
【保健福祉部　福祉課】

要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市重度身体障害者移動支援事業要
綱

平成12年4月1日
重度身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的として、リフト
付き乗用車等を運行することについて定めるもの

事務処理

桐生市社会参加車両(福祉車両)貸出事
業実施要綱

平成13年4月1日
障害者等の社会参加の促進を図るための介護設備付車両の貸出し事
業について定めるもの

事務処理

桐生市相談支援事業実施要綱 平成18年10月1日
障害者等からの相談への対応及び情報の提供並びに権利擁護のため
の援助の実施について定めるもの

事務処理

桐生市移動支援事業実施要綱 平成18年10月1日
屋外での移動が困難な障害者及び障害児に対して外出を支援するこ
とについて定めるもの

事務処理

桐生市日中一時支援事業(登録介護者事
業)実施要綱

平成19年4月1日
心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合
にサポートを実施することについて定めるもの

事務処理

桐生市日中一時支援事業(サービスス
テーション事業)実施要綱

平成19年4月1日
心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合
にサポートを実施することについて定めるもの

事務処理

桐生市日中一時支援事業(心身障害児集
団活動・訓練事業)実施要綱

平成19年4月1日
特別支援学校、特別支援学級の心身障害児に対する放課後の集団活
動・訓練の実施について定めるもの

事務処理

桐生市日中一時支援事業実施要綱 平成18年10月1日
障害者等を日中一時的に預り、日常的な訓練等を行う事業について
定めるもの

事務処理

桐生市地域活動支援センター運営事業
実施要綱

平成19年1月1日
障害者の創作的活動及び生産活動の機会を提供する地域活動支援セ
ンター運営事業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

桐生市手話通訳者設置事業実施要綱 平成19年4月1日 手話通訳者の設置事業について定めるもの 事務処理

桐生市手話通訳者派遣事業実施要綱 平成19年4月1日 手話通訳者の派遣事業について定めるもの 事務処理

桐生市要約筆記者派遣事業実施要綱 平成19年4月1日 要約筆記者の派遣事業について定めるもの 事務処理

桐生市補装具費の代理受領に係る補装
具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日
補装具費の支給並びに補装具業者の登録及び補装具費の代理受領等
について必要な事項を定めるもの

事務処理

桐生市生活訓練等事業実施要綱 平成20年4月1日
障害者等に対し日常生活上必要な訓練指導を実施することについて
定めるもの

事務処理

桐生市災害時要援護者支援制度実施要
綱

平成20年4月1日
ひとり暮らし高齢者、障害者等が災害時等における支援を地域で受
けられるようにするための制度について定めるもの

事務処理

桐生市生活保護受給者等就労支援事業
活用プログラム実施要綱

平成17年4月1日
生活保護受給者自立支援プログラムの一環として、生活保護受給者
に対して生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムによる就労
支援を行うことについて定めるもの

事務処理

桐生市福祉事務所における就労支援プ
ログラム実施要綱

平成19年4月1日
生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムを行わない被保護者
に対して、就労による自立を支援することについて定めるもの

事務処理

桐生市多重債務者等対策プログラム実
施要綱

平成20年4月1日
多重債務者であって、債務整理等が終わっていない生活保護受給者
及び生活保護申請者に対して、多重債務を清算させ、社会生活の自
立促進を図ることについて定めるもの

事務処理

桐生市心身障害者扶養共済制度加入者
補助金交付要綱

平成22年4月1日
群馬県心身障害者扶養共済制度加入者に対し掛金を補助することに
ついて定めるもの

補助助成

桐生市重度身体障害者(児)住宅改造費
補助金要綱

平成22年4月1日
重度障害者(児)に適した住宅設備に改造する経費に対する補助につ
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

桐生市福祉タクシー料金助成事業実施
要綱

昭和57年4月1日
在宅の重度心身障害者が生活の必要上タクシーを利用した場合の助
成について定めるもの

補助助成

桐生市じん臓機能障害者等通院交通費
助成要綱

昭和58年4月1日
腎臓機能障害者等に対する人工透析等の通院にかかる費用の助成に
ついて定めるもの

補助助成

桐生市心身障害者団体等自立育成事業
費補助金交付要綱

平成22年4月1日
心身障害者団体等の自立及び育成を図るための補助について定める
もの

補助助成

桐生市施設入所者就職支度金支給要綱 平成16年4月1日

施設入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に規定する就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用
し、就職等により自立する場合の就職支度金を支給することについ
て定めるもの

補助助成

桐生市重度障害者日常生活用具給付事
業実施要綱

平成18年10月1日
重度障害者(児)に対し自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を
することについて定めるもの

補助助成

桐生市住宅改修費給付事業実施要綱 平成18年10月1日
重度身体障害者(児)に対し居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅
改修工事費を給付することについて定めるもの

補助助成

桐生市点字図書給付事業実施要綱 平成18年10月1日 視覚障害者のために点字図書を給付をすることについて定めるもの 補助助成

桐生市障害福祉サービス及び指定通所
支援利用給付金事業実施要綱

平成19年4月1日
指定障害福祉サービス及び指定通所支援等を受けた場合に負担しな
ければならない利用者負担額等の一部を給付金として支給すること
について定めるもの

補助助成

桐生市身体障害者自動車改造費補助金
交付要綱

平成22年4月1日
肢体障害者が運転しやすいように自動車を改造するための経費を補
助することについて定めるもの

補助助成

桐生市高齢者健康維持・向上プログラ
ム実施要綱

平成19年4月1日

高齢者で心身の健康を損ないつつあり、社会との繋がりが欠けてい
ると考えられる被保護者に対して、必要な見守りや地域社会との交
流等を行う高齢者健康維持・向上プログラムを実施することについ
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

桐生市特定疾患患者見舞金支給要綱 昭和43年10月1日
特定疾患患者又はその保護者に対して見舞金を支給することによ
り、福祉の増進を図るもの

補助助成

桐生市人工肛門及び人工膀胱受術者見
舞金支給要綱

昭和61年4月1日
受術者に見舞金を支給することにより、受術者の福祉の増進を図る
もの

補助助成

桐生市小災害被災者見舞金等支給要綱 昭和45年4月1日
災害を受けた被災者に対して災害見舞金を支給することについて必
要な事項を定めるもの

補助助成

桐生市海外戦跡慰霊巡拝事業補助金交
付要綱

平成22年4月1日
桐生市遺族会が行う海外戦跡慰霊巡拝事業に参加する者に対して補
助するもの

補助助成

桐生市原子爆弾被爆者慰問金支給要綱 平成22年4月1日 原爆被爆者に対して慰問金を支給することについて定めるもの 補助助成

沖縄墓参巡拝事業補助金交付要綱 平成22年4月1日
沖縄墓参巡拝事業に参加する桐生市遺族会の会員に対して補助金を
交付するもの

補助助成

桐生市更生保護事業主会活動事業補助
金交付要綱

平成22年4月1日
更生保護事業協力組織として福祉の向上を図るために事業を行う桐
生市更生保護事業主会に対して補助金を交付するもの

補助助成

桐生保護区保護司会事業補助金交付要
綱

平成22年4月1日
保護観察活動の充実を図るために事業を行う桐生保護区保護司会に
対して補助金を交付するもの

補助助成

桐生地区更生保護女性会事業補助金交
付要綱

平成22年4月1日
明朗な青少年社会の建設を図るために事業を行う桐生地区更生保護
女性会に対して補助金を交付するもの

補助助成

桐生市地域社会福祉事業振興補助金交
付要綱

平成22年4月1日
社会福祉の増進等を図るために事業を行う桐生市社会福祉協議会に
対して補助金を交付するもの

補助助成

桐生市戦没者遺族等援護事業補助金交
付要綱

平成22年4月1日
戦没者遺族の福祉向上を図るために事業を行う桐生市遺族会に対し
て補助金を交付するもの

補助助成
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市身体障害者等奨学助成金給付選
考審査会設置要綱

平成16年5月21日
身体障害者等奨学助成金給付事業の公正かつ公平な執行を行い、給
付の採否を決定するため、審査会を設置するもの

組織運営

桐生市地域自立支援協議会設置要綱 平成18年9月26日
障害者(児)が地域において自立した生活を営むための相談支援体制
を整備し、相談支援事業の効率的実施について検討協議を行うため
の協議会を設置するもの

組織運営

桐生市手話通訳者派遣事業運営委員会
設置要綱

平成19年4月1日
手話通訳者派遣事業の円滑な運営を図るため、委員会を設置するも
の

組織運営

桐生市要約筆記者派遣事業運営委員会
設置要綱

平成19年4月1日
要約筆記者派遣事業の円滑な運営を図るため、委員会を設置するも
の

組織運営

桐生市地域福祉計画推進委員会設置要
綱

平成22年4月1日 桐生市地域福祉計画を推進するため、委員会を設置するもの 組織運営

桐生市総合福祉センター、桐生市立点
字図書館及び桐生市新里町福祉作業所
に係る桐生市指定管理者選定委員会設
置要綱

平成17年10月7日
総合福祉センター、点字図書館及び新里町福祉作業所の指定管理者
の候補者を選定するため、選定委員会を設置するもの

組織運営

桐生市重度身体障害者(児)住宅改造費
補助金受領委任払実施要綱

平成24年4月1日
重度障害者(児)又は同一世帯者が、住宅設備を改造するための経費
に対して、受領委任払いにより補助することについて定めるもの

事務処理

桐生市障害者相談員設置要綱 平成24年4月1日
身体障害者(児)及び知的障害者(児)の相談に応じ、必要な指導助言
等を行うため、身体障害者相談員及び知的障害者相談員を設置する
もの

組織運営

桐生市障害者虐待防止対策事業実施要
綱

平成24年10月1日
障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適
切な保護、障害者の養護者に対する適切な支援を行うため、関係機
関及び民間団体との連携協力体制の整備するもの

事務処理

桐生市社会福祉法人指導検査実施要綱 平成25年4月1日
市長が所轄する社会福祉法人の適正で円滑な法人運営及び事業経営
を確保するために実施する指導検査について必要な事項を定めるも
の

指導
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要　綱　名 制定年月日 概　　　　　　　要 分　類

桐生市難聴児補聴器購入支援事業助成
金交付要綱

平成25年4月1日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児に対して、
補聴器購入費用の一部を助成することについて定めるもの

補助助成

桐生市医療的ケア支援事業実施要綱 平成28年4月1日
看護師が配置されていない施設等において医療的ケアを必要とする
未就学の障害児に対して、医療的ケアの支援を行うもの

事務処理
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