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あんしんカード

ひとり暮らし高齢者等の日常生活上の安全確保を図るために、災害
の発生や体調の変化等により、緊急事態が発生し、救急出動を依頼
する場合等に備え、あんしんカード又はあんしんカード（携帯版）
を作成し、玄関に設置または外出時に携帯することで、安心して暮
らせるための支援を行う。

ＮＰＯ
民間非営利組織（Non-Profit Organization)の略。営利を目的とせ
ずに地域などにおいてさまざまな社会的・公益的な活動を行ってい
る団体。

おもいやり駐車場制度

公共施設のほか、車イス使用者駐車施設が設置されている民間施設
を中心に、市がその施設管理者とおもいやり駐車場の看板設置など
の利用協定を締結し、障がい者や妊産婦などのための優先駐車ス
ペースの適正利用を推進する制度。久喜市では、平成23年10月か
らスタート。県内では川口市に次いで2番目。

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

介護支援サービス機能の要となる役割を担う者の職名を指し、ケア
マネジャーという通称が用いられている。

介護保険事業計画
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために、国の基本
指針に即して、市町村及び都道府県が定める計画をいう。計画は３
年を一期として定める。

介護保険制度
寝たきりや認知症などのような要介護状態や、家事や身支度などで
の支援が必要な要支援状態になった場合、その状況に応じた保健・
医療・福祉の総合的なサービスが受けられる制度。

介護保険相談員
高齢者及び要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者並びにその
家族の相談や苦情に対応し、介護保険制度の円滑な運営に資するた
め、訪問活動を行う相談員。

協働
市民及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任により、協力し
て公共的な課題の解決に当たることをいう。

くき元気サービス

元気な高齢者等のボランティア（協力会員）が、支援の必要な高齢
者等（利用会員）のちょっとした困りごとに対応することで、協力
会員自身の健康維持や商店街の活性化につながる、地域支え合いの
仕組みの構築を目的とした事業。協力会員への謝礼は、地元の商店
で利用できる商品券で支払われる。久喜市では社会福祉協議会が県
の補助金を活用して平成23年11月から事業を開始（県内で32番
目）。市内全域に拡大を目指している。

久喜市自治基本条例

久喜市における市政運営の基本原則を明らかにするとともに、市民
の権利及び責務並びに市政への参画及び協働に関する基本的事項を
定めることにより、協働のまちづくりを推進し、個性豊かで活力に
満ちた誰もが安全安心で暮らせる地域社会を実現することを目的と
した条例。

久喜市市民活動推進条
例

市民活動の推進に関する基本的事項を定め、協働によるまちづくり
を推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的
とした条例。

久喜市総合振興計画

久喜市が目指す将来像及び進むべき道筋を明確にし、その実現に向
け市民と行政が目標を共有し、共に取り組むための計画。「基本構
想」「基本計画」「実施計画」から構成されており、平成25年度か
ら平成34年度までの10年間を計画期間とする。

久喜市総合福祉条例
すべての市民が、安心して快適な生活を営むことができるよう、
市、市民及び事業者の責務を明文化し、健康及び福祉についての基
本的な事項を定めた条例。
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久喜市健康福祉推進委
員会

久喜市総合福祉条例による健康福祉施策の推進を図るため設置。市
長の諮問に応じ、地域福祉総合計画に関する事項について調査審議
を行うとともに、健康福祉施策の推進に係る事項について調査し市
長に必要な意見を述べる。

健康増進計画
健康増進法の規定に基づき策定。「自分の健康は自分でつくる」こ
とを基本に、すべての市民が健康で元気に暮らせることを目指した
健康づくりの目標とその実現のための方策を定めた計画。

ケアマネジメント
住みなれた地域で生活するために、多くの問題に対応し、生活の質
の向上と自立支援を目標として、公的なサービスと私的な関わりを
総合的に調整し、提供する専門的な援助技術。

健康福祉サービス
市の健康福祉施策に基づき、市又は事業者が実施する福祉、保健、
医療等に関する役務、給付その他のサービスをいう。

権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障がい者等に代
わって、援助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。

高齢者大学

市内に住居を有する60歳以上の方を対象に、久喜市生涯学習推進計
画に基づき、実際生活に即した教養の向上を図り、趣味活動や社会
参加による生きがいを高めることを目的として設置。修業年限は4
年。

高齢者福祉計画

老人福祉法の規定により、当該市域において確保すべき高齢者福祉
事業の量と目標、そのための方策及び必要な事項を定めた計画。現
在は、介護保険事業計画と一体のものとして作成することが位置づ
けられている。

こどもレディース110
番の家

子どもや女性の安全を確保するため、通学時等に体調が悪くなった
り不審者に追いかけられたりした場合に助けを求められる「こども
レディース110番の家」を設置している。

コミュニティ
居住地域を同じくする共同体のこと。通常、地域社会と訳される。
地域をより良くすることを目的として、地域及び多種多様な活動へ
の参加を通じて形成された人と人とのつながりをいう。

コミュニティ・ソー
シャルワーク

支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等の環境面を重視した援
助を行う。地域を基盤とするサービスに結びつけたり、新たなサー
ビスを開発する他、制度的な社会資源との関係を調整し、本人の力
や市民同士の支え合いを大切にして問題の発生を予防する視点を重
視する支援方法。その調整役を地域福祉推進担当者（コミュニ
ティ・ソーシャルワーカー）という。

災害時要援護者
災害時に、自力で避難することが困難な高齢者、障がい者、妊産
婦、幼児及び日本語が堪能でない外国人のことをいう。

災害時要援護者台帳
災害時要援護者として、あらかじめ地域の支援者等に対し、自身の
個人情報を提供することに同意した方を登録した台帳。

災害ボランティア
地震や水害などの自然災害が発生した時及び発生後に、被災地にお
いて復旧活動や復興活動を行うボランティア。

埼葛北障がい者生活支
援センター

身体障がい、知的障がい、精神障がいに関する相談支援を行うた
め、幸手保健所管内の３市３町（久喜市、蓮田市、幸手市、宮代
町、白岡町、杉戸町）が共同で委託している指定相談事業所。

埼玉県地域福祉支援計
画

社会福祉法第108条の規定に基づき埼玉県が策定し、市町村が策定
する「地域福祉計画」の達成を支援する。

自主防災組織
防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が自分たちの地
域は自分たちで守ろうという連帯感に基づき、自主的に結成する組
織。
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次世代育成支援行動計
画

次世代育成支援対策推進法に基づき策定。次代を担う子どもたちが
健やかに成長し、安心して子どもを生み育てることができるよう、
本市のとるべき方向性を示した計画。（後期計画：平成22年度～平
成26年度）

市民活動推進基金
市民がコミュニティを通して公共的課題を解決することを目的とし
て行う自発的かつ自主的な市民活動を推進するための基金。

市民大学

市内に住所を有する30歳以上の方に対し、久喜市生涯学習推進計画
に基づき、市民の生涯学習及びボランティア活動への理解を深め、
もってまちづくりのリーダーとなる人材を育成するため設置。修業
年限は２年。

社会的包摂（ソーシャ
ルインクルージョン）

社会から排除され孤立している人びとを、社会が当該社会の一員と
して包み支え合い自立生活を支援すること。

社会福祉法第３条

（福祉サービスの基本的理念）福祉サービスは、個人の尊厳の保持
を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やか
に育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
ればならない。

社会福祉法第１０７条

（市町村地域福祉計画）市町村が、地域福祉の推進に関する事項と
して地域福祉計画を策定することを定めたもの。次に掲げる事項を
一体的に定める。
１　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
２　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する
事項
３　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

生涯学習出前講座
この講座は、市民（10人以上の団体等）が、講座メニュー（市政・
まちづくり・福祉等）の中から学びたいものを選んで申し込むと、
市職員等が講師として会場に出向く、出前形式の講座。

障害者自立支援制度
障がいの種別（身体障がい・知的障がい・精神障がい）にかかわら
ず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるようサー
ビス利用の仕組みを一元化し施設・事業を再編した制度。

障がい者相談員
障がい者又はその家族からの相談に応じて、アドバイスや指導を
行ったり、関係機関と協力して解決にあたる職務をもち、埼玉県知
事からの委嘱を受けた障がい者本人及びその保護者。

障がい者デイケア施設
障害者福祉の分野において、在宅にありながら施設サービスが受け
られるように、昼間の間預かるサービスを実施する施設。

障がい者基本計画

障害者基本法に基づき定める計画であり、今後の障がい者施策につ
いて行政の各部門の取り組むべき施策の体系について明らかにした
もので、個々の施策を計画的に進めていくための具体的な指針とな
るべき計画。

障がい福祉計画

障害者自立支援法に基づく計画であり、障がい者基本計画の実施計
画となるもので、現在の行財政環境の中で計画的かつ効率的に障が
い者施策を展開していくための必要な事務事業を明確にし、その年
次計画を示すもの。

小地域福祉活動
住みなれた身近な地域で、近隣の地域住民同士や福祉関係者等と共
に進める福祉活動。

成年後見制度
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十
分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難な者に
ついて、その判断力を補い保護支援する制度。
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さ
行 成年後見制度利用支援

事業

市町村が行う成年後見制度利用の普及・促進のため、平成13年度に
創設された国庨補助制度。成年後見制度の申立てに要する経費（登
記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬が助成される。

団塊の世代
昭和22年～24年（1947～1949）頃の第1次ベビーブーム時代に
生まれた世代。他世代に比較して、人数が多いことからいう。

地域福祉コーディネー
ター

地域福祉の推進のために、生活課題やニーズを発見し、受け止め、
地域資源（情報・人・場所など）を結び、地域での生活を支える
ネットワークの中心となる人材。

地域防災計画

災害対策基本法に基づき、久喜市の地域に係る災害について、災害
予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画等の対応策について定
め、市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害によ
る被害を軽減し、もって市民の誰もが安全で安心して暮らすことの
できる「災害に強いまちづくり」の推進に資する。

地域包拢支援センター
地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を
行うことを目的として設けられた施設。市内には、５か所の地域包
拢支援センターが設置されている。

出前講座（久喜市社
協）

市民等が主催する集会等に社協職員が出向き、地域福祉・介護や介
護予防・ボランティア等、住民の福祉の向上に関することなどにつ
いて、専門知識・技能を生かした講義や実技を行う。

ＤＶ（ドメスティッ
ク・バイオレンス）

夫や恋人・交際相手等、親密な関係にある男性から女性に対する暴
力。身体に対する暴力やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言
動のこと。

特別支援学校

知的障がい、肢体不自由などのある子どもに対して、幼稚園、小学
校、中学校または高等学校に準じた教育を行いうとともに、障がい
による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な
知識技能を身につけられることを目的に教育を行う学校。

ニーズ
本人や家族が援助して欲しいと望んでいるものや、生活上等で困っ
ているもの。また、専門的な見地から援助が必要と思われるもの。

日常生活自立支援事業

知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者等のうち判断能力が不
十分な者を対象に、社会福祉協議会が、本人又は代理人と契約を締
結した上で、福祉サービスの利用・援助やそれに付随した金銭管理
などを行う。

認知症サポーター養成
講座

地域において認知症の人やその家族が安心して暮らせるよう、認知
症を正しく理解し認知症の人やその家族を支える認知症サポーター
を養成する講座。

ノーマライゼーション
障がい者を特別視するのではなく、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ノーマル
であるという考え。

ハザードマップ
自然災害（洪水、地震等）による被害を予測し、その被害範囲を地
図化したもの。予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲及び被
害程度、避難場所などの情報が地図上に図示されている。

バリアフリー

公共の建築物や道路、個人の住宅等において、段差の解消や手すり
の設置等、高齢者や障がい者の利用にも配慮した設計にすることを
いう。また、障がい者に対する差別意識等の内面的な障壁を取り除
くこともバリアフリーと捉えられている。

福祉オンブズパーソ
ン

市又は事業者が実施する健康福祉サービスに関する苦情等を公正か
つ中立な立場で迅速かつ適切に処理することにより、市民の権利及
び利益を擁護し、健康福祉サービスに対する市民の信頼性を高め、
健康福祉サービスの一層の充実を図ることを目的として設置。
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福祉基金
社会福祉事業に充てるため、基金設置の趣旨に賛同する個人及び各
種団体からの寄付金・補助金及び事業収益を、目標額を定めて積み
立てたもの。

福祉有償運送
移動が困難な方が外出する際、単独では公共交通手段の利用が難し
い方に対する運転ボランティア等による送迎。

ふれあい・いきいきサ
ロン

地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画を
し、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動。

ふれあい食事サービス
ひとり暮らし高齢者等の孤立感の解消や安否確認、交流の機会をつ
くるため、ボランティアと協働して配食型サービスや給食型サービ
スを提供する。

ふれあい電話サービス

ひとり暮らしや介護者など人と話をする機会が尐ない方や孤独にな
りがちな方に、定期的にボランティアが電話をかけ、日常生活のこ
とや心配ごと、悩みなどを聞きながら見守りを行っている。また、
必要に応じ、直接訪問や関係機関へつないでいる。

放課後子ども教室

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、安全・安心な子ど
もの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子ども
たちに勉強やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の
機会を提供する。

防災行政無線情報メー
ル

災害発生に関する情報等、防災行政無線の放送内容を電子メールで
配信するサービス。あらかじめ登録することでメール配信を受けら
れる。

防災行政無線
市が防災行政のために設置・運用する防災無線。防災行政無線で
は、1日１回の定時放送のほか、地震発生のお知らせ、建物火災の
発生、行方不明者のお知らせなどを放送している。

ボランティアセンター
ボランティア活動を支援するために設置されている機関。ボラン
ティア参加の啓発やきっかけづくり・活動の支援や基盤整備のほ
か、プログラムの開発やボランティア相談機能がある。

ボランティアコーディ
ネーター

ボランティアを行いたい人とボランティアの支援を受けたい人又は
組織などをつなぐ役割をもった専門職のこと。

ま
行

民生委員・児童委員

民生委員法に基づき、各市町村の区域に置かれる民間奉仕者。都道
府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。常に住民の立場に
立って相談に応じ必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めると規
定されている。

や
行 ユニバーサルデザイン

年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの
人が利用可能になるように配慮されたデザインや設計。

わ
行 ワークショップ

参加者がプログラムの中で積極的にいろいろな役割を体験しながら
主体的に学習していく社会福祉援助技術。

は
行


