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１．財政の健全化

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の改善に努めます。多様

な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図るとともに、補助金・負担金の抜本的な見直し

や徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。 

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政運営を目指すための方向性を明ら

かにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性

の高い財政運営を推進します。 

投資的事業や事務事業の実施については、必要性、有効性、効率性、公平性などを総合的に判断した上で、廃止、変更、縮小、中断なども含め検討しま

す。 

また、補助金等についても、所期の目的を終えたもの、効果が少ないものや既得権化しているものについては、原則廃止、縮減を徹底します。 

一部の市税や料金等については、効率的な歳入確保のため、原則口座振替方式に集約するとともに、引き続き、滞納整理の強化に取り組み、収納率の向

上を図ります。 

また、遊休地等の売却、賃貸の推進や、新たな自主財源の確保に関する検討も積極的に行い、より一層の歳入確保に努めます。 

（１）持続可能な財政運営の推進 

（３）歳出の削減 

（２）歳入の確保 
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１　財政の健全化

（１）持続可能な財政運営の推進
提
出
時

体
系    実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　合併特例債や臨時財政対策債の増加が見込まれる
ため、毎年、財政運営見通しを策定し、市債発行額
が公債費の元金償還額を上回らないように極力抑制
する。

○
　毎年度、財政運営見通しを作成及び公表し、普通地方交付税の合併算定替によ
る縮減、大規模事業への対応などによる財源不足に対し、経常経費の縮減や、事
務事業の見直しにより、各年度の当初予算編成に取り組んだ。

財政課

b

　今後とも扶助費の増加が見込まれる中で、本実施
計画による人件費の削減や市債発行額を極力抑制す
ることにより公債費の縮減に努め、義務的経費全体
の伸びを抑える。
　また、物件費や維持補修費等の経常的経費につい
ても、増加要因がある中で、事務事業の見直しを不
断に行い経費節減を図る。

○

■市債残高を抑制しつつ、基金残高の確保など、大規模実施事業に備えた財政基
　盤の安定に努めた。
　　　　　　　市債残高　、実質公債費比率、将来負担比率
　H25年度　679.5億円　、　　9.0%　　、　　58.6%
　H26年度　691.4億円　、　　8.4%　　、　　50.2%
　H27年度　679.1億円　、　　7.7%　　、　　38.5%
　H28年度　661.5億円　、   　7.0%　　、　　35.5%

■消防局の車両保有台数を見直すことで更新に係る経費削減を図った。
   （7台削減）

財政課

c

　公営企業会計、特別会計については、円滑かつ健
全な経営を実現するため、人件費等のコストの総点
検や事務事業の見直し等を積極的に進め、経営健全
化に努める。

○

■水道事業経営健全化：老朽管更新計画、地域水道ビジョン策定等により、引き
　続き健全経営に努める。
・純利益
　H25年度　     81,000千円
　H26年度　▲  13,000千円（主に退職引当金一括計上のため）

　H27年度      410,776千円
　H28年度　　（決算整理中）
■病院事業経営健全化：公立病院改革プラン策定等により、引き続き、健全経営
　に努める。
・純利益　　　     市立市民病院　       公立みつぎ総合病院
　H25年度　　　871,947千円、　    101,028千円
　H26年度　▲2,575,901千円、 ▲2,122,261千円（主に退職引当金一括計上のため）

　H27年度          322,518千円、　　　   7,627千円
　H28年度　　（決算整理中）              （決算整理中）
■公共下水道事業：下水道新規接続件数の増加。
                           （H26年度～H28年度：計５７７件）
■千光寺山索道事業：H26年度から指定管理者制度を導入し、民間活力を活用
　　　　　　　　　　し、健全経営に努めた。

関係各課

d
　効率的で健全な経営体制の確立を促進する。出資
比率が２５％以上の法人については、引き続き、経
営状況等の情報公開に努める。

○
　効率的で健全な経営体制の確立を促進するため、経営状況の議会報告、情報公
開に努めた。
・６月議会に報告（出資比率５０％以上）
・１月に議長報告（出資比率５０％未満）

関係各課

義務的経費及び経常的経費の抑制

公営企業等の経営健全化

第三セクター等の見直し

財政運営見通し等の作成
作成・公表 

実  施 

実  施 

実  施 
（情報公開） 

財政運営見通しの発表・公表 

市債残高の抑制 680億円 

実質公債費比率 9.0% 

取組結果 

 ◎ ： 完全実施 

 ○ ： 一部実施（継続実施） 

 ▲ ： 取組・検討中 

 － ： 休止中 
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１　財政の健全化

（２）歳入の確保

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　納付者の利便性が高く、収納効率の高い口座振替
を引き続き推進する。
　一部の受益者負担の性格が強い料金等について
は、全員口座による納付となるよう働きかけを行
う。
（平成25年度当初　４１．６％→平成31年度　４
５％）

▲

　口座振替率向上に向けて、市税について納税案内センターから架電、市民税課
や資産税課からも文書等による口座振替の推進や、保育料について入園説明会で
の口座振替の推進に努めた。
　また、通年振替不能になる人については、口座変更依頼を実施し、振替不能に
よる事務負担の改善にも努めた。
　引き続き、納税者の利便性が高く、収納効率の高い口座振替を推進していく。

・口座振替率（市税、保育料等）
　　　H25年度　42.6%
　　　H26年度　42.4%
　　　H27年度　42.1%
　　　H28年度　41.7%

収納課
関係各課

b

　滞納案件の大多数を占める初期、少額滞納者への
対応として「納税案内センター」を有効活用する。
　長期・高額化した滞納案件に対応するため、債権
管理会議を活用するなど、債権の適正管理、収納率
の向上に努める。

○

　市の債権管理会議を通じて、各債権所管課が滞納残額が10万円以上又は徴収
率90％未満の債権の過去3年間の収納率等を分析し、収納率の目標を立てること
で、収納率の向上に努めた。また、民間委託している納税案内センターによる滞
納初期段階の対応として、電話による納税の呼びかけも継続して実施した。

・市税収納率
　　　H25年度　95.7%
　　　H26年度　96.0%
　　　H27年度　96.3%
　　　H28年度　96.7%

収納課
関係各課

c   社会通念や受益者負担の適正化の観点から、定期
的に適切な料金改定を行う。 ○

　放課後児童クラブについて、H29年度から冬季・学年末・学年始休業期間のみ
の利用時に、利用実態を考慮し、月額使用料の見直しを図った。（月額1,500円
に値下げ）

関係各課

d
  減免制度については、公平性・合理性等の観点か
ら見直しを実施するとともに、運用の適正化に努め
る。

▲ 　近隣市町の状況や、施設ごとの減免への影響を調査しながら検討中。 関係各課

e 　未利用財産の有効活用のため、遊休地等の売却ま
たは賃貸を積極的に推進する。 ○

　市の公有財産利活用検討委員会による検討結果を踏まえ、遊休市有地を売却又
は貸付を行うことで、歳入確保と管理経費削減を図った。

　・売却（遊休市有地） 件数、効果額
 　　H25年度　 19件 　７６，９７９千円
 　　H26年度      5件    ２８，４４２千円
 　　H27年度　   5件    ４１，９０４千円
　　 H28年度    10件    ８０，０４０千円
　・貸付（遊休市有地） 件数、効果額
 　　H25年度　 95件 　２０，７６９千円
 　　H26年度　 97件 　２１，７４１千円
 　　H27年度　 84件　 ２２，２３６千円
　　 H28年度　 83件　 ２０，２１６千円

財政課
関係各課

f
　従来までの手法に限らず、広告収入などあらゆる
媒体を活用した検討を行い、新たな自主財源の確保
に積極的に努める。

○ 　書庫として使用していた住吉浜上屋（２階）を、サテライトオフィスとして、
企業に貸付を行うことで、貸付料として、歳入確保を図った。

各課

公共施設等の使用料減免等の見直し

遊休地等の売却、賃貸の推進

多様な手法による自主財源の確保

口座振替の推進強化

滞納整理機能の強化

使用料・手数料等の受益者負担
の適正化

検討・随時実施 

実  施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

実  施 

検討・随時実施 

平成2６年度 

４２．９％ 

平成28年度 

４３．８％ 

市税収納率 95%以上 
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１　財政の健全化

（３）歳出の削減

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

   今まで実施してきた「公共工事コスト縮減に関す
る新行動計画」などのコスト縮減施策の定着を図り
つつ、品質向上を目指した取組みを行い、総合的な
コスト縮減に努める。

▲

■県道改良（事務移譲路線）事業について、県と協議調整し、交付金の増額要望
　を行うことで、事務移譲路線の早期完成に努めた。

・県移譲事務交付金
　H25年度　35,000千円
　H26年度　75,000千円
　H27年度　75,000千円
　H28年度　90,000千円

■水道事業のアセットマネジメント（資産管理）に基づき、H27年度に老朽管更
　新計画を策定し、長期的視点に立った計画的な施設更新の実施に努めた。

    引き続き、公共工事の総コスト縮減に向けて取り組んでいく。

関係各課

b

  すべての事務事業について、必要性、有効性、効
率性、公平性などを総合的に判断した上で、内容の
変更や廃止などを検討する。また、事務事業評価の
手法も用いて事業や業務の整理を行うなど、効果的
な取組みとなるよう改善を図る。

○

　事務事業の必要性、有効性等により、各事業内容の見直し及び改善を図った。
・敬老祝金、祝品事業の対象者見直し（100歳のみを対象へ）
・敬老優待乗車証等交付事業の対象者見直し（７５歳以上を対象へ）
・屋外広告物の許可、指導の取組強化（未申請広告物の減少）
・投票所配置の見直し（小規模投票所の再編）

各課

c

  行政の管理・監督責任の適切な履行とサービス水
準の維持・向上を図りながら、効率的な行政運営と
経費の削減を図るため、委託業務内容の見直し、検
証を行う。
　また、各課に分散している契約事務の一元化を検
討し、契約内容の履行の検査監視体制の整備を図
る。

○

　効率的な行政運営と経費の削減を図るため、委託業務の内容を見直した。
・道路等維持補修業務の見直し（ブロック単位での一括発注）
・尾道ポートターミナル周辺等賑わい創出事業の見直し
　（民間事業の自主運営による委託料の廃止）
・長江浄水場運転監視業務の見直し（遠方操作による閉庁時無人化）
・電力供給事業者選定への一括入札実施（入札事務の一元化）

関係各課

d

  所期の目的を終えたもの、効果が少ないものや既
得権化しているもの、３年以上継続している補助金
について、改めて目的、効果を検証し、廃止、縮減
を検討する。

○
　補助事業の目的、効果等により、補助内容を見直した。

・御調町の地域づくり活動支援事業の交付対象の見直し
　（６団体から３団体へ）

関係各課

e
　光熱水費やコピー料金、消耗品費の縮減など、職
員一人ひとりが創意と工夫に努め、徹底的な経費の
削減を図る。

○

　印刷用紙の両面印刷など個々の取組を始めとし、更なる光熱水費等の削減を
図った。
・電力供給事業者選定への入札実施の拡大（電気使用料の削減）
・瀬戸田支所所管の公用車保有台数の見直し（１台削減）
・消防局の車両保有台数の見直し（７台削減）

各課

補助金等の見直し

光熱水費や事務用品等の節減

公共工事の効率化

事務事業の見直し

委託事業の見直し

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

実  施 
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２．効率的な行政運営

厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、迅速かつ的確で効率的

な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活

用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。 

（１）持続可能な財政運営の推進 

地方分権の進展や高度化・多様化する行政課題と市民ニーズに的確に対応し、公平公正で効果的な行政運営を行うため、引き続き業務の標準化やマニュアル化を推進し、行

政運営プロセスの改善を図ります。 

また、重要度、緊急度の高いものを選別し、目的や効果を客観的に評価し政策決定に反映できる行政評価システムの定着を推進します。 

職員の定員管理については、事務事業の見直しや施設の統廃合、組織・機構の簡素合理化、民間委託等を積極的に進めるとともに様々な人材確保の手法も取り入れながら、

今後も新規採用の抑制により、スリムで効率的な行政運営が図れるよう、職員数の段階的な削減に取り組みます。職員給与の適正化については、国家公務員の水準を基本と

し、問題点の是正に努めます。 

国のマイナンバー制度導入も視野に入れ、業務を含めた情報システムの改修、改善を実施し、更なる行政情報化、業務効率化の推進を図ります。 

また、住民への情報提供、行政手段の効率化など、新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効率的な行政サービスの向上にも努める一方、個人情報の保護や情報セキュリ

ティの強化も図ります。 

窓口業務における、申請手続きの簡素化や事務処理の迅速化など、効率的な行政運営に努めると同時に、市民にやさしい行政サービスの提供を推進します。 

住民ニーズの適切な把握に努めながら、公共施設の有効活用を図るとともに、事務事業評価の手法により、不要な施設の廃止や用途転換を始め、統合、集約などによる再編

整理や、業務の委託化、指定管理者制度の導入等を検討するなど、管理運営の適正化を図ります。 

また、情報の一元化を進め、全庁的視点でのマネジメントを推進します。 

常に機能的で効率的な組織・機構の確立に努めつつ、迅速で柔軟な組織への対応を行います。また、民間活力の活用も積極的に行い、スリムで効率的な組織運営に努めます。  

人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取

り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成に努め、市民満足度の向上を図ります。 

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。 

（７）市民にやさしい行政サービスの提供 

（１）組織・機構の見直し 

（４）人材の育成及び確保 

（６）公共施設マネジメントの推進 

（３）効果的な行政運営プロセス 

（２）定員管理及び給与の適正化 

（５）ＩＣＴの積極的な活用 
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２　効率的な行政運営

（１）組織・機構の見直し

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a
　多様化する行政ニーズに迅速に対応するため、ス
クラップ・アンド・ビルドを徹底し、常に機能的で
効率的な組織・機構の確立に努める。

○

　組織・機構の見直しを行い、H25年度と比較し、1部3課8係の削減とし、ス
リムで効率的な組織となるよう取り組んだ。

　H25年4月1日　17部63課159係
　H26年4月1日　16部61課158係（会計管理者室《部》の廃止等）
　H27年4月1日　16部60課154係（文化振興課を教育委員会から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　市長部局へ移管等）
　H28年4月1日　16部60課151係（みつぎ清風園を民間へ経営
　　　　　　　　　　　　　　　　　　移管等）

職員課

b
　効率的な運営を基本とし、地域特性にも配慮しな
がら、引き続き見直しを検討していく。 ○

　本庁と支所の役割分担などを見直し、市民課業務の一部を本庁に集約（向島し
まおこし課、因島市民生活課の住民異動届入力の一元化）、因島北出張所を廃止
し建替えた因島消防署に統合した。

職員課

c
　縦割り行政の課題に対し、プロジェクトチーム等
の設置など、組織横断的な連携体制を活用し、迅速
かつ柔軟な組織機構への見直しを推進する。

○

　組織横断的な連携体制が必要な業務に対するプロジェクトチーム等を設置及び
活用した。
・マイナンバー制度に関する推進部会及びワーキンググループの設置。
・尾道市少子化対策プロジェクトチームの設置。
・尾道市子どもの貧困対策プロジェクトチームの設置。等

各課

d
   広域的に処理することが適切な事業について、調
査、研究のうえで、積極的に他自治体との連携を推
進する。

▲ 　備後圏域連携協議会、びんご圏域活性化戦略会議の中での連携事業の検討中。 各課

e

　民間の活力を生かすことにより、効率的かつ効果
的に市民サービスが提供できる分野については、行
政が担う責任を明確にして、信頼性、サービス水準
の維持向上及び費用対効果を十分に検討し、積極的
に民間活力の活用を進める。

○

　民間の活力を活かすことにより、効率的かつ効果的に市民サービスが提供でき
る分野については、行政が担う責任を明確にしつつ、積極的に活用を実施した。
・みつぎ清風園を民間へ経営移管。
・介護認定給付事務の一部を民間委託。
・子育て支援センターの一部（みつぎ、東尾道、生口島、向島）をＮＰＯ等へ
　民間委託。
・民営の認定こども園（大慈、尾道めぐみ、因島北）を開園。
・公共下水道使用料巡回検針業務を民間委託。
・新設調理場（高須小、向島中央小、因島南小）を民間委託。
・水道料金業務の委託範囲の拡大。

関係各課

f
　効率的な施設運営のため、幼稚園と保育所との一
体化を図る認定こども園への移行や小中学校の再編
整理など、施設の統廃合を検討する。

○

■幼稚園、保育所再編
・公立の東生口幼稚園、民営の大慈保育園を統合し、大慈認定こども園（民営）
   を開園。
・公立の田熊保育所を廃止し、民設民営により開園。
・公立の土生幼稚園、土生保育所、三庄認定こども園を統合し、因島南認定こど
　も園（公立）を開園。
・公立の大浜保育所、外浦保育所、中庄幼稚園を統合し、因島北認定こども園
　（民営）を開園。
■小中学校再編
・原田中学校を美木中学校へ統合。
・因島南地域（土生・三庄・田熊）の3小学校を統合し、因島南小学校を開校。

教育委員会
子育て支援
課

広域自治体連携の推進

民間活力等の積極的な活用

幼保一体化、小中学校の
再編整理の推進

機能的・効率的な組織への見直し

支所機能の見直し（再編）

迅速かつ柔軟な横断的組織の活用

検討・実施 

検討・実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

段階的に実施 
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２　効率的な行政運営

（２）定員管理及び給与の適正化

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、民
間委託等を積極的に進め、平成２５年４月１日現在
の職員数１，１６５人を平成２８年４月１日までに
６．４％削減する。

○

　定員適正化計画（第三次）に基づく職員数の適正管理に取り組み、普通会計職
員数1,165人をＨ28年４月１日までに7.0％削減し、1,083人とした。
　H28年度末に定員適正化計画（第四次）を策定した。

・普通会計職員数
　H25年4月1日 　　　　　　　　　　   実績値：1,165人
　H26年4月1日 計画値：1,137人　→　実績値：1,137人（前年差 ▲28人）
　H27年4月1日 計画値：1,115人　→　実績値：1,110人（前年差 ▲27人）
　H28年4月1日 計画値：1,090人　→　実績値：1,083人（前年差 ▲27人）

職員課

b
　国家公務員の水準を基本に、地域の実態に沿った
給与水準の適正化に努める。また、国の公務員制度
改革の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

○

　国家公務員の水準を基本に、地域の実態に沿った給与水準の適正化に努めた。
・市長、副市長(2)、教育長の給与について、それぞれ8%、7%、6%カットを
　実施した。
　効果額：H26年度  4,026千円
　　　　　H27年度  4,021千円
　　　　　H28年度  3,992千円

・世代間の給与配分を適正化する観点から50歳代後半の給与水準の上昇を抑え
　るため昇格時の給与上昇を抑制した。
　効果額：H27年度  940千円
　　　　　H28年度  364千円

・給与構造改革（H17年人勧による給料表の減）によるH18年3月31日の経過
　措置額をH27年度は1/2とし、H28年4月1日に廃止した。
　効果額：H27年度  3,309千円
　　　　　H28年度     267千円

職員課

c

　特殊勤務手当や通勤手当、扶養手当、住居手当な
どについて、支給内容等の更なる見直しを行う。ま
た、退職手当については、国と同様の支給基準とし
ており、国に準じて見直しを行う。
 福利厚生事業の内容、効果等を検証し、市民の理
解が得られるものとなるよう常に点検、見直しを行
う。

○

　退職給付の官民格差（△4,026千円）を退職手当の支給水準をH25年度から
段階的に引き下げた。
・調整率　Ｈ24：　　104/100
　　　　　Ｈ25：　　  98/100
　　　　　Ｈ26：　　  92/100
　　　　　Ｈ27以降：  87/100

・効果額
　H26年度  55,824千円
　H27年度  48,731千円

職員課

d

  各課における事務事業の見直しにより、事務の一
層の効率化を図る。また、平成22年度に策定した
「尾道市職員の時間外勤務の適正管理及び縮減に関
する指針」により、引き続き適正な管理に努める。

▲
　事務の一層の効率化やノー残業デーの継続した取組とともに、「尾道市職員の
時間外勤務の適正管理及び縮減に関する指針」の趣旨及び運用の徹底を図ってお
り、今後も、時間外勤務の適正な管理及び縮減に取り組んでいく。

職員課時間外勤務の適正な管理

定員適正化計画の見直し及び
着実な実行

給与水準の適正化

諸手当、福利厚生事業の見直し

策定・実施 

検討・随時実施 

実  施 

検討・必要に応じて見直し 

H26.4.1 

1,13７人 

H27.4.1 

1,115人 

H28.4.1 

1,090人 

7



２　効率的な行政運営

（３）効果的な行政運営プロセス

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a
　地域主権改革の進展や、高度化・多様化する市民
ニーズに的確に対応し、効果的な行政運営を行うた
め、行政運営プロセスの改善を図る。

○

■H29年度からおのみち地区し尿処理場の運転管理を民間へ委託し、歳出
　削減を図る。
■Ｈ27年度に国民健康保険各種申請書の押印基準を見直し、多くの申請書
　から押印欄を削除し、市民への押印に関する負担を軽減した。
■市民病院の病棟改編に伴い、H29年度から尾道市地域包括支援センター
　（中央圏域）を市民病院内に移転を行う。

関係各課

b
　合併により異なった制度や方法によって行われて
いる事務事業を見直し、効率的・合理的に事務事業
が実施できるよう段階的に統一していく。

○
　H28年度に旧尾道地域の各町内会に対する活動助成金を見直し（１世帯当たり
の交付額を１５０円増額）、町内会による主体的な地域活動の活性化を推進し
た。

各課

c

　庁舎の新築、改修の機会を捉え、行政運営プロセ
スの改善も含め、効率的な行政運営に資する庁舎環
境の改善、整備を推進する。
　また、利用者の利便性の確保などについても検討
する。

○
　H26年度に庁舎整備基本構想（素案）の策定、新市建設計画の変更、Ｈ27年
度に基本・実施設計の契約締結、H28年度に実施設計を行った。
　H31年度の本庁舎完成に向けて、効率的で効果的な行政運営と市民サービスの
向上を図り、安全安心な庁舎となるよう取組中。

各課

d

　窓口業務やパソコン操作などの内部事務につい
て、人事異動などによる影響を受けず、安定した行
政運営が行えるよう、業務の標準化や事務処理のマ
ニュアル化を進める。

○
■物品購入等の業務委託契約に関する事務チェックリストを作成し、必要な
　手順等を確認しやすくすることで事務処理の確実性及び標準化に努めた。
■マイナンバー制度へ対応した受付時等のマニュアル（国保等）を作成し、
　各支所へ説明会を実施するなど事務の標準化を図った。

各課

e

　所期の目的を終えたもの、必要性や効果が少ない
もの、他の部局で行っているなど類似の行事やイベ
ントについて、廃止や統一、開催間隔などの見直し
を行う。

○

　類似する行事やイベントについて、その目的・効果を検証しながら開催間隔等
を見直した。

■消防フェアの開催時期の見直し（隔年→周年）により、出前講座に注力する
　ことで、住民の防火防災意識の啓発に努めた。

関係各課

f

　行政活動について、施策や事業の成果などを検証
し、効率的かつ効果的に運営できるよう、引き続き
事務事業評価を中心とした行政評価システムの定着
化を図る。

○

　効率的かつ効果的な行財政運営を行うため、新規事業に対する事前評価や継続
事業に対する事後評価などの事業の改善等について取り組むことで、職員の行政
経営に関する意識改革に努めており、引き続きＰＤＣＡサイクルの定着を図る。
■事務事業評価（事前）
　H25年度　事前評価　27件、　事業化　25件、　延期中止　  2件
　H26年度　事前評価　38件、　事業化　36件、　延期中止　  2件
　H27年度　事前評価　48件、　事業化　38件、　延期中止　10件
　H28年度　事前評価　31件、　事業化　25件、　延期中止　  6件

■事務事業評価（事後）
・Ｈ２１～２３年度に実施の事務事業評価に基づく改善等の取組状況について
　は、Ｈ26～28年度の3年間で39件が業務改善等による実施済となり、48
　1件中、実施済が394件で、約82％の実施率となった。

政策企画課
財政課
職員課

行政評価システムの定着

行政運営プロセスの改善

合併に伴う諸制度の統一

庁舎環境の改善、整備

事務処理の標準化、
マニュアル化の推進

各種行事、イベントの見直し

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・実施 

検討・随時実施 

実  施 

基本・実施設計 
検討 

方針決定 
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２　効率的な行政運営

（４）人材の育成及び確保

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　人材育成基本方針に基づき、地域のさまざまな課
題に対して、自主的に取り組み、自らの知恵で解決
していくことができる、意欲ある人材の育成を図
る。

○
　H28年4月に「尾道市人材育成基本方針」の第3次改定を行い、目指すべき職
員像を「尾道創生への使命感を持ち、果敢に挑戦し実現する職員」と定め、人事
管理・職員研修・職場風土づくりなどの多角的な取組を効果的に連動させ、職員
の自ら学び、育とうとする意欲を喚起・支援し、人材の育成を図った。

職員課

b
 　階層別の研修や社会情勢に呼応した職員の資質
向上を図る研修等を計画的に実施する。 ○

　階層に応じた役割認識を深めるための基本研修（階層別研修）や、社会情勢・
人事管理制度の変動、組織としての育成ニーズに応じた特別研修（コンプライア
ンス・人事評価・講座選択型ｅラーニング等）などの集合研修を実施するととも
に、市町村・国際文化アカデミーや、広島県自治総合研修センター等の研修機関
に職員を派遣し、高度・多様化する行政需要に的確に対応するための専門的知識
の習得や、市職員としての意識向上を図った。

・各研修参加者数　　 基本研修　、　特別研修　、　派遣研修
　H25年度　　　　　  410人　、　1,820人　、　  139人
　H26年度　　　　　  256人　、　2,138人　、　  148人
　H27年度　　　　　  247人　、　2,603人　、　  148人
　H28年度　　　　  　156人　、　2,158人　、  　137人

職員課

c

　研修受講の機会確保や新たな発想、改善策を育む
職場風土づくりなど、職員の成長しようとする営み
を支援する組織、職場環境の整備に取り組みなが
ら、人材育成の充実を図る。

○

　日常業務の中で長期的に、職員一人ひとりの現状に応じたきめ細かな対応を図
り、業務に必要な知識や技術の計画的な習得を促すため、管理監督職員の役割
や、新規採用職員の指導・育成方針を明確にしたうえ、職場内研修を計画的に実
施し、職場の上司・先輩職員などによる実務を通じた教育・指導に努めた。

・職場研修参加者数
　H25年度　7,252人
　H26年度　6,204人
　H27年度　7,451人
　H28年度　7,663人

職員課

d
　単なる勤務評定ではなく、自らの職務適性判断や
職務遂行に必要な能力を伸ばすような、人材育成に
つながる人事評価制度の導入を検討する。

◎
■人事評価制度をH27年度試行、H28年度本格導入した。
■本市における人事評価制度は、人材育成に主眼を置いており、評価レベルの
　均衡等に係る評価者への事前研修及び評価後のフォローアップも実施した。

職員課

e

　再任用や任期付短時間勤務職員など、新たな手法
による人材確保の検討を引き続き行う。また、新規
採用職員の確保についても、多様な人材の確保や新
たな手法の導入を検討する。

○

■職員採用試験については、実施時期を一部早めたり、職務経験者枠を設けるな
　ど、人材確保に向けた有効な取組に努めている。
■再任用職員については、対象職員のスキルが十分に発揮できるよう意向調査等
　を行いながら、職員の配置・確保に努めている。
・再任用職員数（消防局、病院事業局、尾道市立大学を除く）

                       　   フルタイム　、  ５．５時間　、  ハーフタイム　、合計
　H25年度　　　　　　20人　、　　　　6人　、　　　　25人　、　51人
　H26年度　　　　　　17人　、　　　　4人　、　　　　19人　、　40人
　H27年度　　　　　　15人　、　　　　8人　、　　　　25人　、　48人
　H28年度　　　　　　24人　、　　　　9人　、　　　　20人　、　53人

職員課

人材育成基本方針に基づく
職員意識の向上

計画的な研修の実施

職場における人材育成の充実

人材育成を基本とした
人事評価制度の導入検討

新しい手法による人材の確保

基本方針に基づく人材育成の実施 

基本方針に基づく研修の実施 

基本方針に基づく人材育成の実施 

人事評価制度の導入検討 

検討・随時実施 
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２　効率的な行政運営

（５）ＩＣＴの積極的な活用

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　安全かつ効率的で持続可能な情報システムの管理
運営を行うため、第５次情報化推進計画に基づく行
政情報化の推進と、費用対効果を勘案した情報シス
テム環境の最適化を図る。

○

　H24年度に策定した第5次情報化推進計画に基づき、基幹系システムの更新
や、情報系システムの最適化、情報セキュリティの強化等に取り組んだ。
・住民、税等の業務に関する基幹系システムの更新。（H28年度）
・マイナンバーの独自利用。（市乳幼児等医療費助成金の交付に関する事務など
　の6業務に活用）
・個人住民税等への電子申告（eLtax）の利用促進。
（給与支払報告書提出利用率：H25年度 24.4％からH28年度 35.1%へ増加）

情報システ
ム課
関係各課

b
　合理的で効率的な業務の遂行を実現するため、内
部事務処理の電子化や電子決裁について調査研究を
行い、可能なものから順次実施する。

▲
　予算書等のページ数の多い資料について、ＰＤＦデータを庁内グループウェア
へ掲載することで事務の省力化を図っているが、引き続き、内部事務の電子化や
電子決裁について調査研究していく。

情報システ
ム課
関係各課

c

　業務系サーバのデータセンター管理、端末仕様の
統一、個人単位の利用者管理等を実施する。
　また、管理規程（手順書）の遵守、研修・教育の
充実を図る。

○

　適正な情報システムの運用管理に努めるため、ソフトとハード両面へのセキュ
リティ強化に取り組んだ。
・認証システム導入、インターネット分離
・広島県クラウドへの参加準備（H29参加）
・セキュリティポリシーの改定
・職員への標的型メール対策の訓練、ｅラーニングによるセキュリティ研修　等

情報システ
ム課
関係各課

d
　新たな端末機器やクラウド環境など、ＩＣＴ(情
報通信技術）の積極的な活用による、効率的な行政
運営を実現する。

▲ 　タブレット端末及びペーパーレス会議システム導入を継続して検討していく。
情報システ
ム課
関係各課

行政情報化の推進

電子決裁の導入と内部事務の電子化

情報セキュリティの強化

新たなＩＣＴ(情報通信技術）の
活用、研究

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・実施 

第5次情報化推進計画の実施 

運用規程に基づく管理の実施 

10



２　効率的な行政運営

（６）公共施設マネジメントの推進

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　公共施設に係る情報の一元化を図り、全市統一的
な視点での管理運営が行える体制、視点の構築を図
る。
　また、ファシリティマネジメント等、効果的で効
率的な公共施設マネジメントの推進を図る。

◎
　老朽化に伴い増大する公共施設等の維持管理経費の抑制に向けて、H28年度策
定の公共施設等総合管理計画を推進していく財産管理部門を、新たに企画財政部
門に設置し全庁一丸となって取り組む。

職員課
関係各課

b
　公共施設について、設置目的や利用実態などに応
じ、施設の利用者数、利用者の満足度など適切な目
標を設定し、その向上に努める。

○

■シトラスパークのリニューアルに向けた取組。（H28年度：不用財産の撤去
　及び休園等による施設管理費の削減《H25年度比較　約15,000千円削減》、
　H29年度：県有財産部分の無償譲渡⇒H3１年度開園予定）
■立花自然活用村については、H26年8月よりNPO法人に管理を委託し、施設の
　有効活用と市民、観光客の憩いの場を提供する運営により、来訪者数が増加し
　た。
・来訪者数
　H25年度　　ほぼ無し
　H26年度　　3,000人
　H27年度　　3,000人
　H28年度　　4,000人

関係各課

c

　設置目的や利用実態などに応じ、同種の公共施設
について、統廃合や用途転換を検討する。
  利用促進策を講じても十分な利用が図れない施設
については、統廃合や用途転換を検討する。

○

■廃止施設
・人権ふれあい館の用途廃止（内郷、因島三庄、瀬戸田福田、瀬戸田垂水、瀬戸
田荻）、公会堂の用途廃止。

■尾道市就学前教育、保育施設再編計画等に基づく施設の統合集約等
・就学前教育、保育施設　H25年度　57施設　⇒　H28年度　52施設
・小中学校　　　　　　　H25年度　49校　　⇒　H28年度　43校

関係各課

d
　利用者ニーズに沿った開館時間の見直しを検討し
つつ、施設に係る収支を明確にし、経費削減に努め
る。

○
■指定管理者制度導入による図書館の開館時間延長や返却ＢＯＸ活用による利便
　性の向上を図った。
■映画資料館における集客イベントの一部をNPO法人へ委託を行うなど効率化を
　図った。

関係各課

e

　施設の設置目的を効果的に達成するため、民間事
業者等が有するノウハウを活かすことにより、引き
続き、指定管理者制度の活用に努める。
　また、サービス水準の確保のため、利用者や住民
からの評価等を踏まえ、指定管理者の適切な運営の
推進を行う。

○

　指定管理者による公共サービスの提供が、法律や条例、規則、協定等に従い、
適切かつ確実に履行されているかどうかを確認するとともに、施設の管理・運営
上の課題や問題点を洗い出し、安定的・継続的なサービスを提供することが可能
かどうかを確認する手段として、H26年度に指定管理者モニタリングマニュアル
を策定し、Ｈ28年8月のモニタリング結果（Ｈ27年度分）から市ホームページ
にて公表した。

・指定管理者制度導入率《導入施設数／公の施設数》　（各年度の導入施設）
　H25年度　　28.0％
　H26年度　　27.7％（千光寺山索道事業施設、瀬戸田町Ｂ＆Ｇ海洋センター）

　H27年度　　28.8％（向島運動公園、尾道市立図書館）

　H28年度　　28.9％

関係各課

公共施設の複合化、集約による
再編・整理

施設管理運営の適正化

指定管理者制度の活用及び
適切な運営の推進

公共施設情報の一元化、
全庁的視点の構築

効果的な公共施設の有効活用

検討・実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

検討・随時実施 

指定管理者制度の導入 

モニタリングの導入 
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２　効率的な行政運営

（７）市民にやさしい行政サービスの提供

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　窓口を総合化することにより、各種の行政窓口を
一箇所で行うことができるワンストップサービスの
導入を検証する。
　また、窓口業務の関係部署による連携強化など、
窓口業務の見直しを図る。

▲ 　新庁舎レイアウト及びワンストップ窓口について、新庁舎窓口ワーキングでの
検討内容を踏まえ、住民サービスの向上、業務の効率化に繋がるよう検討中。

関係各課

b
　市民にとって効果的な行政サービスとは何かを考
え、効果的で効率的な行政サービスへの転換、提供
を図る。

○
　住民票の写し、戸籍及び印鑑登録証明書の申請書類について、様式を１つに統
合し、氏名等の申請者の重複記載等を解消することで、市民サービスの向上に努
めた。

関係各課

ワンストップサービス等、
窓口業務の見直し

市民にやさしい行政サービスの提供

検討・随時実施 

検討・随時実施 
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３．市民と行政の新たな関係によるまちづくり

市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や連携を通じ、市民と市

（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。 

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。 

（１）持続可能な財政運営の推進 

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財

務指標の適正な管理に努めます。また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。 

市が行う行政処分や市民からの届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続制度の適正な運用と監査機能の充実強化などに努めます。 

また、情報公開についても一層推進し、市民にわかりやすい行政運営にも努めます。 

市政に対する市民の理解を深め、市民と行政の新たな関係によるまちづくりを一層推進するため、広報紙やホームページなどの充実を図ります。 

市民への説明責任を果たすとともに、市民への効果的な行政情報の提供を推進するため、新たな情報伝達手段の活用も検討します。 

市民を始め自主防災組織や町内会等の自治組織、ＮＰＯなどが積極的に行政に関わることができるよう、市民や団体・組織の人材育成、活動場所の提供

などに取り組むとともに、市職員も各種イベントや町内会活動などの地域活動に積極的に参加するよう意識改革に努めます。また、パブリックコメント

制度や協働のまちづくり行動計画の実施により市民がまちづくりに参加しやすい環境整備に努めます。 

（３）公正の確保と透明性の向上 

（２）広報機能の充実強化 

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進 
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３　市民と行政の新たな関係によるまちづくり

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a 　「尾道市協働のまちづくり行動計画」に基づき、
協働のまちづくりを具体的に推進する。 ▲

　協働のまちづくり行動計画に基づき、市民、活動団体、職員を対象としたまち
づくり活動発表会や協働のまちづくり講座等の開催や、広報紙等による協働に関
する情報発信を行った。引き続き、協働のまちづくりの推進に努めていく。

政策企画課
関係各課

b

　 「尾道市協働のまちづくり行動計画」に基づ
き、市民を始め自治組織やＮＰＯなどが、積極的に
まちづくりに参画できるよう環境整備や支援を行
い、地域活動の中心的役割を担う人材の育成に努め
る。

○

■地域の防災リーダー育成講座及び防災士資格取得補助の新設。
・防災リーダー認定者総数　182名
・防災士認定者総数　39名
　（防災リーダーの内、市補助制度活用による防災士資格取得者数）

■尾道市体育協会の自立化（事務局業務を主体的に運営）

■人材育成講座の実施（若者チャレンジ講座）
　Ｈ27年度　受講生13人　一般192人
　Ｈ28年度　受講生11人　一般229人

政策企画課
関係各課

c

  職員一人ひとりが、積極的に各種行事・地域活動
に参加する「ワン・ステップ・アクション」を実践
し、意識改革に努めることで、市民とともにまちづ
くりへの関心を高め、市民と市との信頼関係のも
と、協働のまちづくりを推進する。

○

　「ワン・ステップ・アクション」の実施について、各所属での取組促進を図り
つつ、結果についても職員に周知することで、職員の参加促進を図った。
　H25年度　13イベント　139人参加
　H26年度　13イベント　116人参加
　H27年度   10イベント　156人参加
　H28年度　11イベント　330人参加

政策企画課
全職員

（２）広報機能の充実強化

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　市民への説明責任を果たすとともに、市政に対す
る市民の理解を深めるため、ケーブルテレビやＦＭ
ラジオなどの活用を図るとともに、ホームページや
広報紙を充実させ、効率よく効果的な行政情報の提
供を推進する。

○
■市ホームページについて、高齢者等でも使いやすくするためのリニューアルを
　実施した。
■災害時においてもエフエム放送を継続して行えるよう、エフエムおのみちに対
　し、送出設備の二重化と自家発電設備の設置のための補助金交付を実施した。

秘書広報課
関係各課

（３）公正の確保と透明性の向上

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 取組結果 主な取組事例/効果 担当課

a

　市が行う行政処分や市民からの届出に関し、公正
の確保と透明性の向上を図るため、行政手続制度の
適正な運用に努めるとともに、情報公開を一層推進
する。

○ 　行政手続制度の適正な運用に努めるため、市内部の例規システムから各処分等
の基準及び標準処理期間を検索できるよう整備した。

関係各課

b

　一般行政事務全般にわたって、その経済性・効率
性・有効性に着眼して実施する行政監査の充実を図
る。
　また、工事監査についても、引き続き専門知識の
ある外部への委託を行い充実強化を図る。

▲
■行政監査については、一部、定期監査の中で実施しており、今後はテーマを
　定めた単独実施に向けて取り組む。
■外部委託技術士による工事監査についても、適正な工事施行及び事務執行、
　併せて監査の専門性・独立性の強化のため、継続して実施していく。

監査事務局監査機能等の充実強化

協働のまちづくり行動計画の推進

各種団体の育成、支援
市民活動や地域活動のリーダー育成

市職員によるワン・ステップ・アク
ションの実践

多様な情報提供ツールを活用した
広報の充実、強化

情報公開の推進

検討・随時実施 

検討・随時実施 

実  施 

検討・随時実施 

実  施 

検討・随時実施 
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