
平成22年度事務事業評価総括表

H22年度
事務事
業
NO.

事務事業名 部名 課名 事業の目的 事業の概要
事務事業
評価結果

判断理由、説明等 改善点の方向性

1 国際交流推進事業 企画部 秘書広報課

　留学生の受入等を行っている団体
へ補助金を交付し、国際交流活動
を支援する。また、地域に暮らす外
国人が暮らしやすい環境を整え、多
文化共生社会の構築を目指す。

　尾道市国際交流推進協議会へ補助金を交付するこ
とにより、加盟会員の交流事業を活性化し、在住外国
人と市民との交流機会を促進する。
　市は当協議会の事務局として年度計画の策定、独自
の交流事業の実施、外国語の情報紙の発行などを行
う。
　また、在住外国人が地域で暮らしやすい環境を整え
るため、外国人相談の実施や行政情報の多言語化を
促進する。

改善

　・国際交流推進協議会への補助金のあり
方については、近隣市の交付状況の内容確
認、各構成団体の運営状況等の調査を行
い、検討する必要がある。
　・外国人相談事業については、利用者ニー
ズとのマッチング、開催日程・場所等が想定
利用者に伝わっているか等を調査し、相談
業務以外の手法を検討する等、改善が必要
である。

・国際交流推進協議会への補助金を年度
内で精査し改善する。
・外国人相談やイベントなどの事業内容に
ついてもニーズ調査を行ない、見直しを図
る。

2 各町内会助成事業 企画部 秘書広報課

　町内会等へ補助金を交付すること
により、地域住民の活動・福祉の向
上及び町内会の安定した運営を支
援する。

市内の町内会等へ補助金交付
（補助金交付申請受付→補助金交付→事業完了届受
理）

改善

　現行の助成制度は、合併前の旧市町の考
え方を引き継いでおり、補助金や活動内容
など各地域で異なっている。
　現在、市では、地域で生活するすべての
人々と行政が、役割分担をしながら、対等な
立場で協力しあえる「協働社会」の確立に向
けて、「協働のまちづくり行動計画」を策定中
で、今後は町内会・区長会などが主体的に
活動できる環境づくりに努める必要がある。
　このため、自治組織に対する助成事業に
ついて、全市的に統一された新たな制度設
計を行なう必要がある。

　平成２３年度策定中の「協働のまちづくり
行動計画」の内容を踏まえ、これまでの組
織を生かしつつ、先進団体等の事例も研
究しながら、自治組織に対する助成事業
の見直しを行い、行動計画を効果的に推
進する。

3
交通安全施設整備業
務

企画部 交通対策課

　交通安全施設の整備を推進及び
自転車駐車場の環境整備により、
安全・安心な歩行空間を確保すると
ともに、交通事故のない安全で快適
な交通社会の実現を目指す。

　道路反射鏡、防護柵等の交通安全施設整備を推進
する。また、安全な歩行環境や美観を保全するため、
自転車駐車場の環境整備を図るとともに、防犯対策と
して防犯カメラを運用していく。 改善

　事業としては継続する必要性は認められ
るが、将来にわたる事業量の把握をし、事
業の縮減及び終期について検討する必要が
ある。また、正規職員による調査、確認、交
渉等が負担となっていることから、再任用短
期職員による対応を図り、本事業のコスト削
減に努める必要がある。

・再任用短時間職員による対応を検討す
る。
・自転車撤去等についても委託の方向で
検討する。
・因島、瀬戸田地域の同事業についても事
業調整を行って、事務量の縮減に努める。

4
百島マイクロバス運行
事業

企画部 交通対策課

　離島である百島は高齢化率が60%
を越えており、また他に公共交通機
関もないため、利用者の多くは高齢
者であり、通院など日常生活におい
てバスは必要不可欠な交通手段と
なっている。

　かつて船舶は、泊港と福田港の両港に寄港していた
が、国による「一島一寄港」の指導により、寄港地は福
田港のみとなり、泊港を利用していた住民の交通手段
を確保するため、泊港と福田港間を昭和59年度よりバ
ス運行を開始した。運行主体は尾道市であるが、百島
地区社会福祉協議会に運行委託している。
　使用車両：26人乗りマイクロバス
　運賃：120円（最大）

改善

　本事業は離島である百島において唯一の
公共交通機関であり、利用者の高齢化も進
んでいることから、事業廃止は住民サービス
の著しい低下をきたすこととなるため継続が
好ましい。
　ただし、1便当りの平均乗車人数は3名にも
満たず、利用者の大半は朝の特定の時間
帯の便に二十数名乗車するなど集中してい
る実態があり、このためだけに乗車定員の
多い車輌を使用することは効率的でない。
　また、来年度には島内に診療所が開設さ
れる予定となっており、島外への船舶利用
者の減少も見込まれる。加えて島内人口の
減少傾向が続いている。
　このため、利用者の推移を見ながら、現在
のマイクロバスを普通車両にサイズダウン
するなど、効率的な運行を検討する必要が
ある。

　本事業で使用している車輌について、利
用者数の推移をみながら、現在のマイクロ
バスより乗車定員が少数である普通車両
の導入を検討する。
　それによって、経費の削減を図り、かつ
運転員の確保を容易に行えるようにする。

5
離島航路対策事業費
（離島航路補助事業）

企画部 交通対策課

　離島航路事業については、赤字
経営が恒常化しているが、百島の
住民にとって、航路は日常生活に
とってなくてはならないものである。
そのため経営の合理化を促進する
とともに、航路の維持確保を図って
いく。

　離島航路である百島町への航路について、運航事業
者は離島航路（国庫）補助金等によって欠損を補填
し、欠損額に対して国庫補助金が満たない場合は、そ
の差額を県及び市により補助金で補填することによ
り、航路運航を維持している。

改善

  百島町は、離島という地理的要因から当航
路は、唯一本土とを結ぶ交通機関であるた
め継続して実施する必要がある。

　離島の過疎化が進む中で毎年利用客の
減少、及び近年の原油価格の上昇により
事業者の経営環境は悪化してきている。
今後、航路の維持を図っていくために、省
エネ船等への更新等により経費節減に努
めていく。
　そのため、平成23年度において国、県、
市及び利用者等で組織された航路改善協
議会を立上げ、省エネ船への更新を含め
た航路改善を協議していく予定としてい
る。
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6
ノンステップバス導入
事業補助金

企画部 交通対策課

　誰もが利用しやすい公共交通の
実現のため、高齢者や障害者が乗
降しやすいノンステップバスの導入
を促進する。

　国による公共交通移動円滑化設備整備費補助金制
度は、地方公共団体による協調補助が交付要件と
なっている。
　この補助制度を利用し、ノンステップバスを購入する
事業者に対し、本市による補助金を交付していく。

※公共交通移動円滑化設備整備費補助金は、バス事
業者が国、地方公共団体それぞれに対して、補助金
交付請求する制度。 維持継続

　高齢者、障害者等が公共交通機関を円滑
に利用できるようにするためには、公共交通
機関の各施設のバリアフリー化を総合的に
推進することが重要であり、最も身近な公共
交通機関であるバスについては、ノンステッ
プバスの普及が強く求められている。
　そのため、バス事業者によるノンステップ
バスの導入の促進を図る上でも、国による
補助制度の活用に際して地方公共団体によ
る補助金交付は必要となってくる。

　「尾道市移動円滑化基本構想」に基づ
き、本市の取組として、視覚障害者誘導用
ブロックを計画的に設置しており、バス停
においてもバス事業者と協議しながら設置
をしている。
　国においては、平成22年までに、乗合バ
ス総車両数（約6万台）の30％をノンステッ
プバスとすることを目標としており、本市に
おいても、総合計画において、おのみちバ
ス㈱のノンステップバス導入目標値とし
て、平成23年度においては約35％としてい
る。（平成21年度は28.8％）
　しかし、他の市内バス事業者について
は、財政的な面等により導入が進んでい
ないことから、引き続き、導入に際しての
補助金対応は必要となってくるため、継続
して事業を行う。

7 公会堂管理運営業務 教育総務部 文化施設課

　市民の文化の向上と福祉の増進
を図るために設置された公の施設
である。

　公会堂本館は、地域文化、芸術、芸能の発表の場等
の利用、別館は、庁舎内に会議室が不足しているため
庁舎機能の代替的な利用がされている。また、別館で
は使用料の受領も行っている。なお市が直接使用する
場合は、使用料を徴しない扱いとされていることもあ
り、減免利用がかなりの割合を占めている。

改善

　公会堂は築後47年経過している。逐次改
修を実施しているが、今後も設備の更新が
必要である。大集会所は1055席あり、しまな
み交流館と収容人数で役割分担している。
今年度は文化芸術団体の練習の場として試
験的に開放し稼働率向上を図っている。今
後しまなみ交流館の利用者等にも情報提供
をする予定である。 事業費は、大規模改修
費分を除くと毎年変更はないが、委託料の
節約に努めている。

　別館は、市役所の長期にわたる事務所と
しての利用が目に付く状況である。 貸館とし
て利用向上策を検討するならば、安全確保
のための設備投資は必要であり、利便性の
向上のためにエレベータ、駐車場等の付帯
施設の検討が必要である。

①引続き公会堂の稼働率向上を図るた
め、情報提供を図る。
②より効率的な運営ができるよう統一的な
管理運営方法を検討する。
③別館の管理方法は、利用形態から庁舎
として管理すべきかも含めて検討を要す
る。

8 地域情報化推進事業 総務部 情報システム課

　ICT（情報通信技術）を活用した地
域の課題解決、地域の情報格差の
解消、地域社会との協働により、地
域住民が日常的な暮らしを快適に
送ることができる。

　高速なインターネットサービスの誘導、NPO・事業者
等の情報化活動支援、地上デジタル放送設備改修・住
民向けPR等の側面支援

維持継続

　アナログ放送終了に伴う共聴組合への説
明会が平成20年度に開催され、現在設備改
修やケーブルテレビへの移行が進められて
いる。今後は一般市民向けPR等、国や広島
県テレビ受信者支援センター、放送事業者
等が実施する事業について、協力･支援を行
う。
　高速なインターネット接続サービスについ
てもニーズが高く、引き続き上位機関との調
整事務等を行う。
　NPO等が実施する事業について継続して
側面支援を行う。
　ICT（情報通信技術）を活用した市民向け
サービスについてニーズの把握に努める。
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9 電子自治体推進事業 総務部 情報システム課

　住民の快適な暮らしを支える基盤
としての電子自治体の構築と、行政
のIT化を推進し、暮らしの利便性を
向上させる。

○利用者権限管理、庁内ネットワーク管理、端末管
理、情報セキュリティの推進(物理的･技術的･人的対
策の実施)、個別システム導入の調整(基幹系システム
を除く)
○行政手続等のオンライン化とオンライン利用の促
進、HPによる住民への判りやすい情報提供の促進、
情報システム調達の適正化

改善

　平成22年度からコンビニ収納が開始され、
住民サービス向上に資している。
　一方で、依然として情報セキュリティポリ
シーに反した外部記憶媒体の利用に伴うウ
イルス検知事例が発生しており、情報セキュ
リティ対策の強化（職員啓発を含む。）や住
民向け情報サービスの一層の充実が求めら
れており、引き続き情報セキュリティ精度の
向上、及びHPを通じて判りやすい情報提供
（HPの充実）が求められている。
　また、総務省方針に示される情報システム
のクラウド化や電子自治体推進などの動向
に付随する新たな課題があるが、現段階で
国からの情報が乏しいため、その動向を注
視しながら対応を検討する必要がある。
　今後も、より高度な情報セキュリティ対策
が求められ、更に県内外の自治体間でのソ
フトの共同利用に伴う調整などの課題に向
けて、システム更新に伴うソフトウエアを使
用する関係部局（原課）で情報を共有し、連
携しながら取組む必要がある。
　なお、外部活用による委託を行った場合、
職員側に業務知識が蓄積されないため、知
識やノウハウの継承に関して不安がある。

　これまでのホストコンピュータを中心に構
築された情報システムから、クラウド化や
電子自治体推進などの動向に付随する新
たな課題に向けて、現行の人員で対応す
るため、ハードウエア資産の管理業務の
一部を委託することを検討する。
　情報セキュリティ対策の強化（職員啓発
を含む。）や住民向け情報サービスの一層
の充実を図るため、引き続き情報セキュリ
ティ精度の向上、及びHPを通じて判りやす
い情報提供（HPの充実）に努める。
　自治体クラウド化については、国の動向
を注視しながら、検討を行っていく。

10
地域防災計画作成事
務

総務部 総務課

　市民の生命、身体及び財産を災
害から守るために、市、指定地方行
政機関、指定公共機関及び防災関
係機関が処理すべき事務や市民の
役割を明らかにし、総合的かつ計画
的な防災行政の整備及び推進を図
ることを目的とする。

  災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年度検
討を加え、必要があると認めるときは、これを修正す
る。

改善

　災害対策基本法第42条において罰則規定
はないが、市に作成が義務づけられている。

  地域防災計画については、県防災計画
との整合を図る協議を行い最新の計画に
する必要があるため、原則毎年更新を行
う。
  事業費については、平成22年度から印
刷業者による製本を中止し、職場の印刷
機による印刷、CDへの入力を行い、大幅
な経費の縮減を図っている。

11
自主防災組織育成事
業

総務部 総務課

　防災意識を高め、行政と地域が一
体となった危機管理体制の充実を
図る。

　自主的な防災組織の設置の必要性について積極的
かつ計画的に広報や指導を行い、防災に関する意識
の高揚に努め、災害予防や応急救助活動を効率的に
処理できるよう十分な理解と協力を求め、町内会単位
の自主防災組織の育成を図る。

維持継続

　住民の安全・安心を守るために自主防災
組織の組織率の向上を図る必要があり、継
続して取り組む必要がある。
　現状の中で取組を継続するほか、他の自
治体の取組手法等も参考にして、組織率の
向上に、より効果の高い方法を、検討してい
く必要がある。

12 社会啓発事業( 広域 ) 市民生活部 人権推進課

　差別のない社会の構築のため、
住民交流の促進や人権諸課題に対
する啓発を図る。

①尾道市人権文化センターでの常設展示及び企画
展、②瀬戸田地域での講演会・学習会を実施している
（当事業は主に瀬戸田地域が対象。他地域でも同様に
行っている。）。
《国の補助メニューで講演会・学習会は行っている。国
1／2、県1／4、市1／4》
（参考）他に因島、向島、御調地域でも、別予算で同様
に行っている。

改善

　職員の工数がかかりすぎている。人権問
題に関心が低い人の啓発が重要であり、効
果的に実施していく工夫が必要である。
①地域別となっている講演会等を市全体の
行事とするなど、効率的に行う必要がある。
②合併時から、別々に管理している予算を
整理統合する必要がある。

　隣保館事業等関連事業を集約し、内容
の充実・共通化を検討し、参加者増の工
夫（会場、内容、講師等）を行う。
　また、人権啓発事業として予算を一本化
するために次年度の予算編成に向けて、
関係課で協議する。
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13
小型合併処理浄化槽
設置整備事業

市民生活部 清掃事務所

  生活雑排水による公共用水域の
水質汚濁を防止し、生活環境の保
全及び公衆衛生の向上に寄与する
こと。

　上記目的目標達成のため、小型浄化槽の設置を推
進し、設置者に予算の範囲内で補助金を交付する。

改善

　本市の排水浄化対策事業は、下水道事業
とそれを補完する小型浄化槽設置整備事業
で行われており担当部署の一元化を図れば
事務の効率化が図れると考える。
　整備基数については、上位計画である尾
道市「安らぎのあるまちづくり」計画に組み込
まれているが、厳しい財政状況のもとでは財
源を国、県の支出金に頼らざるを得ず、補助
金の申請動向によっては補助基本額の更な
る見直しが必要と考える。
　事業目的からすれば、新築住宅に係る浄
化槽設置よりも、既設住宅を改築しての浄
化槽設置を促進するほうが、より効果的であ
る。
　今後は、尾道市汚水処理施設整備検討委
員会の動向も踏まえて、生活排水浄化対策
を一体的に検討する必要がある。

　平成22年度から、新築と改築で金額に
差を設けた補助金額の改定をしている。
　また、汚水処理構想の見直しに伴い、公
共下水道と一体的に行うために、平成23
年度から下水道課へ事務を移管するよう
関係課で協議を行っている。

14
尾道市公衆衛生推進
協議会活動推進事業

市民生活部 環境政策課

　市民による公衆衛生活動に補助
することにより、市民の環境に対す
る意識の向上、しいては、尾道市内
の環境の改善を目指す。

　生活排水浄化対策事業、環境学習推進事業、地球
温暖化防止等に関する事業を業務委託している。
　業務委託費には人件費は含まれておらず、この補助
金より負担している。

改善

　補助金は、事務局費補助となっており、補
助金額の根拠等が明確に整理されていな
い。また、行政の担うべき事務と公衆衛生推
進協議会が担うべき事務を明確にする必要
がある。

①補助内容及び補助金額の明確化を図
る。
②行政の担うべき事務と公衆衛生推進協
議会が担うべき事務の明確化を図る。そ
の際には、人件費を含めたコスト比較を行
う。
③平成22年度で関係課により上記①②を
行い、平成23年度に公衆衛生推進協議会
との協議を行う。

15 環境学習推進事業 市民生活部 環境政策課

　尾道が誇る歴史・文化遺産、豊か
な自然環境を次世代に継承していく
ため、尾道の環境を愛し、地球環境
問題について足元から行動できる
人材の育成。

　地域での環境学習会、学校活動への環境学習の導
入、環境イベント、環境講演会を実施

改善

　広島県より本市が引き継いで行っている事
業であるが、県の補助も廃止されており、そ
のまま継続して行う必要があるか検証が必
要である。
　市民が自主的に環境保全活動を行うため
には、市民団体や民間組織の強化育成を図
り、リーダーの育成を行う必要がある。

　今後の事業実施に当たってはイベント的
な内容から小規模な学習的な内容へ移行
していく方向で検討する。
　市民団体や民間組織の強化育成を図
り、リーダーの育成を行う。

16
生活排水浄化対策事
業委託業務

市民生活部 環境政策課

　地域市民に生活排水浄化対策の
実践活動をしてもらうことにより、そ
の活動が将来的にも地域に根付
き、公共用水域の水質の維持、改
善を目指している｡

　生活排水浄化対策モデル地域（2年任期）として8地
域を指定し、地域市民が自ら生活排水浄化活動を行
う。指定地域市民に水切りネット、アブラスリング、エコ
ポイ、木炭、EM菌などを配布し、各家庭で排水対策を
実践する。

完了・休止・
廃止

　汚水処理人口普及率は37％であるが、河
川の水質はある程度改善されている。本事
業は、生活排水対策に一定の成果があった
ものと思われるため、今後は、新たな地区の
指定を行わず、現在指定している地区が完
了となる平成24年度をもって廃止する。

　公衆衛生推進協議会のEM菌の配布や
油の回収等を活用し、生活排水対策を進
めるとともに、合併浄化槽の普及と環境啓
発活動に転換していく。

17
地球温暖化防止等に
関する業務

市民生活部 環境政策課

　市民・地域・事業所と協働し、CO2
排出量の削減を推進する。
　平成22年度の目標　参加：1,000
（世帯・事業所）、CO2削減量83トン
以上（日本の標準的な家庭15世帯
分相当）

　CO2排出量が増加傾向にある、家庭部門及び企業
部門が、楽しく且つ積極的にエコ活動に取り組める規
格を実施し、その活動を広く周知することにより、市全
体に環境配慮活動を浸透させていく。 維持継続

　政府の推進するCO2削減目標を地方公共
団体として、市民・事業所と協働して取り組
んでいくためには本事業は欠かすことの出
来ない事業と判断する。

①今年度のみどりのカーテンは好評であ
り、次年度以降も新しい試みを行う。
②太陽光発電の国の補助メニューなど、
政府の推進するCO2削減対策と連動し、
効果的に事業を推進していく。

18 ペットボトル処理 市民生活部 衛生施設センター

　収集したペットボトルの再資源化
を図る。

　ペットボトルを市内ステーションから収集⇒ペットボト
ルストックヤードで収集袋を破袋し袋を取り除く⇒ペット
ボトルと他素材を選別⇒圧縮・減容⇒結束⇒保管⇒約
5トン程度貯まったらリサイクル業者が搬出
　これらの作業工程により、ペットボトルの再資源化を
図る。　減容機処理能力　1時間あたり0.4トン

改善

　現在、南部清掃事務所においては、ペット
ボトルを破袋、分別、圧縮、結束の工程を経
ずにそのまま業者に引き渡している。当課
が今年度業者に引き渡している単価が、
7.00円／kgであり、南部清掃事務所の引き
渡し価格が5.25円／kgである。この差額を21
年度1年間の排出量に照らし合わせてみる
と34万円程度であり、この施設の光熱費、維
持管理費の合計よりはるかに低額である。
　この工程を廃止することにより、事務量を
削減することができる。

　作業工程の撤廃に向けて、平成23年度
末までに調査・検討する。
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19
パパ☆ママ準備スクー
ル

福祉保健部 健康推進課

　妊婦・夫・家族への、妊娠・出産・
育児に関する知識の普及と仲間づ
くりの場を提供することにより、不安
の軽減を図る。また、家族全体で妊
娠・出産・育児について積極的に取
り組めるよう動機付けを行い、母
性・父性を育んでいく。さらに、妊娠
期からの育児支援を目指し、相談で
きる場や様々なサービスの情報提
供を行い、安心して子育てをスター
トすることを目的とする。

尾道、向島エリア
　・パート1：（ニコニコ出産育児準備編）：妊娠中の食生
活・妊娠中のすごし方・赤ちゃんのお世話（沐浴等）・保
健事業・制度についての話・骨密度測定
　・パート2：（ほっと　あんしん出産編）：分娩の経過・分
娩期の過ごし方・乳房・産後の生活についての話
　・パート3：（妊婦さんと先輩ママと赤ちゃんとのふれあ
い編）タッチケアやふれあい遊びへの参加、先輩ママと
の交流会
　・歯科編：歯科医師の講演・歯科健診、歯科衛生士に
よる、歯垢染色とブラッシング指導
　・日曜日編：出産の経過・乳房の手入れ・沐浴実習・
夫家族の協力について・保健事業・制度についての
話、骨密度測定
　実施場所は、パート1・歯科編・日曜日編は尾道市総
合福祉センター、パート2は尾道市立市民病院、パート
3は、子育て支援センター
因島・瀬戸田エリア
　・パート1：妊娠中の食生活・妊娠中の生活・妊婦さん
同志の交流
　・パート2：出産の経過・呼吸法・母乳についての話
　実施場所はいずれも因島保健センター・瀬戸田福祉
保健センター

改善

・産科での教室と重複した内容がある。
・日曜日編の申込者が定員を超えることが
ある。
・妊婦同士が交流を図る時間が十分に取れ
ていない。
・出産を取り扱っている尾道市内の9箇所の
産科のうち、妊娠期の教室を実施していな
い産科もある。
・因島・瀬戸田地域では、出産を取り扱って
いる産科がなく、尾道地域の産科をかかりつ
け医としているため、身近には相談できると
ころがない。（教室への参加や相談のために
尾道地域の産科に出向くには交通費の負担
が大きい）

・4か月健診時に、妊娠期の教室への参加
状況・受講内容についてアンケートを行
い、産科との重複内容については縮小す
る。
・日曜日編の実施回数や、定員数を検討
する。
・仲間づくりがしやすい内容を検討する。
・因島・瀬戸田地域での教室は、妊娠・出
産・育児の不安の軽減と仲間づくりを目的
に実施回数・場所について検討する。

20 新生児訪問 福祉保健部 健康推進課

　すべての乳児の家庭を訪問し必
要な支援を行うことで、保護者の育
児不安を解消し、また児の健やかな
成長発達を促すことを目的とする。

・「新生児出生連絡届」はがきを受理した場合や生後
2ヵ月児名簿により、嘱託看護師・臨時助産師・保健師
等
　が家庭訪問。低体重児等により医療機関から訪問依
頼があった場合には、保健師が訪問を実施。
・訪問時は、保護者の育児不安を解消するため、保護
者のさまざまな不安や悩みを聞き家庭環境に応じた情
報提供及び支援
　を行う。また、乳児の哺乳状態の確認や体重測定等
を実施することにより乳児の成長・発達について確認
する。

拡大

　平成21年度に示した厚生労働省による乳
児家庭全戸訪問事業ガイドラインによるこの
事業の対象者は「原則として生後4か月を迎
えるまでの、すべての乳児のいる家庭」と
なっているが、平成21年度の訪問実績は
94.2％である。

　家庭訪問ができていない家庭に対し、市
で実施している4ヵ月児健康診査・4ヵ月児
健康診査未受診訪問等別の事業の担当
者と情報交換しながら状況確認を行う。

21
乳幼児健康診査（4カ
月児）

福祉保健部 健康推進課

　母子保健法第13条に基づき、児
の発育や発達を成長の節目に確認
し、疾病・異常の早期発見及び育
児・栄養相談を行い、育児支援と、
乳児の健全育成を目的とする。

　対象者に個別通知し、3会場にて集団で実施する。内
容は、医師による診察、保健師による保健相談、栄養
士による離乳食指導、ふれあい遊び指導等の発達支
援や、保護者と子どもの状況に応じた育児相談等の子
育て支援を実施している。

維持継続

　健康おのみち21計画では、最終年度であ
る平成24年の乳幼児健康診査受診率の目
標値を90％としている。平成20年度以降93
～95％前後となり目標は達成できている。
今後も受診率の向上に努めていく。
　未受診者には、低体重出生や疾病、障害
のため入院中で外出が困難な場合、また
は、保護者の疾病や育児不安等のために里
帰りが長期に渡り、当市の乳児健診の受診
が困難な場合など、受診できない相応の理
由があるため、未受診訪問等で個別のフォ
ローが必要である。

【継続して実施するために、以下の取組み
を行う】
・受診率の向上について
　今後も、乳幼児健康診査と事後対応の
大切さについて、関係機関や対象者への
周知に努める。
・未受診者への対応について
　電話連絡や未受診訪問等で状況を把握
し、再度受診勧奨をする。また、受診困難
な理由がある場合、他の事業（養育医療
制度、継続看護訪問、乳児全戸訪問事
業、乳幼児相談等）との連携を行い、切れ
目のない支援ができるよう調整を図る。
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22
幼児健康診査（1歳6ヵ
月・3歳児健康診査）

福祉保健部 健康推進課

　母子保健法第12条の規定による1
歳6ヵ月児健康診査及び3歳児健康
診査を実施することにより、疾病・異
常の早期発見及び保護者の相談に
応じ育児支援を行い、幼児の健康
の保持及び増進を図ることを目的と
する。

　対象者に個別通知し、3会場にて集団で実施する。内
容は、医師・歯科医師による診察、歯科衛生士による
歯科相談、保健師による保健相談、栄養士による個
別・集団栄養相談等の発達支援や、保護者の状況に
応じた子育て相談等の子育て支援を実施している。

維持継続

　健康おのみち21・次世代育成計画の受診
率の平成24年度の数値目標では、1歳6ヵ月
健診90%・3歳児健診は85%以上を目標値とし
ている。現在は、おおむね受診率は達成で
きているが、今後も、受診率が低下しないよ
うに取り組みを維持継続していく。
　健康診査は、行政と親子とが直接、関わる
貴重な場になることが多く、ライフステージに
応じた適切な支援を行う上で必要な事業で
ある。また、疾病の予防や発見、発達に課
題のある子どもの相談・フォローなど早い段
階で対応ができるように、健診に携わるス
タッフの資質を向上していく必要がある。

　【継続して実施するために、以下の取組
みを行う】
  健診受診率の向上に向け、健診の必要
性について、 妊娠期・各保健事業等で啓
発・周知に取り組ん でいく。未受診者に対
しては、電話等で受診勧奨を行い、状況に
応じて訪問を実施する。
　保護者のニーズに合った健診が実施で
きるよう適時、健診内容や健診体制の充
実に努める。
　健診に携わるスタッフの研修を実施す
る。

23 健診事後教室1 福祉保健部 健康推進課

　1歳6ヵ月児健診・3歳児健診等に
おいて、支援の必要な児と保護者
に対して、親子のふれあい遊び等
の体験を通し、個々の児に発達支
援と保護者への育児支援を行う。

　対象児を1～5グループに編成し、月に1～2回、保育
士3～4名・保健師1～2名・看護師等のスタッフで運営
する。実施時間は、9時30分から13時頃（因島保健セン
ターでは9時30分～11時30分）を目安に開催。内容は、
ふれあい遊び・テーマ遊び・保護者同士の交流会・ス
タッフカンファレンス。健診事後教室に参加する中で、
必要時、発達相談を勧め、療育が必要な場合は、療育
機関を勧める。また、未来所児に対しては、電話・訪
問・2歳児相談等で経過を確認する。

拡大

　対象者は年々増加傾向にある。
　参加率は63%程度と低くほぼ横ばいだが、
対象者の増加に伴い1クラスの参加者数も
増加したため、児及び保護者への支援が十
分に行えない場合がある。
　一度参加すると継続して参加する傾向が
あるので、健診事後教室の勧奨時・初回参
加時の対応が重要となる。

①参加者数に応じたグループ編成・回数・
スタッフの配置・内容検討（人員が必要で
あれば、人員確保、予算の計上の検討）
②スタッフの資質向上のための研修（今年
度は、三原市の健診事後教室の視察予
定）
③未来所児への事後フォローの充実
④子育て支援センター・児童センター等の
関係部署への周知・連携の強化
⑤1歳6ヵ月児・3歳児健診等、他の母子保
健事業担当者と情報交換を行いながら、
健診事後教室の紹介・勧奨の対応の検討

24 健診事後教室2（乳児） 福祉保健部 健康推進課

　健診後、要支援児と保護者に対
し、親子のふれあい遊び等の体験
を通して、個々の児の発達経過を
確認しながら保護者への指導や保
護者同士の仲間作りの支援を行う。

　4カ月児健診後の児を2グループに編成し、2月に1
回、音楽療法士1名・保育士2名・保健師3名等のスタッ
フで実施する。
　実施時間は、1グループ1時間で9時30分と10時45分
に分けて開催する。
　ふれあいリズム遊び・赤ちゃん体操・保護者同士の
交流会を行う。（モデル的に瀬戸田地区で実施）

完了・休止・
廃止

　瀬戸田地域の中で、子育てサロンが活発
に活動するようになったことや療育等支援事
業における乳児の支援事業の立ち上げ等に
より、この事業の目的である育児不安の解
消ができるようになったため事業の見直しを
行った。また、健診後指導が必要な児に対
する支援については、既存の乳児健康相談
を充実させることにより対応できると判断し、
平成22年度からこの事業を乳児相談と統合
した。

25
乳幼児健全育成事業
（発達相談）

福祉保健部 健康推進課

　相談を受けることにより、子どもの
心理発達段階・発達的特長を保護
者が理解し、家庭での関わり方を知
ることで、保護者の不安軽減と子ど
もの成長発達を促す。また、必要時
療育に繋げていくことで子どもの健
全育成を目指す。

・理学相談：健診後等で歩行の遅れや身体の動きの心
配のある児を対象に、1人30分程度、理学療法士によ
る個別相談指導を行う。　（予約制）
・言語相談：健診後等でことばの遅れや発音不明瞭、
吃音などのある児を対象に、1人45分程度、言語聴覚
士による個別相談指導を行う。（予約制）
・発達相談（健診事後相談を含む）：健診後等で発達に
遅れや不安のある児を対象に、心理士等による個別
相談を行い、児の発達の確認や、保護者の関わり方な
どのアドバイスを行う。（予約制）

拡大

・相談希望者は増加傾向にあるが相談回数
が足りないため、希望しても相談を2ヶ月以
上受けられない人がいる。
・相談を依頼する通所施設等のスタッフと追
加相談の日程調整が難しい。
・相談対応する職員のマンパワー不足。
・相談に従事可能な心理士等のスタッフを開
拓していく必要がある。

・相談希望者の増加を見越して年間計画
を立て、県の事業である療育等支援事業
での相談を事業所に依頼する。
・施設や事業所のスタッフ以外で相談に対
応できる人材の確保。
・関係課、関係機関の相談事業との調整、
連携。

26 歯周疾患検診 福祉保健部 健康推進課

　高齢期における健康を維持し、食
べる楽しみを享受できるよう歯の喪
失を予防し健康寿命を延伸する。

・委託医療機関（尾道市歯科医師会・因島歯科医師
会・御調3医院・瀬戸田3医院）にて、9月・10月の間、個
別歯科検診及び歯科保健指導を実施する。
・対象者へはハガキによる個別通知を行い受診勧奨
する。

改善

　受診率の目標値を13％と掲げているが平
成21年度歯周疾患検診受診率は12.1％で
あり到達できていない。また、その中でも70
歳に比べ40歳・50歳・60歳の受診率が低い
ことが課題である。
　健康ひろしま21で「60歳で24歯以上を有す
る人の割合を80％以上」と掲げているが、尾
道市では平成21年度77.3％であり目標値よ
り低い状況であった。そのため、今後も若い
うちから定期的な歯科健診を行い、歯・口腔
内への健康の意識づけをすすめていく必要
がある。

　市民になじみやすい検診となるよう事業
名の見直しを行う。
　歯っぴーフェスティバルに来所する保護
者、小・中学校の保護者、職域などで周知
を行い、若い世代に対しても健康寿命の
延伸を目的に歯の喪失予防や定期健診・
口腔衛生の大切さを伝えていく。

6
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27
地区健康づくり推進事
業（食生活改善・運動
普及事業）

福祉保健部 健康推進課

　住民が慣れ親しんだ地域で主体
的な健康づくりを実践することを支
援するため、地区の特性にあった健
康づくり活動を積極的に実施する保
健推進員を養成・育成する。

　公衆衛生推進協議会が開催する保健推進員養成講
座の支援、養成講座修了者への市長の委嘱辞令交
付、現任研修会の開催、保健推進員連絡協議会が開
催する総会・事例発表会の支援等行う。
　また、食生活改善、運動普及等健康づくり推進の中
心的な担い手である尾道市保健推進員の地区活動費
の助成を行う。 改善

　保健推進員が食生活改善運動普及等の
健康づくり事業を行う際、サポートのし易さ
から、市は、これらの事業を公衆衛生推進
協議会に委託して実施しているが、全部委
託の是非及び市の関わり方、事業運営の方
法等を検討する必要がある。
　また、保健推進員養成講座開催等の事業
に係る委託料についても、支出内容・支出根
拠を整理し、他の事業との整合性を図るとと
もに、委託のあり方及び委託料の支出方法
等について見直す必要がある。

　公衆衛生推進協議会との関わりについ
て、保健推進員が活動し易いようにする必
要があり、類似の他事業あるいは同様な
事業展開を行っている事業とのバランスに
配慮しながら、効果的な事業展開を図る。
　また、保健推進員連絡協議会について
も、活動の自立に向けた支援を行う。

28
地区健康づくり推進事
業（保健推進員活動支
援事業）

福祉保健部 健康推進課

【No.27へ統合】

29
向島地区健康福祉ま
つり

福祉保健部 健康推進課

　むかいしま健康まつりを通し、活
動していく中で合併後の地区組織
の再編成・強化・育成を行う。

　向島の地区組織･団体が健康まつり実行委員会を組
織し、開催・運営できるよう支援していくことで、役割分
担を行い、主体性をもって健康まつりの実施ができると
ともに、各組織・団体が互いに連携し、自主的に地区
活動できるように援助する。 縮小

　事業目的は一定程度達成されており、地
域において自立的活動の方向性を検討中で
ある。

　平成22年度　実行委員会主催。実行委
員会の委員長・副委員長を選出。
　事務局を担う地区の役員も実行委員会
に参加してもらうことで、事務的な流れ等
を伝達しながら、健康まつりを実施する。
　次年度以降、地区組織が自主的に活動
を広げていくために、地域主導で健康まつ
りが実施できるよう支援を行っていく。

30 因島地区健康まつり 福祉保健部 健康推進課

　地域住民一人ひとりが、「自分の
健康は自分で守り、自らつくる」とい
う健康の重要性を認識し、日頃の生
活習慣を見直して、健康的な生活
行動への変容を促すきっかけとす
る。

　住民参加・体験型のまつりとし、個々が体力や健康
状態などを実感する。
　講演会・展示・体験コーナーなどで健康づくりについ
ての情報提供をする。
　健康ウエルカムキャンペーンで健診や健康づくりへ
の関心を高める。

改善

　事業の継続・発展を図るため、行政主導か
ら地域団体で組織した実行委員会へ事業主
体を移行すべきであり、併せて、行政が担う
べき仕事と民間団体が担うべき仕事を峻別
し、開催方法と事業内容の改善を図る必要
がある。

　広く市民に親しまれるまつりの開催内
容・開催方法等の改善を行うとともに、事
業の継続・発展を図るため、行政主導から
地域団体で組織した実行委員会組織へ事
業主体を段階的に移行できるよう関係者
と協議を行う。

31
がん検診（集団・個別）
（成人健康診査事業）

福祉保健部 健康推進課

　疾病を早期発見・早期治療し、健
康寿命を伸ばす。

①検診項目・・・肝炎ウイルス検査（B型・C型）
　　　　　　　　　 胃がん（X線・内視鏡）、
                   肺がん(胸部X線・CT）、大腸がん、
                   前立腺がん、子宮がん、乳がん
②実施方法・・・集団健診→市内10カ所で51日間実施
                   （総合健診 37回　乳がん単独健診　7回
                    ヘリカル　7回）
　　　　　　　　　 個別検診→市内の医療機関に委託し、
　　　　　　　　　　　　　　　　  年間を通じて実施

改善

　がん対策について国や県において推進事
業が実施されている。
「がん対策推進基本計画」の目標
　①5年以内に受診率50％以上とする。②す
べての市町において、精度管理・事業評価
が実施されるとともに、科学的根拠に基づく
がん検診の実施。
「広島県がん対策推進計画」事業として
　①がん検診受診率の向上　②女性特有の
がん検診推進事業やがん検診へ行こうよ
キャンペーン等の事業展開を行い受診率向
上に向けた取組みを行う。
　本市の受診率は県内平均より低く、啓発
活動や受診環境の整備が必要。

　住民ニーズ・健診の精度向上に合わせ
て受診環境の整備拡大が望まれる。
(実施回数・医療機関・休日受診・要精密
者の事後フォロー等）
　県が実施しているキャンペーン等に参加
し、協賛企業との連携により啓発活動を充
実させる。また受診環境の整備を積極的
に行い受診率の向上に取り組む。10月よ
り広島県がん対策推進計画の一環として
大腸がん検診を中心にアンケート調査を
行い、調査結果に合わせたパンフレットの
送付による個別受診勧奨を行う事業を実
施する。受診率の目標を20％以上とし（前
年度の2倍）、受診勧奨事業の成果を検証
しながら24年度50％に向け取り組む。

32 市民健康まつりの実施 福祉保健部 健康推進課

　自らの健康づくりを、各種団体、公
衆衛生推進協議会等の協力を得な
がら支援し、健康なまちづくりを推
進する。

　毎年11月第2日曜日に開催（27回開催）　約29団体
等の協力を得て実施している。
　市公衆衛生大会（各種表彰）、記念講演会、測定や
相談コーナー、糖尿病・歯科・食品衛生・薬物乱用防
止・薬草・骨髄バンク・献眼献血・健康体操等各コー
ナー、ベビーマッサージ、フリーマーケット等実施してい
る。

改善

　合併して市域が広がり、全市民のイベント
として実施しているが、旧尾道市のイベント
的な傾向が強い。
　市の施策の中で健康をキーワードにした
事業展開を、健康推進課をはじめ高齢者福
祉課、教育委員会、保健年金課などそれぞ
れが展開している。
　実施主体を実行委員会へ移管することが
望ましいが、担い手の育成が必要である。

　他の事業との統合やまつりの規模等に
ついて見直しを図る。
　他部門との共催や健康まつり（旧尾道
市・向島・因島）・福祉まつりのあり方につ
いて総合的に検討する。
　実施主体を行政から実行委員会へ段階
的に移管して行くよう関係団体と協議を行
う。

7
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33
在宅当番医制運営（救
急医療体制充実事業）

福祉保健部 健康推進課

　初期救急医療体制の整備（休日
の当番医制運営事業）

　休日の当番医制運営事業
　平成16年度から一般財源化されたが、県の基準単
価（医師会員数100人以上、4,044,000円　・　80人～99
人3,351,000円　・　50人以下3,198,000　・施設使用料
2,294,000円）を基準に算出。
　初期救急医療については、市が担うことになってお
り、地区医師会と委託契約を締結し実施。

改善

　初期救急医療体制確保のため不可欠であ
る。
　継続して実施するためには医師会の協力
が必要である。

　県の基準単価により費用を算出している
ため、改定があれば委託料の見直しを行
う。

34
歯科在宅当番医制運
営（救急医療体制充実
事業）

福祉保健部 健康推進課

　心身障害者及び休日に対する歯
科診療所の運営事業に要する経費
に対し助成し、歯科医療体制の確
立を図る。

　歯科医師会との協議により、在宅当番医制の委託契
約を締結し輪番で実施する。
歯科在宅当番医事業委託料
　　　　　　　　　　　　　　　1診療日当たり　35,260円

維持継続

　歯科救急医療体制の確保として必要な事
業である。
　委託料については、県の基準単価を基に
しているため、県の補助金要綱の見直しが
実施された場合検討が必要となる。

　歯科医師会の協力が不可欠な事業のた
め協議しながら継続して実施する。
　委託料については、県の補助金要綱の
見直しが実施された場合は検討を行う。

35
病院群輪番制病院運
営事業（救急医療体制
充実事業）

福祉保健部 健康推進課

　入院治療等を必要とする重症患
者の救急医療体制の確保

　病院群輪番制病院運営事業
　平成17年度から、一般財源化されたが（交付税措
置）、単価は平成16年度の県の基準単価で計算してい
る。
　東西南北のエリア毎に二次救急医療を担う中核病院
を整備し、初期救急医療施設との連携強化を行い重
症患者の診療体制の充実を図っている。

改善

・市民の救急医療の確保に不可欠な事業で
ある。
・輪番制であるため、各医療機関を輪番で
実施すべきだが、市民病院は夜間診療も実
施しており、重傷者を転送することは考えら
れない。他の病院も原則来院者は受付けて
いて、同様に二次救急患者の対応も行って
いるため、輪番ではあるが4医療機関すべて
が同時対応している。
・一部医療機関から、医師不足や収益の面
で改善要望があり、今後負担経費や実施方
法（輪番制）等の検討の時期が来ると考えら
れる。
・負担経費について50％は医療機関負担で
あることを了解の上で実施を依頼している。
（因島総合病院は人口比により上島町と負
担按分している。）

　今後も継続実施できるよう、医師不足に
対応する施策の検討や負担経費や実施
方法（輪番制）等について、関係機関と協
議を行う。

36
瀬戸田食品衛生協会
補助

福祉保健部 健康推進課

　 瀬戸田町内において食中毒等に
対する注意を促し、食品衛生全般
に対する知識の普及を図る。

　食品衛生向上のためのPR活動や食中毒防止キャン
ペーン等の啓発活動を行う。
　食品衛生指導員による巡回衛生指導や相談の実
施。

改善

　食品衛生の普及啓発事業として必要性を
認識しているが、三原食品衛生協会に参加
し活動を行っているため、市との連携が取れ
ていない。

　補助金は当面継続するが、尾道食品衛
生協会との統一を図るなど関係者と協議
を進める。

37 人工透析患者支援 福祉保健部 健康推進課

　腎友会尾道支部の社会的、経済
的、生活条件の擁護と確立を図る
活動を推進する。

　腎友会尾道支部の行うイベントや研修等の事業を通
じ、透析生活の柱である自己管理について学び、心の
健康増進を目指す。

改善

　NPO法人広島県腎友会の活動（腎キャン
ペーンや、研修会の開催など）に参加するこ
とや、尾道支部の活動を行う等の活動支援
の援助として活用されている。透析生活を強
いられている状況の中、行事に参加しバ
ザーを行うなど、活動の自己資金調達を行
われているが就労に制限があるため十分な
資金調達が難しい。

　医療で対応する部分以外の活動を支援
することにより、増加している透析患者の
社会的問題や心のケアを含めて団体とし
ての活動を支援する。透析患者団体として
の活動を行っているため、身体障害者福
祉団体等と一緒に活動出来るのか関係団
体と協議を進める。その他社会資源の活
用による支援について関係課と連携を行
う。

38
エイズ・HIV・性感染症
予防（感染症対策強化
事業）

福祉保健部 健康推進課

性感染症の予防及び啓発 性感染症/HIV･エイズの講演会の開催
エイズ予防のラジオ番組の製作
世界エイズデーのキャンペーンの開催

維持継続

　HIV感染及びAIDS発症の報告数は毎年増
加している。
　特に市内においても感染者の報告があり
今後の感染拡大が危惧される。
　継続的な取組み（感染予防についての啓
発及び広報活動）により正しい知識の周知
を図る必要がある。
　特に青少年の性教育に対する問題意識や
エイズ等感染予防啓発に対する取組みが重
要となっている。

　継続的な取り組みとして
①講演会やちらしの配布等キャンペーン
活動により、より多くの青少年に感染予防
の啓発を行う。
②学校や企業において研修や授業に組入
れての啓発活動の取組みを進めていくよ
う、医師会等と連携し推進していく。
③学校との連携を強化し教育委員会との
共催による講演会を実施する。
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39 女性保護対策事業 福祉保健部 社会福祉課

要保護女子の自立支援 　総合福祉センターに女性相談員(嘱託職員)を1名配
置し、女性が抱える生活上の問題（家庭・子ども・男女
関係等様々な悩みごと）の相談に応じている。またDV
等、より複雑な問題を抱えた女性の相談は、子ども家
庭センターを始め各関係機関と連携を取りながら、問
題解決の方法を助言し自立に向けての支援を行う。 改善

　DV被害は誰にでも起こり得るものであり、
被害者本人が事前に対策を立てておくこと
は難しいため、被害者は逃げ場を失い心身
ともに大きな打撃を受けることになる。
　市内には同様の相談機関としては、尾道
警察署が尾道駅前交番に[女性安全ステー
ション]を設置し、相談を行っているが、本市
としても、安全で安心な相談機関を提供する
必要があり、経済的にも弱者であることの多
い女性が、より自立していくためにも必要な
事業である。

　1つの相談内容が女性保護のみでなく、
児童、高齢者などとの関わりがあるケース
が多く関係課、関係機関との連携が必要
な業務である。今後の業務について委託
等の方法も含めて近隣市町を参考にしな
がら、検討を行っていく。

40 日中一時支援事業 福祉保健部 社会福祉課

　放課後及び長期休暇時の活動の
場を提供するとともに、保護者のレ
スパイト（介護軽減）を目的に実施。

　日中一時支援を受けようとする人が市に支給申請を
し、その必要が認められる場合に市はサービス利用の
受給者証を交付する。受給者証の交付を受けた利用
者は、市とサービス提供に関する協定を結んだ事業所
とサービス利用の契約を行い、事業を利用する。市は
国保連合会からの請求に基づき、事業費から原則1割
の利用者負担を控除した額を支給する。（この経費に
対し、国1／2、県1／4の助成がある。）
　事業所は、利用者を受け入れ、活動の場を提供する
ほか、レクリエーション、創作活動等のサービスを提供
する。

維持継続

　サービス利用に対するニーズは年々増加
傾向にあり、国の支援を前提として、継続し
て実施する必要がある。
　平成18年10月の障害者自立支援法の本
格施行に合わせてスタートした事業である
が、平成25年での廃止が議論されており、
今後については、国の根本的な制度見直し
の状況をみて判断する。

41
障害者自立支援推進
事業（「福祉の店」設置
事業）

福祉保健部 社会福祉課

　「福祉の店」を設置することによ
り、授産製品の販路拡大と授産施
設等の活性化を図るとともに、障害
者の就労支援や地域住民との交流
により意識啓発を促進する。

　「福祉の店」設置経費に対し、補助基準額2000千円
の1／2以内の額（上限額1000千円）を補助する。
（1000千円は、広島県障害者自立支援推進補助金交
付要綱（相談支援機能強化事業及び「福祉の店」設置
支援事業）を充てることを想定している。） 維持継続

　空き店舗の解消に向けて、この事業の取り
組みについての問合せは平成22年度に1件
あったが、平成19年度に県の補助を受けて
おり、その後は補助対象外となったため、補
助額が半減したこともあり、利用についての
問合せや申請は上がっていない。
　空き店舗の利用、障害者の社会参加及び
啓発を図る目的であり、今後の推移をみな
がら、当面、市単独の制度を継続する。

42
「障害者週間」尾道福
祉大会事業

福祉保健部 社会福祉課

　障害者週間にちなんで、障害者福
祉についての理解と関心を深め、障
害者の社会参加に対する意欲の高
揚を図ることを目的とする。

　事業所の職員・利用者による楽器演奏、演劇、コーラ
ス等の発表によるアトラクション。
　障害者、事業所職員、ボランティアによる意見発表、
体験発表、講演会。
　大会宣言の採択。
　※　予算措置については、社会福祉協議会に委託し
て実施している障害者社会参加促進事業の「身体障
害者福祉啓発・普及事業」の中から支出している。 改善

　本大会も16回と回数を重ね、内容的には
意見発表・体験発表・講演という形式で行っ
ており、マンネリ化は否めないが、実行委員
会を組織して市の主催行事として障害者自
らが就労体験を発表したり、日々の活動や
生活における意見を述べる場は他にはなく、
継続する意義は大いにある。
　しかしながら、講演会のあり方について
は、内容、講師等について実行委員会の中
においても検討が求められており、今後より
効果的な実施が必要である。
　また、一般市民の参加を増やすため、啓
発方法の検討も必要である。

　一般市民への啓発としては、広報紙へ
の掲載しか行っておらず、今後HP等を活
用した周知も行う。併せて、一般市民にも
分かりやすい内容とするため、講演会形
式やシンポジウム形式が考えられるが、そ
の内容や方法については実行委員会でも
充分検討していく。

43 福祉のまちづくり事業 都市部 建築指導課

　不特定多数の人が利用する建築
等について、スロープや手すりを設
けることなど整備基準を定めて、全
ての人が安全で快適に生活できる
まちづくりを進めることを目的とす
る。

　障害者や高齢者などハンディキャップを持つ人を含
めた全ての人が、安全かつ容易に施設を利用できるよ
うにするためスロープや手すりを設けることなどの整備
基準を定めて、適用施設を新築・改築する場合は、整
備基準に適合しているかどうか事前に協議することと
なっている。整備基準に適合していない適用施設は必
要な指導及び助言をしている。

維持継続

　平成20年度より特定行政庁になるのを機
会に社会福祉課から専門性の高い建築指
導課へ業務を移している。
　今後も広島県福祉のまちづくり条例により
定められた業務である。また、豊かな福祉社
会を築くため継続して実施する必要がある
が、1箇所でも不適合箇所があると適合施設
にならないため、建物の用途規模により適
合しやすさに大きな差が有り、成果指標とし
て表れていない。

　適用施設整備基準への適合が努力義務
で強制力がないが、すべての人が安全で
快適に生活できるまちづくりをすすめるた
め、協議者に対しての指導及び助言に努
め協議者の理解を得る。
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44
敬老優待乗車証等交
付

福祉保健部 高齢者福祉課

　高齢者の外出に必要な交通手段
の援助や、健康の保持を目的とす
る。

　次のいずれかを選ぶことができる。
①おのみちバス敬老優待乗車証　乗車1回ごとに30円
負担あり。全市を対象　ただし、因島線向島BS停留所
と安郷停留所の区間、瀬戸田線向島BS停留所と瀬戸
田港停留所の区間、松永線高須停留所と松永バスセ
ンターの区間は使用できない。
②バス・船舶共通利用券　10,000円分の回数券。対象
地区は、潮見町、桜町、門田町、美ノ郷町、木ノ庄町、
原田町、西藤町、高須町、百島町、浦崎町、御調町、
因島各町、瀬戸田町。
③乗船券　10,000円分の回数券。対象地区は、因島細
島地区。
④タクシー利用助成券　10,000円分の回数券。対象地
区は、御調町。
⑤入浴料助成券　250円券を4枚。保険外あんま・マッ
サージ・指圧・はり・きゅう　年間1,000円券を10枚。

改善

　平成19年に対象年齢を引き上げるなど見
直しを行っているが、近隣市に比較して高い
サービス水準にある。
　2億円を要する事業であり、対象年齢・自
己負担額・サービスの種類などきめ細やか
な検証・分析を行い、より効果的な事業に改
善する必要がある。

　今後の事業内容については、尾道市高
齢者福祉計画(平成24年度～）策定までに
検討する。

45
地域介護予防活動支
援事業（ふれあいサロ
ン）

福祉保健部 高齢者福祉課

　高齢者が地域の中で支えあいな
がら、一人で閉じこもることなく地域
住民とのふれあいの中で生きがい
を持って生活を送ることができること
を目的とする。

　地域住民グループが月1回から週1回程度、各地域
のふれあいサロンで介護予防に関する活動を行う。
　活動内容は、生活、文化、趣味等様々であり、健康
づくり、生きがいづくり、仲間づくり、学習活動、ふれあ
い活動や認知症を地域ぐるみで理解する活動などを
地区社会福祉協議会、町内会または住民の自主グ
ループにより、自由な発想をもとに創意工夫して企画・
実施している。市が市社会福祉協議会に委託し、市社
会福祉協議会に支援員を配置して、レクリエーションや
身近な情報をサロンに伝え各地区でのサロン運営に
必要な支援を行っている。市社会福祉協議会から各ふ
れあいサロンに定額助成として1か所当たり年2万円、
郊外サロンへ助成年1万円、参加者助成（1人100円）、
その他会場費として千円から2万円を助成している。

改善

  参加団体を増やす観点から、開催回数や
場所の増加が望ましい反面、一方で、内容
の固定化やボランティアの負担増加の問題
がある。
事業が社会福祉協議会への全部委託され
ており、事業効果や問題点等を行政が十分
把握できていない。

　市民ニーズの把握につとめるとともに、
社会福祉協議会との連携を密にし、施策
効果が十分に発揮されるよう改善に向け
協議を行う。

46 配食サービス事業 福祉保健部 高齢者福祉課

　ひとり暮らし高齢者に配食サービ
スを行うことによって、安否確認と見
守りサービスを行うことを目的とす
る。

　配食サービスは、栄養のバランスのとれた昼食を調
理し、訪問により定期的に提供することにあわせて、利
用者の安否を確認し健康状態に異常がある場合に
は、関係機関へ連絡等を行う。配食サービスは、民間
事業者に委託し、週2日を限度とし、1日1食とする。

改善

　介護保険のサービス利用において空いた
日に配食サービスを入れるなど、補完的な
利用をしており、継続実施する必要がある。
　自己負担が近隣市より高く、利用しやすい
制度とはなっていないので、市民ニーズや
地域ニーズの把握に努めるとともに、ケアマ
ネジャー等との連携を密にし、より利用しや
すい制度に改善する必要がある。
　平成25年度からの次期受託期間に際し、
見直しが必要である。

　市民ニーズや地域ニーズの十分な把握
やケアマネジャー等との連携を密にし、よ
り利用しやすい制度の検討を行う。

47 放課後児童クラブ事業 福祉保健部 子育て支援課

　保護者が就労等により昼間家庭
にいない児童の健全育成

　平日は12小学校区について10箇所（14教室）で実
施。土曜日は8小学校区について6箇所（6教室）で実
施。開所時間は平日放課後～6時、土曜日午前8時30
分～午後6時。指導員は原則2名体制。（夏期休業日に
限り、保育人数が35名を超えたときに更に4時間勤務
の指導員1名の加配をする。）障害児に対しては、別途
加配をする場合あり。高須放課後児童クラブのみ、運
営を民間委託している。
　使用料は月～金利用で3000円。月～土利用で4500
円。8月のみ＋1000円。非課税世帯、生活保護世帯、
就学援助世帯等は減免措置（無料）あり。保護者運営
のクラブに補助金を交付。

改善

　利用料について、就学援助を減免の対象
としている市は福山、尾道、三原、府中の県
東部4市のうち尾道市だけである。一方、兄
弟で利用の場合2子目を半額に減免してい
るところもあり、減免規定について検討が必
要と思われる。
　直営のクラブは、指導員の賃金に関するこ
と、クラブの物品購入、営繕などを正規の職
員で行っている。他方、委託のクラブは委託
料に人件費、事務費、物品購入費等運営経
費がほぼ含まれており、職員の事務軽減に
なっている。費用対効果の改善のためには
クラブの運営方法を改善していく必要があ
る。

　利用料の減免規定の見直しは、国の子
ども・子育て新システムの見直しと並行し
進める。
　運営方法について、学校等との連携も必
要なので、安易な委託はできないが、民間
委託について調査、研究をする。
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48
おのみち子育て支援セ
ンター事業

福祉保健部 子育て支援課

　就学前児童を育てている保護者
への子育て支援

①あそびの場を提供することで、子ども同士、母親同
士の交流を促したり、母親サークル作りの支援を行う。
②親子のふれあい遊びやタッチケア・ミュージックケア
や、講師による子育て支援講座を開催し、学習・交流
の場を作る。
③センター職員、ソーシャルワーカー、栄養士等で育
児相談。発達相談等の相談業務を行う。
④育児通信等を発行して子育て情報を発信する。

拡大

　核家族の増加や近所付き合いの希薄化が
進むことで、保護者の孤立感が高まってきて
いることや、少子化の影響で、近所に同年
代の子どもがいない等で子どもも社会性を
身につける場所が減ってきていること等か
ら、子どもどうしの関わりの場、母親の育児
に対する支援の場としての支援センターの
役割は重要である。
  次世代育成支援行動計画（後期）におい
て、子育て支援センターの開設を2か所から
4か所に増設することや相談の充実を図るこ
ととして、拡大を予定している事業である。

　子育て支援センターの増設にあたって
は、要望、日時、内容その他のニーズ把
握に努め、開設については出前事業や施
設借上げ等常設以外での方法を検討する
など手法を十分に検証する。
　また、健康推進課（乳幼児対象事業）と
の連携を検討する。

49
ファミリー・サポート・セ
ンター事業

福祉保健部 子育て支援課

　子育ての援助を受けたい人と子育
ての援助をしたい人のコーディネー
トを行う。

　保育所への迎え等子育ての援助を受けたい人（依頼
会員）と子育ての援助をしたい人（提供会員）がお互い
に助け会うことを目的とした会員組織。アドバイザー
（嘱託職員）が依頼会員からの申込みに応じて、提供
会員を紹介する。
　年会費は600円。利用料は1時間あたり600円。依頼
会員から提供会員に直接支払う。年会費、利用料とも
市の補助はない。活動時間は午前7時30分から午後8
時30分まで。

改善

　ファミリーサポートセンターの事務を行う嘱
託職員が子育て支援センターの事務も行っ
ているが、嘱託職員の工数が高いので、両
センターの間で効率的な運営となるよう工夫
が必要である。
　利用が少ないことについては、その原因把
握に努めるとともに、様々な機関で広報活
動を行い、周知を図る必要がある。

　利用率を上げるための手法や周知方
法、運営形態の検討を行う。

50 保育料徴収事務 福祉保健部 子育て支援課

　保育所（園）運営のための保護者
負担金（保育料）を公平負担の原則
のもとに徴収する。収納率100％を
目標とする。

　納付期限20日経過後、未納者に督促状通知、納付
期限40日経過後の未納者に催告書通知。電話、はが
きによる督促、納付相談及び夜間徴収等の実施。

改善

　滞納の長期化・高額化に対応する組織体
制として、担当者による専任体制から係全
員による地区割徴収体制へ移行し、取り組
みの強化を図るとともに、子育て支援課児
童保育係と因島福祉課児童係の収納機能
の再編整理を含めて徴収事務全般の見直し
を検討する必要がある。
　また、低所得階層の保育料徴収基準額の
見直しと当年度所得額の激減に伴う減免制
度の導入を検討する必要がある。

  収納機能の再編整理に向けて次のとお
り取り組む。
平成22年度
   地区割徴収体制導入(本庁）
   納税案内センターへ現年度分
　 納入遅延者への納付案内を依頼
平成23年度
   徴収業務全般の見直し検討
　　　　　　　　　（収納課を中心に）
平成24年度
   子育て支援課児童保育係と因島福祉課
   児童係の収納機能の再編整理

51
特別保育充実事業（一
時保育、病後児保育、
延長保育）

福祉保健部 子育て支援課

　保護者の多様な保育ニーズに応
えることにより、仕事等の社会活動
と子育て等の家庭生活との両立を
容易にするとともに、子育ての不安
感を緩和し、安心して子育てができ
るような環境整備を総合的に推進
する。

　①一時保育～月から金曜日までの8:30～17:00の間
（土曜日は8:30～12:00）対象児童を保育所において保
育する。②延長保育～月から土曜日までの毎日18:00
～19:00の間、対象児童を保育所において保育する。
③病後児保育～保育所の開所日において8:30～17:00
の間、対象児童を保育所において保育する。④休日保
育～日曜及び祝日の8:30～17:00の間、対象児童を保
育所において保育する。（平成22年度新規事業）　そ
れぞれ、保育を希望する保護者からの申請に基づき
利用の可否を子育て支援課で審査し、承諾を決定・通
知する。また、利用実績に基づき、保護者から利用負
担金を徴収し、収納する。併せて、実績に基づいて県
費補助金を申請・受領する。

改善

（1）保護者の就労支援や子育て支援のため
必要不可欠なサービスであり、今後も事業
の拡大が求められているが、経費のほとん
どを人件費が占めており、コスト削減が大き
な課題である。今後、私立保育所での受入
拡大を図るとともに、公立保育所においては
施設の再編とサービス提供の拠点化を進め
る必要がある。
（2）利用申請・承諾業務においては、保育
所、支所（因島福祉課児童係含む）で受付
し、子育て支援課で承諾、料金収納を行って
いるが、各サービス毎に対応が異なるため、
処理方法の統一と子育て支援課と因島福祉
課の事務分掌の見直しを検討する必要があ
る。

経費削減に向けて次のとおり取り組む。
平成22年度中 　 ・就学前教育・保育施設
の適正配置に関する基本的な考え方を策
定
平成23年度～　　・保育施設の再編整理
実施
　　　　　　　　　　　・保育サービスに係る支
所業務の見直し検討及び再編整理実施
・保育施設の再編整理実施
・支所業務の再編整理実施

11
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52 児童虐待防止事業 福祉保健部 子育て支援課

　要保護児童の早期発見及び適切
な保護並びに要保護児童への適切
な支援を図る。

　近隣住民や、子どもの通う小学校、幼稚園、保育所、
地域の民生委員等からの通報、相談を受け、当該要
保護児童について、訪問、聞き取り等を行い、広島県
東部子ども家庭センター等と連携して問題の解決にあ
たっていく。個別のケースについては、見守り、支援等
が長期化する例も多い。

維持継続

　児童福祉法により、市町の役割は、児童
虐待に関する相談業務や子どもの安全確認
を行うことであるとされており、虐待に関する
事象が生じた時に発生する業務である。児
童の生命に関わる場合もあり、迅速性が求
められると同時に相談に対しては十分な対
応時間が必要である。嘱託職員として児童
家庭相談員を設置しているが、母子自立支
援員を兼務している。「尾道市要保護児童対
策地域協議会」を設置し、広島県東部こども
家庭センターや警察、医師会、尾道市連合
民生委員児童委員協議会等様々な機関と
連携しながら業務にあたっているが、少子
化、核家族化の進行により、孤立しがちな家
庭が増え、今後、ますます重要な業務とな
り、業務量は増加していくと思われる。

　子どもの安心・安全・生命にかかわる業
務である。通報、相談等により対応しなけ
ればならない。また、広島県子ども家庭セ
ンター、学校、教育委員会、病院、警察、
民生委員等との連携が不可欠である。連
携強化、情報共有等のため、「尾道市要
保護児童対策地域協議会」の強化を図
る。具体的には協議会構成機関の代表者
会議や実務者会議を定期的に開催してい
く。

53-1
団体育成事業（因島遺
族会）

福祉保健部 因島福祉課

　戦没者の遺族が交流し、戦没者
の遺族に対する諸制度の活用の周
知活動と、平和活動に取り組む。

　戦没者の遺族が交流し、戦没者の遺族に対する諸
制度の活用の周知活動と、平和活動に取り組む。

改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。

53-2
団体育成事業（尾道市
因島地区原爆被害者
友の会）

福祉保健部 因島福祉課

　被爆者が交流し、仲間づくりを行
いながら、被爆者対策の諸制度の
活用の研修と、平和活動に取り組
む。

　被爆者が交流し、仲間づくりを行いながら、被爆者対
策の諸制度の活用の研修と、平和活動に取り組む。

改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。

54-1
団体育成事業（尾道市
因島身体障害者福祉
協会）

福祉保健部 因島福祉課

　身体障害者が交流し、仲間づくり
を行いながら、自立と外出の機会を
増やすことにより社会参加を促進す
る。

　身体障害者が、毎月1回理事会を開催しながら年間
計画にある、各種スポーツ教室、カラオケ、レクリェー
ション等を開催する。身体に障害を抱える方が交流し、
外出の機会を増やすことにより、健康づくりと社会参加
を促進する。

改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。

54-2
団体育成事業（因島精
神障害者家族会）

福祉保健部 因島福祉課

　精神障害者の家族が、交流と学
習を行う。障害者を取り巻く制度等
の情報交換と疾病に対する知識の
向上を図る。

　精神障害者の家族が、毎月2回を目途に定例会を開
催する。同じような疾病を抱える家族が交流と情報交
換、学習を深めることにより、障害者の生活の安定と
社会参加の促進を図る。 改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。

54-3
団体育成事業（オレン
ジクラブ）

福祉保健部 因島福祉課

　精神障害者が交流し、仲間づくり
を行いながら、自立とひきこもりの
防止を図り社会参加を促進する。

　精神障害者が、毎月1回定期的に集まり、スポーツ、
調理実習、レクリェーション等を開催する。同じ疾病を
抱える者が交流し、ひきこもりの防止を図りながら社会
参加を促進する。 改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。

55
敬老優待乗車証等の
交付

福祉保健部 因島福祉課

　高齢者の健康の保持と福祉の向
上を図る。

　本課では、敬老優待乗車証等の交付事務のみで予
算措置及び対象者名簿の打ち出し、交付券の作成も
本庁で行う。本課では、7日間で12箇所の出張交付を
行うとともに、その後窓口で交付を行う。合せて、障害
者制度との重複交付を避けるチェック作業を行ってい
る。

維持継続

　因島福祉課では、交付事務のみを行って
いる。高齢者福祉課の所管事務ではある
が、各支所の出張交付事務も含めその人員
だけでは交付することは困難であり、総合支
所分の交付は本課で行っている。管内での
交付対象者数も5,500人を超えており、本事
業を継続するのであれば現在の交付形態を
継続して行う必要がある。
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56
いんのしま子育て支援
センター事業

福祉保健部 因島福祉課

　子育てを支援する地域の拠点とし
て関係機関等との連携を図り、子育
て家庭に対する育児支援を行う。

　平成15年7月開設　三庄保育所と三庄幼稚園との合
築施設に子育て支援センターを併設している。
いんのしま子育て支援センターに2名の職員を配置（嘱
託所長1名、臨時保育士1名）、9：00～12：00、13：00～
16：00まで開設（土、日、祝日、年末年始休みを除
く。）、保護者ための交流の場の提供、子育てに関する
講座、相談、情報提供等の事業を実施している。
　（職員の雇用・管理、報酬・賃金の支払事務及び施設
管理全般は、児童係が行っている。）

拡大

　次世代育成支援行動計画（後期）におい
て、子育て支援センターの開設を2か所から
4か所に増設することや相談の充実を図るこ
ととして、拡大を予定している事業である。
  また、瀬戸田町内では、出前講座などによ
り参加を促進する余地があり、地域のニー
ズを把握しながら、ニーズに合った方法を選
択するなどの検討が必要である。

　子育て支援センターの増設にあたって
は、要望、日時、内容その他のニーズ把
握に努め、開設については出前事業や施
設借上げ等常設以外での方法を検討する
など手法を十分に検証する。
　また、健康推進課（乳幼児対象事業）と
の連携を検討する。

57
放課後児童クラブ運営
事業

福祉保健部 因島福祉課

　保育に必要な物品の調整、設備
の保守管理等により安全・安心な放
課後児童クラブ運営のための環境
を維持する。

　因島福祉課児童係で因島・瀬戸田地区の6所の放課
後児童クラブを所管　放課後児童クラブの適正・安定
的な運営と管理のため、日常的に施設の点検を行い
ながら、保育に必要な物品の購入や児童を安全に保
育するための施設・設備の維持、修繕を行う。また、職
員の研修を行い保育の向上を図る。保護者からの要
望等（ｸﾚｰﾑ)の対応を行っている。
　＊平成22年度からクラブ利用料徴収を行っている。
開設時間　平日：放課後～18時、学校休業日・長期休
業日・土曜日（3ｸﾗﾌﾞ）：8時30分～18時

改善

　直営のクラブ（因島6ｸﾗﾌﾞ）の人事管理、施
設管理等正規の職員が行なっているが、今
後は委託・自主運営（保護者会）等費用対効
果を考慮し運営方法の改善が必要である。

　保護者や学校の理解を得ながら、民間
委託について調査・研究を行っていく。

58
保育所運営管理事業
（一時保育、延長保育
事業）

福祉保健部 因島福祉課

　児童の保育により、保護者の就労
支援及び子育て支援を行う。

①一時保育　土生保育所、三庄認定こども園で実施
保護者の急な病気などで緊急一時的に預かりが必要
な場合に利用できるサービス。利用料：未満児（2,000
円）、3歳以上児（1,700円）月14日以内の利用　因島福
祉課（児童係）は、受付・連絡調整事務のみ。
②延長保育　因島地区6所（園）で平成20年度から実
施　18：00～19：00まで保育時間を延長して保育する。
因島福祉課は、利用申込みの受付（本庁送付）

維持継続

　児童を保育することにより、保護者の就労
支援及び子育て支援を行う。これに伴う申
請書受付事務は、継続して児童係が行なう
必要がある。(受付は、係全員で対応してい
る。）

59
ファミリー・サポー・トセ
ンター事業(面接調整）

福祉保健部 因島福祉課

　提供会員と依頼会員で会員組織
を設立し、会員相互の育児に関す
る援助活動を行うことにより、仕事と
育児を両立し安心して子育てが出
来る環境を整備することを目的とす
る。

　おのみち子育て支援センターに「おのみちファミリー・
サポート・センター」を設置し、アドバイザー（嘱託）2名
を配置し、会員活動の調整を行っている。因島福祉課
児童係においては、会員登録の受付及びアドバイザー
の新規会員の面接等の日程調整、会員からの援助活
動報告書の受理送付業務を行っている。

改善

　子育ての援助を行いたい人（提供会員）
が、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）
の依頼によって、有償で育児に関する様々
な援助活動を行う。（ボランティア会員組織）
　現状は、会員数や利用状況（特に因島・瀬
戸田地区）が伸びない状況にある。サービス
に関する情報提供の方法を検討する必要が
ある。

（申請の受け付けは、ファミリーサポートセン
ターで行うが、因島・瀬戸田地域について
は、状況により因島総合支所で行ってい
る。）

　今後は、様々な機関で広報活動を行い
認知度を高めると共に会員の確保を図
る。

60
寿楽園管理運営
（入所者介護支援）

福祉保健部 因島福祉課

  入所者がその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができ
るようにすること。

　入所定員50人の養護老人ホームで、市町村からの
入所委託を受けて入所者の受入を行っている。運営に
ついては、収入として、市町村から老人保護措置費を
受けている。入所者は、各自、年金等の収入金額に
従って算出された負担金を各市町村に納めている。介
護保険サービスについては、平成18年4月から使える
ようになり、当施設においては、個別契約型で対応して
いる。基本的に、入所者の介護支援については施設
の生活相談員、支援員等で、給食調理については施
設の栄養士、調理員等で対応している。

抜本的見直し

　施設の老朽化やバリアフリー化への対応
が当面の課題となっている。入所者が、養護
老人ホームの基準外（要介護度4～5）の状
態になっても、他の施設に入所することが困
難な状況も見受けられ,今後入所者の介護
重度化に対応できる改修計画が課題であ
る。また、施設運営業務の多くを臨時職員が
担っており、正規職員の負担も増しているこ
とから、特別養護老人ホームを運営する法
人に運営を委ねるなど、市が引き続き運営
すべきかどうか、早期に、市としての管理運
営方針の確立が望まれる。

　施設の改修計画や法人委託などの管理
運営について整理し、根本から見直す。将
来に向けた方針を早急に、部内で策定す
る。

61
寿楽園管理運営（入所
者給食調理）

福祉保健部 因島福祉課
【No.60へ統合】
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62
おのみちの森づくり事
業

産業部 農林水産課

　人工林や里山林の整備により、森
林の公益的機能（土砂災害の防止・
水源のかん養・レクリエ-ションの場
の提供等）を維持増進するととも
に、森林・林業体験活動等を通じ、
これら森林の機能について学ぶ機
会を増やし、市民の森づくりへの意
識醸成を図る。

　森林所有者及び認定事業主に対し補助金・交付金を
交付、又は委託し、整備がされていない人工林の伐倒
整理など、おのみちの森を整備し、市民に潤いと憩い
の場を提供するとともに、松枯れ跡地整備等により森
林の公益的機能と景観の回復を進める。また、公共施
設等、人の集う場所に県内産間伐材を利用した木製
品を整備することで森づくりへの意識を醸成し、森林・
林業体験活動を通じ、森林の機能や林業について学
ぶ機会を設ける。

改善

　森づくり県民税が平成23年度までの時限
課税であり、現在県において今後の検討を
している状況から、その動向を待って判断す
る必要がある。本市においては林業の施業
支援ではなく、森林の公益的機能の維持増
進のため、有効な事業である。しかし、事業
費に一般財源の持ち出しがなく（県費）、市と
しては効率的な事業であるという理由で事
業を行うのではなく、職員の工数が多くかか
りすぎていることや、間伐材製品の製作が
市民ニーズに合致しているか等、森づくり県
民税がなくなった後の考えも含め、市費であ
る人件費を抑えるように事業を精査し、市民
ニーズに沿ったように事業内容・実施方法を
見直す必要がある。

　事業の内容を精査、施策効果を検証し、
市民ニーズに沿ったものとなるよう、事業
内容や実施方法について検討する。整備
対象森林の把握をし、今後の事業展開に
ついては、県の動向をみながら、おのみち
の森づくり検討会において検討する。

63
農業経営改善指導事
務（認定農業者支援事
業）

産業部 農林水産課

　認定農業者を目指す農業者と既
に認定された認定農業者の経営改
善計画や技術向上のための助言、
指導、講習会、研修会の開催等、プ
ロの農業者としての資質向上を図る
ことを目的とする。

　プロの農業者を目指す農業者が提出した農業経営
改善計画書を審査し、市長が認定農業者として認定を
行う。認定された認定農業者に対し、改善計画に基づ
き効率的かつ安定的な農業経営が図れるよう支援す
るもので、本市の担い手づくりの重要施策である。

維持継続

　法律により認定農業者の認定は市長が行
うこととなっており、認定農業者の育成支援
は農業振興上必要不可欠なもので、総合計
画の施策目標2-1-3「農業が活性化し、次の
担い手が育っている」の目標の達成度を測
る指標として認定農業者数を位置づけてお
り、今後とも継続して行うべきものである。

　認定審査会の開催日の定期化、認定農
業者制度の周知方法の改善等を図りなが
ら、現制度を維持する。

64 市民農園運営事務 産業部 農林水産課

　農地を持たない市民が、野菜や花
等の栽培を通じて農業への理解を
深めるとともに、農業への参画機会
を増やし、自然に親しむ住民相互の
交流機会、農業へ参加の場を提供
する。

　農地を所有していない市民に対し、農園を貸し出して
いる。農園を借りた市民は、それぞれが独自に野菜や
花を栽培している。
　また、農作業の未経験者やいろいろな作物を栽培し
たい人のために栽培講習会や、現地相談会を開催し
ている。

維持継続

　市民の農業に対する意識の向上と、農業
への参加、レクレーションとしての活用の場
として重要であると考えており、今後も継続
して行政として実施すべき事業である。

65
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）

産業部 農林水産課

　尾道の豊かな魚介類の資源復活
を目指し、各種稚魚稚貝の種苗を
放流する。

　近年漁獲減少にある、稚魚稚貝を購入し増殖適地に
放流する。

維持継続

　水産振興ビジョンの目指す、市民への新
鮮で安全な水産物の安定供給を実現するた
めに、必要な施策である。
　課題としては、様々な要因による漁獲量の
増減に対応した、きめ細かな魚種の選定、
及び高齢化や燃油高騰への対策として、沿
岸で漁の出来る地先定着魚種の選定を積
極的に進める必要がある。

　国による農林水産統計の調査項目減少
により、統計数字の把握が困難になってい
る。そのため、漁獲高把握には市独自の
調査が必要となるので、現在必要な事務
量を調査中である。

66
尾道水産祭り（漁業祭
開催事業）

産業部 農林水産課

　市民に地元の新鮮で美味しい魚
を知ってもらうことで、魚介類の消費
拡大につなげるとともに、漁業者と
触れあうことで漁業への理解を深め
てもらう。

産品販売：　活魚、鮮魚の販売、たこ飯（地タコ）、
                アサリ汁の販売
各種体験：　稚魚放流体験、タッチプール、
                親子さばき方教室

維持継続

　尾道みなとオアシスフェアと共同開催とな
り、来場者数は増加等しており、費用対効果
は高くなっている。
　しかし、平成22年度中に現行会場が他用
途に転換されるため、新たな会場を検討す
る必要がある。
　水産振興ビジョンの目指す、おのみちの食
文化継承・地産地消の実現のため、必要な
施策と考えている。
　より広く市民にアピール出来る新たな会場
（水産物、みなとオアシスの関係から海の近
くでの開催、市民にわかりやすい会場）を選
定するため、みなとオアシス事務局と協議し
見直しを行った。
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67 求人情報提供事務 産業部 商工課

　ハローワーク因島廃止（平成20年
3月)に伴い、因島地域内に求職者
が求人情報を得る場が消失するた
め、尾道市として代替の場を提供す
る。

　因島総合支所内に求人情報提供場所を確保し、従
来どおりの求人情報誌の閲覧・配布及び新たにハロー
ワークインターネットサービスへ接続することで、求人
情報の閲覧可能な環境を整備し、求職者が因島地域
内で求人情報を確認できる状態にする。また、閲覧し
た情報をプリントアウトし、持ち帰れるようにする。

維持継続

　ハローワーク因島の撤退にともない、尾道
市としてできる限りのサービスを地域住民に
提供する目的で設置されたものであり、昨今
の雇用情勢が低迷している状況下におい
て、求人情報の提供は、求職者の幅広い求
職活動・就職支援に結びつくものであり、必
要不可欠である。また、利用者の利便性に
配慮し、周知の徹底を図る必要がある。
　ハローワーク求人情報の取得には、イン
ターネットの利用が必須であるため、住民
サービスの低下をもたらすことのないよう、
継続して端末を配置し、情報提供に努める。

　求人情報コーナーの周知については、ハ
ローワーク尾道と連携を行い、引き続きの
情報提供を行うとともに、利便性の向上の
ため、求職者の状況把握を行う。

68 中小企業融資制度 産業部 商工課

　市内中小企業者が必要とする事
業資金を円滑に調達することによ
り、事業経営の安定化及び振興を
図ることを目的とする。

　市内の中小企業者が、事業に必要な資金を金融機
関から低利にかつスムーズに借り入れることができる
よう、市が資金の一部を金融機関へ預託する融資制
度を設けている。金融機関への預託は、融資額の4分
の1相当額を、年度当初あるいは融資実行後に預託
し、年度末には全額を回収する。市では、中小企業者
から提出された借入あっせん申込書の内容を審査して
金融機関へ借入のあっせんを行い、これを受けて金融
機関が融資の可否を審査する。制度内容については、
尾道市中小企業融資審査委員会を設置し、経済状況
を勘案しながら、適宜見直しを行っている。

維持継続

  中小企業者の円滑な資金調達は事業運営
上重要であり、市域経済の活性化にもつな
がることから、今後も制度は継続して行う必
要があると考える。

  これまでどおり中小企業者への円滑な資
金調達ができるよう、経済状況を考慮しな
がら、引き続き関係機関と調整を図る。

69
観光パートナー養成事
業

産業部 観光課

　観光ボランティアガイド・観光案内
所職員の養育成
　まちかど観光案内所の開設による
観光案内機能の強化
　市民のおもてなし気運の醸成

　観光ボランティアガイド、観光案内所職員、まちかど
観光案内所、市民を対象に「観光パートナー養成講
座」、「観光資源実地研修」等の実施により観光案内機
能の強化と連携並びに市民のおもてなし気運の醸成
を図り、優しいまち「おのみち」の浸透を目指す。

改善

　観光ボランティアガイドや観光案内所等に
おける観光客に対するおもてなしは今後も
需要が拡大すると思われるが、講座の受講
者が既存ボランティア団体に固定化される
傾向にある。

　講座内容、講師、講座方法等を改善し、
より多くの市民や観光関連業者を含め、市
全体でおもてなし気運の醸成を図る。

70 観光宣伝隊派遣事業 産業部 観光課

　尾道市を広くPRすることによる交
流人口の拡大。
　交流人口の拡大による、産業の活
性。

　瀬戸内しまなみ海道振興協議会等、尾道市が加盟
する各種観光振興団体が参加する大規模な観光誘客
イベントや観光宣伝隊に職員を派遣し、旅行商品の造
成やマスコミ媒体への露出を強化する。 改善

　平成21年度より、大都市圏での街頭PRに
よる手法から集客力のある大規模イベントで
のPR活動や旅行業者や関連メディアに対す
るPR手法へと転換中である。

　今後は観光宣伝隊への派遣を縮小する
とともに、外国人観光客の獲得も視野に入
れた観光イベントの参画も検討する。

71 観光PR媒体作成事業 産業部 観光課

尾道市への観光客の誘客
尾道市の観光PR

　観光パンフレットの作成（情報更新・増刷・校正）、新
規情報ツールの作製
　旅行雑誌、旅行新聞等への寄稿（取材協力・情報提
供）

改善

　観光施策にとって、各種媒体(雑誌・新聞・
TV・ラジオ・インターネットなど）によるPRは
最も必要で効果的である。様々な媒体を利
活用して観光PRを強化する。

　観光客のニーズやターゲット（国内外）に
あわせた戦略的な展開が求められ、パン
フレット以外の情報ツールの利活用も更に
検討する。平成22年度に総合パンフレット
「I　LOVE　尾道」の見直しを行う。

72
尾道灯りまつり運営事
業

産業部 観光課

　イベントによる夜型観光を充実さ
せることにより、新しい魅力を創造
し、更なる交流人口の増加とイメー
ジアップを図る。
　併せて、参加する市民に尾道の魅
力を再発見してもらう。

　市内各小中学生により、ぼんぼりを作製してもらい、
それを古寺を中心とした尾道の主要箇所に設置・点灯
する。
　併せて、各小中学校の所在する地域でも開催を促
し、各地域も連動したイベントを行う。
　開催場所ごとに設置方法を検討し、開催場所ごとに
合唱や合奏の披露をするなど、画一的でないイベント
へ展開をする。

維持継続

　市民参加型の新しいイベントとして定着し
つつあり、新たな本市の夜の魅力を創出す
るイベントとして有効と思われる。更なる県
外からの誘客を促進する。

　県外からの誘客を促進するためのPR対
策、並びに市民協働による受入態勢強
化、イベント運営に係る市民の一層の参
画を促進する。

73
尾道みなと祭運営事
業

産業部 観光課

イベント開催による交流人口の拡大 　4月第4土曜日・日曜日に尾道駅前、海岸通り、本通
り商店街、尾道水道等の各所で踊りコンテスト、踊り等
パレード、ステージイベント、飲食屋台出店等、本市最
大規模の祭りを開催する。

維持継続

　合併した新市域全体の中で、市内最大級
の祭りとして全市域一体となった取組みを更
に検討する必要がある。

　イベントの参加においては、「ええじゃん
SANSA・がり踊りコンテスト」において市内
小中学校全校参加や、平成22年度の第67
回では市内各地の郷土芸能を招聘披露す
るなど市内全域での市民参画も図られて
いるが、今後も市民の祭りとして更に内容
や運営を充実させるとともに、市外からの
誘客も多く見込める魅力ある祭りとして検
討する。
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74
写真のまち尾道四季
展運営事業

産業部 観光課

　写真を通じて市外からの来尾者を
増加させると共に、多くの資源を持
つ尾道を広くアピールする。

　尾道を題材とした写真を全国公募し、その入賞作品
を尾道市立美術館へ展示する。その他、首都圏・関西
圏での特別展の開催、ポストカードの作製、写真雑誌
への掲載等を行う。 改善

・一人当たりの応募点数の制限がないた
め、応募者数ではなく応募点数の増加に伴
い、業務量が増加傾向にある。
・本市出身である日本写真家協会専務理事
の松本徳彦氏が審査委員長に就任以来、
単なる観光写真コンテストに留まらず出品の
レベルが高くなっている。

　応募点数、出品料を研究し、応募要項を
改善する。

75
観光まちづくり支援事
業

産業部 観光課

　「住んでよし、訪れてよし」のまち
づくりの戦略的な実践につながる企
画検討及び実行

　行政、観光協会等の民間団体、NPO法人、I・U・Jター
ン者、一般公募市民により観光まちづくり戦略会議を
立ち上げ、平成18年度に実施した観光動向調査によ
る本市の観光振興課題を解決する実行案を検討企画
し実行する。

縮小

　3年間に亘り開催された戦略会議が昨年
度をもって終了。

　平成22年度より、会議により構築された
幅広い人的ネットワークを活用し、官民協
働で観光施策に関する課題について、随
時意見交換を行う。

76
フィルムコミッション事
業

産業部 観光課

　尾道で撮影された映像による尾道
PR効果とそれによる尾道への来訪
者の増加が見込まれ、また、市民が
尾道の魅力を再確認し、誇りをもつ
ことにより、尾道の財産を次世代に
繋ぐ意識向上を引き出す。

　シナハン・ロケハン・ロケのアテンド、希望ロケ地との
交渉・地元調整・スケジュール調整、許認可行為の確
認と申請補助、ホテル・食事場所等の紹介、レンタル
機材業者紹介、エキストラ募集業務等 維持継続

　映像メディアによる尾道の露出は、PR効
果、経済波及効果が大きい。

今後とも、積極的に誘致していく。

77
まちづくり研究グルー
プ運営事業

産業部 観光課

　「おもてなしの町おのみち」の気運
醸成

　千光寺公園の花見に来る車輌を臨時駐車場へ誘導
し公園内の渋滞を解消する。
　尾道住吉花火まつりの見物客の監視及び歩行誘導
等により祭り客の安全を確保する。

拡大

　官民協働を推進する本市において、市職
員によるボランティア活動は今後も一層の
充実拡大をする。

　ボランティア活動をする市職員の一層の
充実拡大を図る。

78
千光寺公園桜保存事
業

産業部 観光課

　「日本さくら名所100選」に選定さ
れている千光寺公園の桜を後世に
残すため、樹勢の回復、樹木伐採、
樹木植栽を計画的に実施する。

　千光寺公園の桜を管理するため、公園内を5つのブ
ロック（A～E）に分け、平成15年度～18年度まで各ブ
ロックごとに桜樹木の剪定、治療、土壌改良をし生育
環境を整え、平成19年度(Aブロック・Cブロック)、20年
度(Dブロック)、21年度(Bブロック)、22年度(Eブロック)
において、今後生育が見込めない桜樹木の伐採や桜
樹木の新植を順次実施する。

縮小

　「保存事業」に「マイ桜制度」を含め、桜の
樹木数を調整してきたものの、依然公園内
の桜の本数は多い状態にあるので、適正な
生育環境を整えなければならない。

　今後は、保存事業を行った各ブロック内
の桜を年次検証し、本数を含め生育状態
に適した対処（施肥等）をしなければならな
い。

79
「みなとオアシス尾道」
運営事業

建設部 港湾振興課

　みなとや海岸を活用して、地域内
外の人が交流することができる賑わ
い交流拠点を構築していく。

　市中心部へ訪れる市民、観光客、しまなみ海道サイ
クリング利用者の「交通の要」である「みなとオアシス
尾道」を活用し、賑わいと交流の拠点とする取組みを
行う。
　西御所港湾倉庫を観光交流拠点として、商業・サー
ビス・イベント機能を付加し賑わいの創出を図る尾道
ポートターミナルを近隣の人々の休息・談話・交流ス
ペースとして活用、観光客には地域情報・観光情報な
ど情報発信の場とする取組みを定期的、継続的に行
う。

維持継続

　平成20年度からイベント等の実施を観光
協会に委託してきたが、平成22年3月の「サ
イクリングポートみなとオアシス尾道」として
本登録する際、観光協会を運営団体として
登録した。
　今後、西御所2号上屋へのサイクリング
ターミナルの設置、テナントの出店等、ます
ます賑わいの創出につながる環境が整って
いく予定であり、市は施設整備・管理、情報
発信等を担当しながら、イベント等交流事業
の運営については観光協会が主体となって
継続実施していく方針である。

　平成22年度から観光協会による運営が
始まったところであり、当面は市もイベント
の実施等について指導、助言などで関
わっていく必要があると思われるが、軌道
に乗れば市は施設管理の立場としての関
わりとなる方向である。

80
瀬戸内・海の路ネット
ワーク推進協議会事
務

建設部 港湾振興課

　瀬戸内の各地域が一体となり、瀬
戸内海地域全体の振興と発展を図
ることを目的とする。

・総会：予算・決算、協議会活動に対する最終決定。瀬
戸内海を介して議論、意見交換を行う。
・幹事会：各府県ブロック代表により構成され、各実行
委員会毎の活動に対する助言、協議会全般にわたる
審議、または予算（案）、決算に対する審議を行う。
・実行委員会：3つの実行委員会により構成されている
（魅力検討委員会、環境事業委員会、情報発信委員
会）。

改善

　平成21年度でホームページの更新回数等
の改善を行い、より新しい情報の提供に努
めているが、システム的に煩雑な部分があ
るため今後も改善が必要である。

　ホームページの更新は各市町で行って
おり、システム的に煩雑な部分があるため
管理者としての事務局（中国地方整備局）
に改善を働きかける。

81
リフレッシュ瀬戸内事
務

建設部 港湾振興課

　瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会の基幹活動である海岸保全
のための海浜清掃の実施

　市内3ヶ所の海岸において、地域住民をはじめ協力
団体とともに清掃活動を行う（ほか瀬戸田支所しまおこ
し課が1ヶ所で実施）。
　団体の随時の海浜清掃に対する清掃物品の提供及
び事後処理の対応

改善

　推進協議会の基幹事業（海域環境の保
全）であるため継続を要するが、非正規職員
の活用を含め、事務のあり方について改善
の方向で検討する必要がある。

　事務をマニュアル化する等により、非正
規職員の積極的な活用を検討。
また、今後は地域による主体的な取組み
となるように支援する。
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82 水洗化啓発事務 都市部 下水道課

　公共下水道事業によって、生活で
排出する汚水を処理することにより
衛生的な生活ができること、また、
環境を保全できることを理解してい
ただき、排水設備の公共下水道へ
の接続を推進する。

　整備区域の公共下水道へ未接続の家屋による水洗
化台帳を作成する。該当家屋を訪問し、事業効果及び
排水設備の接続手順について説明する。また、聴き
取った未接続の理由を水洗化台帳へ記録する。水洗
化台帳の記録により、次期の訪問計画を作成し、繰り
返し訪問啓発を行う。
　公共下水道供用開始後3年以内に排水設備を公共
下水道へ接続する市民に対し、接続推進補助金（1年
以内8万円、2年以内6.5万円、3年以内5万円）の交付、
融資あっせんを行う。

改善

　平成21年度から実施し、一定の実績は出
ているので、事業そのものは維持継続とす
る。ただし、補助金の効果が見えておらず、
検証する必要がある。
  整備区域を投資効果が高い区域に変更す
る中で、接続推進についてもより効果的な方
法を考え工夫をする必要がある。

　3年間の事業なので平成23年までに補助
金の効果を検証し、平成24年度以降の方
向性を決定する。
　また、事業を継続する場合、補助金対象
者の要件設定について、接続能力の低い
人（低所得者等）を対象とするなど、より効
果的な方法を検討する。

83
因島市民会館管理運
営事業

教育総務部 文化施設課

　市民の教養を高め、文化の向上を
図り、あわせて市民の福祉を増進
することを目的として設置された因
島市民会館を、その目的にそって管
理運営するため。

　地域文化、芸術、芸能の発表の場の提供。
　管理運営は、指定管理者制度を導入し、(財)尾道市
自治振興事業団に、委託している。

改善

　市民会館が、最大席数　970席（昭和48年
建）であるのに対して、近接する芸予情報文
化センターが、最大席数　400席（平成17年
建）となっており、芸予情報文化センターの
方が施設が新しく利用が多い中、最大席数
の違いによりホールの利用は、50％以上の
稼働率を誇っており、特に夜間での利用が
多い。

　管理運営については、指定管理者制度を
導入しており、事業費は小規模の修繕のみ
で概ね同額の委託料で推移している。22年
度末で指定管理期間が終了するため、新年
度から5年間の債務負担行為により指定管
理委託する予定である。（今年度までの指定
管理者は、（財）尾道市自治振興事業団であ
る。）

①近接する2つの施設（因島市民会館及
び芸予情報文化センター）の必要性、施設
運営のあり方、棲み分けについて検討す
る。
②引き続き委託料の設定も含めて指定管
理のあり方について検討する。
③建築から37年経過しているため、今後
の大規模な改修が必要となった時点にお
いて、施設継続の必要性について検討が
必要である。

84 区長会事務局事業 因島総合支所 市民生活課

　因島区長連合会の活動を側面か
ら支援し、各地区におけるコミュニ
ティ活動の活発化を図るため。

①定期総会(年1回)の開催
議案の作成、予算・決算の作成、会場の準備
②定例会議(月1回)の開催
協議題の作成、各課への連絡、会場の準備
③経理・出納事務
※経費は、連合会の会費と市の補助金から支出
④臨時総会・臨時定例会議の開催 改善

区長会等事務局は独立した自治組織である
が、事務局を各支所で担っている。
　自治組織に期待する役割が合併前の旧市
町により異なっており、活動形態も異なって
いる。また、旧尾道市域では町内会を取りま
とめる組織がない。
　平成２３年度策定中の「協働のまちづくり
行動計画」では、地域で生活するすべての
人々と行政が、役割分担し、対等な立場で
協力しあうとされており、町内会・区長会など
が主体的に活動できる環境づくりに努める
必要がある。

　平成２３年度策定中の「協働のまちづくり
行動計画」の内容を踏まえ、行政・自治組
織のそれぞれの役割や、行政の支援の手
法について見直しを行い、行動計画を効
果的に推進する。

85 斎場運営管理事業 因島総合支所 市民生活課

　斎場における火葬等が親族遺族
の思いを大切にしながら、支障なく
執り行われることを目的とする。

　施設の適切な管理運営及び整備を行っている。（他
に斎場は尾道、向島、瀬戸田、御調、百島にあり環境
政策課が所掌している）
斎場維持管理委託外設備保守点検委託　　9件 維持継続

　稼働率の面から指定管理者制度になじま
ず、現状では維持継続が適当と判断してい
る。
　当面、現状を維持しながら施設の適切な
管理に努めるとともに、引き続き適切な管理
運営方法についても検討する。

86 野犬保護対策業務 因島総合支所 市民生活課

　狂犬病予防法の主旨に則り、狂犬
病の発生予防やそのまん延を防止
し、及び撲滅することを目標とし、地
域の公衆衛生の向上及び公共の福
祉の増進を図る。

　広島県と協働による野犬保護活動や、保護器による
保護活動を実施している。
　保護器の設置および保護業務はシルバー人材セン
ターに委託している。

改善

　野犬保護活動そのものは、住民の安全確
保のために重要で継続すべき事業である
が、夜間対応など職員の関わりが大きい。
　シルバー人材センターへ委託を行っている
が、業務内容の見直しも含めて検討が必要
である。

　住民の理解を得ながら、職員が時間外
に対応しなくて済むように、委託内容を見
直す。
　従来どおりの対応を続けていくことは、困
難であり、犬を飼うことの責任についての
啓発活動や、正しい知識を周知するなど、
地域・住民が担ってもらえるよう働きかけ
ていく。
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87 環境保全事業 因島総合支所 市民生活課

　「環境」と「健康」をコミュニティーで
守るために組織された公衆衛生推
進協議会（因島地区）の事務局とし
て地域公衆衛生活動を支援する。

　毎週のEM活性液製造作業での連携、数回の役員
会、年1回の総会、年間を通じての尾道市公衆衛生推
進協議会及び地域公衆衛生組合との連絡調整、補助
金申請・交付事務

改善

①公衆衛生推進協議会は、旧尾道地区で
は協議会独自の事務局により、その活動を
行っているが、その他の地区では独自の事
務局がなく市職員が支援している。
② 水質浄化事業であるEM活性液の製造・
配布は、EM活性液自体の浄化作用が科学
的に立証されておらず、本市では地域活動
として取り組める地域をモデル地区として、
EM活性液の効果の検証を含め支援してい
る。よって、因島地域全体を市の補助事業
の対象として扱うことには問題がある。
③事業費のうち2,134千円はEM活性液製
造・配布への補助金と委託料である。

①関係機関との調整を図りながら、現在
の組織体制の実態にあうよう因島地区区
長連合会との事務局一本化に取り組む。
次に年次スケジュールを示しながら、事務
局を行政主体から因島地区区長連合会主
体となるよう補助金の整理も含め協議を
進める。
② EM活性液製造・配布の補助について
は、積極的に取り組んでいける地域をモデ
ル地区として、引き続き対象とする。今後
は地域合意を得ながら段階的に同補助事
業の縮小を目指す。

88 因島墓園管理事業 因島総合支所 市民生活課

　墓地における埋葬等が市民の宗
教的感情に適合し、且つ公衆衛生
その他公共の福祉の見地から支障
なく行われることを目的とする。

　墓園施設の適切管理及び墓地使用者とともに園内
環境の美化に努めている。
  （※管理料徴収事務は、3年に一度） 改善

　墓園管理事業については継続であるが、
施設使用料及び管理料の徴収事務につい
ては、効率的な事務執行の観点から関係課
と調整を行い、改善を図る必要がある。

　関係課と施設管理料等徴収事務の改善
方策について協議を行い、効率的な事務
執行に努める。

89
小型浄化槽設置整備
事業

市民生活部 南部清掃事務所

　生活雑排水による公共用水域の
水質汚濁を防止し、生活環境の保
全及び公衆衛生の向上に寄与す
る。

　小型浄化槽の設置を推進し、設置者に対し、費用の
一部を、予算の範囲内で補助金(予算は清掃事務所所
管)として交付する。

改善

【No.13参照】

90
し尿収集券の売り捌き
事業

因島総合支所 市民生活課

　廃棄物を適正に処理し、あわせて
生活環境を清潔にすることにより、
生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図り、もって住民の健康で快適
な生活を確保することを目的とす
る。

　し尿の収集、運搬及び処分を市に委託した者は、し
尿収集券を購入し、収集の都度その手数料の額に相
当する収集券を係員に提出することにより手数料の納
付に替える方法を取っている。
　南部清掃事務所からの委任事務として、し尿収集券
の売り捌き業務及び手数料事後納付事務を行ってい
る。

抜本的見直し

　公金収納の安全性の確保及び事務効率
化の観点から、収集券売り捌き業務は抜本
的に見直すことで関係課と調整を行い、現
在進めている変更手続きにより、より多くの
方が口座振替に移行するよう努める。
　また、その補完的措置として金融機関等の
窓口による納付の導入も併せて検討する必
要がある。

　公金収納の安全性の確保及び事務効率
化の観点から、現在進めている変更手続
きの一層の推進を図る。

91
農業総合支援事業（認
定農業者支援事業）

因島総合支所 しまおこし課

　認定農業者を増やし、地域農業の
活性化を図る。

　プロの農業者を目指す農業者が提出した農業経営
改善計画書を審査し、市長が認定農業者として認定を
行う。認定された認定農業者に対し、改善計画に基づ
いた効率的かつ安定的な農業経営が図れるよう支援
していく。
　総合支所では、次の業務を行っている。
　①認定農業者制度の周知活動　②認定申請相談
③申請書受理　④本庁へ進達　⑤認定審査会参加

維持継続

　法律により認定農業者の認定は市長が行
うこととなっており、認定農業者の育成支援
は農業振興上必要不可欠なものである。ま
た、県営畑地帯総合整備事業の事業効果
判断基準であるとともに、総合計画の施策
目標2-1-3「農業が活性化し、次の担い手が
育っている」の目標の達成度を測る指標とし
て認定農業者数があげられており、今後とも
継続して行うべきである。
　認定審査会の開催日の定期化、認定農業
制度の周知方法の改善等を図りながら、現
制度を維持する。

92
漁業経営構造改善事
業

因島総合支所 しまおこし課

　地先に漁礁を設置し、漁業資源を
維持増大し、漁家所得を向上させ
る。

　因島鏡浦町地先、水深約30ｍの海域に漁礁4基（合
計1,800空㎥）を設置する。この海域には稚魚の保護
育成の場である県営増殖場があり、県営増殖場で育っ
たマダイ、クロダイ、タチウオ、メバル、カサゴ、アイナメ
の稚魚が漁礁で親になる。また、その魚が県営増殖場
に帰り産卵するサイクルが完成し、好漁場になること
が期待されている。

完了・休止・
廃止

　漁業環境の整備の面では、必要な事業で
はあるが、これまで国・県補助事業として実
施してきた経過があり、単市事業として取り
組むまでには至らない。
　漁業組合の合併が進んだ時点で、事業選
択を行うことになる。

　国・県では合併を行わない漁協の海域に
は補助事業を進めない方針であり、当面、
実施しない方向で調整を行っている。
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93
因島観光協会補助金
交付事務事業

因島総合支所 しまおこし課

　昭和60年代の造船不況により、新
たな産業として「瀬戸内しまなみ海
道」を中心とした観光産業の施策を
求められた。このことから、昭和60
年8月に設立された（社）因島観光
協会に対し補助金を交付し、観光客
の誘致や観光施設の整備等継続的
な地域づくりを図る。

　補助金交付（因島観光協会運営補助・除虫菊栽培
PR事業・因島観光物産展にかかる補助金）

改善

①因島観光協会としては、因島観光協会が
尾道観光協会へ合併されると、今まで独自
で実施していたイベントの廃止や縮小により
地域が衰退すると危惧しており、合併には
消極的である。　このような中で、本市として
は、国交省の「観光圏の認定」「ビジットジャ
パン」、県の「瀬戸内・海の道1兆円構想」な
どの時代のニーズに呼応すべく、効率的・効
果的な事業展開を図る上で、観光協会の合
併を促進する必要がある。
②因島観光協会への補助金交付事務につ
いては、職員の人件費を含めた観光協会の
運営補助や事業費補助を行う中で、尾道観
光協会との補助バランスや地域の実情に配
慮した事業の展開を本市全体の観光行政
の観点から検討ができる本庁で行うのが望
ましいと考える。

①引き続き、因島観光協会と尾道観光協
会との意見交換・交流を行いながら相互
の意思疎通を図り、合併に向けて協議す
る。
②因島観光協会への補助金交付事務に
ついては、平成24年度から本庁へ統一す
る。

94 市営住宅管理業務 因島総合支所 施設管理課

　市営住宅の管理者として必要な維
持修繕を行うことにより、安全で快
適な住環境を提供することを目的と
する。

　因島総合支所、瀬戸田支所管内にある市営住宅の
管理（維持修繕）
　市営住宅の管理者として、老朽化や故障、破損に対
応し、必要な維持修繕を実施する。

改善

　良質な住宅の供給は、｢暮らしの安全性と
快適性が高いまち｣づくりに必要な事業であ
る。また、公営住宅を供給している管理者と
して、維持修繕は必要不可欠であるが、廃
止予定の住宅についてどの程度修繕をする
べきか課題がある。
　現在、支所（施設管理課）で対応している
維持修繕業務を本庁（建築課住宅係）で統
合して管理するとした場合でも、入居者から
の緊急的な修繕要望などについては、現場
確認など対応に時間を要するため、支所が
対応するほうが効率的なところもある。
　市営住宅のより効率的な維持管理を行う
ためには、維持修繕を含めた指定管理者制
度の導入を検討する必要がある。

　指定管理者制度の導入に向けて本庁で
調査・研究中であり、協議を行っていく。

95
公営渡船の運営管理
（細島航路運航事業）

因島総合支所 施設管理課

　公営渡船（フェリー｢こまたき｣）の
安全で定期的な運航を行い、細島
地区住民の交通手段を確保し、もっ
て住民福祉の向上を図る。

　離島である細島の、唯一の交通機関である公営渡船
（細島～西浜航路）の安全で定期的な運航を図る。

維持継続

  離島である細島の唯一の交通機関であ
り、継続して運航する必要がある。
　これまで、暖機運転時間の短縮による軽
油消費量の削減、燃料単価の3ヶ月毎の見
直し、住民のライフスタイルに対応した運航
時刻の改正、市の第三セクターからの用船
などの改善方策を実施してきた。
  今後も安全運航の維持に努め、経費節減
や、利用促進に向けた取り組みを継続して
いく。

96
御調文化会館管理業
務

教育総務部 文化施設課

　市民の教養､文化及び生活福祉
の向上

地域文化、芸術、芸能の発表の場の提供
利用申請の受付・許可
施設の維持・管理

改善

　御調支所において受付業務を行っている。
　運営経費は、他のホールよりも低い。
　平成21年度に事業費が増大しているの
は、アスベストの撤去と洋式トイレに温水洗
浄便座を設置するなどの改修を実施してい
るためである。
　御調町では、地域での利用は公民館での
利用の割合が高い。近年では、近接する道
の駅の近くにあるいこい会館に小規模な会
議室が設置されているものの、大規模な会
議室はこの文化会館の516席のホールしか
ない。
　合併前には文化会館で多様な会議が催さ
れており町内唯一の集会施設である。

①他市でも合併により同様な施設がある
ものと考えられ、稼働率、運営形態など調
査し稼働率が向上するよう検討する。
②いこい会館や公民館等近隣施設に需要
がシフトするようであれば、文化会館の存
続も含めてあり方を検討する必要がある。
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97
いこい会館管理運営
業務

御調支所 住民課

　市民の文化及び福祉の向上を図
る。

　貸会議室として、主にダンスグループ、社協ボラン
ティア、子育てグループなどが利用している。
　【施設の概要】平屋建、:RC造（鉄筋コンクリート構造）
建築面積（㎡）579.04㎡
　研修室、多目的ホール、調理研修室、和室

改善

　合併前から使用料･減免規定を見直してい
ないが、標準的に定められていると認識して
いる。なお、市内の各類似施設の使用料に
ついて全市的に統一するという課題は認識
しているが、建築年度、面積、設備等様々で
あるので利用実態を含めて調整が必要であ
り、今後、全市的な取組として関係課と協
議・調整を行う必要がある。
　なお、現行の利用料金が、午前、午後、夜
間の時間帯で定められており、利用者の声
を聞きながら、時間当たりの利用料金に改
めるなど、より利用しやすい設定に見直す必
要がある。
　今年度は、指定管理者制度の更新時期で
あるが、利用者からの特段の苦情等もなく、
予約受付や利用時の対応も素早く的確に行
え、利用者へのサービスも信頼できるので、
指定管理者制度を継続する予定である。

　利用料金、減免規程については、関係課
と協議を行ない見直しを行う。
　また、利用者ニーズを常に把握しなが
ら、より利用しやすい施設となるよう維持
管理に努める。

98
地域づくり活動支援事
業

御調支所 住民課

　御調地域における地域づくり活動
を支援し、地域振興を図る。

御調町の地域づくり活動に補助金を交付する。
・尾道市文化協会、御調町夏まつり実行委員会、御調
地区老人クラブ連合会、御調町観光協会、御調町体
育協会、ふれあい秋まつり実行委員会、御調町冬まつ
り実行委員会、御調地域の明日にはばたく若者育成
実行委員会（平成22年度）

改善

　地域振興基金を財源としており、事業は継
続する。
　ただし、かなりの補助金を各事業に充てて
いるが、地域づくりという観点からどう具体
的な成果が上がっているか、検証が必要で
ある。
　また、10年間の継続事業となっているが、
実施団体の状況や財政事情が変われば見
直しが必要である。

  個々の事業について、内容の精査を行
い、常に成果が上がっているか検証し、住
民の地域づくりの熱意を一層高められるよ
う、事業継続を図る。
  また、地域づくり活動として、新たなまち
づくりに資する事業を検討する。

99
振興区の指導育成事
業（振興区との連絡調
整事務）

御調支所 住民課

地域の発展と行政の円滑な推進 ・振興区長会議の開催（市の施策や当該年度実施事
業の説明と振興区への周知、協力要請等）
・振興区との連絡調整

改善

【No．84参照】 【No．84参照】

100

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)

御調支所
御調保健福祉セン
ター

　ふれあいサロンの場などで健康教
育を行うことで、日常生活の自立を
助け、一次予防や閉じこもりを防止
等介護予防の充実を図る。

　公民館や集会所でのふれあいサロンにおいて、地域
のボランティアと連携をとりながら、健康チェックや健康
体操・健康講話などを行っている。また老人クラブや地
域主催の転倒予防教室などにおいても健康チェックや
転倒予防体操・健康講話など行っている。

維持継続

　地域が高齢化する中で、公立みつぎ総合
病院を核とした「地域包括ケアシステム」に
おいて生活習慣病予防、閉じこもりの防止
等、介護保険サービスを受けなくてすむこと
につながる支援事業として重要な役割を
担っている。事業の一環としてボランティア
の育成も行われ、地域組織支援も必要であ
る。
  事業で養成した推進リーダーによる知識・
実践の住民へのフィードバックや、老人クラ
ブ・地域社協等と連携をとり地域に根付いた
活動ができるボランティア育成に、引き続き
取り組む。

101
農業振興対策費（地域
農業活性化事業）

御調支所 まちおこし課

①担い手農家の育成
②地域農業集団の活性化
③JA尾道菅野串柿部会の活性化
④堆肥等購入農家の野菜の安定生
産と農家経済の改善

①65歳までの者で、農地の集積により1ha以上の耕作
農家に対して、貸借期間に応じて10a当たり9,000円か
ら36,000円の補助金を出すことにより、水稲を中心とす
る多様な担い手農家の育成を図る。
②御調地域農業集団連絡協議会（26集団）の活動支
援のために補助金を出す。
③約400年前に始まった伝統的特産品「串柿」の生産
振興のために補助金を出す（関係農家41戸）。
④尾道市の振興する農産物（野菜）を生産販売する農
業者に、堆肥購入費用の1/2を限度として補助金を出
すことにより、農業経営の安定及び地域農業の振興を
図る。

維持継続

　過疎化・高齢化が進み、耕作放棄地が増
え、集落機能が低下している中で、農地と農
業を守るため、国・県・市において集落法人
の育成に力を入れている。
　農業基盤の維持及び国土保全の観点より
継続して行う必要があるが、事業実施に当
たり尾道市農業振興ビジョンに記されている
「集落法人等の育成」のための目標値を設
定し指導していく。
　（※御調地域の特殊事情を考慮しながら、
市域全体のバランスの中で、実施方法の検
討も必要である。）
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102

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）

御調支所 まちおこし課

　対象農業者の経営改善、技術、資
質の向上を図ることにより、プロの
農業経営者を確保することを目的と
する。

　5年後に年間労働時間2,000時間以内、500万円以上
の所得を目指した農業経営改善計画を樹立し、実行し
ていく意欲のある農業者に対して、関係機関と連絡調
整しながら育成の支援をする。御調町の地域では特
に、集落法人の育成をこの事業で実施している。

維持継続

　農業従事者の高齢化、後継者不足という
御調地域の農村集落が抱える問題点を解
決する一つの方法として、国・県も積極的に
集落法人の設立を推奨している。集落法人
が認定農業者となり、将来の地域農業を
担っていけるように、市においても集落法人
の設立を積極的に押し進める必要がある。
　認定農業者の増加は、地域農業の活性化
に繋がるものであるため、今後も積極的に
推進していく必要がある。特に御調地域のよ
うな土地利用型農業地帯は、集落内の農家
で組織される集落法人を育成し認定農業者
として認定することが重要である。
　また、推進活動は今後も、地域の実情をよ
り把握している各支所単位で行うことが好ま
しい。

103
地域づくり活動支援事
業スポーツフェスティ
バル

向島支所 住民福祉課

　新市建設計画におけるソフト事
業。　より多くの人がスポーツに親し
むことができるよう町民総参加のス
ポーツ大会を開催する。

　スポーツフェスティバルは、住民の親睦と体力づくり
を図り、健康で潤いのある地域づくりに寄与するため、
向島町体育協会が児童生徒から高齢者にいたるまで
参加できる各種スポーツ大会を開催し、その活動に対
し補助金を交付する。

完了・休止・
廃止

　新市建設計画のソフト事業であり、参加者
も増加してきており地域の事業として定着し
ていると判断される。

　合併協議で終了年度を平成21年度とし
ていたこともあり、予定どおり終了した。

104
地域づくり活動支援事
業文化協会

向島支所 住民福祉課

　新市建設計画におけるソフト事
業。旧向島町の区域を対象とした地
域文化祭の開催や新市全域を対象
とした観月会及び研修会を旧向島
町内で行うことにより、地域固有の
文化の継承を図る。

　尾道市文化協会が主催する行事のうち、旧向島町文
化協会実施分を継承するものに対して、補助金を交付
する。 完了・休止・

廃止

　新市建設計画のソフト事業であるが、参加
者も増加しており地域の事業として定着して
いると考えられる。

　合併協議で終了年度を平成21年度とし
ていたこともあり、予定どおり終了した。

105
コミュニティ活動等推
進事業

向島支所 住民福祉課

　新市建設計画におけるソフト事
業。向島地域におけるコミュニティ
活動を醸成し、個性ある住みよい地
域社会を形成する。

　コミュニティ活動等支援事業は、向島地域内のコミュ
ニティ団体に対し、その活動等を通じて住みよい地域
社会を形成し、地域住民の連帯意識の高揚を図ること
を目的とした事業全般を対象とし、補助金を交付する。
補助率は補助対象経費の2／3以内、補助限度額は1
事業につき9万円。

完了・休止・
廃止

　新市建設計画におけるソフト事業であり、
終了年度を平成21年度としていたこともあ
り、予定どおり終了した。
　平成22年度からは、水路改修として維持
修繕課で対応する予定である。

106
区長との連絡調整事
務

向島支所 住民福祉課

　向島地区の区長と連絡調整を図
り、市政の円滑な運営と向上につと
める。

①区長委嘱状の交付(4月）
②区長協議会に関する業務
③区長からの要望の取次ぎ
④町内会運営費助成交付金交付事務

改善

【No．84参照】 【No．84参照】

107 尾道大橋回数券業務 向島支所 住民福祉課

　尾道大橋特別回数券の購入に関
する証明・販売業務により、地区住
民の利便に供する。

　尾道大橋特別回数券の購入に関する証明事務・販
売業務

維持継続

　販売手数料は販売額の3.15％であり、向
島地区住民の便宜のため尾道大橋有料の
間は存続する。現在割引率が2割と3割があ
るが、割引率2割の回数券は支所以外でも
販売しているが、3割割引の認定申請は本
庁、 向島支所及び向東支所で行っている。

108
向島地区公衆衛生推
進協議会に関する事
務

向島支所 住民福祉課

　地域公衆衛生組織活動の強化と
公衆衛生思想の普及向上及び関係
行政機関と連携し、もっと公衆衛生
の推進を図ることを目的とする。

　向島地区公衆衛生推進協議会の総会・理事会等会
議準備、会計収支事務、一斉清掃等各行事への対応

改善

　向島地区公衆衛生協議会は、平成20年4
月に区長会より分離独立したばかりであり、
当分の間支援が必要である。
　市民と行政との協働によるまちづくりの推
進のために、どの方法が良いのか、全市的
に検討が必要である。

　全市的に検討が必要であるが、尾道市
公衆衛生推進協議会への移管を含め、市
内の他地域との協議を行う。
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109
高齢者福祉（敬老優待
乗車証等）事務

向島支所 住民福祉課

高齢者の福祉を増進するため。 ●おのみちバス（株）の優待乗車証並びにバス・船舶
共通利用券、公営渡船乗船券及びタクシー利用助成
券を交付する。（1）優待乗車証は利用の都度一部負
担金として30円負担する。（2）バス・船舶共通利用券
額面100円の券を年間10,000円分、（3）公営渡船乗船
券額面80円の券を年間10,000円分、（4）タクシー利用
助成券　額面500円の券を年間10,000円分
●優待乗車証又は優待乗車（船）券若しくはタクシー利
用助成券を受けてない人は、入浴券、施術券いずれか
を交付する。（1）入浴券　額面250円の券を年間40枚、
（2）施術券  額面1,000円の券を年間10枚

改善

　高齢者が対象の事業であるため、向島支
所での交付を継続する必要があるが、方法
については検討が必要である。

　今後、職員を効率的に配置するために
は、業務が集中する期間の5月中旬から１
か月間を本庁から出張交付で対応しその
他の期間を支所で交付・再発行事務を対
応するなどの検討が必要であり、本庁と協
議を行う。

110
尾道市瀬戸田福祉保
健センター管理

瀬戸田支所 住民福祉課

　利用者が安全で利用しやすい施
設にするための維持管理

　2階建ての施設で、相談室、作業療法室、健康相談
室、機能訓練室、研修室、栄養実習室、リハビリプー
ル（温水）、事務室3箇所（社会福祉協議会・南部包括
支援センター・福祉保険係）、駐車場、植栽等の維持・
管理

改善

　乳幼児から高齢者、障害者等幅広く利用
できる施設である。尾道市社会福祉協議会
瀬戸田支所・南部包括支援センター瀬戸田
支所等が施設内に事務所を設置し活用して
いる。
　併設されているリハビリプールでは、水中
運動など高齢者の介護予防が期待でき、住
民の利用も多く有効活用されているので継
続して運営することが好ましい。
　リハビリプールの利用料については合併
前から徴収していないが、受益者負担の観
点から他の類似施設などを参考に検討が必
要である。その場合、効率的な管理運営を
行うためにトータルの運営経費の中で検討
が必要である。

・利用料について、他市町の類似施設を
調査し、受益者負担の検討を行う。

111 区長会に関すること 瀬戸田支所 住民福祉課

　瀬戸田支所管内における行政課
題、区の要望事項について、区長
会において連絡調整を図り、瀬戸田
町内の方向性を定める。

　瀬戸田支所管内で市民を対象に実施する行政事業
について区長会において説明し、瀬戸田町区長会とし
て全面的な協力体制をとる。
　瀬戸田地域の市民からの要望事項を区長会内で調
整し、瀬戸田町内の市民の総意として要望する。
　各種地域行事においては、主要な意思決定機関とし
て地域のイベントを盛り上げている。
　区長会の会員（14区長）が社会福祉協議会、公衆衛
生推進協議会、防犯組合、青少年補導員を兼任し、瀬
戸田地域で一体となって意見の調整を図り、それぞれ
の団体による意見のブレをなくしている。

改善

【No．84参照】 【No．84参照】

112
瀬戸田町遺族会補助
金

瀬戸田支所 住民福祉課

　瀬戸田町戦没者合同慰霊祭を実
施する。戦没者を慰霊し永遠の平
和を祈念する。

　瀬戸田町戦没者合同慰霊祭を年1回開催する。

改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。

113
瀬戸田町身体障害者
福祉協会補助金

瀬戸田支所 住民福祉課

　身体障害者福祉の推進（障害者
の福祉の増進と親睦）
　瀬戸田町身体障害者福祉協会の
維持・運営・活動費として補助

　1ヵ年間の活動（会員研修会・スポーツ大会・相談員
としての研修・身体障害者福祉大会参加等）補助

改善

　補助金の支出自体は必要であるが、旧自
治体にあった類似団体と支出額等について
調整が必要である。
　合併後、一定期間が経過する中で、市内
の類似団体へ支出している補助金の額との
整合性等を図るため、本庁で一括処理する
必要がある。

　類似の補助金については、効率化と均
衡を図るために本庁で一括処理できるよう
関係課で協議する。
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114
農業振興事務（認定農
業者支援事業）

瀬戸田支所 しまおこし課

　認定農業者を目指す農業者と既
に認定された認定農業者の経営向
上や技術向上のための講習会や研
修を実施し、プロの農業者としての
資質向上を図ることを目的とする。

　認定農業者とは、農業経営のプロを目指す農業者
が、農業経営改善計画を作成し、これを市長に対して
申請し、この計画を市の基本構想に照らして、地域の
担い手・リーダーとしてふさわしいと市長が認めた者を
いう。市全体（本庁）の業務としては、各地域（支所）か
ら申請された農業経営改善計画の審査会及び認定式
の開催、瀬戸田支所においては、認定を受けようとす
る農業者の現在の農業経営と5年後の目指す農業経
営を聞き取りながら農業経営改善計画の記載の指導
を行う。認定後の取組として、市全体では、目標達成
に向けた栽培技術、経営改善のための資金、農地の
集積などの情報提供や経営改善等のために必要な施
設・機械購入のための市単独事業（認定農業者育成
支援事業）の支援を行っている。
　瀬戸田支所では、本庁からの情報の周知や支所管
内にある農業団体と協力して、技術セミナー等各種研
修会の案内・開催を行っている。

維持継続

　本件事業は、農林水産課及び各支所の担
当部署が連携して実施している認定農業者
支援事業のうち、瀬戸田支所しまおこし課が
担っている部分を抽出したものである。認定
農業者（約110名）のうち、61名が主に柑橘
栽培に携わる瀬戸田地域の農業者であり、
地域からのニーズも高い。瀬戸田地域で
は、これまで柑橘栽培を支援することによる
地域振興策が展開されてきた経過があり、
農業生産法人「レモンの郷」の設立など農業
経営基盤強化を図るための具体的な成果も
実現されつつある。今後もこの地域の特性
を生かした産業振興を図るためには、その
担い手たるプロの農業者の育成・支援を講
ずる必要がある。

115
柑橘産地の振興・再構
築（地域プロジェクト推
進事務）

瀬戸田支所 しまおこし課

　担い手中心の産地構造への改革
　経営環境の整備により次世代を
担う企業的経営体が育っている産
地

　瀬戸田地域は、県内生産額の3割を占める県内最大
の柑橘産地である。しかし、近年、かんきつの市場価
格の低迷による所得の減少や高齢化・後継者不足に
よる荒廃園地の増加など多くの課題を抱えている。
　このような現状を打開し、尾道ブランドの確立による
瀬戸田地域の柑橘産地の再構築に向けて、市、JA、
県、生産者等が一体となり、高品質果実生産、売れる
柑橘づくり（栽培方法、品種選定）、園地改良など農作
業の効率化、後継者の育成・確保など、産地改革と生
産者の意識改革に取り組む。

維持継続

　広島県の定めた行動計画に基づき、行
政、柑橘生産者及び農業団体などの関係者
がお互いに情報を共有し、連携することを通
じて農業経営基盤の強化、農業後継者の育
成及び収益性に富んだ品種への転換など
の農業振興策に取り組んでいるものであ
る。県の行動計画見直しに伴う修正の余地
は残しているが、県の担当部署も瀬戸田地
域を.県内有数の柑橘栽培地域として認識し
ているとのことであり、今後もこの地域特性
を生かした産業振興及び地域の活性化を図
る必要がある。

116
瀬戸田市民会館管理
業務

教育総務部 文化施設課

　瀬戸田町合併30周年記念事業で
建設。町民の生涯学習の拠点施設
として、多くの町民に多種多様な学
習機会を提供している。

地域文化、芸術、芸能の発表の場の提供
利用申請の受付・許可
施設の維持・管理

改善

　公民館・図書館・ベルカントホール・会議
室・実習室の5つの施設が集まった複合施
設であるが、図書館を除いて一元管理して
きた。
　光熱水費　約900万円、清掃・管理委託料
約1670万円　図書館人件費　約550万円で
経費は、近年ほぼ同額で推移している。
　ベルカントホールは646席を保有し、音響
の良さでパリ祭での利用が有名であるが、
建築後20年を経過しており、昨年実施した
照明設備と同様に、音響設備についても今
後改修が必要である。

①ベルカントホールは、稼動率が低いの
で、地域の特色を生かしたまちづくりの拠
点としての利用を推進するなど、稼動率を
上げる方策を検討する。
②現在の文化施設課によるホール一元管
理のもと、他の施設との減免規定、料金等
の公平性の検証を行ない見直しを検討す
る。

117
ベルカントホール自主
事業

教育総務部 文化施設課

　芸術・文化に触れることにより、豊
かな感性を育てより一層伸ばして行
くことで、新たな芸術・文化の創造を
図り未来に繋げて行く事を目的とす
る。

　ベル・カントホールの特性を活かすため室内楽を中
心とした舞台芸術の制作を行い、純粋に舞台芸術を楽
しむ｢鑑賞型」事業と、市民に芸術的働きかけを行い舞
台芸術をより身近に感じることができる「アウトリーチ」
事業(育成型）に分け実施する。平成21年度から3年間
（財）地域創造の補助事業で「音楽によるまちづくり事
業」を実施。

改善

　「しまなみ交流館」、「ココロ」と、同じような
施設が他にもある。それぞれの施設の役割
分担（棲み分け）を明確にして、事業展開し
ていく必要がある。
　パリ祭は、石井好子さんの好意により、こ
れまでは安価で実施することができたが、今
後どのようになるか不明確である。

　ホールの運営を含め、競争原理が働く手
法の導入が求められる。
　パリ祭については、条件次第では廃止も
視野に入れ検討を行う。
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118
みなとオアシス瀬戸田
運営事業

瀬戸田支所 しまおこし課

　瀬戸田港上屋とその周辺広場を
拠点に、多くの人の憩いの場となる
みなとづくりにより利用者が増える。

　「みなとオアシス瀬戸田」は、瀬戸田港上屋とその周
辺の賑わい作りのために制度登録をした。その施策と
してイベント開催業務、みなとオアシス瀬戸田の広報
活動及び情報提供業務、港湾施設の美化清掃業務
を、「みなとオアシスせとだ」の運営団体であるNPO法
人せとだ港房に業務委託をしている。

改善

　瀬戸田港の賑わい作りを目指す「みなとオ
アシス瀬戸田」が認定されて6年が経過し着
実なるイベント開催で賑わいを維持した結果
での、施設の再整備を実施中である。改善
された施設を核としての賑わい造りを継続
し、集客施設を生かした業務内容の見直し
が必要である。

平成22年度
○施設の整備により瀬戸田港以外でのイ
ベントを開催し、新施設のPRも含めた賑わ
い作りを行う。
○今年度国土交通省の新設した「みなと
オアシス」ホームページを積極的に活用
し、港関連情報を含め地域の魅力をPRす
る。

平成23年度
○瀬戸田独自の賑わいの創出を、港湾関
連業務と合わせた連携を検討する。
○新施設で、新たな連携のもとに、瀬戸田
独自の賑わいを創出するイベント、取り組
み（しおまち市、レモン足湯、レンタサイク
ル、クルージング＆サイクリング等）を継続
的に実施する。

119
「尾道学」データベー
ス化事業

尾道大学（事務
局）

総務課

　尾道に関する文献・学術的情報等
をデータベース化し、尾道大学の
ホームページで一般公開することに
より、資料の散逸を防ぐとともに、尾
道に関する適切な情報を全国の利
用者に提供するため。

　尾道に関する文献・学術的情報等をデータベース化
し、尾道大学のホームページにより一般に公開する。

改善

　事業を行っている尾道大学地域総合セン
ターのあり方を含めて検討を行う必要があ
る。

　尾道に関する文献・画像等の情報収集
に努めるため、尾道市文化振興課等に協
力を依頼する。尾道学で情報の活用を試
みる。

120
尾道大学コンピュー
タ公開講座

尾道大学（事務
局）

総務課

　一般市民等を対象に大学教員が
専門分野でパソコン公開講座を行う
ことにより、地域における知の拠点
として、大学の「知」を活用した社会
貢献・地域貢献を行う。

　学内で行われている教育の一端を広く市民に公開す
るため、ある程度パソコンを操作できる市民の方を対
象にして、専門の大学教員がそれぞれの立場でわかり
やすく解説する。

改善

　事業費も余り大きくなく、公立大学として一
定の地域貢献も必要であると認めることが
できるので、事業自体は継続するべきと判
断するが、参加者数が限定的で増加傾向に
もないので、コンピュータ講座の内容や運営
方法の見直しが必要である。

　大学の地域貢献であれば、ボランティア
対応が一般的であり、手当ての支給につ
いて見直しを検討する必要がある。
　近隣大学の類似講座等の現状を調査
し、講座内容や手当て等の再検討を行う。
　開催日については休日にこだわらず、幅
広く検討し直す必要がある。
　講座内容については、ニーズ調査等を
行い、参加者数の増加を図る必要があ
る

121 広報関係業務
尾道大学（事務
局）

学務課

　受験人口の減少が想定されるとと
もに、大学間競争が激化する中、本
学への志願者の増加を目的とし、
選ばれる大学になることを目標とす
る。

大学としての広報活動全般
①印刷物等（大学案内、リーフレット、大学通信）
②開催行事（オープンキャンパス、進学説明会）
③高校訪問、企業主催の説明会参加
④各メディア対応（携帯サイト、新聞広告など）
⑤プロモーションビデオの作成

拡大

　平成21年4月1日現在の大学数は、国立86
校、公立77校、私立595校、計758校である。
公立大学は平成元年に39大学6万人であっ
たものが平成20年度は75大学13万人と倍増
しており、少子化傾向とは逆に公立大学数と
学生数は増加傾向にある。
　そのため、各大学とも、高校訪問、進学ガ
イダンス等への積極的な参加、オープンキャ
ンパスの開催、ホームページの充実など創
意工夫した取組を強化し、受験者を獲得す
るためのPR活動を行っている。
　少子化や進路選択の多様化など、大学間
競争が激しくなっている昨今、優秀な学生を
確保するとともに、志願者減少に歯止めを
かけ、大学が生き残るためには、大学の基
盤整備とともに大学の様々な情報を発信す
る広報活動は重要であり、公立大学といえ
ども、戦略的に進める必要がある。

　外部スタッフの登用も視野に入れた広報
を担当するスタッフの育成と、学生・教員・
事務局の意識改革を含めた全学的な取組
の促進を図り、オープンキャンパス、大学
説明会、高校訪問等、教職員が一体と
なった広報活動を行う。
　なお、法人化にあたっては、県西部及び
県外において公立大学としての認知が低
いため、「尾道大学」から「尾道市立大学」
へ名称変更を予定しており、広報活動が
必要となる。
　また、法人化後は広報を担当する企画
部門を充実し、広報委員会の運営につい
ても、企画部門のスタッフを中心に行い、
受験生のみならず、社会人・留学生への
取組や、地域社会との連携も進めていく予
定である。
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122
応急手当の普及啓発
に関する事務

消防局 警防課

　救急車が到着するまでに救える命
を救えるように、住民、防災組織、
事業所等の従業者に応急手当を身
につけてもらう。平成23年度までに
住民の10％の方に応急手当を身に
つけていただくことを目標としてい
る。

　2ヶ月に1回（21年度までは1ヶ月に1回）住民を対象と
した普通救命講習Ⅰを開催している。消防ホームペー
ジや広報などで開催日等を知らせている。事業所や防
災組織等に対しては、申込に応じて普通救命講習Ⅰ
又はⅡを実施している。年に1回は、8時間の上級救命
講習会を開催している。これらの講習会はすべて、
AEDの使用を含む講習会となっている。このほかにも、
短時間の救急講習会も依頼によって実施しており、
AEDの使用を含む応急手当の普及啓発を推進してい
る。

改善

①より多くの市民に安心安全を提供する。
②講習会講師は勤務日の救急救命士が実
施しているため、開催日時・場所によっては
救急車の出動を停止して対応する場合があ
る。
③質の高いサービスを提供するためには、
講習会講師を決まった職員等で実施し、災
害発生時でも指導は中断することなく実施
する。
④修了証（カード）は手作りのため発行に時
間を要している。
⑤受講者数が伸びていない。
⑥平成23年度までに住民の10％の方に応
急手当を身に付けていただくことを目標とし
た。

①広報活動・各種イベントに参加し、応急
手当の普及啓発を図り、講習会などに参
加しやすい環境を作る。
②③救急車の出動を停止することなく、質
の高いサービスを提供するため嘱託職員
（救急救命士・看護師等）を採用し、講習
会を実施できる体制を考慮する。
④修了証（カード）発行は簡単な方法に変
更するか、専用プリンターを導入して対応
する。
⑤受講者が来るのを待つのでなく、中学校
以上の学校と協力し、授業の一環として
「命教育」を展開する。
⑥平成18年から平成22年までの5年間で、
救命講習は約7千人（住民の5％）の方に
応急手当を身に付けていただくことができ
た。また、救急指導受講者を含めると、約2
万3千人（住民の15％）の受講者の方に受
けていただくことができた。

123 予防広報（消防フェア） 消防局 予防課

　防火防災意識の高揚と防火思想
の普及啓発を図る。

　防火協会との共催により、隔年で、11月の土曜昼間
に実施している。消防業務関係の展示・実演を行う。
オープニング・消防音楽隊演奏・幼年消防クラブ演技・
防災ヘリ救助訓練・防火講話・AEＤ実演・はしご車搭
乗。

抜本的見直し

　2,000人程度の参加者のイベント開催に、
消防職員が中心的にイベント実施に携わっ
ているため、多額の経費を要している。
　さらに、参加者を増やす工夫をしたにもか
かわらず参加者の増にはつながっていな
い。
　消防防災に関心の薄い人の集客につなげ
るなど目的の普及啓発のために、効率的か
つ効果的な開催方法を検討する必要があ
る。

　職員の関わりが減少するよう、各種団体
の活用や防災設備関連業者の協力を得る
など、フェアそのもののあり方を検討して
いく。

124
幼稚園就園奨励費事
務

教育総務部 教委庶務課

　一定以下の所得である幼稚園保
護者に対して保育料を減免すること
により、幼稚園への就園を奨励す
る。

　幼稚園教育の振興を図るため、国が実施する補助対
象事業
　市立幼稚園の場合、生活保護世帯から市民税均等
割のみの世帯の保護者の幼稚園保育料を段階的に減
免
　私立幼稚園の場合、設置者が、生活保護世帯から市
民税所得割額183,000円以下となる世帯の保護者の幼
稚園保育料を段階的に減免した場合に、設置者に対し
て補助金を交付

維持継続

　少子化対策の観点から国の補助基準が拡
大され、対象者や額は拡大傾向にある。単
市での補助として生活保護世帯等への上乗
せがあるが、拡大は困難であり、国の基準
に沿うものとならざるを得ない。

国の補助基準の拡大が前提である。

125
学校評価（システム構
築）事業

学校経営企画
部

学校経営企画課

　学校自己評価を充実させ、さらに
学校経営を支援できる効果的な外
部評価の在り方の確立により、義務
教育の質の更なる保証・向上を図
り、市民から信頼される学校づくりを
推進していく。

文部科学省委託事業として平成18・平成19年度実施
① 自己評価書、外部評価書の様式を検討、策定す
る。
② 学校評価手引書を作成し、学校評価システムを確
立する。
③ 第三者評価の在り方を検討する。
④ 外部評価委員研修会等を実施し、教育委員会の支
援の在り方を検討する。

維持継続

　教育に対する市民の期待も大きく、外部評
価による学校経営の助言はコンプライアンス
の面からも必要である。

　システムの構築は、文部科学省委託事
業として平成18・平成19年度で実施した。
　今後は、国・県の教育施策に応じた指導
内容を精査し、学校評価ガイドラインに
則って計画的に実施する。

126
特別支援教育支援員
配置事業（特別支援教
育推進事業）

学校経営企画
部

教育指導課

　通常の学級に在籍する発達障害
のある児童生徒の学習上、生活上
の困難を克服するための支援を行
う。

　通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒の
学習上、生活上の困難を克服するための支援を行うた
め、特別支援教育に係る識見と支援に必要な熱意を
有する者を配置する。 維持継続

　昨今では、特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒は増加をたどっており、個別の
障害の状況を把握し、学校授業を円滑に推
進するためには、特別支援教育支援員の適
切な配置は不可欠であり、引き続き配置を
必要とする。

127
特別支援教育充実事
業（特別支援教育推進
事業）

学校経営企画
部

教育指導課

　特別な教育的支援を必要とする児
童生徒等に対する望ましい教育的
対応を示す。
　教職員の資質向上

　特別支援教育推進委員会の定期開催と、委員が学
校等を巡回して行う巡回指導
　研修会 維持継続

　各校との連携を密にし、学校からの相談を
計画的に実施し、該当の児童生徒及びそれ
以外の児童生徒、学校職員、保護者支援を
し、一人一人に応じた学習指導を実施する
ため引き続き必要である。
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128
外国語指導助手招致
事業（指導）

学校経営企画
部

教育指導課

　外国語指導助手（ALT）を効果的
に活用し、教職員の指導力の向上
と児童生徒の英語による実践的コ
ミュニケーション能力の向上を図
る。

　外国語指導助手（ALT8名）の効果的な活用による英
語教育の推進
・全小中学校へALTの派遣を行い、教員とALTで授業
（T．T=ティームティーチング）を行う。

維持継続

　成果を図ることが難しいが、生で触れるこ
とには、一定の効果とみなすことができる。
　新学習指導要領により、平成22年度から
小学校高学年の外国語活動が必修となるた
め、小学校での更なる活用が求められる。
JETからの斡旋よりも派遣事業者への委託
や英会話スクール等への委託の方が安価
ではないかと思われるが、人材の信頼性を
考慮し、維持継続とする。ただし、他市にお
いてJET以外の民間委託によっているところ
もあり、派遣の方法や市内在住のネイティヴ
の人の活用等について、調査研究する必要
がある。

129 外国語指導助手業務
学校経営企画
部

教育指導課
【No.128へ統合】

130 論文コンクール事業
学校経営企画
部

教育指導課

　言語活動の充実を図ることによ
り、思考力・判断力・表現力等を育
成する。

　論文コンクール、俳句コンクールの実施、ことばの力
研修会の実施

維持継続

　新学習指導要領の重点である言語活動の
推進に資するものであり、思考力・判断力・
表現力等を育成するため継続して実施する
必要がある。

131
尾道ことばの力発表会
事業

学校経営企画
部

教育指導課

　俳句コンクール・論文コンクール・
英語スピーチコンテストの各受賞者
が自分の作品を発表すること、聞き
あうことを通して、表現力豊かな子
どもの育成を目指す。

　俳句コンクール・論文コンクール・英語スピーチコンテ
ストの各受賞者が自分の作品を発表する。

改善

　各学校文化の創造に資するため、各学校
独自での取り組み定着を図ることとする。

　平成21年度まで、各小中学校児童生徒
の優秀作品の発表会を市の主催で実施し
たが、事業の主旨が徹底してきたことを踏
まえ平成22年度から各小中学校において
校内で実施するものとする。

132
学校図書充実事業(国
語力育成事業)

学校経営企画
部

教育指導課

　本への興味を持ち、自主的な読書
活動を行う子どもの育成をめざし、
読書活動の充実及び学校図書館の
活性化を図る。

各学校に図書予算を配分する。

維持継続

　学校図書館において学校図書の充足率を
達成していない学校がある。
　引き続き予算を確保し、図書の充足に努
める必要がある。

133
学習支援講師配置事
業

学校経営企画
部

教育指導課

　児童生徒の習熟の程度等、個に
応じたきめ細やかな指導をするた
め、学校支援を行う。

　児童生徒の習熟の程度等、個に応じたきめ細やかな
指導をし、学校支援を行うため、配置校を決定するとと
もに、非常勤講師を配置する。 維持継続

　特色ある学校づくりを推進し、各学校の状
況に応じたきめ細やかな学習指導を支援す
るためには、授業支援をする非常勤講師配
置事業は引き続き実施する必要がある。

134
教科アシスタント配置
事業

学校経営企画
部

教育指導課

　児童生徒の習熟の程度等、個に
応じたきめ細やかな指導を実施し児
童生徒を育成する。

　児童生徒の習熟の程度等、個に応じたきめ細やかな
指導を実施するため、学校支援を必要とする学校を選
定決定し、該当校へ臨時職員を配置する。 維持継続

　各学校の状況や児童生徒の習熟の程度
等、個に応じたきめ細やかな指導の充実を
図るため、教材づくりや授業の補助にあたる
教科アシスタント配置事業は引き続き実施
する必要がある。

135
小中学校音楽コンクー
ル

学校経営企画
部

教育指導課

　学校教育で扱われる全市的な音
楽活動の発表や鑑賞を通して、豊
かな感性や情操を育むと共に感性
豊かに表現できる児童・生徒の育
成を図る。

小中学校音楽コンクールの実施

維持継続

　本市が進めている音楽の町づくりに合致し
た事業である。
　年々音楽コンクールにおける児童生徒の
意欲・技術の向上がみられる。
　広島県におけるNHK音楽コンクールでも銀
賞を受賞する結果が出ている。
　コンクールを継続していくことで、児童生徒
の感性が磨かれると同時に彼らを取り巻く
保護者等市民全体の音楽の水準をさらに高
めていくことが期待でき、引き続き事業の実
施が必要である。

136
小中学校芸術祭開催
事業

学校経営企画
部

教育指導課

　学校教育での芸術活動を振興し、
豊かな人間性を育成することによ
る、信頼される学校づくり。

　美術部門（図画工作、美術コンクール）、書写部門
（硬筆、毛筆等書写のコンクール）、音楽部門（小学校
音楽コンクール、中学校音楽コンクール）、芸能部門、
各部門での優秀作品の発表を行う。 維持継続

　児童生徒の技能は、年々向上している。教
職員の指導力の向上も図られている。保護
者からの興味関心も高い。ハイレベルの技
能を体感させることで、児童生徒の芸術へ
の関心・意欲をさらに高め、感性を高める芸
術祭は児童・生徒・保護者に根付いてきてお
り、引き続き事業を実施する必要がある。
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137
学校図書館支援セン
ター推進事業(国語力
育成事業)

学校経営企画
部

教育指導課

　学校図書館支援センターによる学
校図書館経営・運営の活性化及び
学校図書館の活用・運営に係る支
援を行う。

　市内小中学校の学校図書館への支援

完了・休止・
廃止

　図書資料の収集等に係る支援及び支援セ
ンター便りによる広報活動を継続することに
より、市内の学校図書館の活用、運営の活
性化をはかることができ、本事業の目的は
達成されたため完了する。

138
中高連携教育推進（連
携教育推進事業）

学校経営企画
部

教育指導課

　6年間を見通した学習指導を行う
ことで進路実績を伸ばし、地域との
連携を重視した体験活動や生徒交
流を通して学校の活性化を図る。

公開研究会における指導助言
PTA新聞への寄稿原稿の作成

維持継続

　授業の中高相互乗り入れや運動会や文化
祭等の行事を通じて事業の内容や成果を広
く周知することにより、多様な進路選択を求
める地域のニーズに応えている。
　相互乗り入れ等により中高連携をさらに進
めていくために引き続き実施する必要があ
る。

139
小中連携教育の推進
（連携教育推進事業）

学校経営企画
部

教育指導課

　研修や交流を通して異校種間の
指導方法や教育内容についての相
互理解を図り、効果的な教育内容を
構築し、児童生徒の発達過程にお
いて円滑な成長を図る。

小中で合同研修会を実施する。

維持継続

　本市で進める15年教育の視点から、15年
教育の先進地域の取組を他地域へ還元す
ることにより、小中連携をさらに充実させて
いくため、小中連携教育を推進、充実し円滑
な異動を図ることが必要であり、引き続き事
業を実施する必要がある。

140
食育指導活動推進事
業

学校経営企画
部

教育指導課

　栄養教諭、学校栄養職員の専門
知識を深め、資質の向上を図るた
めの研修を行い、学校給食の充実
向上に寄与する。

「食に関する指導」や「衛生管理」等の講座を開催

拡大

　本事業は、昨今の食育に関する意識の高
まりや、食生活の見直しから、学校における
指導の必要性、重要度が増してくると考えら
れる。

　今後、食に関する指導の実践例をさらに
拡大し、各校の実態を踏まえた研修会や
実技研修会を実施していく。
　また、栄養教諭の配置による成果を広め
るために、実践報告を行う機会を設け、食
に関する指導を充実させていく。

141
中学校スポーツフェス
ティバル開催事業

学校経営企画
部

教育指導課

　全中学校が一堂に会し、スポーツ
等の交流を通して、自校を応援し、
愛校心を喚起するとともに、尾道市
の中学生であることを自覚し、とも
に向上しようとする意欲・態度を育
てる。

　尾道市内の全中学生がびんご運動公園において、
演技や競技を行う。

縮小

　全中学生が一堂に会しての形式において
は、一定の成果が確認できたため、今後
は、本事業の目的を各学校で定着させ全体
的には縮小の傾向で調整が必要である。

　中学校スポーツフェスティバルを3年に1
度の開催にする。
　運動会担当者研修会を行い、各校での
運動会でスポーツフェスティバルの主旨の
内実化を図るとともに、その成果を3年に１
度の中学校スポーツフェスティバルにつな
げていく。

142
おのみち立志式開催
事業

学校経営企画
部

教育指導課

　生徒に「夢と志を抱く子どもの育
成」を図るために、中学校2年生が
自ら志を宣言する「立志式」を行うこ
とで、これからの人生を逞しく生き抜
こうとする自覚・意欲を高める。

　市内の中学校2年生を対象として、しまなみ交流館に
おいて、式典や中学校2年生による夢と志の発表等を
行う。

維持継続

　本事業は、生徒の意欲の向上が見られ、
趣旨を踏まえた生徒の成長が見られる。
　また、実行委員会形式での実施やスタッフ
マニュアルの作成等により、職員の意識や
運営面での動きもよくなり、人材育成という
観点からも評価できる。
　今後、校内立志式の取組を継続して行わ
せると同時に、参加対象となる生徒の満足
度をさらに高めることにより、将来を見据え
た教育指導の在り方として、引き続き実施し
ていく必要がある。

143
道徳教育研究会開催
事業(公共心・道徳性
のかん養事業)

学校経営企画
部

教育指導課

　地域とともに心豊かな子どもの育
成を目指す道徳教育の在り方につ
いて研究を深めるとともに、尾道市
の道徳教育実践の向上に資する。

　豊かな子どもの育成を目指す道徳教育の在り方につ
いて研究を深めるとともに、尾道市の道徳教育実践の
向上を図る。
　№145へ移行

完了・休止・
廃止

　各学校における道徳教育推進状況におい
て一定の成果が見られる。平成19年度で終
了。
　№145へ移行
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144
職場体験活動充実事
業

学校経営企画
部

教育指導課

　職場体験を通して、生徒の職業
観・勤労観の育成を図る

　市内の企業の理解を得るために、青年会議所・商工
会議所等と連携し、職場体験活動を実施する。各学校
において、事前学習・職場体験活動・事後学習を実施
し、主体的に参加する。アンケートの集計等により、市
内のまとめを行う。

維持継続

　文部科学省が進める進路指導の一環とし
てキャリア教育の充実が求められている点
を考慮すると、職場体験活動を引き続き実
施することが必要である。
　職場体験を効果的かつ円滑に推進してい
くためには、次代を担う子どもたちを社会全
体で育てるという気運を醸成し、学校の取組
に対する地域の企業や事業所、商工会議所
等の経済団体、ハローワーク等の関係行政
機関、PTA、青年会議所、ロータリークラブ
やライオンズクラブ等関係団体等の理解と
協力を得ることが不可欠である。
　協力を得た体験先の事業所へ幟旗を設置
し、引き続きこの事業を実施し住民への広
報活動を定着させていくことが必要である。

145
道徳教育の推進（公共
心・道徳性のかん養事
業)

学校経営企画
部

教育指導課

　学校の教育活動全体を通して行う
道徳教育及び道徳の時間における
指導を一層充実させる。

　各学校の道徳教育推進教師担当者研修会の実施・
「おのみち『心の元気』ウィーク」の実施・社会貢献活動
の推進・地域公開授業
　№143事業の継承

維持継続

　学校の教育活動全体を通して行う道徳教
育及び道徳の時間における指導を一層充実
させ、児童生徒に道徳性を育成することが
求められているため、引き続き実施していく
必要がある。

146 体験学習の充実
学校経営企画
部

教育指導課

　日常とは異なる環境での生活を体
験し、自立性や主体性などを育てる
とともに、体験先の地域住民や学校
との交流による様々な人々との出
会いを通して、コミュニケーション能
力など人間関係を形成する力を育
てることにより、豊かな心の成長を
援ける。

　日常とは異なる環境の中で、地域住民と交流し、自
然を活用した学習を行うなど、他校のモデルとなる集
団宿泊活動等を実施する。

維持継続

　本事業は、生徒の意欲の向上が見られ、
趣旨を踏まえた生徒の成長が見られる。
　今後、各学校における年間計画を勘案し、
新たな体験学習の開発等、対象となる児童
生徒の満足度をさらに高めることにより、
キャリア教育の視点を踏まえ、引き続き体験
活動の充実を図る必要がある。

147
外国語指導助手招致
事業

学校経営企画
部

教育指導課
【No.128へ統合】

148 遠距離通学対策事業
学校経営企画
部

学校経営企画課

　学校統合により通学する学校が
遠距離となった児童・生徒に対し、
安全確保と、保護者の通学上の負
担を効率・効果的に緩和する。

　通学緩和策として通学バスの委託運行または路線
バス乗車証を交付する。
①-1御調中央小学校通学バス運行（委託・3ルート・バ
ス3台）
①-2御調西小学校通学バス運行（委託・1ルート・バス
1台）
②-1高見小学校通学バス（路線バス利用）
②-2三幸小学校通学バス運行（委託・2ルート・バス1
台・ワゴン1台）
③浦崎小学校通学バス運行（委託・1ルート・バス1台）
④栗原小学校通学バス（路線バス利用）
⑤上川辺～御調中央小学校通学バス運行（委託・1
ルート・バス2台）

維持継続

　学校統合に係る条件整備として実施してい
る通学緩和策であり、義務教育の就学条件
の確保を図るため継続する必要がある。
　なお、運行形態については、状況に応じ、
委託バス運行の方式から路線バス利用へ
の変更や使用車両の小型化など、効率・効
果的な運用を検討する必要がある。

　平成20年度で高見小学校の通学バス運
行から路線バス利用に改めた。
　また、平成21年度で御調西小学校の通
学バス運行委託を2ルートから1ルートに改
めた。
　今後も、効率・効果的に通学緩和策を実
施するため、方法の見直しは状況に応じ
て随時行う。

149 小学校適正配置事業
学校経営企画
部

学校経営企画課

　適正な規模が確保されたより良い
教育条件・環境を実現する。
　当面、複式学級の解消に取り組む
こととし、隣接校との統合を検討す
る。

　より良い教育条件・環境の実現を目指し、全市を対
象とした小中学校の配置の見直しを行う。当面、複式
学級の解消に取り組むこととし、隣接校との統合を検
討する。統合に当たっては、通学方法の緩和策や跡地
の有効利用等、また、幼稚園が併設されている場合に
あっては、当該幼稚園も視野に入れて、個別に検討を
進める。

維持継続

　尾道市立学校通学区域審議会答申（平成
14年度）と適正配置の基本方針（平成17年
度)に基づき、効率的な施設運営の検討を行
なっている。
　適正配置を進めるに当たっては保護者や
地域住民の理解が不可欠であるが、地域か
ら学校がなくなることへの抵抗感は非常に
強く、理解を得るための説明、協議を繰り返
し取り組む必要がある。
　急激に進行する学校の小規模化に対応し
た教育環境の改善が必要である。

　平成19年度で大浜小を因北小に、久山
田小を栗原小に統合、平成20年度で上川
辺小を御調中央小に統合、平成22年度で
土生中、三庄中、田熊中を因島南中に統
合した。
　基本方針に基づき、適正配置を進めるた
め、引き続き、保護者や地域住民の理解
を得ながら行っていく。
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150
尾道市連合女性会学
習会

教育総務部 生涯学習課

　地域の活性化と連帯感を高める
ため、連合女性会の団体活動を支
援するとともに、連合女性会の育
成・自立のため、相談・指導を行う。

　市は補助金の支出、行事に際しての人的支援など連
合女性会への相談・指導業務を行っている。
　連合女性会は、女性の地位向上と男女共同参画の
推進を図るとともに、各種問題を自ら解決できる力を養
成し、地域のリーダーとして地域づくりに貢献するため
に、学習会や研修会、交通安全啓発運動、各種行事
への参加等の活動を主体的に行っている。

改善

　当該事業の実施については、同種講座の
重複を回避するため、関係各課の事業内容
を把握し、連合女性会と調整・連携して効率
的な事業運営を図る必要がある。

　平成22年度から、人権推進課をはじめと
した関係課のイベント・講座情報を収集し
ており、類似内容があれば重複しないよう
に調整・連携している。
　今後も、連合女性会学習会の企画にお
いては、より多くの市民に効果が及ぶよう
に指導・助言を行っていく。

151

「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）

教育総務部 生涯学習課

　地域住民が自分たちの身近な地
域に関心を持ち、地域の課題に向
き合い、それらを解決する学習やボ
ランティア活動等を通じて、住民同
士の連帯感やきずなを深め、地域
教育力の再生を図る。

　環境美化学習活動、公民館での活動、郷土民話・伝
説等の伝承事業、家族のきずなを深める体験活動等
の「地域のきずなを深める活動」として、平成19年度に
3事業、平成20年度に2事業を実施した。

※平成20年度をもって終了

完了・休止・
廃止

本事業は、平成20年度をもって終了

152
人材養成セミナー(生き
活きセミナー）

教育総務部 生涯学習課

　公募委員がセミナーの企画や運
営に参画することで、将来的に地域
づくりの担い手になってもらうととも
に、ネットワーク化が図れることによ
り、市民と行政との協働のまちづくり
につながる。公募委員が企画運営
することで、セミナー内容がより市
民ニーズに合ったものとなり、市民
に多様な学習機会を提供できる。

　一般公募により団体及び個人を実行委員（無報酬）
として募集し、実行委員会形式で企画・運営を行い、広
く市民を対象に8月から10月にかけてセミナー（年5回
程度）を行う。

改善

・人材養成という事業目的に対して、委員が
固定化している実態がある。育成したい人
材像など到達目標を明確化し、事業期間の
設定等について検討する必要がある。
・委員会の開催に係る事務やセミナーの場
所や講師との調整などのセミナーの実施準
備について、短時間の再任用職員等で対応
できないかを検討する必要がある。
・市民への学習機会の提供と市の施策方針
や市民ニーズに合ったテーマの選定が重要
であり、その部分では市との連携が必要で
ある。

・本事業の目標を明確化し、市民の自主
的な活動により職員工数の減少を図る。

153
放課後子ども教室推
進事業（文部科学省補
助事業）

教育総務部 生涯学習課

　地域ボランティア（指導員）の協力
を得て、放課後等に子どもたちの安
全・安心な活動拠点（居場所）を設
けるとともに、豊かな体験の場を提
供することにより、心豊かでたくまし
い子どもたちを育てる環境づくりを
推進する。

・事業を円滑に実施するため、教室ごとに学校、PTA、
民生関係者等で構成する実行委員会を設置し、全市
的な事業方針検討や事業評価を行う組織として運営
委員会を設置
・指導者との連携を図り、各教室の運営を支援する
コーディネーター（2名）を配置
・実施場所は学校又は公民館等
・教室開設時間　14：00～17：00
　  指導員謝金　800円／時間

抜本的見直し

・国の事業仕分けでは、事業のあり方につ
いて検討するよう指摘されているため、今
後、　国・県の動向に注視する状況にある。
・地域の教育力を活用し子どもの体験・交流
活動を充実するという事業趣旨であれば、
週1～2回程度が適当と思われる。
・厚生労働省所管の放課後児童クラブとの
連携・統一等により、放課後対策をより有効
なものとする検討が必要である。

・国、県の動向を注視しながら、今後の事
業展開を検討する。
・放課後児童クラブとの併設箇所では連携
や統一に向けて検討する。
・毎日開催の教室については、クラブへの
移行または開催日数の見直しを検討す
る。

154
おのみち市民大学（親
子映画講座・特別講
座）

教育総務部 生涯学習課

　映画のまち尾道にちなみ、子ども
たちの豊かな心と感性を育む映画
を上映し、生涯学習活動の場を提
供するとともに、親子・家族で共有
する楽しい時間と空間を提供する。

　しまなみ交流館において映画（有料）を上映する。（平
成19年度は御調文化会館でも上映。）
　平成21年度からは、親子映画講座のみの開催とし、
子どもたちの豊かな心と感性の育成に資する内容の
映画を上映している。

完了・休止・
廃止

  事業を開始した平成14年度は、市内に映
画館がない状況であったが、現在は映画館
が再興され、年間を通じて映画が上映され
ている状況の中で、当該事業を生涯学習事
業として今後も継続することの必要性は低
い。

 平成22年度をもって毎月行っている親子
映画講座については、廃止する。

155 家庭教育推進事業 教育総務部 生涯学習課

　すべての親へ家庭教育の学習機
会を提供するとともに、地域の子育
て支援活動を担う人材を養成し、地
域における家庭教育支援を実施す
るチームを育成することにより、地
域全体で家庭の教育力向上を目指
す。

■ライフステージ（乳幼児期、学童期、思春期、親育
ち）に応じた課題別家庭教育（子育て親育ち）講座の実
施
　　設定課題：基本的生活習慣・しつけ、親のあり方・
子どもへの関わり方など8項目
■地域の子育てを支援する人で組織する「家庭教育
支援チーム」の育成
■子育て支援を担う人材（子育てサポーター）の資質
向上と養成

維持継続

　幼稚園、小学校、中学校では、親への家
庭教育講座の必要性が定着化しつつある
が、学習の場に来ない親への対応として効
果的な啓発と実施が必要である。家庭教育
支援チームや子育てサポーターリーダーな
どの人材育成と活用方策について関係機関
と連携する中で検討する必要がある。
　実施ごとにアンケートを行い、評価改善に
努めている。講座内容や開催方法（他課等
との連携）、周知方法等について工夫しなが
ら受講者数を増やすよう努めている。

　今後も、講座の内容や実施方法の改善
等を行い、受講者数を増やしていく努力を
継続して行う。
　今年度から、実施後に講座内容をホー
ムページ等で市民へ周知することでの啓
発を行っている。
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156
青少年非行防止活動
（青少年健全育成事
業）

教育総務部 生涯学習課

　青少年の非行を防止するため、早
期補導体制を確立し、継続的な活
動を推進する。補導活動とは、青少
年を非行から守り、青少年が将来し
あわせになるため、手助けを行うこ
と。

①青少年を非行や不審者等から守る青少年補導員の
委嘱（273名）。
②中学校区を単位として21地区に地区補導委員会を
組織。学校、警察、各種団体等と連携し、「子ども見守
り、挨拶・声かけ運動」を重点目標として補導活動を実
施している。各地区補導委員会会長とセンター等で補
導連絡協議会を組織し、非行防止対策の企画、立案、
情報交換を行っている。
③地区補導は各地区、合同補導は地区補導員会とセ
ンターとが共同、単独補導は職員（嘱託指導員を主体
として）が行う。

改善

・相談業務の相談件数が月数件に留まって
いる。
・非行の実態として、青少年の行動を考える
と学校の内外の連携が必要となっている。

・費用対効果の観点から、嘱託職員の業
務内容等をより青少年の状況により効果
的、機動的になるよう検討する。

157
尾道市公民館生涯学
習発表会

教育総務部 生涯学習課

　公民館の各学習グループが日頃
学んだ成果を主体的に発表する場
とするとともに、学習の楽しさをPR
することにより本市の生涯学習の推
進を図る。

　出品の部12月初旬または中旬の2日間、公民館活動
の成果発表の場として公民館生涯学習発表会を開催
する。
　作品展示の部　及び　出演の部（演技発表）

改善

　旧市の公民館のほとんどが、公民館まつり
を実施できておらず、この生涯学習発表会
が主催講座の受講生や自主サークルの作
品展示、ステージ発表の唯一の場であるた
め、創意工夫しつつ継続実施する必要があ
る。
　市内全ての公民館から参加があり交流が
図れることが望ましいが、そのためには尾道
地区の各公民館で公民館まつりが実施さ
れ、生涯学習発表会へは各館から代表が参
加する形態が必要である。平成22年度から
尾道地区の各館にも公民館まつりの実施へ
向けて努力するよう促している。

　平成22年度から公民館の基本的業務内
容を示しており、尾道地区の各館にも公民
館まつりの実施へ向けて努力するよう促し
ている。
　今後、公民館活動の発表以外の内容も
含めた生涯学習フェスティバルの一環とし
て実施できないか検討する。市内のすべ
ての公民館から参加があり、交流のできる
事業にできないか検討していく。

158 向島公民館まつり 教育総務部 生涯学習課

　学習成果の発表の場を提供する
とともに、あわせて地域住民の交流
の場にもつなげ、生涯学習の推進
を図る。

　向島公民館での活動者の発表の場として公民館ま
つりを実施する。
　展示部門（生花・書・絵画等の作品展示）、実習部門
（茶道）、実演部門（舞踊・合唱・琴等の演技発表）、協
賛部門（バザー、軽食販売等）

改善

　公民館まつりは地区公民館における年1回
の学習成果の発表の場であるとともに、地
域住民の交流の場でもあるため、維持継続
する必要があるが、参加者（出品者・出演者
又は団体）のより主体的、積極的な運営へ
参画を得て、準備・運営に係る職員の負担
軽減を図るべきと考える。

　参加者が、さらに主体的に企画・運営に
参画できる方向で、サークル等との協議を
行う。

159 公民館定例主催講座 教育総務部 生涯学習課

　各公民館が講座の開設、講習会
の開催等を行うことにより、多様な
学習機会を提供する。

　市内（因瀬を除く）の各公民館が、市広報「おのみち」
や生涯学習課のHP、公民館だより等で受講生を募集
し、1年を通じて講座（教室）を開催する。

改善

　地域によって定例主催講座の内容や実施
方法等に相違がある。同じ内容の講座が長
い年月にわたって継続されている実態があ
る。受講者が固定化している実態がある。
　こうした中で、平成21年度からの新規の定
例主催講座については、尾道市公民館主催
講座・教室等開設基準（平成21年2月13日
教育長決裁）に基いて開催することとした。
平成21年度を移行期間、平成22年度から本
格実施として取り組んでいる。
　基準に沿った実施の徹底と定例主催講座
がより有効なものとなるよう必要な改善に継
続して努める必要がある。

　尾道市公民館主催講座・教室等開設基
準に沿って次のような改善に平成22年度
から本格的に取り組んでいる。
■定例主催講座は、趣味的なものだけで
なく、地域課題の解決や市の施策の方向
性への合致という視点をもって、中央公民
館の指導助言のもとで、各公民館長が企
画・運営する。
■継続は2年又は3年間とし、その後は自
主講座へ移行する。
■地域によって相違する主催講座の講師
謝金について、1回5,000円を上限とするこ
とで統一した。（例：旧尾道7,000⇒5,000
円）
　引き続き、開設基準の徹底を図るととも
に、社会の要請（行政の重点課題）に応じ
た講座の企画に努める。

160
公民館講座（旧住民教
養講座）

教育総務部 生涯学習課

　御調地区において中央公民館が
講座の開設を行うことにより、多様
な学習機会を提供する。

　合併前の御調町教委の住民教養講座を引き継ぎ、
中央公民館の公民館講座として継続して開催する。 完了・休止・

廃止

 平成21年度をもって、本事業は終了。
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161
おのみち公民館いきい
き講座

教育総務部 生涯学習課

　生涯学習社会における公民館の
役割をPRするとともに、生涯学習の
啓発及び学習機会を提供する。

　「みんなで創ろう！わたしたちの公民館」をテーマに、
市内4ケ所の公民館を巡回して地域づくりのヒントや人
の生き方を学ぶ講座を,、中央公民館の出前講座とし
て開催する。（公民館館長の研修を兼ねる）

維持継続

　受講者アンケートにおける受講者の満足
度や理解度、社会の要請の状況等から適宜
講座内容を見直すことは必要であるが、市
民の地域づくりのヒントや人の生き方を学ぶ
講座として有効であり継続する必要がある。
　より多くの市民に受講してもらえるよう開催
方法について検討する必要がある。
　そこで、これまで4回とも平日の午後開催し
ていたが、平成22年度から4回中1回は平日
の夜間、1回は土曜日の午前の開催とした。
　また、実施にあたっては、生涯学習係や他
課との連携も深めている。

　受講者等の意見も把握しながら、講座の
内容の改善や受講者数を増やしていく努
力を継続して行う。

162 各公民館主催講座 教育総務部 生涯学習課

　各公民館が講座の開設、講習会
の開催等を行うことにより、多様な
学習機会を提供する。

　従来の事業（夏休み子ども星ウオッチング等の単発
講座）を見直して、各公民館が地域課題をふまえつ
つ、地域の各種団体と連携して地域特性を意識して個
性的な講座を開催する。（短期講座）

維持継続

　現代的課題や地域課題に対応するため、
地域の各種団体と連携をとりながら、地域づ
くりも視野に入れた講座を各公民館で実施
することに意義がある。
　ただし、受講者アンケート等により常に事
業内容の検討も必要である。
　そのために現在、ホームページの改善や
公民館だよりの発行に努め、周知を図るよう
にしている。
　また、講座を企画する館長(職員）の研修も
行い資質向上にも努めている。
　さらには、講座内容で尾道大学の出前教
室の活用等他機関との連携にも努めてい
る。

　受講者等の意見も把握しながら、講座の
内容の改善や受講者数を増やしていく努
力を継続して行う。

163
勤労青少年ホーム活
動

教育総務部 生涯学習課

　勤労青少年の健全な育成と福祉
の増進を図る。

勤労青少年の「教養講座・クラブ活動」「交流活動」「相
談事業」を行う。
①教養講座は１8講座、クラブ活動は5講座。（平成22
年度）
②交流活動は県内の各ホームが主管となる「グループ
リーダー研修」、「広島県勤労青少年の日記念事業」、
登録会員同士の交流「親睦会」・「スポーツ大会」・「旅
行」等があり、また一般市民との交流を目的に「ホーム
祭」を行っている。
③相談事業として各行事及び個人的な相談をうけてい
る。

維持継続

　勤労青少年の教養を高め、交流を深める
場として、また近年の勤労青少年の就労実
態（不安定な就労・若年無業者の増加）を考
えると相談・交流の場として必要である。

　会員数や講座利用人数を増やすため
に、次の取組みを行ってきた。
（平成21・22年度実施）（今後も継続的に
実施）
①PRチラシを旧市内・御調・向東地域の公
共施設や企業に配布することとした。
②アンケート調査を実施し、ニーズに沿っ
て、講座数を増やした。
③短期講座で、親子の英会話講座開催な
どニーズに合わせた講座の工夫をした。
（平成22年度）
①青少年ホーム館長を嘱託職員とし、住
民サービスを低下させずホーム運営費の
縮減を図った。
②キャリアアップ講座を開設し、働く青少
年のニーズに応えた。

164
体育協会事務、スポー
ツ少年団事務に関する
こと

教育総務部 スポーツ振興課

　市民の体力の向上とスポーツ精
神の高揚を図り、体育文化の向上
に寄与する。地域を基盤としたス
ポーツの場を提供し、計画的、継続
的にスポーツを実践することで青少
年の豊かな心と体を育成する。

体育協会：尾道市における体育・スポーツの加盟団体
を統括し、スポーツを振興して市民の体力の向上とス
ポーツ精神の高揚を図り、体育文化の向上に努めて
いる体育協会活動の支援、事務全般。
スポーツ少年団：広島県スポーツ少年団と尾道市内単
位スポーツ少年団との事務連絡調整。（毎年必要な登
録事務及び指導者登録・認定員養成講習会・広島県
民大会（スポーツ少年団の部）・スポーツ交歓大会等）

抜本的見直し

体育協会
　市民の体力向上、スポーツ振興に寄与し、
重要な役割を果たしている組織で市からの
一定の支援は必要である。しかし、協会運
営において市職員の事務負担が大きくなっ
てきており、協会が自立して組織を運営する
ことが望まれる。

スポーツ少年団
　スポーツを計画的、継続的に実践し、青少
年の健全育成を図る組織として各地域にお
いて重要な役割を担うが、各単位スポーツ
少年団と県事務局との窓口としての依存度
が高い。市職員の体育協会事務に含む事
務作業となっており、その負担は大きいた
め、体育協会事業としての自立化が望まれ
る。

体育協会
・各大会の主管競技団体による自主運営
化を検討する。
・協会運営についての支援を引き続き行っ
て行く。
・平成25年度を目途に、法人化への移行
等自立化へ向けた調整を行う。
スポーツ少年団
・現在の「尾道市スポーツ少年団」として
の、組織運営を検討する。（協会事業とし
ての自立化）
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165
体育協会主催の各種
スポーツ大会に関する
こと

教育総務部 スポーツ振興課

　市民の体力の向上とスポーツ精
神の高揚を図り、体育文化の向上
に寄与する。（スポーツへの関心理
解、競技技術の向上と競技人口の
増加）

　各種スポーツ大会を企画運営、実施する主管競技団
体を支援する。（大会運営打合せ・事前準備・当日補
助）

縮小

　体育協会は、市民の体力向上、スポーツ
振興に寄与し、重要な役割を果たしている組
織であるため、市からの一定の支援は必要
であるが、協会運営において市職員の事務
負担が大きくなってきており、協会が自立し
て組織を運営することが望まれる。このス
ポーツ大会も構成員である各競技団体主管
の大会であるため、自主的な運営が望まれ
る。

・各大会の主管競技団体による自主運営
化を目指し、関係団体と協議を行ってい
く。

166
私立幼稚園補助金交
付事務

教育総務部
因島瀬戸田地域
教育課

　私立幼稚園教職員の資質向上及
び就学前教育の向上を図る。

　因島地域は、幼稚園の運営活動費として、園児1人
につき1か月3,100円、入園料減免補助として、園児1人
につき10,000円を限度に補助。

　瀬戸田地域は、運営費補助として、定額3,880,000円
を補助。

維持継続

　合併3年を経過した後、補助金額を毎年
3％～7％ずつ減額している。
　当該地域の就学前教育のあり方を検討す
る中で、補助金は予算内で継続する必要が
ある。

　 地域性を勘案し、毎年度、補助額を減
額していく。

167
外国語指導助手招致
事業

教育総務部
因島瀬戸田地域
教育課

　外国語指導助手が、各学校に指
導に出向くにあたって、日常生活等
に不安を抱くことのないようサポート
する。

　尾道市が（財）自治体国際化協会からあっせんを受
けた「語学指導等を行う外国青年」のうち、因島・瀬戸
田地域を担当する2名について、生活関連のサポート
（住居の手配等）や各学校との連絡調整、旅費等の支
出を行う。 改善

　現在、8名のALTについて、指導内容につ
いては、教育指導課が一括担当している
が、配属が教育指導課6名、因島瀬戸田地
域教育課2名となっており、生活関連業務に
ついては2課で同じような業務を行っている
ため、事務が非効率である。
　また、来日後、外国語指導助手がカル
チャーショックに陥ることが多く、ALT仲間と
の助け合いが重要である。

　教育指導課で生活関連も含めて一括管
理することにより、事務の効率化が図られ
るとともに、外国語指導助手が同一環境で
生活することにより、精神衛生面の安定を
図ることができる。
　平成22年度から教育指導課と調整を行
う。

168 遠距離通学対策事業 教育総務部
因島瀬戸田地域
教育課

　学校統廃合により、遠距離通学が
必要となる、児童・生徒への適正な
通学手段の確保と保護者の負担の
軽減を図る。

①鏡浦町在住の児童の通学事業としてタクシー会社と
委託契約を締結する。
②椋浦町在住の小学生児童に対しバス券の交付を行
う。バス運休日についてはタクシー通学とし、タクシー
代の支払を行う。　椋浦町在住の中学生生徒に対して
は、バス運賃の半額を補助する。
③重井町細島の児童に対し、渡船券の交付を行う。
④瀬戸田町に在住する該当児童にバス定期券の交付
及び長期休業日の臨時バス券の発行を行う。

維持継続

　学校統廃合に係る条件整備として実施し
ている通学緩和策であり、義務教育の就学
条件の確保を図るため継続する必要があ
る。
　また、遠距離通学児童の安全確保のた
め、今後も継続していく必要がある。

　効率・効果的に通学緩和策を実施するた
め、方法の見直しは状況に応じて随時行
う。
　将来的には学校統廃合により対象地域
の見直しをする必要がある。

169
ホーム主催（教養講
座・クラブ活動）事業

教育総務部
因島瀬戸田地域
教育課

　勤労青少年の健全な育成と福祉
の増進を図る。

勤労青少年の「教養講座・クラブ活動」「交流活動」「相
談事業」を行う。
①教養講座は13講座、クラブ活動は6グループ。（平成
22年度）
②交流活動は県内の各ホームが主管となる「グループ
リーダー研修」、「広島県勤労青少年の日記念事業」、
登録会員同士の交流「親睦会」・「スポーツ大会」・「旅
行」等が　あり、また一般市民との交流を目的に「ホー
ム祭」を行っている。
③相談事業として各行事及び個人的な相談をうけてい
る。

維持継続

　勤労青少年の教養を高め、交流を深める
場として、また近年の勤労青少年の就労実
態（不安定な就労・若年無業者の増加）を考
えると相談・交流の場として必要である。

　会員数や講座利用人数を増やすため
に、次の取組みを行ってきた。
①ホームページを開設した。(21年度）
②PRチラシを成人式に同封している。
③アンケート調査を実施し、会員のニーズ
に合った新しい講座や事業を開催した。
④PRチラシを因島地域の企業に、資料配
布する。

170
しまなみ交流館管理運
営事務

教育総務部 文化施設課

　芸術･文化活動のための創作、練
習、発表の場を提供するとともに、
利用者にとって、より利用しやすい
施設環境を提供する。

地域文化、芸術、芸能の発表の場の提供
利用申請の受付・許可
施設の維持・管理
文化ホール運営委員会の運営

維持継続

　芸術文化の発信拠点として、また尾道駅
前の賑わい創出拠点ともなることから、当面
は直営により、経費の節減など効率的な管
理運営に努める。
　また、指定管理者制度の導入や行政、市
民（NPO）、企業等様々な主体間の協働のも
とで、新しい公民連携であるPPPの仕組み
の構築など、今後の管理運営について引き
続き検討する。
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171
自主企画事務（しまな
み交流館自主事業）

教育総務部 文化施設課

　質の高い舞台芸術を提供し、より
多くの市民がふれることにより、
人々の生きる意欲を高め、より創造
的な生き方の刺激とし、市民生活が
豊かになり、活性化していく。

　舞台芸術の制作を行い、純粋に舞台芸術を楽しむ｢
鑑賞型」事業と、市民に芸術的働きかけを行い舞台芸
術をより身近に感じることができる「アウトリーチ」事業
(育成型）に分け実施する。平成21年度から3年間（財）
地域創造の補助事業で「音楽によるまちづくり事業」を
実施。

改善

「アウトリーチ事業」は直接、生の音や楽器
に触れる機会を創出するもので、市内の幼
稚園・保育所・小学校を中心に実施して行く
必要がある。

音楽によるまちづくりを定着させるため、
補助事業実施中に蓄えたノウハウを元
に、アウトリーチ事業を展開するとともに効
果的にコンサートを織り交ぜながら推進す
る。

172
自主企画事務（しまな
み交流館育成事業）

教育総務部 文化施設課

　未来を託す子どもたちを対象とし
たミュージカルの基礎講座及び公
演講座を実施し演劇活動の底辺の
拡大と水準の向上を図る。

　平成16年度から隔年で基礎講座と公演講座を実施
する。基礎講座で、歌唱・ダンス・演劇の基礎を学び、
公演講座では上演に向けての練習と、ホールでの本
番公演を実施する。参加者：平成16・17年「青い鳥」
（47人）・平成18・19年「グリーン・ノート」（22人）

改善

幼少期の子どもたちが舞台芸術に触れ体験
することで、豊かな感性と好奇心の育成を行
うことが必要であり、子どもたちに楽しさやお
もしろさを伝える事が出来るよう、指導法に
ついての改善が必要である。

平成23年度までに改善点の検証をを行
い、平成24年度から反映できるよう取組
む。

173
おのみち映画資料館
管理運営

教育総務部 文化振興課

　東京物語をはじめ尾道は今日ま
で多くの映画作品のロケ地になって
きた。同館では尾道ゆかりの映画
作品の資料展示を行い、市民及び
来訪者に公開し、映画文化に触れ
親しんでいただく。

尾道ゆかりの映画資料や8ミリなど映画機材の展示。ミ
ニシアターでは、尾道ゆかりの映画の上映。常設展示
に加え閑散期には企画展示を実施
＊施設概要　木造　瓦葺　2階建
　　　　　　　　1階展示室・ミニシアター・2階企画展示室
　　　　　　　　【面積】  1階　約231㎡（約 70坪）
　　　　　　　　　　　　　 2階　約  99㎡（約 30坪）
                              計 　約331㎡（約100坪）

改善

・入館者数が横ばいであり、増加に向けた取
り組みが必要である。
・文化振興課が所管する文化施設が数箇所
あり、その施設同士の連携を図りそれぞれ
の入館者増加につなげる必要がある。

・入館者数増加の取り組みとして、市内文
化施設のネットワークを強化するため文化
施設を回遊するルート作りや、パンフレット
の作成など新たな方策を検討する。

174 尾道文化の発刊 教育総務部 文化振興課

【No.177に統合】

175 会報の発行 教育総務部 文化振興課

【No.177に統合】

176 各地区文化祭の開催 教育総務部 文化振興課

　市町合併により、旧町固有の文化
が衰退することがないよう、各旧町
地域において「地区文化祭」等を開
催し、出演・出品者の発表の場と地
区住民の鑑賞の機会を創出する。

　御調地区においては、小学生、中学生、高校生、会
員及び公民館活動で制作した絵画・書・陶芸・彫刻・華
道などの作品展示と合唱・芸能などの舞台発表を行
う。
　向島地区においては、会員が制作した絵画・書・華道
の作品展示と合唱・芸能などの舞台発表、お茶会を実
施
　瀬戸田地区においては、小・中学生及び会員が制作
した絵画・書・木工芸・陶芸などの美術作品の展示発
表、映画上映会、合唱・芸能などの舞台発表を行う。
　因島地区においては因島美術展、いんのしま音楽
祭、因島邦楽祭を実施する。

改善

・設営や運営に市が関与する部分が多い。
・各地区の自立を促す意味からも、自主的な
運営が望ましい。

　将来的には各地区での自主運営を目指
す。

177 尾道市文化協会庶務 教育総務部 文化振興課

　各種文化事業の総合調整を行うこ
とで、協会員の文化活動の取り組
みや、市内で行われる様々な文化
行事の開催を支援する。

　尾道市文化協会の各事務（予算の編成及び執行、総
会・役員会の開催、事業の企画・運営、各種事業調
整、尾道文化の発刊、会報の発行など）を行い、尾道
市文化協会を通じて尾道市全体の文化振興全般を総
合的に行う。

　会員数；96団体、155個人（平成21年度）

改善

　市の文化振興に大きく関与している公共的
団体であり、補助金（活動補助）を交付する
とともに事務局を文化振興課内に置き、市
職員が事務局員となっている。
・市の文化行政を推進する上で協働してい
る部分が多くあるが、市の関与する部分に
ついて検討が必要である。
・本来、会の運営は会員の自主運営で行わ
れるのが、望ましい姿である。

　将来的には会員による自主的な運営が
図られるよう、段階的に構成各種団体に
委ねていく方向で協議を行なっていく。
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178
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）

教育総務部 文化振興課

　多くの市民が市技である囲碁を通
して、学習・交流する機会を創出し
ながら、囲碁文化を後世に継承す
る。また全国の多くの囲碁愛好家が
尾道を訪れるよう、囲碁関連行事を
開催する。

　市技である囲碁を通じて、多くの市民が学習し交流
する機会を創出する。事業実施の主体は、市・市教
委・商工会議所・観光協会などから組織する「尾道市
囲碁のまちづくり推進協議会」。活動を通じて後世に囲
碁文化を継承するとともに、全国の多くの囲碁愛好家
が尾道を訪れるよう囲碁まつりや碁ランティアを実施
することにより、囲碁のまちの認知度を高め、まちの魅
力を高める。

拡大

　市技囲碁の普及発展のため、継続して事
業展開していく必要がある。囲碁大会の運
営や碁ランティアの実施など、事業主体とな
る囲碁協会による主体的な活動を支援し、こ
れを全市的なものに拡大していく必要があ
る。また、市内囲碁愛好家の多くは高齢であ
り、若年層への普及活動の取り組みと指導
者の育成を推進しなければならない。

  本因坊秀策を輩出し、囲碁を市技として
定めている本市の特徴あるまちづくりを着
実に推進する必要がある。囲碁をまちづく
りの柱として捉え、更なる市技囲碁の普
及・発展のため拡大して事業展開してい
く。
  このため、平成23年度から新たな取り組
みとして、「（仮称）女流本因坊秀策囲碁ま
つり（プロアマ戦・女流クラス別大会）」を開
催予定である。また、引き続き若年層等へ
の普及活動の取組みや指導者の育成を
推進する。

179
指定文化財保存修理
事業（国宝・重要文化
財保存事業）

教育総務部 文化振興課

　指定文化財の保存修理事業を実
施し、後世へ文化財を正確に継承
する。

　国・県・市の補助金及び所有者からの負担金により
保存修理事業を実施する。

維持継続

　活力あふれ感性息づく芸術文化のまち尾
道をテーマとした総合計画の主要事業を遂
行するため、重要文化財の改修を実施して
いく必要がある。
　予算確保を行い、先人達が永い年月にわ
たり守り続けてきた文化財を次の世代へと
伝えていくのが使命であるが、国の補助率
が改定となれば市・所有者の負担が軽減さ
れる。

　文化財改修年次計画を策定し改修工事
設計について、時期を逸することなく計画
的に国・県との協議を実施する。
　毎年の国・県指定文化財補助金のヒアリ
ング等を通して、補助率の改定について要
望していく。

180
（尾道市）まちなみ形
成事業

都市部 まちづくり推進課

　個性的で風格のある尾道らしいま
ちなみを創出する。

　尾道の歴史地区（東御所町、土堂一丁目、土堂二丁
目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁
目、尾崎本町、東土堂町、西土堂町、長江一丁目、東
久保町、西久保町）に散在する歴史的建造物・工作
物、尾道らしい雰囲気を残す建造物・工作物の所有者
が行う修理、復元、外観変更等に要する経費の4分の
3に相当する額（200万円を限度）を、まちなみ形成推
進委員会の審議を経て補助金を交付する。

改善

・世界遺産登録推進への側面支援として設
立された。
・相談はあるものの申請に至らないケースが
ある。
・事業対象地区では斜面地研究に取り組む
こととしており総体的な検討が必要である。

　平成22年度で斜面地研究会を進めてい
く中で、市としての支援方法を制度化して
いくことと併せて検討する。

181
歴史的建造物及び町
並み調査事業

都市部 まちづくり推進課

　市内の歴史的建造物及び町並み
を調査することにより、町の魅力を
再発見し、後世に伝えていくための
基礎的な情報を得る。

　市内の町並み建築物といった中小規模の景観を構
成する地域資源を対象とし、歴史的建造物の所在や
分布状況、建築時期、様式、構造などを記録整理す
る。
　そのデータを基にして、尾道の建造物や町並みの特
徴を明らかにし、それらの保存と今後のまちづくりにつ
いて検討を加える。

完了・休止・
廃止

　本事業は、平成20年度で終了し、国の受
託事業である歴史文化基本構想及び保存
活用計画事業に一部統合して実施してい
る。

182 読書感想文募集事業 教育総務部 図書館

・読書活動の推進。
・読書の習慣化による、読解力を身
に付ける。

作品募集：小学生、中学生は学校を通じて行う。高校
生以上は市内の各図書館、支所、社会福祉協議会等
に募集要項を置くとともに、図書館のホームページや
広報等で周知。
入選作品の選定：小中学校は教育指導課で、高校生
以上は中央図書館で依頼した審査委員で行う。
入選者の表彰：11月上旬実施。
文集の作成：2月頃。

改善

　近年、図書館利用者、貸出冊数ともに増加
傾向であるが、本事業への応募は小中学生
に比べ、高校生以上の応募が50点前後と非
常に少なく、文学のまち尾道としては非常に
さびしい状況である。

　今後、課題について徹底分析をするとと
もに、応募の増加を図るため、高校や大学
への働きかけを含め、本事業の周知、募
集方法等の見直しなど改善に努める。

183 移動図書館業務 教育総務部 図書館

・図書館から遠く離れ、利用が不便
な地域の住民への読書機会の提供
・保育所、幼稚園、小学校等の読書
活動の支援

・団体登録者を対象に、移動図書館車で毎月1回巡回
して、本の貸出を行う。
・貸出冊数は、団体構成員1名につき10冊以内、団体
は50冊以内
・貸出期間は、次回巡回日まで

維持継続

  移動図書館車は、火曜日～土曜日にほと
んど毎日月1回日にちを決めて巡回してい
る。
現在の人員・機材ではほとんど余裕はない
ので、小雨の場合でも出動している状況で
ある。
  現在の市の財政状況から人員・機材を増
やす状況には無く、また、移動図書館車の
巡回希望は、ほぼ満たしているので、現状で
の継続がやむをえないものと考える。
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184
A01高校生絵のまち尾
道四季展事務事業

教育総務部 美術館

　全国から集う高校生らの交流を育
むとともに、若く瑞々しい感性で尾
道を描いた作品から、尾道の個性と
魅力を再発見し、市民の文化意識
の高揚に資する。

　高校生を対象にした全国絵画公募展。実行委員会に
より、尾道の風景・風俗を題材に隔年開催を続ける。
　審査は尾道大学芸術文化学部美術学科教授らが行
い、尾道賞(最高賞）15点、秀作10点、入選130点を決
定。その作品は中心市街地商店街のギャラリーなどに
展示する。
　尾道賞15点は買い上げとなり、副賞にはフランス研
修旅行が贈られ、尾道市と文化的友好を育むオンフ
ルール市の表敬訪問を行う。

改善

  本事業は、他に類を見ない独創的な営み
であり、かつ尾道の持つ特色を活かした取り
組みである。しかし、出品作品が増えていな
いことから、美術館としての継続事業とする
ためのアイデアが必要である。
　感性豊かな高校生世代の育成と奨励とし
ては事業費が大きいので、職員の関わりを
減じて、実施できる方法も検討する必要があ
る。

より効果的な事業とするために次の検討
を行う。
・全国の高校生を対象とした事業である
が、出品数の制限や区域を狭めることなど
業務量を減じることの検討を行う。
・買取した優秀作品の活用方法についてさ
らに検討する。
・入選者が多すぎることが、入選作品の価
値評価を下げていることが考えられるた
め、入選者の数について検討する。
・絵のまち四季展と同時開催するなど効率
的な事業実施を検討する。
　市民へのPRも充実したほうが良い。

185
絵のまち尾道四季展
事務事業

教育総務部 美術館

　風光明媚な景観と情緒豊かな風
情から有名画家らに描かれ、絵の
まちとして知られる尾道を描いてい
ただくとともに、これら作品の鑑賞機
会の提供に努め、市民の文化意識
の高揚に資する。

　絵のまちとして知られる尾道の風景・風俗を題材にし
た全国絵画公募展。隔年開催で全国の絵画愛好家の
支持を受けている。近年は1,000点を越える出品作が
ある中、著名な審査員らの選考により尾道賞グランプ
リ（賞金200万円)を筆頭に入賞作品は市立美術館に、
入選作品は商店街の店先に展示公開する。会期中は
まちごとギャラリーの様相となり、町の散策と絵画鑑賞
を同時に楽しむことができる。
　また、これまでの上位7点の買上作品を一堂に展示
公開する特別展を開催し、尾道の魅力を美術の観点
から紹介し、好評を得ている。

改善

・グランプリ賞の賞金200万円は高額に感じ
るが、絵画展の賞金として妥当かどうか検
討が必要である。
・業務内容を再検討し、正規職員以外で対
応が可能な部分について見当が必要であ
る。
・出品点数が増加しているが、微増であり、
美術館としての経営の側面も考慮し、相対
的に旭山動物園のような智恵を出すなど、
職員一同でアイデアを出し合い、事業を進
める必要がある。

　当該事業が本市の活性化に繋がるまち
づくり事業として一層有効に機能していく
ために、関係機関等との緊密な調整を図
りつつ事業を推進していく。

186
尾道市美術展事務事
業

教育総務部 美術館

　市民の美術創作活動の振興を図
るとともに、鑑賞の機会を提供し芸
術文化意識の向上に資する。

　市民らから作品を公募し、審査の結果、入選作品以
上を市立美術館に展示する。観覧は無料とすること
で、広く市民に鑑賞の機会を提供し、創作意欲の刺激
と芸術文化意識の高揚に資する。近年は、出品点数
が300点を越え規模拡大が図られ、大学・高校生らの
若い世代からの出品増加もあり活況を呈している。

維持継続

　尾道市総合計画に掲げる「活力あふれ感
性息づく芸術文化のまち尾道」を実現してい
くうえで、市民参加による芸術文化の創作活
動を奨励していく具体的な事業として、継続
開催が望ましい。

　展覧会の開催日程、内容などを各分野
の有識者とよく協議を行い、出品し易い環
境づくりに取り組むことにより、いっそう魅
力ある美術公募展としての機能充実に努
め、本市の芸術文化の振興と活性化に寄
与していきたい。

187
市内美術館連携事務
事業

教育総務部 美術館

　尾道に培われてきた芸術・文化を
未来に伝えていくことを目的として、
市内美術館が相互に連携を図り、
市民が日常的に芸術・文化に親し
むことができる環境を整えていくた
め。

　尾道市には、圓鍔記念館、なかた美術館、尾道市立
美術館、平山郁夫美術館、耕三寺博物館、尾道白樺
美術館[尾道大学]といった地域に根ざした特色ある美
術館がある。「活力あふれ感性息づく芸術文化のまち
尾道」の創造を目指し、美術館の果たす役割が高まる
中、充実した鑑賞機会の提供と、美術への理解を深め
ていただくために、情報の共有化や発信に努める「尾
道市美術館ネットワーク」の取り組みを進めている。主
に、連携パンフレットの作成・配布、教育普及事業、学
芸員の意見交換などを実施。

維持継続

　美術館の入館者低迷は単館の努力で補え
るものではなく、相互の連携をもって相乗的
かつ継続的に取り組む必要があるため。
　また、各館の展覧会、接遇などの質的向
上のためにも、近隣の美術館による情報の
共有化が必要であるばかりか、物的或いは
人的な交流が求められている。

　連携を図ることにより、足並みを揃える
のではなく、相互の個性を損なうことのな
い特色を活かした取り組みでなければ、む
しろ事業を停滞させる危惧さえある。地域
に根ざした各館の独自性を尊重しつつも
「子ども学芸員の旅」を例に、一層魅力あ
る事業の企画展開を図ることによって、市
域全体或いは周辺広域を含んだ美術振興
に大きく貢献していきたい。

188
展覧会企画開催事務
事業

教育総務部 美術館

　収蔵作品による企画展のほか、国
内外を巡回する美術品の特別展を
開催し、市民が本物の美術品にふ
れる機会を提供するとともに、豊か
な感性の醸成と芸術文化意識の高
揚に資するもの。

　昭和55年、市民の草の根運動により開館した尾道市
立美術館も、施設老朽化改善と国内外の優品の収蔵・
展示に対応した施設整備の必要性から、平成15年建
築家安藤忠雄氏建築設計により、リニューアル・オー
プンした。これにより、特別展開催による優れた美術品
の展示公開のほか、所蔵品による企画展、市民公募
の市美展や尾道大学生の卒業制作展など、美術愛好
家から一般市民まで幅広く多様化する要望に応えた展
覧会開催に努めている。

維持継続

　国内外の優れた美術品の収集展示ができ
る機能を有した当館では、更に市民の作品
鑑賞機会の拡大を図るため、継続的に魅力
ある展覧会企画とその運営に努め、もって
尾道市の芸術文化の振興に寄与し、地方文
化の活性化を図る必要がある。

　美術館運営委員会と協議を交わしつつ、
運営業務全般から展覧会開催に至るま
で、市民ニーズに沿った「開かれた美術館
づくり」に取り組んでいく。具体的には、地
域に根ざした独自の企画による所蔵品企
画展のほか、国内外を巡回する優品を携
えた特別展の開催などに取り組み、多くの
来館者によって美術館の活性化を図るも
の。地方都市にあって一級の美術品にふ
れる機会を市民に広く提供していくことは、
故郷を誇り、豊かな感性の醸成と芸術文
化意識の高揚に大きな貢献が期待でき
る。
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189 検針業務 水道局 庶務課

　メーターの検針を行い水道使用量
を確認し、水道料金を確定する。

（業務内容）現地メーター検針、検針結果・データ取り
まとめ、再検針・漏水調査、特殊検針・特別対応検針、
漏水減額等検針データ修正処理
（外部委託範囲）平成21年度まで浦崎・百島地区を除
いて法人委託していたが、平成22年度から全地域を法
人委託化した。
＊事業費は料金徴収に係る全業務（検針業務、滞納
徴収業務、収納・還付業務等）の委託料の計。

改善

　平成22年度から検針業務の全てを法人委
託化した。

190
簡易専用水道及び小
規模貯水槽水道の調
査

水道局 工務課

　水道事業を水源とする受水槽方
式の水道の衛生不良を防止する。

　簡易専用水道・小規模貯水槽水道設置者への指導・
啓発、情報提供のため、設置状況を把握し、台帳の作
成及びファイリングシステムのデータ更新を行う。

改善

　簡易専用水道・小規模貯水槽水道設置者
に対し指導・啓発、情報提供を行うためには
ファイリングシステムのデータ更新が必要で
あり、現在委託中の給水情報更新業務に併
せての外部委託化を検討する必要がある。

　ファイリングシステムのデータ更新につ
いては、平成23年度から委託化できるよう
検討する。

191 漏水防止業務 水道局 工務課

有収率の向上 　年次計画に基づき調査区域を選定し、外部委託によ
り漏水調査（路面音聴、確認調査等）を行う。

維持継続

　約1,000ｋｍある水道管路の大半は埋設さ
れているため漏水調査には専門的な知識・
技術が必要であり、年次計画で地区割りをし
た上で外部委託している。
　これにより、有収率94.4％と高い水準を維
持している。

192 漏水調査業務 水道局 工務課

有収率の向上 　配水管理センターで常時監視している市内の配水状
況に異常が見られた際に、その水系について随時、職
員による緊急対応（音聴棒・漏水探知機による調査、
業者連絡、交通整理、住民対応等）を行う。

（年次計画に基づき計画的に実施している漏水防止業
務は外部委託化している。）

維持継続

　水系ごとの実績数値に基づいて計画的に
実施する漏水調査については、既に外部委
託化されており、本件事業は、配水池から配
する水量に異常が確認された際に緊急に漏
水調査を行うものである。目視で確認できる
場合もあるが、主に聴覚を頼りにして漏水箇
所を特定する必要があり、道路騒音等が発
生しにくい夜間を中心に担当部署の職員の
時間外勤務で対応している。
　突発的な事故対応として位置付けられる
事業で事前に計画することが困難であるこ
と、市内には受託者となりうる業者がいない
ことなど、外部委託にはなじみにくい事情も
あり、維持継続とする。
　なお、年次計画に基づき計画的に実施して
いる漏水防止業務は外部委託化している。
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