
公－1 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市内郷ふれあい館 完了休止廃止 実施済 H27/3 総括

公－2 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市下三成ふれあい館 完了休止廃止 実施済 H23/5

公－3 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市阿吹ふれあい館 完了休止廃止 実施済 H23/5

公－4 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市阿草ふれあい館 完了休止廃止 実施済 H26/3 総括

公－5 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市割石ふれあい館 改善 実施済 H23/11

公－6 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市宇山集会所 維持継続

公－7 市民生活部 人権推進課 因島人権文化センター 尾道市西浦集会所 維持継続

公－8 市民生活部 人権推進課 因島ふれあいセンター 尾道市因島三庄ふれあい館 完了休止廃止 実施済 H27/3 総括

公－9 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 尾道市名荷ふれあい集会所 完了休止廃止 実施済 H26/3 総括

公－10 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 瀬戸田町集会施設(瀬戸田光照苑) 維持継続

公－11 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 瀬戸田町集会施設(福田たちばな荘) 維持継続

公－12 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 瀬戸田町集会施設(荻南風園) 維持継続

公－13 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン久保 維持継続

公－14 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン西藤 縮小 着手 総括

公－15 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン新浜 維持継続

公－16 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン槙ヶ峰 維持継続

公－17 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン矢立 維持継続

公－18 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン防地 維持継続

公－19 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 いきいきサロン柳井 維持継続

公－20 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 いきいきサロン椋浦 維持継続

公－21 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 いきいきサロン中庄 完了休止廃止 実施済 H22/5

公－22 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 いきいきサロン大浜 維持継続

公－23 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 いきいきサロン土生南 維持継続

公－24 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 東部公民館高須南分館 改善 着手 総括

公－25 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 長江公民館分室 完了休止廃止 実施済 H22/5

公－26 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 向島公民館川尻分館 改善 着手 総括

公－27 産業部 観光課 広域観光係 尾道市みつぎグリーンランド 抜本的見直し 実施済 H22/10

公－28 産業部 観光課 広域観光係 尾道市みつぎ遊々館 抜本的見直し 着手 総括

公－29 産業部 観光課 広域観光係 尾道観光物産館 抜本的見直し 実施済 H23/11

公－30 産業部 観光課 広域観光係 尾道市向島町立花自然活用村 抜本的見直し 着手 総括

公－31 産業部 観光課 広域観光係 尾道市千光寺山索道事業 重複事業

公－32 産業部 農林水産課 農林振興係 向島洋らんセンター 重複事業

公－33 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 因島アメニティ公園(アメニティ交流棟) 重複事業

公－34 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 尾道市因島フラワーセンター 抜本的見直し 実施済 H24/5

公－35 産業部 農林水産課 企画調整係 シトラスパーク 抜本的見直し 着手 総括

公－36 瀬戸田支所 しまおこし課 しまおこし係 尾道市瀬戸田サンセットビーチ 改善 着手 総括

公－37 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 尾道市立因島ふれあいプラザ 完了休止廃止 実施済 H23/5

公－38 福祉保健部 社会福祉課 向島福祉支援センター 重複事業

公－39 産業部 観光課 広域観光係 尾道市営プール 改善 実施済 H23/11

公－40 教委・教育総務部
因島瀬戸田地域教
育課

尾道市営因島ひまわりプール 重複事業

公－41 教委・教育総務部
因島瀬戸田地域教
育課

地域教育係 尾道市瀬戸田西体育センター(西グラウンド) 維持継続

公－42 教委・教育総務部
因島瀬戸田地域教
育課

地域教育係 尾道市瀬戸田体育館(瀬戸田体育館) 維持継続

公－43 産業部 農林水産課 水産振興係 向島漁村センター 完了休止廃止 着手 総括

公－44 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 旧彦ノ上保育所 抜本的見直し 着手 総括
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