用

語

集

＜ア行＞ ＩｏＴ
「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ（モノのインターネット）」の略称で、
家電、自動車、ロボットなどあらゆるものがインターネットにつながり、情報を
やりとりすること。利便性が向上したり、新たな製品・サービスが生み出されて
いる。

ＩＣＴ
「Information & Communications Technology（情報通信技術）」の略）。コン
ピュータやデータ通信に関する技術をまとめた呼び方。

アライアンス
同盟、連合、提携、縁故などの意味を持つ英単語。日本語の外来語としては、企
業間の提携、合弁、連合などのことを意味する。

荒茶
産地の製茶工場で生葉が加工された一次産品の茶のこと。すなわち再加工前の原
茶。粗製茶、粗茶ともいう。

イノベーション
新しいものを生産する、あるいは既存のものを新しい方法で生産すること。（例
として①創造的活動による新製品開発②新生産方法の導入③新マーケットの開拓
④新たな資源（の供給源）の獲得⑤組織の改革、など）

医療的ケア児
生活する中で、たんの吸引や経管栄養（チューブによる栄養剤の注入）等の医療
的ケアが日常的に必要な子どものこと。

インバウンド
外国人が訪れてくる旅行のこと。（日本へのインバウンドを訪日外国人旅行また
は訪日旅行という。）

インランドデポ
貿易貨物の内陸輸送ルートの接続・集配地点に位置し、貨物の集配、保管等が行
われる港湾、空港以外の内陸部（インランド）にある輸送基地のこと。

宇治茶の郷づくり協議会
宇治茶を通した和の文化の継承及び「お茶する生活」の実現を通じて山城地域を
世界の宇治茶の郷にしていくことを目指し、生産団体や茶商の団体、行政等が一
体となった活動を推進する団体のこと。

宇治茶ムリエ
宇治茶の歴史や茶種、生産状況等を学ぶとともに、おいしい宇治茶の淹れ方の実
習を通じて、「お茶する生活」の普及を図る講座を受講した方を認定する称号の
こと。

ＡＩ
「Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ（人工知能）」の略称で、学
習・推論・判断といった人間の知能の機能を備えたコンピュータシステムのこ
と。人間と比肩するようなＡＩは開発されていないが、様々な分野で活用され成
果を上げている。

ＳＮＳ
「Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ソーシャルネットワー
キングサービス）」の略称で、登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサイト
の会員制サービスのこと。Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｉｎｓｔａｇｒ
ａｍ、ＬＩＮＥなどのサービスがある。

ＮＰＯ
「Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ」又は「Ｎｏｔ－ｆｏｒ－Ｐ
ｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、
団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称のこと。

ＮＰＯパートナーシップセンター
地域の課題解決に向け、NPO、行政、地域、大学が交流・協働・連携するための拠
点施設のこと。

ＬＧＢＴ
一般的に、性的指向及び性自認に関する次のこと。
Ｌ：女性の同性愛者(Ｌｅｓｂｉａｎ：レズビアン)
Ｇ：男性の同性愛者（Ｇａｙ：ゲイ）
Ｂ：両性愛者（Ｂｉｓｅｘｕａｌ：バイセクシャル）
Ｔ：こころの性とからだの性との不一致（Ｔｒａｎｓｇｅｎｄｅｒ：トランス
ジェンダー）

お茶の京都
日本茶文化を創造し、全国に普及させてきた「宇治茶」や茶畑景観等の山城地域
（宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原
町、笠置町、和束町、精華町、南山城村）の価値を再認識し、さらに磨きをか
け、世界に向け発信することにより、多くの人が訪れる大交流圏を創出し、日本
の茶文化の一大拠点にする取組のこと。

お茶の京都博
国内外の方に「お茶の京都」の地域を訪れていただき、本物の宇治茶に出会って
いただく機会として、平成29年４月から翌年３月までの約１年間にわたり開催し
たイベント。その後も開催の趣旨を踏まえた取組が継続している。

オープンイノベーション
新技術・新製品の開発に際して、組織の枠組みを越え、広く知識・技術の結集を
図ること。

オーベルジュ
食にこだわった宿泊施設を伴うレストランのこと。

温室効果ガス
大気中の二酸化炭素やメタンなど、太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖め
る働きがあるガスのこと。
＜カ行＞ 輝く女性応援京都会議
京都における女性の活躍の加速化に向けて設置された、経済団体等と行政（京都
府、京都市、京都労働局）が連携した女性の活躍推進を図る組織のこと。

ガストロノミーツーリズム
地域の食を、その背景にある歴史・文化・風土を含めて多角的に楽しむ旅のこ
と。

キッズ茶ムリエ
次世代を担う子どもに宇治茶を好きになるきっかけづくりとするため、小学校3年
生から6年生を対象に、宇治茶の知識と飲み分け技術に関する検定を実施し、成績
により認定する称号のこと。成績優秀者のなかで、より宇治茶を深く学びたいと
希望する者へは「キッズ・ジュニア茶ムリエマスター」として、宇治茶に関する
様々な体験や呈茶活動に参加。

キャッシュレス
クレジットカードや電子マネーのほか「おサイフケータイ」といったモバイル
ウォレット、ＱＲコードやバーコードを用いたスマホ決済など、支払い手段に現
金を使わないこと。

ＧＡＰ
「Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ（農業生産工程管
理）」の略称で、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定め
られる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び
評価を行うことによる持続的な改善活動のこと。

京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
新商品・新サービス・新ビジネスモデル等の開発、新分野進出等の事業に取り組
む企業単独を対象に、事業実施に要する経費を助成する制度のこと。

京都府茶奨励品種
京都府が、茶生産に適した優良な１２品種を選定し、てん茶、玉露、煎茶の適用
や栽培特性等の特徴を示し、京都府での栽培を奨励している品種のこと。

京都府豊かな森を育てる府民税
暮らしと安全を支える森林資源を育てていくために、平成２８年度に創設された
府民税のこと。用途・目的：森林の整備・保全、森林資源の循環利用、森林の重
要性を学ぶ取組。
課税金額：個人の府民税均等割に年600円を上乗せ
税収見込額：年6.8億円
課税期間：平成28年度～32年度

京都やましろ企業オンリーワン倶楽部
山城地域において、積極的に事業を展開しようとする中小企業が、自らの強みの
強化、 弱みの補完・克服をめざすため、相互に刺激し合い、切磋琢磨しながら自
発的な交流・ 連携及び経営革新を図るための異業種交流ネットワークのこと。

京都やましろ茶いくるライン
「お茶」の歴史に深く関わる拠点が「日本茶800 年の歴史散歩」として日本遺産
に認定されたことから、その拠点等を自転車で周遊するルートを設定し、府と市
町村共同で整備（誘導ラインや案内看板等）したもの。

京野菜ランド
京野菜の栽培体験等を通じて学び、京野菜のメニューが食べられ、京野菜やその
加工品を買うことのできる農産物直売所や食農体験農場等の京都府が登録した施
設のこと。

京やましろ食～京やましろ産食材提供店～
地産地消の輪を広げ、健康で豊かな食生活の実現、山城産食材の利用拡大、地域
の食文化等への理解促進を図るため、山城産の農畜林産物を用いた料理を提供
し、一般の方も利用できる飲食店、社員食堂、学生食堂等のこと。

グリーンカーテン
ゴーヤ等のつる性植物を窓際にカーテン状に生育したもの。直射日光を遮り、葉
から水分を蒸散させて周囲の温度を下げ、室内の温度上昇を防ぐ。

グレーター
「グレーター・ロサンゼルス・エリア（ロサンゼルス大都市圏）」のように、都
市とその郊外を含めた地域を表す際に用いられる形容詞。

元気印
自らの強みを生かしながら、得意分野で「オンリーワン」を目指す研究開発等事
業計画を京都府知事が認定することにより、京都産業の基盤を支える中小企業の
皆様の研究開発や需要開拓を応援する制度のこと。

健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。（平均寿
命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある期間を意味する。）

コワーキングスペース
独立して働く個人が、机・椅子・ネットワーク設備などの実務環境を共有しなが
ら仕事を行う場所のこと。

ゴールデンスポーツイヤーズ
2019年にラグビーワールドカップ2019日本大会、2020年に東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会、2021年にワールドマスターズゲームズ2021関西が
開催されること。
＜サ行＞ 再生可能エネルギー
温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも
寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源と言われている、
太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといったエネルギーのこと。

サテライトオフィス
職住近接を目的とし、都市部にある本社とデジタル通信・ファクシミリなどに
よって情報交換を行うオフィスのこと。

ジビエ
食材となる野生鳥獣肉のことを表すフランス語。農村地域ではシカやイノシシに
よる農作物被害が大きな問題となっているが、捕獲と併せてジビエとしての利用
が全国的に広まっている。「害獣」とされてきた野生動物を、食材として活用す
ること。

スタートアップ企業
革新的な技術やビジネスモデル等をもって短期間に成長を遂げようとする企業の
こと。

スマートシティ
都市の抱える諸課題に対して、ＩＣＴ等の新技術を活用しつつ、マネジメント
（計画、整備、管理・運営等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市
または地区のこと。

スマート農業
ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実
現する等を推進している新たな農業のこと。

スマートワーク・イン・レジデンス事業
新しい働き方・ライフスタイルの実践、地域資源を活かした新しいビジネスを創
造することのできるサテライトオフィスを整備し、そのサテライトオフィスを核
として、相楽東部外から人を呼び込む事業のこと。
＜タ行＞ タイムライン
「時刻表」「時間割」を意味し、防災上においては災害の発生を前提に、防災機
関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰
が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した
計画のこと。

竹の里・乙訓
長岡京跡や天王山をはじめとする多くの歴史・文化遺産や、美しい竹林や筍の産
地として有名な向日市・長岡京市・大山崎町の地域を「竹の里・乙訓」と位置づ
けた観光地域づくりの取組のこと。

地域アートマネージャー
地域住民が主体となって芸術文化活動に関わる環境づくりや文化活動によるまち
の活性化の取組の支援、振興を行う者のこと。

地域包括ケアシステム
誰もが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、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるしくみのこ
と。

「知恵の経営」実践モデル企業認証制度
中小企業者の経営の安定及び成長発展を図るため、自らの強みである知的資産を
経営に積極的に活用している中小企業者を府が認証し、当該中小企業者の社会的
評価につなげる制度のこと。

着地型観光商品
旅行者を受け入れる地域（着地）側において、地域の観光資源を基にして地元に
精通した人たちの工夫により作られる観光商品のこと。

超スマート社会
ネットワークの高度化、ビッグデータ解析技術及び人工知能等の発展により、サ
イバー空間と現実空間が高度に融合した未来の社会像のこと。

ツアー・オブ・ジャパン
自転車を通じて各開催地域との連携や文化交流を行い、身近な大会として親しま
れることを目指している国際自転車ロードレースのこと。

ＤＭＯ
「Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ／Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｒｇ
ａｎｉｚａｔｉｏｎ」の略称で、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域へ
の誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り
役としての役割を果たす法人のこと。

てん茶
おおい下茶園の芽を用い、蒸熱して揉まずに乾燥した茶のこと。これを臼で挽い
て抹茶とする。
＜ナ行＞ ナイトツーリズム
夜間特別拝観やライトアップ等を含めて周遊する昼夜の観光のこと。

二次医療圏
医療法に基づき、都道府県が定める特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提
供する地域的単位のこと。京都府内は6圏域。

年中児スクリーニング
発達障害児等の早期発見・早期療育を支援するための５歳児健診のこと。
＜ハ行＞ ハザードマップ
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場
所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。

パラ・パワーリフティング
パラリンピックの正式競技である下肢障害者の選手によるベンチプレス競技のこ
と。

ハンズオン支援
経営課題に対し、企業に伴走しながら継続的に関わって支援すること。

半農半Ｘ
半自給的な農業とやりたい仕事を両立させる生き方のこと。

府民協働型インフラ保全事業
府が管理する道路や河川、建物等のインフラにおいて、府民の皆さんが日頃から
感じておられる身近な改善箇所を公募し、地域や市町村からの要望とともに、事
業箇所を決定する府民協働型の公共事業のこと。

プラットフォーム
基盤や土台、環境を意味する言葉で、商品やサービス等を提供する者と利用者が
結びつく場所を提供すること。

ヘイトスピーチ
専ら本邦の域外にある国もしくは地域の出身である者又はその子孫であって適法
に居住するもの（以下「本邦外出身者」）に対する差別的意識を助長し又は誘発
する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉もしくは財産に危害を加える旨を
告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の
出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動
する不当な差別的言動のこと。

放課後デイサービス
児童福祉法の規定により、学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児
につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の施設に通わ
せ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供
与すること。

ポケットパーク
京都府山城広域振興局宇治庁舎内の大クスの木（宇治市名木百選）周辺の広場に
木質外構や木製ベンチ等を設置し、府内産木材の普及・利用促進を図るための府
民開放型の広場のこと。

ホストタウン
自治体が、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などに参加す
る国・地域の選手や人々と、スポーツ、文化、経済などを通じて交流し、地域の
活性化などに生かしていく取組のこと。
＜マ行＞ ＭａａＳ
「Ｍｏｂｉｌｉｔｙ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ」の略称で、出発地から目的地ま
で、利用者にとっての最適経路を提示するとともに、複数の交通手段やその他の
サービスを含め、一括して提供するサービスのこと。

マルチハザード情報提供システム
インターネットを通じて京都府の水害や地震などの地図情報について提供するサ
イトのこと。

もうひとつの京都
宇治茶の名産地として名高い南部地域の「お茶の京都」、かやぶきの家が立ち並
び日本の原風景を残す中部地域の「森の京都」、日本唯一の舟屋や日本三景・天
橋立があり日本海に面した北部地域の「海の京都」、清らかな竹林や歴史的文化
遺産が多く残る西南部地域の「竹の里・乙訓」からなる、京都市外のエリアのこ
と。
＜ヤ行＞ ユニバーサルデザイン
年齢、体格、能力、性別、国籍などの違いにかかわらず、全ての人が安心・安全
で利用しやすいように、建物、製品、サービスなどをデザインすることとそのプ
ロセスのこと。
＜ラ行＞ ライフデザイン
仕事だけではなく、結婚や家庭、子育て等を含めたトータルの人生設計のこと。

リダンダンシー
国土計画上では、自然災害などによる障害発生時に一部の区間の途絶や一部施設
の破壊が全体の機能不全につながらないように、予め交通ネットワークやライフ
ライン施設を多重化したり、予備の手段が用意されたりしているような性質のこ
と。

６次産業化
１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売
業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活
用した新たな付加価値を生み出し、農山漁村の所得の向上や雇用の確保を目指す
取組のこと。
＜ワ行＞ ワーク・ライフ・バランス
仕事と生活の調和のこと。（調和が実現した社会は「国民一人ひとりがやりがい
や充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な
どにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方
が選択・実現できる社会」とされている）

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西
国際マスターズゲームズ協会が４年ごとに主宰する、概ね３０歳以上のスポーツ
愛好者であれば誰もが参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会のこと。（オ
リンピックの翌年に開催され、次回、第１０回大会が２０２１年にアジアで初め
て日本（関西）で開催される）

