
■用語の解説
用　　　語 解　　　説

アイヌ 　「アイヌ」とは、アイヌ語で「カムイ｣(神々、自然)に対する「人間」
という意味。平成20年(2008年)6月6日、衆参両院で「アイヌ民族を先住
民族とすることを求める決議」が採択され、政府は、アイヌ政策の総合
的な企画・立案・推進に取り組んでいる。また、アイヌの人々に対する
理解が十分ではないため、就職や結婚などにおいて偏見や差別が依然と
して存在しているといわれている。

一般対策 対象地域や対象者を限定して適用する施策である「特別対策」に対し
て、対象地域や対象者を限定しない施策を「一般対策」という。
（同和問題に関しては、同和対策事業特別措置法以来、特別対策が行わ
れてきた。）

医療安全支援センター 医療法に基づき各都道府県等が設置するセンターで、患者からの医療
に関する苦情や相談に対応するとともに、寄せられた情報を医療機関へ
情報提供することにより、医療の安全および医療に対する信頼の向上を
目的とする機関。

インフォームド・コン
セント

患者が医療行為の内容について医師等から十分な説明を受け、納得の
上で同意すること。

エイズ 後天性免疫不全症候群(ＡＩＤＳ)。原因となるヒト免疫不全ウイルス
(ＨＩＶ)が、ヒトに感染した結果、主に病原体の侵入から生体を守って
いる免疫系が傷害されて免疫不全状態となり、重症の日和見感染症を合
併したりする病気。

えせ同和行為 同和問題を口実にして企業や官公署などに不当な利益や義務のないこ
とを求める行為。

えせ同和行為防止滋賀
県民会議

同和問題解決の大きな阻害要因であるえせ同和行為を排除することに
より、人権が尊重される豊かな社会の形成に寄与することを目的に平成
21年(2009年)11月30日に27団体、3機関の参加を得て設立された。

ＮＰＯ 　Non Profit Organizationの略称。民間非営利組織。政府や私企業とは
独立した存在として、地域の諸課題の解決などを目的に公共的・社会的
な公益事業を行う組織・団体をいう。

ＮＧＯ 　Non Governmental Organizationの略称。もともと国連憲章の中で使わ
れている言葉で非政府組織と訳される。基本的にはＮＰＯと同じである
が、政府との違いを強調したり、国境を越えて活動する団体を示したり
する場合に使用されることが多い。

エンパワーメント 「力をつけること」の意で、一人ひとりが社会の一員としての自覚と
能力を高め、政治的、経済的、社会的、文化的に力を持った存在になる
ことをいう。

淡海子ども・若者プラ
ン

　子どもが生まれる前から自立するまでの子ども・若者育成支援施策を
総合的かつ計画的に推進していくための中期的な計画として平成22年
(2010年)3月に策定。なお、本プランは次世代育成支援対策推進法に基づ
く「都道府県行動計画」、母子及び寡婦福祉法に基づく「母子家庭及び
寡婦自立促進計画」、子ども・若者育成支援推進法に基づく「都道府県
子ども・若者計画」という三つの位置づけをあわせ持つ。

オレンジリボン 平成16年(2004年)9月、栃木県小山市で起きた二人の幼い兄弟が虐待の
末、橋の上から川に投げ入れられ、亡くなるという悲惨な事件がきっか
けとなって、小山市の市民団体が、児童虐待防止をめざして平成17年
(2005年)からオレンジリボンによる啓発活動を始めた。現在では、この
運動に対して国も後援するなど、全国的に子どもを虐待から守るメッ
セージリボンとして広がっている。

介護サービス情報の公
表

介護サービス事業者のサービス内容や運営状況に関する情報を公表す
ることにより、利用者のサービス選択を支援することを目的とする制
度。

介護保険施設 介護保険法による施設サービスを行う施設。指定介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の３施設をいう。

　あ行

　か行
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用　　　語 解　　　説

ガイドヘルパー 障害者ホームヘルプ事業の一環として視覚障害のある人や脳性まひな
どによる全身性障害のある人、重度の知的障害のある人等の外出時の付
き添いを専門に行うヘルパー。

家族の再統合 子どもが保護者から虐待を受けた場合、必要に応じて、子どもを保護
者から一時的に引き離すことになるが、保護者と生活することが子ども
の最善の利益につながる場合、保護者が虐待の事実と真剣に向き合い、
再び子どもとともに生活することができるようにすること。

肝炎 （ウイルス性肝炎）ウイルス性肝炎はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ型などの肝炎
ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気のこと。特にＢ型、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染すると慢性の肝臓病を引き起こす原因となる。

企業内同和問題研修啓
発推進班
企業内同和問題研修啓
発推進班員制度

企業関係者が、同和問題についての正しい理解と認識を深め、企業の
果たすべき役割についての自覚と実践が図られるよう企業内同和問題に
ついての啓発を推進し、差別のない明るい職場づくりと就職の機会均等
に基づく適正な採用、選考が行われることを目的として、滋賀県で設置
された組織およびその制度。

クオリティー・オブ・
ライフ

生活の質的向上をいい、医療現場においては、患者や家族の人生観や
価値判断を優先させ、生命、生活、人生の質的内容を重く見ていこうと
する考え方。

グローバル化 資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じ
た商品・サービスの取引や海外への投資が増大することによって世界に
おける経済的な結びつきが深まること。

健康しが推進プラン 　県民の健康の推進に関する施策についての総合的な計画として平成13
年(2001年)3月策定。平成20年(2008年)3月に改定。

高次脳機能障害 交通事故等による頭部外傷や脳血管障害等により、記憶力、注意力、
知能、情報処理能力などの低下が生じる高次の脳機能の障害。

固定的な性別役割分担
意識

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当で
あるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定
的に分けることをいう。
「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等
は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例。

子ども家庭相談セン
ター

非行や虐待、障害など、18歳未満の子どもや家庭、妊産婦の福祉に関
する相談の対応、助言指導を行う県の機関。また、市町間の連絡調整や
情報提供、個別ケースについて、市町への技術的援助や助言を行うほ
か、市町において対応困難なケースについては、立入調査、一時保護、
判定、施設入所措置などの方法を活用し、子どもや保護者に対する専門
的な支援を行う。

子ども・子育て応援セ
ンター(愛称：こころん
だいやる)

滋賀県子ども条例に基づき、平成18年(2006年)6月に開設。子どもや子
育てに関する電話相談を行っている。

子どもの権利条約 子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約。前文
と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な
権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。
1989年の第44回国連総会において採択され、1990年発効。日本は1994年
に批准。

子どもの権利ノート 児童養護施設等で暮らしている子どもに、「子どもの権利の存在を知
らせ、権利の行使が保障されていること」を伝えるためのノート。全国
のほとんどの自治体において作成されており、滋賀県においても平成17
年度(2005年度)に滋賀県児童養護施設協議会の協力を得て作成し、平成
18年度(2006年度)から児童養護施設等のすべての子どもに配布してい
る。

子どもの権利擁護委員
会

平成14年(2000年)12月に設置した弁護士、臨床心理士、学識経験者な
どで構成する委員会。正式には「滋賀県児童養護施設等の子ども権利擁
護委員会」という。年１回、全児童養護施設等を訪問し、実地調査や職
員および子どもとの意見交換を行った後、子どもの権利擁護について評
価するとともに、必要な助言指導を行う。
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用　　　語 解　　　説

今後の同和行政に関す
る基本方針

　本県におけるこれまでの四半世紀にわたる取組の成果と反省のもとに
検討を加え、同和行政を推進する基本方針として平成9年(1997年)6月に
策定。平成12年(2000年)3月に改正。

滋賀県子ども条例 子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、子どもを安心して
育てることができる環境づくり(育ち・育てる環境づくり)のための施策
を総合的かつ計画的に推進し、すべての子どもを健やかにはぐくむ社会
の実現に寄与することを目的に制定。県、保護者(家庭)、県民(地域社
会)、育ち学ぶ施設(学校、児童福祉施設)それぞれの責務を明らかにする
とともに、県の施策の基本となる事項を定めている。平成18年(2006年)4
月1日施行。

滋賀県児童虐待防止計
画

　県、市町、関係機関・団体および県民との連携のもとに、児童虐待の
未然防止から早期発見・対応、子どもの保護・ケア、親子関係の修復・
家庭復帰、子どもの自立支援までの切れ目のない総合的な支援を推進す
るため、滋賀県子ども条例に基づき、平成19年(2007年)6月に策定。平成
22年（2011年)3月に全面改定。

滋賀県人権啓発活動
ネットワーク協議会

人権啓発活動に関わる機関等が連携・協力関係を確立し、県内におけ
る各種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的に設置。
現在は、大津地方法務局、滋賀県人権擁護委員連合会、滋賀県、大津
市、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会で構成している。

滋賀県人権施策基本方
針

人権が尊重される社会づくりに関する施策の総合的な推進を図るため
の基本となる方針として、滋賀県人権尊重の社会づくり条例第4条に基づ
き、平成15年(2003年)3月に策定。人権の基本理念、基本施策、分野別施
策等を示している。

滋賀県人権施策推進審
議会

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として平
成13年(2005年)に設置される。
人権施策基本方針に関する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応

じ、人権が尊重される社会づくりに関する事項について調査審議する。

滋賀県人権施策推進本
部

人権が尊重される社会の実現をめざし、人権が尊重される社会づくり
に関する施策について、有機的な連携を図りつつ、総合的かつ効果的に
推進するため、平成13年(2001年)4月に知事を本部長として設置。

(公財)滋賀県人権セン
ター

滋賀県における同和問題をはじめとする人権問題解決のための啓発、
教育、相談等および社会的、経済的または文化的な課題を有する人々の
支援等の事業を行うことにより、すべての人の人権が尊重される豊かな
社会の実現に資することを目的に設置されている。

滋賀県人権相談ネット
ワーク協議会

県内に所在する人権に関する相談にかかわる機関等が連携・協力関係
を確立し、県民からの人権に関する相談に対して総合的かつ効果的に対
応することを目的として、平成16年(2004年)2月に設立された。

滋賀県人権尊重の社会
づくり条例

すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に寄与することを目
的として、人権尊重の社会づくりの主体である県と県民および事業者の
責務や人権施策の推進に当たっての基本となる事項を定めた条例。平成
13年(2001年)4月1日施行。

滋賀県多文化共生推進
プラン

　多文化共生社会の形成を推進するための施策を、計画的かつ総合的に
展開するための中期計画として、平成22年(2010年)4月に策定。

滋賀県男女共同参画計
画

　男女共同参画社会基本法および滋賀県男女共同参画推進条例に基づ
き、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための計画とし
て、平成15年(2003年)3月に「滋賀県男女共同参画計画～パートナーしが
２０１０プラン(改訂版)～」を策定。その後、平成20年(2008年)2月に改
定、平成23年(2011年)3月に「新パートナーしがプラン」を策定。

滋賀県配偶者からの暴
力の防止および被害者
の保護に関する基本計
画

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律および国の基
本指針(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する
基本的な方針)に基づき、県において、ＤＶ防止と被害者の適切な保護お
よび自立支援を総合的に推進するため、平成19年(2007年)2月に策定した
基本計画。平成23年(2011年)3月に全面改定。

滋賀県犯罪被害者支援
施策の取組指針

　国との適切な役割分担を踏まえながら、犯罪被害者に対する支援施策
を推進していくための取組指針として平成19年(2007年)10月に策定。

　さ行
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用　　　語 解　　　説

滋賀県保健医療計画 　県における良質かつ適切な保健医療を効率的に提供する体制を確保す
るための基本計画。現計画は平成20年(2008年)3月改定。

自己評価 事業者自らが提供するサービスについて、評価基準を用いて評価を行
い、不十分な項目を改善することにより、サービスの質を高めていく取
組。

自尊感情 　長所も短所も含めて自分自身をかけがえのない存在と感じること。

社会教育主事 都道府県および市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で
社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担
う。

障害者福祉しがプラン 　障害者福祉の基本的な方向を定める基本計画と、数値目標や各事業量
を設定した障害福祉サービスの推進に関する実施計画を一体化し、障害
者施策を総合的に推進するための計画として平成19年(2007年)3月に策
定。平成21年(2009年)3月改訂。

小規模住居型児童養育
事業(ファミリーホー
ム)

複数の要保護児童を、養育者の自宅において、養育者と複数の職員が
家庭的な環境のもとで養育する事業で、平成21年度(2009年度)に法制化
された。

人権意識高揚のための
教育・啓発基本計画

人権施策基本方針に掲げる基本施策の１つである、人権意識高揚のた
めの教育・啓発について、施策の具体的な目標や方策を体系的に示し、
その総合的、計画的な推進を図るために平成16年(2004年)3月に策定され
た計画。

人権教育・啓発に関す
る基本計画

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）第
7条の規定に基づき、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため、平成14年(2002年)3月に国が策定した計画。

人権に関する県民意識
調査

　県民の人権に関する考え方や、県民が求めている施策の方向性等を把
握し、今後の人権に関する施策を推進する上での基礎資料とすることを
目的として実施。前回調査は平成18年度(2006年度）に実施。

人権の基本理念 　人権施策基本方針では、人権の基本理念について次の５つの視点から
述べている。
①人権の普遍性・日常性(人権はすべての人間に関わる普遍性と、身近な
ものであるという日常性を有する。)、②人権の平等性(人権はすべての
人間に対して同じように保障されなければならない。)、③個人の尊重
(人権は一人ひとりの個人の尊重に根差すものでなければならない。)、
④多元社会と共生(多様性が承認され、県民が共生していくことが必要で
ある。)、⑤人権の義務的性格(人権が尊重される社会づくりの最終的な
責務は私たち一人ひとりにある。また、個人の人権の行使には他の個人
の人権の尊重という制約を伴う。)

人権擁護委員(制度) 地域において、自由人権思想の普及高揚を図るとともに、人権侵害が
起きないよう監視し、人権を擁護する目的で設けられた制度。委員は市
町村長からの推薦により法務大臣が委嘱する。

人権擁護推進員(制度) 滋賀県では、国の人権擁護委員の活動に協力する制度として、人権擁
護推進員が各市町に設置されており、地域社会に根ざした人権擁護活動
を推進している。

人財 常用漢字では「人材」であるが、健康福祉サービスではこれを支える
「人」こそが「宝(財)」であることから、「レイカディア滋賀プラン」
において「人財」という造語を用いることとしている。

身体障害者補助犬 補助犬とは、(1)目の不自由な人を導く盲導犬、(2)体の不自由な人の
身の回りの世話をする介助犬、(3)耳に障害を持つ人を導く聴導犬の３種
類をいう。平成14年(2002年)10月より「身体障害者補助犬法」が施行さ
れ、国や自治体が管理する施設や、電車、バスなどの公共交通機関にお
いて、さらに平成15年(2003年)10月からはホテルやレストラン、デパー
トなどの不特定多数が利用する民間施設について補助犬を同伴すること
が可能になった。

ストーカー行為 特定の者に対し一方的に好意の感情や関心を抱き、執念深くつきまと
い、相手に迷惑や攻撃や被害を与える行為を繰り返し行うことをいう。
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青少年インターネット
環境整備法
（正式名称）
「青少年が安全に安心
してインターネットを
利用できる環境の整備
等に関する法律」

青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を
講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の
向上および利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少
年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ず
ることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよ
うにして、青少年の権利の擁護に資することを目的として制定された法
律。（平成20年法律第79号）

性的指向 人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいう。具体
的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性
愛、男女両方に向かう両性愛をさす。

成年後見制度 判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害のある人、精神障
害のある人等)を保護するための制度。平成11年(1999年)12月の民法改正
により、禁治産・準禁治産制度から、各人の多様な判断能力および保護
の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする補助・保
佐・後見の制度に改められた。平成12年(2000年)4月施行。

セクシュアル・ハラス
メント

「性的いやがらせ」のことで、性的なうわさを流す、身体への不必要
な接触や性的関係の強要など、相手の気持ちに反した、性的な性質の言
葉や行いが含まれる。

第三者評価 事業者が自己評価で点検した評価項目について、第三者の評価機関が
サービスの再点検、再評価を行い、サービス向上のための助言や提言を
行うとともに、その結果を公表することにより、利用者のサービス選択
に役立つ情報を提供する仕組み。
　第三者評価を受けるかどうかは事業者の判断に委ねられている。

地域から医療福祉を考
える懇話会

地域の医療福祉を守り育てる取組を推進することを目的として、医療
福祉提供者や地域住民がともに参加し、医療福祉ビジョンなどを検討。

地域ケア 高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を続けられるよ
う、介護サービスや医療サービスなど、多様な支援を地域において提供
すること。

地域小規模児童養護施
設

児童養護施設を運営している法人の支援のもと、地域の民間住宅など
を活用して、要保護児童を養護する定員６名の施設。

地域生活定着支援セン
ター

高齢または障害を有することにより、刑務所、少年刑務所、拘置所お
よび少年院から出所・出院した後、自立した生活を営むことが困難と認
められる者に対して、保護観察所と協働して、出所後直ちに福祉サービ
ス等を利用できるようにするための支援を行う機関。

地域総合センター（隣
保館等）

社会福祉法に規定する隣保事業(第２種社会福祉事業)を実施する隣保
館および隣保館のない地域において隣保事業を実施する教育集会所を滋
賀県では地域総合センターと位置づけている。

地域福祉権利擁護事業
(日常生活自立支援事
業)

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な者
が、自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助等を行う事
業。

定住者 　法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認
める者(インドシナ難民、条約難民、日系３世、外国人配偶者の実子な
ど)。

同和対策事業特別措置
法

歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域
について、国及び地方公共団体が協力して行う同和対策事業の目標を明
らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別な措置を講
ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及
び福祉の向上等に寄与することを目的に制定された法律。（昭和44年法
律第60号）

ドメスティック・バイ
オレンス

夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力をいい、身体的暴力
だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力なども含まれる。

　た行
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難病 昭和47年(1972年)に厚生省の定めた「難病対策要綱」によれば、①原
因不明、治療法未確立、後遺症を残すおそれの少なくない疾病、②経過
が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要
するため家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病とされて
いる。

難病相談・支援セン
ター

　地域で生活する難病患者等に対し、日常生活における相談・支援、地
域交流活動の促進および就労支援などの相談を行い、難病患者や家族の
支援を一層推進するため県の事業として設置している。

ニート ニ ー ト ( Ｎ Ｅ Ｅ Ｔ ) と は 、 Not in Education,Employment or
Training(就学、就労、職業訓練のいずれも行っていない若者)の略。厚
生労働省の定義では、15～34歳の非労働力人口のうち、通学も家事もし

な 者二次保健医療圏 保健医療圏は、保健サービスや医療の水準ごとに設定した圏域。二次
保健医療圏は、入院医療(高度・特殊な医療サービスを除く｡)に対応する
ための圏域で、保健所行政区域を単位とした７つの圏域を設定。

21世紀淡海子ども未来
会議

愛称は「Ｊ２１(ジェイ２１)」。公募により選ばれた小学校４年生か
ら中学校３年生までの子ども議員で構成されている。子ども議員が、身
近な地域の問題に目を向け、さまざまな活動を体験しながら自分で考え
行動する力を身につけ、その集大成として「子ども県議会」において、
県政に対する質問や提案を行う。

ノーマライゼーション 障害者等の社会的に不利を負いやすい人々を特別に区別するのではな
く、当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の
人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方。

働き・暮らし応援セン
ター

就業に向けた支援を行う「雇用支援ワーカー」、日常生活支援を行う
「生活支援ワーカー」に加え、就職先を開拓する「職場開拓員」、就労
後のフォローや実習支援などを行う「就労サポーター」を配置し、生活
から就労に至る一体的・総合的な支援を行う機関。

ハラスメント 　人を悩ますこと。優越した地位や立場を利用した嫌がらせ。

バリアフリー 日常生活や社会生活を営む上での障壁(バリア)をなくすこと。ここで
は、高齢者や障害者等の日常の生活行動の上での制約をできる限り排除
するため、身体機能の低下や障害等に配慮した設計・仕様のこと。住宅
では、床の段差の解消、手すりの設置等がある。

パワーハラスメント 　上司の部下に対する行き過ぎた指導、叱責、罵倒など、職権や利権な
どの見えない力を利用し、本人の人格や尊厳を傷つけるような言動や行
為を行い、本来の業務における責任を逸脱するような要求を行うこと。
　内容によっては、名誉毀損や傷害罪等、刑法等に触れる犯罪となるこ
ともある。また、会社には快適な職場環境を整える義務があることか
ら、会社の責任を問われる場合がある。

ハンセン病 らい菌によって引き起こされる感染症。らい菌の感染力は極めて弱
く、また治療法が確立した現在では、早期発見と早期治療により確実に
治療できるようになった。

フィールドワーク 　学習テーマに基づいて、学習者自らが現地に出かけて行き、調査や聞
き取りを行うことにより、学習者の問題意識や主体的な参加を引き出す
ことができる手法。

フィルタリング インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、子
どもに見せたくない有害な情報の閲覧をできなくするプログラムやサー
ビスをいう。

ポジティブ・アクショ
ン(積極的改善措置)

さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善
するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に
参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施
していくもの。

ユニバーサルデザイン 年齢、性別、障害の有無等に関わらず、すべての人が、またどのよう
な状態のときでも利用可能なように、はじめから考えて計画し、実施す
るとともに、その後もさらに良いものに変えていこうという考え方。

　な行

　は行

　や行
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要保護児童対策地域協
議会

児童福祉法に基づく協議会で、市町において、福祉、保健、医療、教
育、警察など関係機関がチームになって、児童虐待の未然防止、早期発
見・早期対応、保護、支援の内容に関する協議、調整を行う組織。代表
者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三層構造になっている。構
成機関に守秘義務が課せられるため情報共有が密になるとともに、市町
長が運営の中核となる調整機関や構成員などを公示することにより責任
のある実施体制の確保が期待できる。

レイカディア滋賀プラ
ン

　レイカディア構想の実現に向けた政策指針(基本的な考え方)と法定計
画である滋賀県高齢者福祉計画および滋賀県介護保険事業支援計画を一
体化した、高齢者施策に関する総合的な計画として平成18年(2006年)3月
に策定。平成21年(2009年)3月に改定。
　レイカディアとは、レイク(湖)とアルカディア(古代ギリシャ奥地の景
勝理想郷)の合成語で「湖の理想郷」を意味する、滋賀県でつくった言
葉。

レスパイト入院 在宅療養をしている患者が、その家族など介護者の休息のため、一時
的に医療機関へ入院すること。レスパイトとは休息の意味。

ワーク・ライフ・バラ
ンス(仕事と生活の調
和)

　男女がともに、人生の段階に応じて、仕事、家庭生活、地域生活、個
人の自己啓発など、さまざまな活動について、自らの希望に沿った形で
バランスを取りながら展開できる状態のこと。

　わ行

　ら行
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