
【保健福祉部　長寿支援課】

要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市地域密着型サービス事業者等指
導実施要綱

平成22年7月29日 地域密着型サービス事業者等の指導について定めるもの 指導

桐生市地域密着型サービス事業者等監
査実施要綱

平成22年7月29日 地域密着型サービス事業者等の監査について定めるもの 指導

桐生市高齢者住宅改造補修費補助金受
領委任払実施要綱

平成22年4月1日 住宅改造補修費補助金の受領委任払いについて定めるもの 事務処理

桐生市緊急通報装置貸与事業実施要綱 平成12年4月1日 ひとり暮らし高齢者等への緊急通報装置の貸与について定めるもの 事務処理

桐生市「食」の自立支援事業実施要綱 平成15年4月1日 高齢者のみの世帯等への配食サービスについて定めるもの 事務処理

桐生市成年後見制度に係る市長による
審判の請求手続等に関する要綱

平成15年7月1日 市長が成年後見制度の審判請求を行う場合の手続等を定めるもの 事務処理

桐生市高齢者地域安心相談体制整備事
業実施要綱

平成18年4月1日
高齢者の日常生活の中での不安や心配事に対する相談体制の整備に
ついて定めるもの

事務処理

緊急通報装置安心ネットワーク事業実
施要領

平成18年4月1日 緊急通報装置の安定運用を図るために必要な事項を定めるもの 事務処理

桐生市地域生活管理指導短期宿泊事業
実施要綱

平成18年4月1日
在宅高齢者の健康維持のため、短期宿泊事業を行うことについて定
めるもの

事務処理

要　綱　の　あ　ら　ま　し　（平成28年4月1日現在）
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市介護予防事業実施要綱 平成18年4月1日
高齢者が要介護状態等にならないように、介護予防事業を実施する
ことについて定めるもの

事務処理

桐生市高齢者在宅福祉サービス調整事
業実施要綱

平成21年4月1日
在宅高齢者とその家族等が安心し、健康で安全に地域社会で自立し
た生活が送ることができるよう、緊急通報装置の貸与及び日常生活
用具の給付等について定めるもの

事務処理

桐生市高齢者世話付住宅(シルバーハウ
ジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成22年4月1日
高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者に対する
生活援助員派遣について定めるもの

事務処理

桐生市高齢者世話付住宅(シルバーハウ
ジング)生活相談室等管理要領

平成21年9月1日
高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)内の生活相談室等の管理に
ついて定めるもの

事務処理

桐生市高齢者施策推進協議会委員に関
する公募実施要綱

平成17年4月1日
桐生市高齢者施策推進協議会委員のうち公募による委員の選出方法
について定めるもの

事務処理

桐生市高齢者介護サポーター事業実施
要綱

平成22年4月1日
高齢者が介護サポーター活動を通して地域貢献することを奨励し、
高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するための事業
を実施することについて定めるもの

事務処理

桐生市介護保険第1号被保険者保険料の
徴収猶予及び減免に関する要綱

平成12年9月1日 第１号被保険者介護保険料の徴収猶予及び減免について定めるもの 事務処理

要介護認定調査業務委託に関する要領 平成12年4月1日
要介護認定等に係る調査の指定居宅介護支援事業者等への委託につ
いて定めるもの

事務処理

桐生市介護保険高額介護サービス費委
任払実施要綱

平成12年4月1日
介護保険高額介護サービス費の委任払いを実施することついて定め
るもの

事務処理

桐生市要介護認定者の障害者控除対象
者の認定に関する要領

平成14年10月1日
要介護認定者が所得税及び市県民税の控除を受けるための障害者控
除対象者の認定について定めるもの

事務処理

桐生市介護保険のおむつに係る費用の
医療費控除の確認に関する要領

平成15年2月1日 おむつに係る費用の医療費控除の要件の確認について定めるもの 事務処理
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市居宅介護住宅改修費及び介護予
防住宅改修費受領委任払実施要綱

平成21年8月1日
居宅介護住宅改修費及び居宅介護予防住宅改修費の委任払いについ
て定めるもの

事務処理

桐生市特定福祉用具購入費及び特定介
護予防福祉用具購入費受領委任払実施
要綱

平成21年8月1日
特定福祉用具購入費及び特定介護予防福祉用具購入費の委任払につ
いて定めるもの

事務処理

桐生市シルバー人材センター事業費補
助金交付要綱

平成13年4月1日
高齢者の就業機会の創出及び高齢者の能力を活かした地域社会づく
りを推進するため、桐生市シルバー人材センターに対して補助金を
交付することについて定めるもの

補助助成

桐生市老人クラブ事業費補助金交付要
綱

平成13年4月1日
老人福祉の向上、生きがい及び健康の増進を図るため、老人クラブ
に対して補助金を交付することについて定めるもの

補助助成

桐生市高齢者住宅改造補修費補助金交
付要綱

平成12年4月1日
高齢者に住みよい生活環境の改善を図るため、居住する住宅を改造
又は補修する高齢者に補助金を交付することについて定めるもの

補助助成

桐生市地域密着型認知症対応型共同生
活介護施設整備費補助金交付要綱

平成24年9月20日
地域密着型認知症対応型共同生活介護施設の整備に対して補助金を
交付することについて定めるもの

補助助成

桐生市認知症高齢者等福祉サービス利
用支援事業に係る住民税非課税世帯の
者に対する利用料助成事業補助金交付
要綱

平成14年4月1日
桐生市社会福祉協議会が実施する住民税非課税世帯の者に対する認
知症高齢者等福祉施設サービス利用料助成事業に対して補助を公布
することについて定めるもの

補助助成

桐生市介護用車両購入費補助事業実施
要綱

平成10年4月1日
車いすを使用している要介護者又は身体障害者及びその家族が購入
する車両を介護用仕様に改造するための経費補助について定めるも
の

補助助成

桐生市ひとり暮らし高齢者無料入浴
サービス実施要綱

昭和49年4月1日
ひとり暮らし高齢者への無料入浴サービス利用券の支給について定
めるもの

補助助成

桐生市在宅ねたきり老人等介護慰労金
支給要綱

昭和55年4月1日 ねたきり老人等介護慰労金の支給について定めるもの 補助助成
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市在宅ねたきり高齢者調髪サービ
ス事業実施要綱

昭和48年4月1日
在宅のねたきり高齢者等への調髪サービス券の支給について定める
もの

補助助成

桐生市在宅ねたきり高齢者紙おむつ等
支給事業実施要綱

平成17年6月13日 在宅のねたきり高齢者等への紙おむつ券の支給について定めるもの 補助助成

桐生市高齢者鍼灸マッサージサービス
施術料助成事業実施要綱

平成4年4月1日
70歳以上の高齢者に対するマッサージ施術料の助成について定める
もの

補助助成

桐生市在宅高齢者日常生活用具給付等
事業実施要綱

平成13年4月1日
防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等への日常生活用具給付
等について定めるもの

補助助成

桐生市徘徊高齢者探索システム事業実
施要綱

平成14年4月1日
認知症による徘徊高齢者を介護する家族への位置情報提供サービス
費用助成について定めるもの

補助助成

桐生市認知症高齢者等成年後見制度利
用支援事業実施要綱

平成15年7月1日
認知症高齢者等の福祉の向上に資することを目的として成年後見制
度利用の助成を行うことについて定めるもの

補助助成

桐生市高齢者福祉施設管理運営事業補
助金交付要綱

平成18年4月1日 長寿センター等の高齢者福祉施設の運営費補助について定めるもの 補助助成

桐生市介護保険住宅改修支援事業に関
する実施要綱

平成20年10月1日
介護保険法施行規則に基づく住宅改修に必要な住宅改修理由書作成
の助成について定めるもの

補助助成

桐生市認知症対応型共同生活介護設置
候補者選定要綱

平成18年6月29日 認知症対応型共同生活介護の設置候補者の選定について定めるもの 補助助成

桐生市訪問介護利用者負担助成事業実
施要綱

平成17年6月1日
介護保険法に規定する訪問介護の利用者に対し、利用者負担額の一
部を助成することについて定めるもの

補助助成

社会福祉法人による介護保険サービス
に係る利用者負担の軽減に関する助成
要綱

平成12年9月8日
社会福祉法人による低所得者に対しての利用者負担軽減の取扱い
と、軽減を行なった社会福祉法人への軽減額の助成について定める
もの

補助助成
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市高齢者施策推進協議会設置運営
要綱

平成14年4月1日
高齢者保健福祉計画の進行管理と見直しをするため、協議会を設置
するもの

組織運営

桐生市高齢者福祉施設建設等検討委員
会設置要領

平成10年1月1日
高齢者福祉施設の建設等に関して検討するため、検討委員会を設置
するもの

組織運営

桐生市福祉事務所老人ホーム入所判定
委員会要綱

昭和59年12月26日
老人ホームの入所措置の適正な処理をするため、判定委員会を設置
するもの

組織運営

桐生市地域包括支援センター運営事業
実施要綱

平成21年4月1日 地域包括支援センターの運営に関して必要な事項を定めるもの 組織運営

桐生市地域包括支援センター運営協議
会設置要綱

平成18年4月1日
地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため運営協議会
を設置するもの

組織運営

桐生市地域包括支援センター業務等委
託先事業者選定委員会設置要綱

平成20年8月1日
地域包括支援センターを設置しようとする事業者を公正かつ適正に
選考するための組織を設置するもの

組織運営

桐生市地域包括ケアシステム構築検討
委員会の設置及び運営に関する要綱

平成27年10月1日
地域包括ケアシステムの構築に向けて必要な事項を検討するため、
検討委員会を設置するもの

組織運営

桐生市地域密着型サービス運営委員会
設置要綱

平成18年5月24日
地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、運営委員会を設
置するもの

組織運営

桐生市介護保険料等徴収嘱託員設置要
綱

平成23年4月1日
介護保険料の徴収及び収納等の事務の円滑な運営を図るための介護
保険料等徴収嘱託員の設置について定めるもの

組織運営

桐生市介護認定調査嘱託員設置要綱 平成23年4月1日
介護保険認定調査事務の効率的運営を図るための介護認定調査徴収
嘱託員の設置について定めるもの

組織運営

桐生市認知症等高齢者見守りSOSネット
ワーク事業実施要綱

平成24年4月1日
徘徊(はいかい)のおそれのある認知症等高齢者が行方不明になった
場合の関係機関の支援体制を構築するもの

組織運営
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市社会福祉法人設立認可等審査委
員会設置要綱

平成25年4月1日
社会福祉法人の設立認可事務及び法人の適正な運営を確保するため
の庁内組織を設置するもの

組織運営

桐生市介護保険認定関係情報開示要領 平成27年4月1日
介護保険の要介護認定及び要支援認定に係る個人情報の開示の請求
があった場合の取扱いについて定めるもの

事務処理

桐生市臨時福祉給付金支給事業実施要
綱

平成27年8月1日
国の平成27年度臨時福祉給付金支給要領に基づき実施する平成27年
度の臨時福祉給付金支給事業について定めるもの

補助助成

桐生市低所得の高齢者向けの年金生活
者等支援臨時福祉給付金支給事業実施
要綱

平成28年3月16日
国の低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給要
領に基づき実施する低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福
祉給付金支給事業について定めるもの

補助助成

桐生市介護予防・日常生活支援総合事
業実施要綱

平成28年4月1日
要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを
目的として実施する介護予防・日常生活支援総合事業について定め
るもの

事務処理

桐生市介護予防・日常生活支援総合事
業における指定第1号事業者の指定に関
する要綱

平成28年4月1日
介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定
に関し、必要な事項を定めるもの

事務処理

桐生市介護予防・日常生活支援総合事
業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年4月1日
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第3号の規定により、第1
号事業支給費及び第1号支給費割合を定めるもの

事務処理

桐生市第1号訪問事業及び第1号通所事
業についての指定事業者の指定に係る
人員、設備及び運営に関する基準を定
める要綱

平成28年4月1日

介護保険法第115条の45の5及び介護保険法施行規則第140条の63の6
第2号に規定する第1号事業に係る訪問型サービス及び通所型サービ
スに関する基準を定めるもの

事務処理

桐生市在宅医療・介護連携推進事業実
施要綱

平成28年4月1日
高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活が継続できるよ
う実施する、在宅医療・介護サービスの連携推進事業について定め
るもの

事務処理

桐生市生活支援体制整備事業実施要綱 平成28年4月1日
生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、地域における支合
いの体制づくりを整備するもの

事務処理
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市認知症初期集中支援推進事業実
施要綱

平成28年4月1日 認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するもの 事務処理
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