
桐生・みどり市連携交流事業及びその他の連携事業　調整結果　一覧表

№
事業
区分

事業名 事業内容
連携開始

時期
両市調整結果

1 1連携交流事業
地域生活支援事業要約筆記
者養成講座の共同委託開催

両市が要約筆記者養成講座を桐生要
約筆記会に委託して開催した。 平成21年度 ②現状維持

2 1連携交流事業
精神保健福祉ボランティア
養成講座の共同開催

精神保健福祉ボランティア養成講座
を両市が主催して開催する。 平成21年度 ②現状維持

3 1連携交流事業
両市の社会福祉協議会の連
携

両市社会福祉協議会会長会議を開催
し連携することを合意した。 平成21年度 ②現状維持

4 1連携交流事業
「桐生ファミリー・サポー
ト・センター事業」運営の
広域化

育児及び介護サービスの援助活動を
目的に実施している。 平成21年度 ②現状維持

5 1連携交流事業 「赤ちゃんの駅」設置事業
「赤ちゃんの駅」を設置し、相互に
周知することで利用を促進する。 平成22年度 ②現状維持

6 1連携交流事業 母子保健推進員の合同研修
桐生市みどり市母子保健推進員合同
研修会を実施した。 平成21年度 ②現状維持

7 1連携交流事業 ＡＥＤ設置情報の周知
AED設置施設一覧を両市のホーム
ページに掲載している。

平成20年度 ②現状維持

8 1連携交流事業 渡良瀬軸道路の実現の推進

渡良瀬軸道路の実現に向け、勉強会
連絡会議を開催した。
参加者：群馬県（桐生土木事務所含
む）、みどり市、日光市、伊勢崎
市、桐生市

平成21年度 ②現状維持

9 1連携交流事業 移住・定住促進事業
「空き家・空き地バンク」のホーム
ページ上で、相互にリンクを掲載し
ている。

平成21年度 ②現状維持

10 1連携交流事業
両市公共交通空白地有償運
送

高齢者や障害者がタクシーの半額程
度で送迎サービスが受けられる。 平成17年度 ②現状維持

11 1連携交流事業
黒保根・東地域の一体的振
興策

両地区の抱える問題に共通認識を
持って対処する。 平成25年度 ②現状維持

12 1連携交流事業 教職員研修事業
両市教育研究所で開催する研修講座
に教職員の相互受入れを行う。 平成21年度 ②現状維持

13 1連携交流事業 地震災害等に関する連携
情報の共有や両市民への防災情報伝
達方法について研究をしていく。 平成17年度 ③見直し継続

14 1連携交流事業
航空写真作成委託事業の共
同化

航空写真を合同で撮影し、データを
加工してシステムに取り込む。 平成22年度 ③見直し継続

15 1連携交流事業
子育て支援センターのネッ
トワーク化

両市子育て支援センターで、情報交
換等を行い、合同イベントを開催し
ている。

平成20年度 ③見直し継続

16 1連携交流事業 家庭児童相談室の連携
両市の広報紙面にて相互の相談室を
利用できる旨を周知することとし
た。

平成21年度 ③見直し継続

17 1連携交流事業 広域観光連携
桐生広域物産振興協会を支援し、各
種イベントなどを実施している。

昭和63年
（桐生広域物産振

興協会設立）
③見直し継続

18 1連携交流事業 無料法律相談
弁護士による無料法律相談の相互受
入を行っている。 平成20年度 ④単独実施

19 1連携交流事業
ママ＆パパ教室への相互参
加

各市で開催しているママ＆パパ教室
を相互利用できるようにしている。 平成21年度 ④単独実施

20 1連携交流事業 文化財めぐりの実施
地域の文化財をめぐりながら、歴史
や文化への理解を深める。 平成21年度 ④単独実施

21 1連携交流事業
映画・テレビ撮影などのロ
ケ支援における協力連携

両市の魅力を発信するため、効果的
なロケ支援を行っている。 平成19年度 ④単独実施

22 1連携交流事業 マタニティマークの配布
両市で平成21年4月から共通のシンボ
ルマーク配布を開始している。 平成21年度 ④単独実施

23 1連携交流事業
出前講座の受講者を両市民
に拡大

各市で実施している出前講座を相互
利用できるようにしている。 平成21年度 ④単独実施

24 1連携交流事業 環境啓発事業の共同実施
「こども環境教室」「環境保全ポス
ター展」を共同開催した。 平成21年度 ④単独実施

25 1連携交流事業 広報紙への相互掲載事業

「桐生市通信」と「みどり市通信」
として毎月相互に情報を掲載してい
る。

平成20年度 ⑤他の枠組み
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26 1連携交流事業

【職員研修1-Ⅱ】
職員の人事交流、階層別合
同研修の実施

階層別職員合同研修12コースを実施
中である。

平成19年度 ⑥事業を廃止

27 1連携交流事業

【人事交流1-Ⅰ】
職員の人事交流、階層別合
同研修の実施

継続して職員の人事交流を実施中で
ある。

平成20年度 ⑥事業を廃止

28 1連携交流事業
観光まちづくりコンサル
ティング事業

群馬県観光国際協会に、桐生市・み
どり市をつなぐコースを提案した。

平成20年度
（単年度終了）

⑥事業を廃止

29 1連携交流事業 公民館事業での連携交流等
生涯学習推進のため、公民館館報に
より情報交換をしている。 平成17年頃 ⑥事業を廃止

30 1連携交流事業
【差異解消事業】
不妊治療費助成事業

桐生市は、みどり市と同様に、不妊
治療に関わる保険診療一部負担金及
び保険適用外医療費の2分の1(年額上
限10万円)を助成している。

平成20年度 ⑦完了

31 1連携交流事業

【差異解消事業】
国民健康保険人間ドック
助成金

平成20年度からみどり市の国保日帰
り人間ドックに対する助成金額を桐
生市と同額に引き上げている。
(15,000円から22,000円に増額)

平成20年度 ⑦完了

32 1連携交流事業
【差異解消事業】
妊婦健康診査助成事業

平成21年2月から国の制度変更によ
り、無料の妊婦健康診査受診票の配
布が14枚となった。

平成20年度 ⑦完了

33 1連携交流事業
【差異解消事業】
サンレイク草木利用料金
割引制度

みどり市民を対象としたサンレイク
草木利用料金割引制度を桐生市民ま
で拡大している。
入浴：大人500円から100円割引き
(平成23年4月8日から)

平成23年度 ⑦完了

34 1連携交流事業
【差異解消事業】
小規模多機能型居宅
介護事業所の相互利用

小規模多機能型居宅介護事業所は、
利用希望者が出た場合には両市民が
相互利用できるようにしている。
（平成20年7月覚書締結）
相互利用施設　桐生市　   4か所
              　　みどり市　1か所

平成20年度 ⑦完了

35 2その他の連携事業 バス交通対策事業

公共交通の相互乗り入れを実施して
いる。 平成20年度 ①連携強化

36 2その他の連携事業 カッコソウ保全事業
カッコソウの保全を目的とした、啓
発活動や調査の実施。 平成26年度 ①連携強化

37 2その他の連携事業
桐生市・みどり市文化協会
連合会文化祭

桐生市・みどり市の文化団体が集結
し、活動成果の発表を行う。 昭和55年度 ②現状維持

38 2その他の連携事業
桐生市マーチングフェス
ティバル

マーチング・器楽講習会を実施し、
フェスティバルを開催する。 平成17年度 ②現状維持

39 2その他の連携事業 公共下水道の相互利用
両市の下水道管が重複しないよう効
率的な公共下水道の整備を行う。 平成14年度 ②現状維持

40 2その他の連携事業
桐生厚生総合病院（桐生地
域医療組合）

公立病院事業を、一部事務組合の共
同設置により運営している。 昭和26年度 ③見直し継続

41 2その他の連携事業 救急医療対策事業
委託・補助事業により、初期・二次
の救急医療体制を確保している。 昭和52年度 ③見直し継続

42 2その他の連携事業
通級指導教室
（言語・難聴）

言語や聴覚に障害がある児童や未就
学児に指導を行うための教室 平成17年度 ③見直し継続

43 2その他の連携事業
桐生市・みどり市学校保健
会

学校保健の向上・進展のための、学
校保健関係者の研修及び指導 平成20年度 ③見直し継続

44 2その他の連携事業 二市合同生徒指導主事部会
情報交換、問題行動の早期発見と早
期解消等への対策の協議 平成17年度 ③見直し継続

45 2その他の連携事業 緊急通報装置貸与事業
緊急時に簡単な操作で消防本部へ通
報ができる装置を貸与 平成11年度 ④単独実施
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