏域のこと。

せ O生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困窮し、生活保護に至る可能性のある

人に対し、福祉事務所設置自治体が、自立に関する相談、一定期間の家賃相当額の

支給、就労に向けた基礎能力養成や訓練、家計相談などの包括的な支援を行う制度。

0生活支援コーディネーター

地域において、生活支援の担い手の養成やサービスの創出、関係者のネットワー

ク化などを行う、生活支援や介護予防サービスの体制の構築に向けたコーディネー

トの役割を果たす者。

0精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にあることを認定して、各種の支援策を講じやすくし、精

神障害者の社会復帰、 自立及び社会参加の促進を図ることを目的として、都道府県

知事又は指定都市市長が交付する手帳。
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0成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない人に

ついて、本人の権利を守る援助者( I成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律

的に支援する制度のこと。

た 0第三者評価
社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な

第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価を行うもの。

0ダブルケア
介護と育児に同時に直面する世帯。

ち O地域共生社会
社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割引や

「支え手J I受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し

人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの。

0地域子育て支援拠点

地域において、子育て親子の交流や相談・助言、情報提供等を行う子育て支援の

拠点となる施設のこと。

0地域生活課題

福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える、福祉、介護、介護予

防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地

域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生

活を営み、 あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題。

0地域生活定着支援センター

高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等に対し、保護観

察所等と協働して相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への

定着を支援する機関。

0地域福祉

地域社会において、地域住民のもつ問題を解決したり、また、その発生を予防し

たりするための社会福祉施策とそれに基づく実践をいう。

0地域福祉計画

社会福祉法の規定に基づき、市町村が地域福祉の推進に関する事項を定めた計画
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のこと。

0地域福祉支援計画

社会福祉法の規定に基づき、市町村地域福祉計画の達成に資するために、市町村

を包含する都道府県が、広域的な見地から市町村の地域福祉の支援に関する事項を

定めた計画のこと。

0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最後ま

で続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供

される体制のこと。

0地域包括支援センター

地域の高齢者の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とし

て各市町村に設置される施設。介護予防のマネジメントや、高齢者等に対する総合

相談・支援、高齢者の権利擁護などの事業を行う。

0地区社会福祉協議会

地域住民に最も身近な社会福祉協議会として、住民同士が自分たちの生活する地

域の生活・福祉課題を自分たち自身の課題として受け止め、解決に向けて協議する

ため、地元住民主体で設置された任意の団体。

0長寿社会推進員

シニアの地域活動リーダー養成講座(旧やまぐちシニア地域マスターカレッジ)

の修了者の中から、地域の活動や団体のリーダーとして活躍するボランティアとし

て登録されたメンバーのこと。

に O認知症サポーター
認知症に関する正しい理解や認知症の人に対する接し方を学ぶ講座を修了し、認

知症の人やその家族を地域で温かく見守り支援する者。

は 08050
高齢の親と働いていない独身の 50代の子が同居している世帯。

ひ 0ひきこもり
様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就

労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には 6 か月以上にわたって概ね家庭に

とどまり続けている状態(他者と関わらない形での外出をしている場合を含む)。
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0避難行動要支援者
高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)

のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方。

ふ O福祉員
近隣住民や自治会長、民生委員・児童委員等と協力して、地域の生活課題を解決

するための活動や福祉課題を抱える住民を支援する活動などを進めるため、地域住

民の中から選出され、市町村社会福祉協議会会長から委嘱を受けて活動する『小地

域福祉活動の推進者」。

0福祉サービス運営適E化委員会
福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サーピスに関

する利用者等からの苦情を適切に解決するため、県社会福祉協議会に設置される機

関。

0福祉人材センター

福祉の仕事を希望する方と、人材の必要な社会福祉施設等をつなぐ「福祉人材無

料職業紹介所」のこと。社会福祉法に基づき、山口県社会福祉協議会に設置されて

し、る。

0福祉の輪づくり運動
「困ったときお互いに助け合える組織づくり J を合い言葉に、住民参加による福

祉のネットワークを全県に整備し、地域ぐるみの支援体制づくりを進める運動。

0福祉避難所

一般的な避難所での生活が困難で、特に配慮を必要とする高齢者や障害者等を対

象に設置される避難所のこと。具体的には、 施設がバリアフリー化され、相談・助

言等の支援体制が整備されていること等を基準として、社会福祉施設を中心に、市

町において指定される。

Oふれあい・いきいきサロン

ひとり暮らしの高齢者や家に閉じこもりがちな高齢者など、寂しさや不安を持つ

人に地域住民とのふれあいや生きがいの場を提供するため、住民が主体となって企

画し自主的な運営を行うサロン活動。

へ Oヘルプマーク
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人な

ど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人々が、周囲の方に配慮

を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成
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したマーク。 (2012 (平成24) 年作成)

ほ 0保護司
法務大臣が委嘱した更生保護のボランティア(非常勤の国家公務員)。地域の人

びとや習慣等を良く理解しているという特性と豊富な人生経験と知識を活かし、保

護観察官と協働して保護観察を行うほか、犯罪や非行の防止のための活動を行う。

み O見守りネットワーク
一人暮らしの高齢者等に対し、行政や住民、民生委員・児童委員、事業者等の多

様な主体が協働して、日常的な見守りや声かけ、生活援助などを行う仕組み。

0民生委員・児童委員

「民生委員J は厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、住民の生

活状態を必要に応じ適切に把握し、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を

行う非常勤の地方公務員。また民生委員は「児童委員」も兼ね、地域の子どもたち

を見守るとともに、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談に応じ、

支援を行う。

や Oやまぐち安心おでかけ福祉マップ
障害のある人や高齢者、乳幼児を連れた人など、すべての人が安心して外出でき

るよう、県内におけるユニバーサルデザインの配慮がなされた施設の情報を、 イン

ターネット上の地図に表示し紹介しているもの。

0山口きらめき財団

やまぐち県民活動きらめき財団、山口県文化振興財団、やまぐち女性財団の合併

により 2012 (平成24) 年 4 月に設立された公益財団法人。県民活動の総合的な拠点

として、県民活動団体への活動資金の助成や、県民活動への参加促進を図るための

啓発等を行っている。

0山口県居住支援協議会

山口県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりを目的として、住宅確

保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等について協議・検討するため、

行政と民間関係団体で組織する団体。

0山口県社会福祉法人経営者協議会

社会福祉施設を経営する社会福祉法人を会員とし、その経営基盤の強化、福祉施

設の機能充実と健全な施設運営を目的として、昭和56年 (1981年) 7月に社会福祉法

人山口県社会福祉協議会の内部組織として設立された団体。



− 49 −

0やまぐち県民活動支援センター

全県域を対象として、県民活動に関する情報提供や相談・助言、研修等の支援を

行うとともに、施設を交流や情報交換の場として提供している中核的な支援拠点。

0山口県福祉のまちづくり条例
日常生活や社会生活を制限する様々な障壁を取り除くことにより、高齢者、障害

のある人等が自由に行動し、平等に参加することができる社会を築くために制定さ

れた条例。 (1997 (平成 9) 年制定)

0山口県ユニバーサルデザイン行動指針
県において、様々な分野で、全庁的、総合的に、ユニバーサルデザインの考え方

に基づいたまちづくりを進めていくための基本的な方向を示すもの。 (2003 (平成

15) 年策定)

0やまぐち子育て県民運動

社会全体で、子どもや子育て家庭を支える環境づくりを進めるため、 2003 (平成

15) 年 8 月から山口県独自に取り組んでいる、県民総参加で子育て支援の輸を広げ

る運動のこと 。

0やまぐち障害者等専用駐車場事l用証制度
身体障害者用駐車場の適正な利用を推進するため、障害のある人や高齢者、 妊産

婦等で歩行、乗降が困難な者に県内共通の利用証を交付し、協力施設の駐車スペー

スを利用できるようにする制度。

0やまぐち働きやすい介護職場宣言

介護サービス事業所が、就業環境の改善を通じて、 「スタップ一人ひとりが、や

りがいを持って、働き続けられる職場づくりに向け、主体的に人材の確保・育成に

取り組むこと J を宣言し、これからの進路を考える若者や、介護への就職を志す求

職者の方等に情報発信する制度。

ゆ Oユニバーサルデザイン
高齢者や障害のある人などを含めた全ての人がはじめから利用しやすいように施

設、物、サーピスなどに配慮を行うという考え方。

Oユニバーサルデザイン 2020行動計画
共生社会の実現に向けた大きな 2 つの柱として、国民の意識やそれに基づくコミ

ュニケーション等個人の行動に向けて働きかける取組( r心のバリアフリー」分野)

と、ユニバーサルデ、ザインの街づくり推進する取組(街づくり分野)をとりまとめ

た計画。
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よ O要支援・要介護認定者
要支援もしくは要介護状態の者又はそのおそれがある状態にある者で、市町の要

支援又は要介護の認定を受けた者。

り 0療育手帳
知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置

を受けやすくするために、一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障

害程度を判定し、都道府県知事又は指定都市市長が交付する手帳。

ろ O老人クラブ
高齢者がその知識や経験を活かし、生きがいと健康づくり等のための多様な社会

活動を通じて自らの生活を豊かなものとすることを目的とした、高齢者により自主

的に運営される団体。


