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1 産業部 観光課 観光振興係 しまなみ振興事業 改善 着手 総括

2 建設部 土木課 事業調整係 広域行政推進事業 改善 実施済 H23/5

3 産業部 観光課 観光振興係 しまなみ風景街道創造事業 改善 実施済 H23/11

4 産業部 観光課 観光振興係 レンタサイクル事業 拡大 実施済 H23/11

5 企画財務部 政策企画課 政策企画係 離島航路対策事業 改善 実施済 H25/1

6 企画財務部 政策企画課 政策企画係 土地開発公社運営事務 完了休止廃止 実施済 H22/10

7 総務部 秘書広報課 広報広聴係 市政テレビ番組（ピック）制作業務 改善 実施済 H24/5

8 総務部 秘書広報課 広報広聴係 市政ラジオ番組制作業務 改善 実施済 H24/5

9 総務部 秘書広報課 広報広聴係 広報紙発行業務 改善 実施済 H24/5

10 総務部 総務課 生活安全係 外灯設置管理業務 改善 実施済 H23/11

11 企画財務部 財務課 用度係 物品等修繕業務 改善 実施済 H22/5

12 企画財務部 市民税課 市民税係
法人市民税の賦課及び減免
個人市民税の賦課及び減免

改善 着手 総括

13 企画財務部 収納課 収納管理係 市税証明事務（窓口・郵送） 改善 実施済 H25/1

14 企画財務部 市民税課 市民税係 個人市民税賦課業務 縮小 実施済 H21

15 企画財務部 資産税課 土地係 標準宅地鑑定委託料 改善 実施済 H22/10

16 企画財務部 資産税課 土地係 固定資産評価業務委託料 改善 実施済 H25/1

17 企画財務部 収納課 収納管理係 市税等納税証明事務（窓口等） 改善 実施済 H22/5

18 企画財務部 収納課 収納管理係 口座振替推進及びデータ管理 改善 実施済 H22/5

19 企画財務部 収納課 収納係 収納の体制 改善 実施済 H23/5

20 企画財務部 収納課 収納係 全庁での収納に関する体制 改善 実施済 H23/11

21 企画財務部 収納課 国保収納係 他課との連携体制 改善 実施済 H22/5

22 企画財務部 収納課 国保収納係 訪問徴収業務 完了休止廃止 実施済 H21

23 企画財務部 市民税課 因島瀬戸田市民税係 個人市民税の賦課・減免 縮小 実施済 H23/5

24 総務部 総務課 法規文書係 指定管理者制度に関すること 改善 実施済 H23/5

25 総務部 情報システム課 情報システム係 情報システム管理運営事業 抜本的見直し 実施済 H24/5

26 総務部 総務課 生活安全係 災害予防対策事務 改善 実施済 H23/11

27 総務部 総務課 生活安全係 防災訓練事務 改善 実施済 H25/5

28 総務部 総務課 生活安全係 災害対策本部事務 改善 実施済 H23/11

29 総務部 職員課 給与厚生係 退職者年金受給者連盟補助金業務 完了休止廃止 実施済 H21

30 総務部 職員課 給与厚生係 退職手当基金積立金業務 拡大 着手 総括

31 総務部 職員課 給与厚生係 昇給・昇格者にかかる昇給辞令及び給与決定業務 改善 実施済 H24/5

32 市民生活部 人権推進課 人権推進係 非核・平和行政事務 改善 実施済 H22/10

33 市民生活部 人権推進課 人権推進係 人権展・人権講演会事業 縮小 実施済 H22/10

34 市民生活部 人権推進課 人権推進係 部落解放研修活動補助事業 縮小 実施済 H24/5

35 市民生活部 人権推進課 人権推進係 男女共同参画社会づくり事業 改善 実施済 H24/5

36 市民生活部 人権推進課 人権推進係 同和対策小口資金徴収事務 維持継続

37 市民生活部 人権推進課 人権推進係 市広報による啓発事務 改善 実施済 H25/1

38 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 児童館活動事業 改善 実施済 H23/11

39 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター
人権推進事業、人権文化センター運営事業、人権福
祉センター運営事業

39-1 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター 人権推進事業 抜本的見直し 実施済 H23/5

39-2 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター 人権文化センター運営事業 抜本的見直し 実施済 H23/11

39-3 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター 人権福祉センター運営事業 抜本的見直し 実施済 H23/11

40 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター 人権啓発費 完了休止廃止 実施済 H22/10

41 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター 男女共同参画社会づくり事業 縮小 実施済 H24/5

42 市民生活部 市民課 戸籍係 県収入証紙に関する事務事業 改善 実施済 H25/1

43 市民生活部 市民課 戸籍係 郵送・公用請求に関する事務事業 改善 実施済 H25/1

44 市民生活部 市民課 戸籍係 広島県戸籍事務協議会尾道支会に関する事務事業 改善 実施済 H23/5

45 市民生活部 環境政策課 環境政策係 斎場運営管理業務 改善 着手 総括

46 市民生活部 清掃事務所 清掃係 塵芥収集 抜本的見直し 着手 総括

47 市民生活部 清掃事務所 清掃係 再資源化事業 改善 着手 総括

48 市民生活部 清掃事務所 清掃係 ごみ減量対策 改善 実施済 H24/5

49 市民生活部 南部清掃事務所 処理係 し尿処理事業 抜本的見直し 実施済 H25/5

50 福祉保健部 社会福祉課 庶務係 向島福祉支援センター管理事業 改善 実施済 H23/11

51 福祉保健部 社会福祉課 庶務係 社会を明るくする運動事業 改善 実施済 H24/5

52 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 障害者社会参加促進事業 改善 実施済 H22/5

平成２１年度事務事業評価結果に基づく改善等の実施状況進捗管理資料（２９２事務事業・一覧表）
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53 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 身体障害者就職支度金支給決定事業 維持継続

54 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 身体障害者更正訓練費支給決定事業 完了休止廃止 実施済 H23/5

55 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 障害児通園施設利用者負担軽減事業 完了休止廃止 実施済 H23/11

56 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 障害程度区分認定審査会関係事務 維持継続

57 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 各種補助金交付事業 縮小 実施済 H23/11

58 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 相談支援等・受付事業 改善 実施済 H23/11

59 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 緊急連絡器具貸与事業 完了休止廃止 実施済 H22/5

60 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 生活支援ハウス運営事業 完了休止廃止 着手 総括

61 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 老人生きがい対策事業 抜本的見直し 着手 総括

62 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 高齢者能力活用事業 改善 実施済 H22/5

63 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 高齢者活用生活援助サービス推進事業 完了休止廃止 着手 総括

64 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 老人クラブ連合会 抜本的見直し 着手 総括

65 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 単位老人クラブ活動助成 抜本的見直し 実施済 H22/5

66 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 敬老祝金・祝品事業（A14・A15) 改善 着手 総括

67 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 敬老会事業 改善 着手 総括

68 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 介護相談員派遣事業 完了休止廃止 実施済 H23/5

69 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 介護相談員派遣事業運営委員会 完了休止廃止 実施済 H23/5

70 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係
地域包括支援センター　介護予防ケアマネジメント事
業

維持継続
（一部改善）

71 福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係 センター運営費事業 改善 実施済 H23/5

72 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 家庭保育園等事業 改善 実施済 H23/5

73 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 保育所運営管理事業（施設管理業務） 改善 実施済 H23/5

74 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 私立保育園事業 改善 着手 総括

75 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 認定こども園管理運営事業 改善 実施済 H23/5

76 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 保育所整備事業 抜本的見直し 着手 総括

77 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 栄養管理業務 改善 実施済 H22/5

78 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 食育推進業務 改善 実施済 H25/1

79 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 給食運営管理業務 抜本的見直し 着手 総括

80 福祉保健部 子育て支援課 保育施設企画係 認定こども園申請及び検討業務 拡大 着手 総括

81 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 備品整理 改善 実施済 H23/5

82 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 保育所職員研修事業 改善 実施済 H23/11

83 福祉保健部 子育て支援課 児童福祉係 母子福祉団体助成費事業 抜本的見直し 実施済 H22/5

84 福祉保健部 因島福祉課 保険年金係 診療報酬審査業務 抜本的見直し 実施済 H21

85 福祉保健部 因島福祉課 児童係 土生放課後児童クラブ 抜本的見直し 実施済 H23/11

86 産業部 農林水産課 農林振興係 向島洋らんセンター 抜本的見直し 実施済 H23/5

87 産業部 農林水産課 農林振興係 憩いの森周辺整備委託事業 縮小 実施済 H22/10

88 産業部 農林水産課 水産振興係 船舶借上料 完了休止廃止 実施済 H22/5

89 産業部 商工課 商政係 労働福祉・その他雇用対策事業 改善 実施済 H24/5

90 産業部 商工課 商政係 ＵＪＩターン就職支援事業 改善 実施済 H24/5

91 産業部 商工課 商政係 消費生活相談事業 改善 実施済 H23/11

92 産業部 商工課 商政係 消費生活講座開催事業 抜本的見直し 実施済 H24/5

93 産業部 商工課 商政係 明るい消費生活展開催事業 改善 実施済 H24/5

94 産業部 商工課 商政係 商店街補助金交付等事務 改善 実施済 H22/10

95 産業部 商工課 商政係 商業会議所記念館展示業務 改善 実施済 H22/10

96 産業部 商工課 商政係 商業会議所記念館運営管理事業 改善 実施済 H24/5

97 産業部 商工課 商政係 企業ミニ懇談会開催事業 改善 実施済 H23/11

98 産業部 商工課 商政係 就職・転職相談会事業 改善 実施済 H22/10

99 産業部 商工課 商政係 出前講座開催事業 改善 実施済 H24/5

100 産業部 商工課 商政係 計量検定事務 改善 実施済 H24/5

101 産業部 商工課 商政係 人権啓発企業推進協議会運営事務 抜本的見直し 実施済 H22/10

102 産業部 商工課 商政係 生業資金貸付金返還事務 維持継続

103 産業部 商工課 商工振興係 信用保証料補助制度 抜本的見直し 実施済 H22/10

104 産業部 商工課 商工振興係 小企業等経営改善資金等利子補給事業 維持継続

105 産業部 商工課 商工振興係 地域産業活性化推進会議 改善 実施済 H22/5

106 産業部 商工課 商工振興係 中小企業団体中央会関係 維持継続

107 産業部 商工課 商工振興係 市内企業見学ツアー 改善 実施済 H22/5
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108 産業部 商工課 商工振興係 尾道さくら祭り事業 改善 実施済 H22/10

109 産業部 商工課 商工振興係 ニュービジネス懇話会 改善 実施済 H22/10

110 産業部 商工課 商工振興係 尾道ニュービジネス発表会 改善 実施済 H22/5

111 産業部 商工課 商工振興係 創業支援総合相談事業 維持継続

112 産業部 商工課 商工振興係 なんでもナンデモ一日相談事業 改善 実施済 H23/11

113 産業部 商工課 商工振興係 関係市町村交流事業 維持継続

114 産業部 商工課 商工振興係 物産及び土産品振興 改善 実施済 H22/5

115 産業部 商工課 商工振興係 貿易振興関係 改善 実施済 H23/11

116 産業部 観光課 観光振興係 おんまく派遣事業 改善 着手 総括

117 産業部 観光課 観光振興係 せとうち旅情運営事業 縮小 実施済 H24/5

118 産業部 観光課 観光振興係・広域観光係 菊花展開催事業 縮小 実施済 H23/11

119 産業部 観光課 観光振興係 イベント実行委員会運営事業 改善 実施済 H23/11

120 総務部 秘書広報課 広報広聴係 尾道エフエム放送管理業務 改善 実施済 H23/5

121 産業部 観光課 観光振興係 尾道携帯観光ナビシステム運営事業 完了休止廃止 実施済 H22/5

122 産業部 観光課 広域観光係 索道運営管理事業 抜本的見直し 実施済 H26/3 総括

123 建設部 土木課 土木一係、二係 単独道路改良事業 縮小 実施済 H23/11

124 建設部 土木課 土木一係、二係 河川改良事業 維持継続

125 建設部 土木課 土木一係 事務委譲（県道改良事業） 維持継続

126 建設部 土木課 全係 （交通対策課）交通安全施設整備事業 抜本的見直し 実施済 H23/5

127 建設部 土木課 土木二係
(港湾振興課）福田港港湾・海岸保全施設の維持修
繕

抜本的見直し 実施済 H23/11

128 建設部 土木課 事業調整係 （消防局警防課）消防施設整備事業 抜本的見直し 実施済 H23/11

129 建設部 土木課 事業調整係 （教育委員会庶務課）教育委員会施設整備事業 抜本的見直し 実施済 H23/5

130 建設部 維持修繕課 全係 農業用施設維持補修費 改善 実施済 H23/11

131 建設部 維持修繕課 全係 林道維持補修費 改善 実施済 H23/11

132 建設部 維持修繕課 全係 道路維持補修費 改善 実施済 H23/11

133 建設部 維持修繕課 全係 橋梁維持補修費 改善 実施済 H24/5

134 建設部 維持修繕課 全係 排水路維持補修費 改善 実施済 H23/11

135 建設部 維持修繕課 全係 河川維持補修費 改善 実施済 H23/11

136 建設部 維持修繕課 全係 車両制限令の運用業務 改善 実施済 H23/11

137 建設部 維持修繕課 全係 事務委譲（県道・河川）に関すること 改善 実施済 H23/11

138 建設部 契約管財課 契約係 業者管理に係る事務 維持継続

139 建設部 港湾振興課 企画調査係 歌戸運航（第三セクター）に係る事務 改善 実施済 H23/5

140 建設部 港湾振興課 企画調査係 福田港港湾海岸施設管理委託業務 改善 実施済 H22/5

141 建設部 港湾振興課 企画調査係 海の図画・ポスター展事務 改善 実施済 H23/5

142 建設部 港湾振興課 企画調査係 海の駅事務 改善 実施済 H22/5

143 建設部 港湾振興課 管理係 契約事務 改善 実施済 H23/11

144 建設部 港湾振興課 管理係 使用料の調定・収納 改善 実施済 H23/11

145 建設部 港湾振興課 管理係 港湾施設の巡視 改善 着手 総括

146 建設部 港湾振興課 管理係 入港船舶の係船事務 改善 実施済 H23/11

147 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 景観に関する啓発事業 改善 着手 総括

148 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 景観会議、都市美協に関する事務 改善 実施済 H25/1

149 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 都市計画に関する事務 維持継続

150 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 景観計画策定業務 完了休止廃止 実施済 H22/5

151 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 景観に関する届出等の受付、指導 改善 実施済 H22/5

152 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 屋外広告物の許可、指導に関する事務 維持継続

153 都市部 まちづくり推進課 街路公園係 公園維持管理業務 改善 実施済 H25/5

154 都市部 まちづくり推進課 街路公園係 都市公園整備業務 維持継続

155 都市部 まちづくり推進課 街路公園係 区画整理事務 改善 着手 総括

156 都市部 建築課 住宅係 市営住宅の管理 改善 実施済 H25/5

157 都市部 建築課 住宅係 家賃滞納整理等事務事業 改善 着手 総括

158 都市部 建築課 住宅係 住宅資金貸付金滞納整理等事務事業 改善 着手 総括

159 都市部 建築課 住宅係 明け渡し請求等法的措置事務事業 改善 着手 総括

160 因島総合支所 市民生活課 総務係 電話機器管理・交換事業 完了休止廃止 実施済 H24/5

161 因島総合支所 市民生活課 総務係 人事管理事業 完了休止廃止 実施済 H24/5

162 因島総合支所 市民生活課 総務係 ＥＴＣ車載器設置助成事業 完了休止廃止 実施済 H21
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163 因島総合支所 市民生活課 総務係 三浦線バス運行事業 縮小 着手 総括

164 因島総合支所 市民生活課 総務係 金山・赤崎渡船運航事業 抜本的見直し 着手 総括

165 因島総合支所 市民生活課 総務係 入札事業 改善 実施済 H25/1

166 因島総合支所 市民生活課 住民係 郵送・公用請求に関する事業 抜本的見直し 実施済 H22/5

167 因島総合支所 市民生活課 住民係 身分証明事務 抜本的見直し 実施済 H23/11

168 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 商工業振興費 改善 着手 総括

169 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 観光宣伝事務事業 抜本的見直し 着手 総括

170 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係
宮島さん協賛いんのしま水軍花火大会運営事務事
業

抜本的見直し 着手 総括

171 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 アメニティ公園まつり実行委員会補助金交付事業 完了休止廃止 実施済 H22/5

172 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 アメニティ公園・アメニティ交流棟管理運営事務事業 維持継続

173 因島総合支所 施設管理課 施設維持係 公園維持管理費 改善 実施済 H25/5

174 因島総合支所 施設管理課 施設維持係 管理対象公共施設全体について 維持継続

175 御調支所 まちおこし課 住民生活係 防災対策事業（個別受信機設置管理事業） 改善 着手 総括

176 御調支所 まちおこし課 住民生活係 期日前投票事務 改善 実施済 H21

177 御調支所 御調保健福祉センター 福祉保険係 尾道市御調地区介護保険推進員会 改善 実施済 H23/5

178 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 （国保）保健福祉推進大会 改善 実施済 H23/5

179 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 （国保）健康福祉展 改善 実施済 H23/5

180 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 （国保）保健福祉大学 改善 実施済 H23/5

181 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 （国保）歯みがき指導 抜本的見直し 実施済 H23/11

182 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 緊急通報装置設置整備事業 完了休止廃止 実施済 H21

183 御調支所 御調保健福祉センター 福祉保険係 透析患者通院費助成事業 完了休止廃止 実施済 H23/11

184 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 みつぎいきいきセンター施設管理 維持継続

185 御調支所 御調保健福祉センター 福祉保険係 障害者手帳所持者制度説明会 完了休止廃止 実施済 H22/10

186 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 健康わくわく２１（地域における健康づくり座談会） 改善 実施済 H23/5

187 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係
4カ月児以外の乳児健診・2歳児健診・歯科健診と
フッ素塗布

改善 実施済 H23/5

188 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 パパ☆ママ準備スクール 改善 実施済 H23/5

189 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係
子育て支援事業（親子教室・幼児食講習会・子育て
講演会）

改善 実施済 H23/5

190 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 健康相談等（集会所等・保健福祉センター） 改善 実施済 H23/5

191 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 ソーシャルクラブ 維持継続

192 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 酒を考える会 改善 実施済 H23/5

193 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 こころの相談 改善 実施済 H23/5

194 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 食品衛生研修会 改善 実施済 H23/5

195 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 フィールドラリー大会 改善 実施済 H23/5

196 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 運動普及（介護予防）推進リーダー養成セミナー 改善 実施済 H23/5

197 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 在宅看護職者の会支援 縮小 実施済 H23/5

198 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 臨床心理士による発達相談 維持継続

199 向島支所 しまおこし課 住民生活係 向島地域学校支援事業 完了休止廃止 実施済 H21

200 向島支所 しまおこし課 住民生活係 生涯学習推進事務 抜本的見直し 実施済 H22/10

201 向島支所 しまおこし課 福祉保険係 緊急通報装置借上業務 完了休止廃止 実施済 H21

202 向島支所 しまおこし課 施設管理係 公園維持管理　【事業No153に統合】 改善 実施済 H25/5

203 向島支所 しまおこし課 施設管理係 市内各所排水路浚渫 改善 実施済 H23/5

204 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 庁舎管理費 改善 実施済 H22/5

205 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 公用車管理費 改善 実施済 H22/5

206 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 交通安全対策費 改善 実施済 H23/5

207 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 交通安全施設整備費　【No.206へ統合】 改善 実施済 H23/5

208 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 環境衛生事業費 改善 実施済 H26/3 総括

209 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 外灯設置管理費 改善 実施済 H23/5

210 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 奨学金貸付基金事業 完了休止廃止 実施済 H24/5

211 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 交通安全運動 抜本的見直し 実施済 H22/5

212 瀬戸田支所 住民福祉課 福祉保険係 高齢者福祉事務 改善 実施済 H24/5

213 瀬戸田支所 しまおこし課 しまおこし係 国際交流推進事業 完了休止廃止 実施済 H23/11

214 瀬戸田支所 しまおこし課 しまおこし係 観光宣伝事業費 抜本的見直し 実施済 H22/10

215 公立大学法人尾道市立大学 総務課 総務係 尾道大学公開講座事務 改善 実施済 H23/11

216 公立大学法人尾道市立大学 総務課 総務係 尾道大学学生支援プログラム費 抜本的見直し 着手 H24/5

217 公立大学法人尾道市立大学 総務課 総務係 科学研究費申請等事務 拡大 実施済 H24/5
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218 公立大学法人尾道市立大学 総務課 総務係 各種委員会事務 改善 実施済 H24/5

219 公立大学法人尾道市立大学 総務課 総務係 駐車場許可事務 抜本的見直し 着手 H24/5

220 公立大学法人尾道市立大学 総務課 総務係 各種契約事務 改善 実施済 H24/5

221 公立大学法人尾道市立大学 総務課 教務係 入学試験関係業務 維持継続

222 公立大学法人尾道市立大学 学務課 学生係 その他学生に関する業務 改善 実施済 H24/5

223 消防局 総務課 総務係 職員の教養、研修等派遣事務 改善 実施済 H22/10

224 消防局 総務課 総務係 消防音楽隊関係事務 改善 実施済 H22/10

225 消防局 総務課 総務係 出張等旅費関係事務 改善 実施済 H22/10

226 消防局 総務課 総務係 職員人事 抜本的見直し 着手 総括

227 消防局 予防課 査察指導係 防災センターの運営及び指導 改善 実施済 H21

228 消防局 予防課 査察指導係 防火対象物等の立入検査 改善 実施済 H22/10

229 教委・教育総務部 美術館 美術振興小林和作基金業務 改善 実施済 H23/11

230 教委・教育総務部 庶務課 庶務係 幼稚園管理運営業務 縮小 着手 総括

231 教委・教育総務部 庶務課 庶務係 幼稚園業務　　【事業No.230に統合】 縮小 着手 総括

232 教委・教育総務部 庶務課 学校給食係 給食調理業務 抜本的見直し 着手 総括

233 教委・教育総務部 庶務課 管理係 御調町旧小学校管理 改善 着手 総括

234 教委・教育総務部 庶務課 学校給食係 学校給食運営（学校給食会の運営） 改善 着手 総括

235 教委・学校教育部 学校経営企画課 （南高校） 定時制教育振興奨励費支給 抜本的見直し 実施済 H23/5

236 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 健やかフェスタ 改善 実施済 H21

237 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 校医・児童輸送用自動車借上業務 縮小 実施済 H24/5

238 教委・学校教育部 教育指導課 学事係 修学資金貸付事業 完了休止廃止 実施済 H24/5

239 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 新成人のつどい 改善 実施済 H22/10

240 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 社会教育団体の指導及び育成 抜本的見直し 実施済 H24/5

241 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 国際交流事業 改善 実施済 H22/10

242 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 講演会（おのみち市民大学講演会・人づくり講演会） 改善 実施済 H22/10

243 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 おのみち市民大学講座 改善 実施済 H22/10

244 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 講演会（生涯学習推進講演会） 改善 実施済 H22/10

245 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 NPO法人連絡協議会 抜本的見直し 実施済 H23/5

246 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 子育てサークルの情報収集・提供 抜本的見直し 実施済 H22/5

247 教委・教育総務部 生涯学習課 青少年センター 青少年健全育成大会 維持継続

248 教委・教育総務部 生涯学習課 青少年センター 環境浄化活動 改善 実施済 H22/5

249 教委・教育総務部 生涯学習課 青少年センター 青少年育成尾道市民会議 改善 実施済 H22/10

250 教委・教育総務部 生涯学習課 青少年センター 青少年育成団体の支援 維持継続

251 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 公民館運営審議会 抜本的見直し 実施済 H22/5

252 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 公民館長の人事及び服務 改善 実施済 H22/10

253 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 パソコン講座 改善 実施済 H22/10

254 教委・教育総務部 生涯学習課 スポーツ振興係 所管事務事業全般（体育協会に関すること） 抜本的見直し 着手 総括

255 教委・教育総務部 生涯学習課 スポーツ振興係 関係市町とのスポーツ交歓大会に関すること 抜本的見直し 実施済 H25/1

256 教委・教育総務部 生涯学習課 スポーツ振興係 しまなみ球場プロ野球実行委員会に関すること 完了休止廃止 実施済 H23/5

257 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 因島高校海外研修補助事業 完了休止廃止 実施済 H22/5

258 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 修学資金貸付事業 完了休止廃止 実施済 H24/5

259 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 広島県地域改善対策奨学金関係事務 縮小 実施済 H25/1

260 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 因島椋の里ゆうあいランド管理運営費 縮小 実施済 H23/5

261 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 公民館活動事業費 改善 実施済 H22/5

262 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 スポーツ振興推進費 縮小 実施済 H23/5

263 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 学校開放鍵管理委託事務 維持継続

264 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係
コミュニティスポーツ・学校施設開放管理・植樹管理
委託事務

改善 実施済 H26/3 総括

265 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 因島ひまわりプール管理運営事業費 完了休止廃止 実施済 H23/5

266 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 因島体育協会事務 縮小 実施済 H25/1

267 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 青少年育成事業 完了休止廃止 実施済 H21

268 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 市民音楽芸能祭 改善 着手 総括

269 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 広島県美術展尾道巡回展 縮小 実施済 H26/3 総括

270 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 尾道新人演奏会 改善 着手 総括
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271 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 勤労者美術展 完了休止廃止 実施済 H24/5

272 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 おのみち文学の館管理運営 改善 着手 総括

273 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 おのみち街かど文化館 改善 実施済 H26/3 総括

274 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 おのみち映画講座 完了休止廃止 実施済 H22/10

275 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 文化講演会の開催 抜本的見直し 実施済 H22/10

276 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 総合文化祭の開催 改善 着手 総括

277 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 尾道囲碁協会事務局業務 抜本的見直し 着手 総括

278 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 芸術の森（仮称）に関すること 抜本的見直し 着手 総括

279 教委・教育総務部 文化振興課 文化財係 尾道市文化財愛護少年団事業 改善 実施済 H22/10

280 教委・教育総務部 文化振興課 文化財係 埋蔵文化財出張展示事業 維持継続

281 教委・教育総務部 文化振興課 文化財係 各種文化施設 改善 実施済 H23/5

282 教委・教育総務部 文化振興課 文化財係 尾道ユネスコ事業 抜本的見直し 実施済 H23/11

283 教委・教育総務部 美術館 教育普及事務事業 改善 実施済 H22/10

284 水道局 庶務課 庶務係 財産管理業務 改善 実施済 H25/1

285 水道局 庶務課 料金係 料金徴収事務等委託 抜本的見直し 実施済 H22/5

286 水道局 庶務課 料金係 電話受付・窓口業務 抜本的見直し 実施済 H22/10

287 水道局 浄水課 浄水一係 浄水場の運転監視・ポンプ場等の維持管理業務 改善 実施済 H27/3 総括

288 市民病院 庶務課 庶務係 病院総合情報システム 改善 実施済 H22/5

289 市民病院 庶務課 庶務係 広報 改善 実施済 H23/11

290 市民病院 医事課 医事係 人間ドック・健診等業務 改善 実施済 H23/11

291 市民病院 医事課 医事係 地域医療連携業務 改善 実施済 H23/11

292 市民病院 医事課 医事係 未収金業務 改善 実施済 H23/11


