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NO.

部名 課名 係名 事務事業名
H22年度

事務事業評価
（尾道市）

実施状況 時期
総括
状況

1 総務部 秘書広報課 広報広聴係 国際交流推進事業 改善 実施済 H24/5 -

2 企画財務部 政策企画課 協働統計係 各町内会助成事業 改善 着手 総括

3-1 建設部 維持修繕課 維持修繕係 交通安全施設整備業務（旧交通対策課） 改善 実施済 H26/1 -

3-2 総務部 総務課 生活安全係 交通安全施設整備業務（旧交通対策課） 改善 着手 総括

4 企画財務部 政策企画課 政策企画係 百島マイクロバス運行事業 改善 着手 総括

5 企画財務部 政策企画課 政策企画係 離島航路対策事業費（離島航路補助事業） 改善 実施済 H26/10 -

6 企画財務部 政策企画課 政策企画係 ノンステップバス導入事業補助金 維持継続 - - -

7 企画財務部 文化振興課 文化施設係 公会堂管理運営業務 改善 実施済 H28/3 総括

8 総務部 情報システム課 情報システム係 地域情報化推進事業 維持継続 - - -

9 総務部 情報システム課 情報システム係 電子自治体推進事業 改善 着手 総括

10 総務部 総務課 生活安全係 地域防災計画作成事務 改善 実施済 H26/1 -

11 総務部 総務課 生活安全係 自主防災組織育成事業 維持継続 - - -

12 市民生活部 人権推進課 人権文化センター 社会啓発事業( 広域 ) 改善 着手 総括

13 都市部 下水道課 庶務係 小型合併処理浄化槽設置整備事業 改善 実施済 H23/12 -

14 市民生活部 環境政策課 環境政策係 尾道市公衆衛生推進協議会活動推進事業 改善 実施済 H24/5 -

15 市民生活部 環境政策課 環境政策係 環境学習推進事業 改善 実施済 H23/12 -

16 市民生活部 環境政策課 環境政策係 生活排水浄化対策事業委託業務 完了・休止・廃止 実施済 H23/12 -

17 市民生活部 環境政策課 環境政策係 地球温暖化防止等に関する業務 維持継続 - - -

18 市民生活部 衛生施設センター 業務第二係 ペットボトル処理 改善 実施済 H25/1 -

19 福祉保健部 健康推進課 保健係 パパ☆ママ準備スクール 改善 実施済 H23/12 -

20 福祉保健部 健康推進課 保健係 新生児訪問 拡大 実施済 H23/12 -

21 福祉保健部 健康推進課 保健係 乳幼児健康診査（4カ月児） 維持継続 - - -

22 福祉保健部 健康推進課 保健係 幼児健康診査（1歳6ヵ月・3歳児健康診査） 維持継続 - - -

23 福祉保健部 健康推進課 保健係 健診事後教室1 拡大 実施済 H24/5 -

24 福祉保健部 健康推進課 保健係 健診事後教室2（乳児） 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

25 福祉保健部 健康推進課 保健係 乳幼児健全育成事業（発達相談） 拡大 実施済 H24/5 -

26 福祉保健部 健康推進課 保健係 歯周疾患検診 改善 実施済 H24/5 -

27 福祉保健部 健康推進課 元気づくり係
地区健康づくり推進事業　（食生活改善・運動普及事
業）

改善 実施済 H26/1 -

28 福祉保健部 健康推進課 保健係
地区健康づくり推進事業　（保健推進員活動支援事
業）
【事業No.27へ統合】

（No27へ統合） - - -

29 福祉保健部 健康推進課 保健係 向島地区健康福祉まつり 縮小 実施済 H24/5 -

30 福祉保健部 健康推進課 保健係 因島地区健康まつり 改善 実施済 H26/1 -

31 福祉保健部 健康推進課 元気づくり係 がん検診（集団・個別）（成人健康診査事業） 改善 着手 総括

32 福祉保健部 健康推進課 元気づくり係 市民健康まつりの実施 改善 実施済 H26/10 -

33 福祉保健部 健康推進課 医療政策係 在宅当番医制運営（救急医療体制充実事業） 改善 実施済 H23/12 -

34 福祉保健部 健康推進課 医療政策係 歯科在宅当番医制運営（救急医療体制充実事業） 維持継続 - - -

35 福祉保健部 健康推進課 医療政策係
病院群輪番制病院運営事業（救急医療体制充実事
業）

改善 実施済 H25/1 -

36 福祉保健部 健康推進課 医療政策係 瀬戸田食品衛生協会補助 改善 実施済 H26/10 -

37 福祉保健部 健康推進課 医療政策係 人工透析患者支援 改善 実施済 H26/1 -

38 福祉保健部 健康推進課 医療政策係 エイズ・HIV・性感染症予防（感染症対策強化事業） 維持継続 - - -

39 福祉保健部 社会福祉課 庶務係 女性保護対策事業 改善 実施済 H23/12 -

40 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 日中一時支援事業 維持継続 - - -

41 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 障害者自立支援推進事業（「福祉の店」設置事業） 維持継続 - - -

《H28年3月時点》

平成２２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（１９２事務事業・一覧表）

1 / 5 ページ



事務
事業
NO.

部名 課名 係名 事務事業名
H22年度

事務事業評価
（尾道市）

実施状況 時期
総括
状況

《H28年3月時点》

平成２２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（１９２事務事業・一覧表）

42 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係 「障害者週間」尾道福祉大会事業 改善 実施済 H23/12 -

43 都市部 建築指導課 建築指導係 福祉のまちづくり事業 維持継続 - - -

44 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 敬老優待乗車証等交付 改善 着手 総括

45 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 地域介護予防活動支援事業（ふれあいサロン） 改善 実施済 H26/1 -

46 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 配食サービス事業 改善 着手 総括

47 福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係 放課後児童クラブ事業 改善 着手 総括

48 福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係 おのみち子育て支援センター事業 拡大 実施済 H23/5 -

49 福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係 ファミリー・サポート・センター事業 改善 実施済 H23/5 -

50 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係 保育料徴収事務 改善 着手 総括

51 福祉保健部 子育て支援課 児童保育係
特別保育充実事業（一時保育、病後児保育、延長保
育）

改善 実施済 H26/1 -

52 福祉保健部 子育て支援課 児童福祉係 児童虐待防止事業 維持継続 - - -

53-1 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 団体育成事業（因島遺族会） 改善 着手 総括

53-2 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 団体育成事業（尾道市因島地区原爆被害者友の会） 改善 着手 総括

54-1 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 団体育成事業（尾道市因島身体障害者福祉協会） 改善 着手 総括

54-2 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 団体育成事業（因島精神障害者家族会） 改善 着手 総括

54-3 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 団体育成事業（オレンジクラブ） 改善 着手 総括

55 福祉保健部 因島福祉課 福祉係 敬老優待乗車証等の交付 維持継続 - - -

56 福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係 いんのしま子育て支援センター事業 拡大 実施済 H23/5 -

57 福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係 放課後児童クラブ運営事業 改善 実施済 H23/5 -

58 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（一時保育、延長保育事業） 維持継続 - - -

59 福祉保健部 因島福祉課 子育て支援係 ファミリー・サポー・トセンター事業(面接調整） 改善 実施済 H23/5 -

60 福祉保健部 因島福祉課 保険年金係 寿楽園管理運営（入所者介護支援） 抜本的見直し 実施済 H24/5 -

61 福祉保健部 因島福祉課 保険年金係
寿楽園管理運営（入所者給食調理）【事業No.60へ統
合】

（No.60へ統合） - - -

62 産業部 農林水産課 農林振興係 おのみちの森づくり事業 改善 実施済 H25/1 -

63 産業部 農林水産課 農林振興係 農業経営改善指導事務（認定農業者支援事業） 維持継続 - - -

64 産業部 農林水産課 農林振興係 市民農園運営事務 維持継続 - - -

65 産業部 農林水産課 水産振興係
各種稚魚稚貝放流事業
　（栽培漁業・資源管理型漁業推進事業）

維持継続 - - -

66 産業部 農林水産課 水産振興係 尾道水産祭り（漁業祭開催事業） 維持継続 - - -

67 産業部 商工課 商政係 求人情報提供事務 維持継続 - - -

68 産業部 商工課 商工振興係 中小企業融資制度 維持継続 - - -

69 産業部 観光課 観光振興係 観光パートナー養成事業 改善 実施済 H24/5 -

70 産業部 観光課 観光振興係 観光宣伝隊派遣事業 改善 実施済 H23/12 -

71 産業部 観光課 観光振興係 観光PR媒体作成事業 改善 実施済 H23/12 -

72 産業部 観光課 観光振興係 尾道灯りまつり運営事業 維持継続 - - -

73 産業部 観光課 観光振興係 尾道みなと祭運営事業 維持継続 - - -

74 産業部 観光課 観光振興係 写真のまち尾道四季展運営事業 改善 実施済 H25/1 -

75 産業部 観光課 観光振興係 観光まちづくり支援事業 縮小 実施済 H23/5 -

76 産業部 観光課 観光振興係 フィルムコミッション事業 維持継続 - - -

77 産業部 観光課 観光振興係 まちづくり研究グループ運営事業 拡大 実施済 H23/12 -

78 産業部 観光課 広域観光係 千光寺公園桜保存事業 縮小 実施済 H23/5 -

79 建設部 港湾振興課 企画調査係 「みなとオアシス尾道」運営事業 維持継続 - - -

80 建設部 港湾振興課 企画調査係 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会事務 改善 実施済 H23/12 -

81 建設部 港湾振興課 企画調査係 リフレッシュ瀬戸内事務 改善 実施済 H23/5 -

82 都市部 下水道課 庶務係 水洗化啓発事務 改善 実施済 H26/1 -
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83 企画財務部 文化振興課 文化施設係 因島市民会館管理運営事業 改善 着手 総括

84 因島総合支所 市民生活課 住民係 区長会事務局事業 改善 着手 総括

85 因島総合支所 市民生活課 住民係 斎場運営管理事業 維持継続 - - -

86 因島総合支所 市民生活課 総務係 野犬保護対策業務 改善 実施済 H26/1 -

87 因島総合支所 市民生活課 住民係 環境保全事業 改善 着手 総括

88 因島総合支所 市民生活課 住民係 因島墓園管理事業 改善 実施済 H24/5 -

89 因島総合支所 市民生活課 総務係 小型浄化槽設置整備事業 改善 実施済 H27/3 総括

90 因島総合支所 市民生活課 住民係 し尿収集券の売り捌き事業 抜本的見直し 実施済 H23/5 -

91 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 農業総合支援事業（認定農業者支援事業） 維持継続 - - -

92 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 漁業経営構造改善事業 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

93 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 因島観光協会補助金交付事務事業 改善 着手 総括

94 因島総合支所 施設管理課 監理係 市営住宅管理業務 改善 実施済 H26/1 -

95 因島総合支所 施設管理課 監理係 公営渡船の運営管理（細島航路運航事業） 維持継続 - - -

96 企画財務部 文化振興課 文化施設係 御調文化会館管理業務 改善 着手 総括

97 御調支所 まちおこし課 住民生活係 いこい会館管理運営業務 改善 実施済 H26/10 -

98 御調支所 まちおこし課 住民生活係 地域づくり活動支援事業 改善 着手 総括

99 御調支所 まちおこし課 住民生活係 振興区の指導育成事業（振興区との連絡調整事務） 改善 実施済 H26/10 -

100 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係
サロン事業等への支援(はつらつ会・徳永・その他)
　(ふれあいサロン事業)

維持継続 - - -

101 御調支所 まちおこし課 まちおこし係 農業振興対策費（地域農業活性化事業） 維持継続 - - -

102 御調支所 まちおこし課 まちおこし係
認定農業者の育成及び連絡調整に関すること
　（認定農業者支援事業）

維持継続 - - -

103 向島支所 しまおこし課 住民生活係 地域づくり活動支援事業スポーツフェスティバル 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

104 向島支所 しまおこし課 住民生活係 地域づくり活動支援事業文化協会 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

105 向島支所 しまおこし課 住民生活係 コミュニティ活動等推進事業 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

106 向島支所 しまおこし課 住民生活係 区長との連絡調整事務 改善 着手 総括

107 向島支所 しまおこし課 住民生活係 尾道大橋回数券業務 維持継続 - - -

108 向島支所 しまおこし課 住民生活係 向島地区公衆衛生推進協議会に関する事務 改善 実施済 H26/1 -

109 向島支所 しまおこし課 福祉保険係 高齢者福祉（敬老優待乗車証等）事務 改善 実施済 H24/5 -

110 瀬戸田支所 住民福祉課 福祉保険係 尾道市瀬戸田福祉保健センター管理 改善 実施済 H26/1 -

111 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 区長会に関すること 改善 着手 総括

112 瀬戸田支所 住民福祉課 福祉保険係 瀬戸田町遺族会補助金 改善 着手 総括

113 瀬戸田支所 住民福祉課 福祉保険係 瀬戸田町身体障害者福祉協会補助金 改善 着手 総括

114 瀬戸田支所 しまおこし課 しまおこし係 農業振興事務（認定農業者支援事業） 維持継続 - - -

115 瀬戸田支所 しまおこし課 しまおこし係
柑橘産地の振興・再構築（地域プロジェクト推進事
務）

維持継続 - - -

116 企画財務部 文化振興課 文化施設係 瀬戸田市民会館管理業務 改善 実施済 H26/10 -

117 企画財務部 文化振興課 文化施設係 ベルカントホール自主事業 改善 実施済 H25/1 -

118 瀬戸田支所 しまおこし課 施設管理係 みなとオアシス瀬戸田運営事業 改善 実施済 H26/10 -

119 尾道大学（事務局） 総務課 総務係 「尾道学」データベース化事業 改善 実施済 H27/3 -

120 尾道大学（事務局） 総務課 総務係 尾道大学コンピュータ公開講座 改善 実施済 H23/12 -

121 尾道大学（事務局） 学務課 教務係 広報関係業務 拡大 実施済 H24/5 -

122 消防局 警防課 救急救助係 応急手当の普及啓発に関する事務 改善 実施済 H25/1 -

123 消防局 予防課 予防係 予防広報（消防フェア） 抜本的見直し 実施済 H23/12 -

124 教委・教育総務部 庶務課 庶務係 幼稚園就園奨励費事務 維持継続 - - -
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125 教委・学校教育部 学校経営企画課 学校経営支援室 学校評価（システム構築）事業 維持継続 - - -

126 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係
特別支援教育支援員配置事業（特別支援教育推進
事業）

維持継続 - - -

127 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 特別支援教育充実事業（特別支援教育推進事業） 維持継続 - - -

128 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 外国語指導助手招致事業（指導） 維持継続 - - -

129 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 外国語指導助手業務  【事業No.128へ統合】 （No.128へ統合） - - -

130 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 論文コンクール事業 維持継続 - - -

131 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 尾道ことばの力発表会事業 改善 実施済 H23/5 -

132 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成班 学校図書充実事業(国語力育成事業) 維持継続 - - -

133 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 学習支援講師配置事業 維持継続 - - -

134 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 教科アシスタント配置事業 維持継続 - - -

135 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 小中学校音楽コンクール 維持継続 - - -

136 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 小中学校芸術祭開催事業 維持継続 - - -

137 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 学校図書館支援センター推進事業(国語力育成事業) 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

138 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 中高連携教育推進（連携教育推進事業） 維持継続 - - -

139 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 小中連携教育の推進（連携教育推進事業） 維持継続 - - -

140 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 食育指導活動推進事業 拡大 実施済 H23/5 -

141 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 中学校スポーツフェスティバル開催事業 縮小 実施済 H23/5 -

142 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 おのみち立志式開催事業 維持継続 - - -

143 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係
道徳教育研究会開催事業(公共心・道徳性のかん養
事業)

完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

144 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 職場体験活動充実事業 維持継続 - - -

145 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 道徳教育の推進（公共心・道徳性のかん養事業) 維持継続 - - -

146 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 体験学習の充実 維持継続 - - -

147 教委・学校教育部 教育指導課 学事係 外国語指導助手招致事業　【事業No.128へ統合】 （No.128へ統合） - - -

148 教委・学校教育部 学校経営企画課 企画振興係 遠距離通学対策事業 維持継続 - - -

149 教委・学校教育部 学校経営企画課 企画振興係 小学校適正配置事業 維持継続 - - -

150 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 尾道市連合女性会学習会 改善 実施済 H23/5 -

151 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係
「学びあい、支えあい」地域活性化推進事業
　（文部科学省委託事業）

完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

152 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 人材養成セミナー(生き活きセミナー） 改善 実施済 H25/1 -

153 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 放課後子ども教室推進事業（文部科学省補助事業） 抜本的見直し 実施済 H25/1 -

154 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（親子映画講座・特別講座） 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

155 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 家庭教育推進事業 維持継続 - - -

156 教委・教育総務部 生涯学習課 青少年センター 青少年非行防止活動（青少年健全育成事業） 改善 実施済 H23/12 -

157 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 尾道市公民館生涯学習発表会 改善 実施済 H23/12 -

158 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 向島公民館まつり 改善 実施済 H23/12 -

159 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 公民館定例主催講座 改善 実施済 H23/5 -

160 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 公民館講座（旧住民教養講座） 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

161 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 おのみち公民館いきいき講座 維持継続 - - -

162 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 各公民館主催講座 維持継続 - - -

163 教委・教育総務部 生涯学習課 勤労青少年ホーム 勤労青少年ホーム活動 維持継続 - - -

164 教委・教育総務部 生涯学習課 スポーツ振興係 体育協会事務、スポーツ少年団事務に関すること 抜本的見直し 着手 総括

165 教委・教育総務部 生涯学習課 スポーツ振興係 体育協会主催の各種スポーツ大会に関すること 縮小 着手 総括

166 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 私立幼稚園補助金交付事務 維持継続 - - -

167 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 外国語指導助手招致事業 改善 実施済 H26/1 -

168 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 遠距離通学対策事業 維持継続 - - -
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169 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課 地域教育係 ホーム主催（教養講座・クラブ活動）事業 維持継続 - - -

170 企画財務部 文化振興課 文化施設係 しまなみ交流館管理運営事務 維持継続 - - -

171 企画財務部 文化振興課 文化施設係 自主企画事務（しまなみ交流館自主事業） 改善 実施済 H25/1 -

172 企画財務部 文化振興課 文化施設係 自主企画事務（しまなみ交流館育成事業） 改善 実施済 H25/1 -

173 企画財務部 文化振興課 文化振興係 おのみち映画資料館管理運営 改善 着手 総括

174 企画財務部 文化振興課 文化振興係 尾道文化の発刊　【事業No.177へ統合】 （No.177へ統合） - - -

175 企画財務部 文化振興課 文化振興係 会報の発行　【事業No.177へ統合】 （No.177へ統合） - - -

176 企画財務部 文化振興課 文化振興係 各地区文化祭の開催 改善 着手 総括

177 企画財務部 文化振興課 文化振興係 尾道市文化協会庶務 改善 着手 総括

178 企画財務部 文化振興課 文化振興係
囲碁振興事業費
（囲碁のまちづくり推進協議会運営支援事業）

拡大 実施済 H26/10 -

179 企画財務部 文化振興課 文化財係
指定文化財保存修理事業（国宝・重要文化財保存事
業）

維持継続 - - -

180 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 （尾道市）まちなみ形成事業 改善 実施済 H26/1 -

181 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 歴史的建造物及び町並み調査事業 完了・休止・廃止 実施済 H23/3 -

182 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 読書感想文募集事業 改善 実施済 H23/12 -

183 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 移動図書館業務 維持継続 - - -

184 教委・教育総務部 美術館 - 高校生絵のまち尾道四季展事務事業 改善 実施済 H25/1 -

185 教委・教育総務部 美術館 - 絵のまち尾道四季展事務事業 改善 実施済 H26/1 -

186 教委・教育総務部 美術館 - 尾道市美術展事務事業 維持継続 - - -

187 教委・教育総務部 美術館 - 市内美術館連携事務事業 維持継続 - - -

188 教委・教育総務部 美術館 - 展覧会企画開催事務事業 維持継続 - - -

189 水道局 庶務課 料金係 検針業務 改善 実施済 H23/5 -

190 水道局 工務課 給水係 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の調査 改善 実施済 H23/12 -

191 水道局 工務課 維持係 漏水防止業務 維持継続 - - -

192 水道局 工務課 維持係 漏水調査業務 維持継続 - - -
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