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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

公－1 尾道市内郷人権文化会館
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

完了
休止
廃止

　利用率も低く、近隣にも利用可能な栗原北
公民館等の施設もあり、この施設の存続意義
は高くない。廃止の方向で検討する必要があ
る。

　廃止の方向で、平成22年度中に関係団体
との協議を行う。

公－2 尾道市下三成人権文化会館
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

完了
休止
廃止

　利用率も低く、近隣にも利用可能ないきいき
サロン三成等の施設もあり、この施設の存続
意義は高くない。廃止の方向で検討する必要
がある。

　廃止の方向で、平成22年度中に関係団体
との協議を行う。

公－3 尾道市阿吹人権文化会館
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

完了
休止
廃止

　利用率も低く、近隣にも利用可能ないきいき
サロン阿吹等の施設もあり、この施設の存続
意義は高くない。廃止の方向で検討する必要
がある。

　廃止の方向で、平成22年度中に関係団体
との協議を行う。

公－4 尾道市阿草人権文化会館
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

完了
休止
廃止

　利用率も低く、近隣にも利用可能な大田人
権文化会館等の施設もあり、この施設の存続
意義は高くない。廃止の方向で検討する必要
がある。

　廃止の方向で、平成22年度中に関係団体
との協議を行う。

公－5 尾道市割石人権文化会館
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

改善

①人権推進、地域コミュニティ活動の拠点とし
て、相当数の利用がある。（市民農園利用者
のトイレ休憩等の利用もある。）
②利用圏域が重複とされた福田人権文化会
館までは高低差や道路形態から、距離的に
近い位置にあるとは言えない。
③将来的には、高齢化社会の中でいきいきサ
ロンを併設した地域の集会施設等としての活
用を検討する必要がある。

　利用者増や経費節減につながる運営方法
について検討しながら、当面、維持継続とす
る。

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－6 尾道市宇山集会所
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①地域コミュニティ活動の拠点として料理教室
やコミュニティサロンとして利用されている。
②利用圏域が重複とされた向島人権文化セ
ンターまでは、高低差があるものの距離的に
は近い位置にある。
③維持管理費も年間10万円程度で推移して
おり、最小限の経費に留めている。

　維持管理費も小額であり、当面は、最小限
の修繕で施設運営を維持継続する。

公－7 尾道市西浦集会所
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①地域でのコミュニティサロンとしての利用度
が高く、畑田住宅内（世帯数：26世帯）の集会
場所としても利用されている。
②利用圏域が重複とされた因島人権文化セ
ンタ－までは高低差があるが、距離的に近い
位置にある。

　地域住民に幅広く利用されており、当面は、
最小限の修繕で施設運営を維持継続する。

公－8 尾道市三庄集会所
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。 完了

休止
廃止

　利用率も低く、近隣にも利用可能な公民館
や人権福祉センター等の施設もあり、この施
設の存続意義は高くない。廃止の方向で検討
する必要がある。

　廃止の方向で、平成22年度中に関係団体
との協議を行う。

公－9 尾道市名荷ふれあい集会所
人権推
進課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。 完了

休止
廃止

　利用率も低く、近隣にも利用可能な公民館
等の施設もあり、この施設の存続意義は高く
ない。廃止の方向で検討する必要がある。

　廃止の方向で、平成22年度中に関係団体
との協議を行う。

公－10
瀬戸田町集会施設(瀬戸田光
照苑)

瀬戸田
支所
住民福
祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①地域コミュニティの活動拠点となっており、
必要な施設であり、かつ、利用率も高い。
②利用圏域が重複とされた沢公民館までは、
高齢者にとって近い位置にあるとは言えな
い。
③維持管理費は、指定管理者制度を導入し、
最小限に留めている。

　瀬戸田光照苑は、瀬戸田区の地域コミュニ
ティを継続するためには不可欠な施設であ
る。また、利用率も高く、維持管理費も最小限
に留めていることから、維持継続とする。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－11
瀬戸田町集会施設(福田たち
ばな荘)

瀬戸田
支所
住民福
祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①地域コミュニティの活動拠点となっており、
必要な施設である。
②利用圏域が重複とされた福田ふれあい集
会所までは、比較的近い位置にあるが、両施
設とも利用率は高い。
③維持管理費は、指定管理者制度を導入し、
最小限に留めている。

　福田たちばな荘は、福田・港区の地域コミュ
ニティを継続するためには不可欠な施設であ
る。また、利用率も高く、維持管理費も最小限
に留めていることから、維持継続とする。

公－12
瀬戸田町集会施設(荻南風
園)

瀬戸田
支所
住民福
祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①地域コミュニティの活動拠点となっており、
必要な施設である。
②利用圏域が重複とされた荻ふれあい集会
所までは、比較的近い位置にあるが、両施設
とも利用率は高い。
③維持管理費は、指定管理者制度を導入し、
最小限に留めている。

　荻南風園は、荻区の地域コミュニティを継続
するためには不可欠な施設である。また、利
用率も高く、維持管理費も最小限に留めてい
ることから、維持継続とする。

公－13 いきいきサロン久保
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、人権文
化センタ－は高齢者が歩いて行って利用する
には遠い。また、同じ小学校区内にいきいき
サロン防地があるが、地域コミュニティとして
は、離れている。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間7,000人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
④施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も高い。当面は最小限の修繕で施設運営を
維持継続する。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－14 いきいきサロン西藤
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

縮小

①利用圏域が重複しているとされた、いきいき
サロン友愛といきいきサロン柳井との中間に
あり、同じ小学校区内である。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間400人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
④施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。
⑤将来的には、統合の検討が必要である。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も低くない。当面は最小限の修繕で施設運営
を維持継続するが、施設の老朽度を勘案しな
がら、いきいきサロン友愛との統合を検討す
る。

公－15 いきいきサロン新浜
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、いきいき
サロン吉浦は高齢者が歩いて行って利用する
には遠い。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間3,000人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
④施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も高い。当面は最小限の修繕で施設運営を
維持継続する。

公－16 いきいきサロン槙ヶ峰
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、いきいき
サロン向峠は高齢者が歩いて行って利用する
には遠い。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間3,000人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
④施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も高い。当面は最小限の修繕で施設運営を
維持継続する。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－17 いきいきサロン矢立
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、いきいき
サロン向東（サンボル尾道に併設）が同じ小
学校区内にあるが、高齢者が歩いて行って利
用するには離れている。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間1,800人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も高い。当面は最小限の修繕で施設運営を
維持継続する。

公－18 いきいきサロン防地
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、人権文
化センタ－は高齢者が歩いて行って利用する
には遠い。また、同じ小学校区内にいきいき
サロン久保があるが、地域コミュニティとして
は、離れている。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間4,500人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
④施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も高い。当面は最小限の修繕で施設運営を
維持継続する。

公－19 いきいきサロン柳井
高齢者
福祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、いきいき
サロン友愛といきいきサロン西藤が同じ小学
校区内であるが、地域コミュニティとしての圏
域が異なっている。
②地域コミュニティの場として利用されてお
り、年間500人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。

　高齢者福祉を推進する施設であり、利用率
も低くない。当面は最小限の修繕で施設運営
を維持継続する。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－20 いきいきサロン椋浦
因島福
祉課

　サービス利用圏域は重複していない
が、建物の老朽度、利用状況から用途
転換等の検討対象とすることが望まし
い。

維持
継続

①約50世帯の地域であることから、利用件
数、人数は多くはないが、地域コミュニティの
場として有効に活用されている。
②指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
③施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、有効利
用されている。当面は最小限の修繕で施設
運営を維持継続する。

公－21 いきいきサロン中庄
因島福
祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

完了
休止
廃止

　中庄公民館建替えに伴い、既に平成20年度
に取り壊した。

公－22 いきいきサロン大浜
因島福
祉課

　サービス利用圏域は重複していない
が、建物の老朽度、利用状況から用途
転換等の検討対象とすることが望まし
い。 維持

継続

①約380世帯の地域であることから、利用件
数、人数はそれほど多くはないが、地域コミュ
ニティの場として有効に活用されている。
②指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
③施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、有効利
用されている。当面は最小限の修繕で施設
運営を維持継続する。

公－23 いきいきサロン土生南
因島福
祉課

　サービス利用圏域が重複している集会
施設であり、用途転換等の検討対象とす
ることが望ましい。

維持
継続

①利用圏域が重複しているとされた、いきいき
サロン土生は高齢者が歩いて行って利用する
には遠い。
②地域コミュニティの場として有効に利用され
ており、年間650人前後で推移している。
③指定管理者制度を導入し、経費は最小限
に留めている。
④施設が老朽化しているが、当面は最小限の
修繕で施設運営を行う。

　高齢者福祉を推進する施設であり、有効利
用されている。当面は最小限の修繕で施設
運営を維持継続する。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－24 東部公民館高須南分館
生涯学
習課

　平成17年度以降の年間利用人数・許
可件数等が、2年連続して前年度を下
回っているため「用途転換等」の検討対
象とすることが望ましい。

改善

①東部公民館高須南分館の利用者数は、平
成19年度2,714人、平成20年度3,061人となっ
ている。
②東部公民館の稼働率が高く、利用制限をし
ている状況にあり、当該施設を補完するため
に東部公民館高須南分館は、引き続き公民
館施設として維持継続していく必要がある。
③公平性の観点から受益者負担について検
討する必要がある。

　受益者負担(光熱水費など）については、公
平性の観点から他市や類似施設の状況を参
考にしながら、検討する。

公－25 長江公民館分室
生涯学
習課

　そのほとんどが、市立尾道南高等学校
のコンピュータ教室として利用されている
ため、「用途転換等」の検討対象とするこ
とが望ましい。

完了
休止
廃止

　年間を通じてほとんど尾道南高等学校の生
徒のパソコン（情報）教室として利用しており、
公民館としては機能していない。実態に合わ
せた位置付けとする必要がある。

①公民館としては、平成21年度末をもって廃
止する。
②施設利用の実態を考慮し、所管を尾道南
高等学校に改める。

公－26 向島公民館川尻分館
生涯学
習課

　平成17年度以降の年間利用人数・許
可件数等が、2年連続して前年度を下
回っているため「用途転換等」の検討対
象とすることが望ましい。

改善

①向島公民館川尻分館の利用者数は平成19
年度6,947人、平成20年度5,736人となってい
る。
②新しく完成した市民センターむかいしま内の
向島公民館は稼働率が高く、利用制限をして
いる状況にあり、当該施設を補完するために
向島公民館川尻分館は、引き続き公民館施
設として維持継続していく必要がある。
③公平性の観点から受益者負担について検
討する必要がある。

①当該施設は、向島福祉支援センターと複
合施設であり、土地は借地として市が年間
300万円支払って借り受けていることから、将
来的には別用地の確保を含め、抜本的な見
直しを検討する。
②受益者負担(光熱水費など）については、
公平性の観点から他市や類似施設の状況を
参考にしながら、検討する。

公－27 尾道市みつぎグリーンランド 観光課

　利用者が春～夏に集中する傾向にあ
るため、冬場の営業休止も視野に入れ
つつ、有効活用方策を検討することが望
ましい。

抜本
的見
直し

　利用者が年間2万人以上いる状況である
が、冬季はイベント以外ほとんど利用されてい
ないので、冬季の営業休止を検討する必要が
ある。

　平成23年度の指定管理の見直しに合わ
せ、開設時期の再検討を行った上で公募を
行い、応募がない場合は廃止とする。

7 / 11 ﾍﾟｰｼﾞ



平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－28 尾道市みつぎ遊々館 観光課

　飲食サービスの提供は、継続されてい
るものの、土産品開発等その他の事業
は実施されていないため、機能廃止を視
野に入れた検討を行うことが望ましい。 抜本

的見
直し

　運営形態は、実質的に食堂・トイレのみで、
スポーツ施設（ソフトボール、グラウンドゴル
フ）の利用者に特化した状態である。土産品、
観光情報提供等は、「クロスロードみつき」が
現在担っている。観光施設としての必要性は
認められず、施設の設置目的及び機能など根
本的な見直しが必要である。

　機能を隣接しているスポーツ施設の利用者
に適したものとし、運営方策の見直しを図る。

公－29 尾道観光物産館 観光課

　物販の売上額は比較的堅調に推移し
ているものの、物産展示への来場者は
少なく、一部機能の廃止も視野に入れた
検討対象とすることが望ましい。

抜本
的見
直し

①総コスト(光熱水費、清掃委託費、消防施設
点検委託費等）680万円に対し、総収入(観光
土産品協会使用料、自動販売機設置使用料
等）213万円であり、費用対効果のバランスが
悪いことから、収支バランスを改善する必要
がある。
②物産展示については、魅力が乏しく、来場
者が少ないことから、機能転換の可能性を検
討する必要がある。

①土産品協会に観光案内所の業務を一本化
するなど経費の削減に向けて、平成22年度
から関係団体と協議する。
②将来的には、開設当時のJRとの協議経
過、契約内容等を踏まえ、機能転換の可能
性を検討する。

公－30
尾道市向島町立花自然活用
村

観光課

　行政コスト千円あたりの利用人数等が
相対的に低く、地元への譲渡等検討する
ことが望ましい。

抜本
的見
直し

　花き生産を有効に活用した観光農業を促進
するため、観光客誘致と市民の憩いの場を提
供する施設整備による地域活性化を目的とし
たものであったが、花き生産農家の激減によ
り、本来の事業目的は展開困難となってい
る。
　このため、平成21年度から、指定管理者制
度による運営管理委託を解除し、直営（管理
を外部委託）で主に貸室とし、今後の施設の
用途を模索している。

　施設の譲渡も視野に入れながら、整備当初
の用途を変更する。
　※現在、管理委託者であるNPO法人工房お
のみち帆布が本施設を活用しながら「しまな
みコットンロード推進協議会」を軸とした綿を
使った新たな事業開発の研究をしており、そ
の動向も参考とする。

公－31 尾道市千光寺山索道事業 観光課

総括表（その１）【事業No.122を参照】
重複事業
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－32 向島洋らんセンター
農林水
産課

総括表（その１）【事業No.86を参照】
重複事業

公－33
因島アメニティ公園(アメニ
ティ交流棟)

因島総
合支所
産業振
興課

総括表（その１）【事業No.172を参照】
重複事業

公－34 尾道市因島フラワーセンター

因島総
合支所
産業振
興課

　3万人台の年間利用人数を確保してい
るものの、年間費用が総じて高額なた
め、一部機能の廃止や集約も視野に入
れた検討を行うことが望ましい。 抜本

的見
直し

　年間利用者数は38,000人程度あるが、有料
入館者は半数に満たない。
　しかし、島内の観光施設では利用者数は最
も多く重要な位置づけにある。
　近隣の白滝山、百華園と一体的な観光ス
ポットとして利用できないか検討する必要があ
る。

　メンテナンス費用等予算の削減を念頭にお
き、平成23年度までに施設の役割や機能、管
理運営の形態等を抜本的に見直す。
　無料化や地元団体への管理委託も視野に
おき、周辺の百華園、白滝山、フラワーライン
等と一体的な周遊施設としてのあり方を検討
する。

公－35 シトラスパーク

瀬戸田
支所
地域対
策課

　5万人台の年間利用人数を確保してい
るものの、年間経費が、総じて高額なた
め、一部機能の廃止や集約も視野に入
れた検討を行うことが望ましい。

抜本
的見
直し

　今後も耐用年数のある40年間に渡り、維持
費3千万円／年を負担し続けることや施設の
改修費を考慮すると、補助金の返還（概算約2
億3千万円、県の持分は別協議）を行い完全
閉鎖し、希望者に売却するなども含めて抜本
的な見直しを行う必要がある。

　平成22年度以降、廃止・休止も含めて、関
係者との調整を進める。

公－36
尾道市瀬戸田サンセットビー
チ

瀬戸田
支所
地域対
策課

　利用客が7月から9月に集中しているの
で、閑散期には、レストラン等の営業を
休止するといった検討を行うことが望まし
い。

改善

　新市建設計画は見直しを行うこととしてい
る。
7・8月の2ヶ月間で利用者及び収入の約8割を
占めている。

　施設整備については、新市建設計画の見
直しを受けて方向性を整理する。
　レストランの閑散期の営業休止等、経費削
減を検討する。

公－37
尾道市立因島ふれあいプラ
ザ

因島福
祉課

　現在の立地条件（進入路が狭いなど）
及び近年の利用状況等を踏まえ、機能
廃止を視野に入れた検討を行うことが望
ましい。

完了
休止
廃止

　近隣に類似施設もあり、利用率も低く存続意
義は高くない。廃止の方向で検討する必要が
ある。
　なお、補助金も多くは残っていない。

　補助金適正化法の規制が外れる平成25年
度まで待たないで、指定管理が終了する平
成22年度末へ向けて、地元への貸与、売却
を含めた考え方、方向性をまとめ、指定管理
者、地元との調整を進める。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－38 向島福祉支援センター
社会福
祉課

総括表（その１）【事業No.50を参照】
重複事業

公－39 尾道市営プール 観光課

　機能廃止の検討を行うことが望ましい。

改善

　施設は老朽化しているものの、平成17年度
から平成18年度にかけて、ろ過機取替工事や
防水シート張替え工事を約1,200万円で行って
おり、今後も10年以上は利用可能である。
　利用者は、年7,000人前後で、その内、土堂
小学校が授業で年1,600人程度利用してい
る。
　なお、管理運営費として年500万円程度を要
している。

　機能維持の工事を行っており、今後も10年
以上利用できること、また 土堂小学校が授
業で利用していることから、維持継続とする。
　なお、営業期間（時間）の短縮など管理運
営費の削減を検討する。
　今後、一般利用者の受益者負担について
は、研究する。

公－40
尾道市営因島ひまわりプー
ル

因島瀬
戸田
地域教
育課

総括表（その１）【事業No.265を参照】
重複事業

公－41
尾道市瀬戸田西体育セン
ター(西グラウンド)

因島瀬
戸田
地域教
育課

　近くの瀬戸田体育館と利用圏域が重
なっており、1施設に機能集約を視野に
いれた検討を行うことが望ましい。

維持
継続

①施設改修計画が新市建設計画に掲載され
ている。
②利用頻度は高いが、施設の老朽化もあり、
財政的な面からも見直しが必要である。

　旧瀬戸田西小学校全体の活用計画の中で
検討する必要があり、新市建設計画の見直
しも含め、全体計画の方向性を見据えて検討
を行う。

公－42
尾道市瀬戸田体育館(瀬戸田
体育館)

因島瀬
戸田
地域教
育課

　近くの西体育センター（体育館）と利用
圏域が重なっており、1施設に機能集約
を視野にいれた検討を行うことが望まし
い。

維持
継続

①瀬戸田西体育センターと同じ利用圏域であ
るが利用頻度は高い。
②施設の老朽化により、今後修繕費の増額
が見込まれる。

　旧瀬戸田西小学校の全体計画と一体的に
検討する。
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平成21年度事務事業評価総括表（その２）

事務事業総点検（外部指摘）

評価
結果

問題点・課題、評価結果とした理由等
（判断理由、説明等）

改善点とそのスケジュール及び実現の条件
（改善点の方向性）

所管課
名 第３者の視点で受託シンクタンク指摘

（改善方策案）

事務事業評価（尾道市）

事務事
業NO.

施　　　設　　　名

公－43 向島漁村センター
農林水
産課

　稼動状況が低調であり、用途転換等を
検討することが望ましい。

完了
休止
廃止

①補助金適正化法について、今後廃止や用
途転換を行った場合の返還額について調べ
る必要がある。
②解体費用が必要であっても、今後の維持管
理を考えると施設の解体についての検討も必
要である。
③年間の利用回数は1～2回と非常に少な
い。
④廃止の方向での検討を要する。

　平成22年度中に廃止も含め方向性をまと
め、平成23年度以降に関係機関（漁協等）と
協議を行う。

公－44 旧彦ノ上保育所
子育て
支援課

　集会所として機能も有する「向島中央
老人福祉会館」と近接しており、集会所
以外への用途転換等を検討する必要が
ある。

抜本
的見
直し

　老朽化により大規模改修が必要である。ま
た、保育所廃所時の考え方とは異なる利用状
況となっている。

　類似の3施設及び地区公民館を含め、その
あり方を見直し、統合に向けて検討する。
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