
平成23年度　事務事業評価対象事業総括表

部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

転入者に、市民生活を送る上で必 市役所窓口での手続きや、公共施設の情報を掲載した「暮 新たな転入者にとって、市政情報をまとめた冊 平成23年度に県内都市の市政情報誌発行状況

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

1 企画部 秘書広報課
暮らしのガイド発
行業務

転入者に、市民生活を送る上で必
要な市政情報を提供する。

市役所窓口での手続きや、公共施設の情報を掲載した「暮
らしのガイドブック」を毎年作成し、本庁、各支所窓口で転
入者に配付。ホームページへも掲載。

改善

新たな転入者にとって、市政情報をまとめた冊
子は、尾道市での生活をスムーズに始めるにあ
たって不可欠である。
近隣自治体では、作成費用や配布費用を広告収
入で賄う官民協働事業での作成・配布が増えてき
ており、本市でも今後、内容の見直しとともに、官
民協働事業での作成・配布も検討していく必要が
ある。

平成23年度に県内都市の市政情報誌発行状況
について調査を行い、内容の充実を図るととも
に、官民協働事業での作成も検討する。

　本来、土地公図は地方法務局（支 　前年度の土地の表示登記に係る分筆・合筆等の登記申
づ

　公図は法務局に備え付けられたものが正本であ 改善点としては

2 財務部 資産税課
地籍図修正及び
製本委託業務

本来、 方法務局（支
局）に備え付けであるが、適正課税
及び課税説明の資料として土地原
図を整備し、毎年、異動更新（修
正）している。併せて、市民等の便
宜を考慮して、隔年度において複
写製本したものを必要な者に閲覧
する。

前年度 表 記 係 分筆 合筆等 記申
請書に基づき、毎年、変更のあった約6,000筆について、土
地原図の修正作業を行い、隔年度において複写製本を
行っている。複写製本した閲覧用公図は資産税課（尾道、
御調、向島地区）、御調支所（御調地区）、向島支所（向島
地区）、因島総合支所（因島地区）、瀬戸田支所（瀬戸田、
因島［原・洲ノ江］地区）で市民等の閲覧に供している。 改善

法務局 備 本 あ
り、市は副本を閲覧に供しているのみである。
　公図の閲覧を中止することも考えられるが、市
民の利便性の面から継続する意義は高いと思わ
れる。また、仮に閲覧用の複写製本は休止したと
しても、適正課税のための資料である公図の修正
作業は必要な事業として残る。
　製本にあたり、現在は青焼きによる複写を行っ
ており比較的割安であるが、将来的には青焼きに
よる複写が出来なくなる可能性があり、

改善点
・閲覧手数料の適正化については、類似する他の
手数料とあわせ、全庁的に取組む必要がある。
・現状の青焼き複写による製本化がいつまで対応
可能か、その動向を確認すると共に、今後の対応
策を検討する。
・費用対効果を勘案しながら、全体的に経費削減
に取組む。

よる複写が出来なくなる可能性があり、
　その際には何らかの対応が必要となる。

公図は現況を必ずしも反映してい
ないため、航空写真を基に現況に
近い地番図を作成し、税務地図シ
ステム（GIS)を構築している。賦課
事務の合理化を図り、課税の適正
化を推進するために必要不可欠な

固定資産情報管理システム（GIS)により、航空写真・現況地
番図・都市計画図・住宅地図等をレイヤー化し、本庁及び
支所において賦課業務及び課税説明に活用している。毎
年の土地異動を反映させるため、業者委託によりデジタル
データである地番図の分筆・合筆等の異動更新を行う。

・本事業は税務地図情報を個別GISの電子データ
として整備しているものであり、課税事務の合理
化及び適正・公正な課税の推進並びに窓口業務
や各種照会への回答等において大幅な時間短縮
が図られている。
また、庁内の他の部署（特に事業課など）におい

3 財務部 資産税課
現況地番図修正
委託業務

化を推進するために必要不可欠な
資料であり、土地異動に合わせ元
図面である地番図を異動更新す
る。

維持継続

また、庁内の他の部署（特に事業課など）におい
ても、このデータは充分に活用されており維持継
続と判断する。
・システム保守における導入、運営支援業者との
随意契約と、全庁的なＧＩＳシステムへの発展な
ど、今後の課題もあるが、投資的、経常的経費と
もに、費用対効果を勘案しながら、課税の適正化
を第一に、総合的に判断する必要があると考え
る。

4 財務部 資産税課
家屋形状データ
作成委託業務

尾道・御調・向島地区の家屋形状
図は既に作成されており、第2次合
併により新たに加わった因島・瀬戸
田地区の家屋形状図を取得するこ
とで、課税客体の把握について一
体的な管理を行う。

　平成１８年度撮影の航空写真を基に家屋背景の形状図を
取得することで、個別ＧＩＳである税務地図システムにより閲
覧を可能にし、将来、持続的に航空写真の撮影を行うこと
で、その間の家屋の新増築、滅失、土地異動などについて
把握ができる。システムを活用することで適正課税の推進
を図るものであるが、因島・瀬戸田地区についてはデジタ
ルデータが無かったため、新たに両地区についての家屋形
状図を作成し、システムによる一体管理を可能にしたもの

完了･休
止・廃止

　この事業は、合併に伴って生じたものであり平成
１９年度で完了した。

今後、この事業は、評価替え前年度に実施してい
る航空写真撮影事業に含めて継続実施していく。
それによって、単独で事業実施する場合と比較し
て、より安価な価格で実施できると思われる。

状図を作成し、システムによる 体管理を可能にしたもの
である。

5 総務部 総務課

市例規集・例規
システムに関す
ること

市例規集を編纂し、データベースシ
ステム化することにより、事務の効
率化を図る。また、ホームページで
公開することで、行政の透明性の
確保及び住民への情報提供の向
上を図る。

加除式例規集と電子データの例規システムの維持管理をし
ている。例規の制定、改廃に伴い、例規の内容を更新して
いる。更新作業、加除式例規集の加除は、委託業者が実
施している。加除式例規集は各課、議員、図書館等に配布
し、例規システムは庁内イントラネットにおいて職員が利用
し、及びホームページにおいて一般の公開に供してる。 維持継続

条例・規則は行政運営の根拠となるものであり、
また、条例・規則の公表は市行政の透明性を確保
し、市民の市政参加を促進するための基盤として
必要である。加除式例規集は、市民への説明や
情報提供の手段として、また、行政の根拠を証す
るものとして、必要と思われる。
引き続き、例規システムの整備・運用を適正に行

加除式例規集から電子データ例規集へと利用頻
度がシフトしているので、実態調査を踏まえ、各課
の事務が多少なりとも軽減するのであれば、加除
式例規集の発行部数の削減を検討する。ただし、
現行の委託契約において、加除式例規集の加除
費用が部数、ページ数にかかわらず定額とする内
容になっていることから、現行の契約が有利であ続 、例規 備 用を適 行

う。
容 な 、現行 契約 有利 あ
る可能性が高いので、慎重に判断する必要があ
る。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

命の大切さや相手への思いやりと
いう基本的人権を尊重する精神を
育む。

人権啓発活動地方委託事業として、法務省から委託を受け
て「人権の花運動」を行っている。
尾道市、尾道市人権擁護委員会、広島法務局尾道支局が
連携し「福山・尾道地域人権啓発活動ネットワーク協議会」

１３年連続自殺者３万人、人権侵犯事件年間２万
件が示す、現代社会の課題解決に向け、子どもの
頃から命、人を大切する人権意識を育んでいく必
要がある。
後 道 務

6 市民生活部 人権推進課
人権の花運動事
業

議
を構成、毎年、市内３小学校を指定して実施している。植樹
式では人権擁護委員による人権講話や紙芝居を行ったり、
各小学校では、「人権」や「人権の花」に関する事前学習や
事後学習を行うなど、様々な取り組みをしている。
平成２１年までは、友情の木「アメリカハナミズキ」を植樹し
ていたが、平成２２年度からは、アメリカハナミズキが全校
にいきわたったため、ヒヤシンスの栽培セットに変更して実
施している。

維持継続

今後とも、尾道市人権擁護委員会、広島法務局尾
道支局等と連携し、より一層の啓発効果が高まる
ような内容としていく。

7 市民生活部 人権推進課
人権擁護委員会
補助事業

人権擁護委員の活動を活性化す
る。

尾道人権擁護委員協議会(尾道市、三原市、世羅町で構
成)、尾道市人権擁護委員会へ補助金を交付する。

維持継続

　人権擁護委員は法務省から委嘱されている。人
権擁護委員法に規定するその役割と使命を十分
に果たし、人権擁護活動を活性化し、人権が尊重
された心豊かな地域社会の醸成を図っている。
人権擁護委員が人権擁護活動等、その職務を十
分果たすことのできる環境を引き続き整備してい
く。

保護器を現地まで搬送することによ 全市民を対象に野犬保護器の貸出しを行っている。業務は 一次的には、広島県愛護センターにおいて実施す 因島総合支所の事業を集約して実施し、効率化

8 市民生活部 環境政策課 野犬対策業務

保護器を現地まで搬送する とによ
り野犬保護作業の実施率の向上を
図り、野犬の脅威から市民を守り、
安心、安全で快適な街づくりを行
う。

全市民を対象に野犬保護器の貸出しを行っている。業務は
尾道市公衆衛生推進協議会に委託し、保護器を現地まで
運搬及び保護された犬を広島県動物愛護センター（三原市
本郷町）まで搬送している。

改善

次的には、広島県愛護センタ において実施す
べき事業であるが、地域住民・観光客の安全・安
心の確保のため引き続き実施すべきである。因島
総合支所において同様の事業を行っており、地域
性も考慮しつつ市全体で集約して事業を実施し、
効率化を図る必要がある。また、保護作業には地
域の協力が不可欠であり、地域の体制作りにも取
り組む必要がある。

因島総合支所の事業を集約して実施し、効率化
を図れないか、委託形態も含めて再検討を行う。
野犬対策では、地域での取組が重要であり、野犬
を増やさない取組を地域で実践することで、市の
関与を減らしていく。

御調さ き団地（貝ケ原 丸門田） 御調さ き団地（貝ケ原 丸門田）飲料水供給施設維持管 上水道が接続される（平成２５年）まで継続して実 上水道接続時にこの業務は廃止する

9 市民生活部 環境政策課

さつき団地飲料
水供給施設維持
管理業務

御調さつき団地（貝ケ原、丸門田）
住民への衛生的な飲料水の供給を
行う。

御調さつき団地（貝ケ原、丸門田）飲料水供給施設維持管
理業務を行う。

完了･休
止・廃止

上水道が接続される（平成２５年）まで継続して実
施する。

上水道接続時にこの業務は廃止する。

廃止した埋立処分場の影響調査を
行い、安全性を確認し、地域住民
の理解を得る。

旧三成不燃物埋立場の周辺環境調査として、飲用井戸の
水質検査を行っている。閉鎖後も継続。

　不燃物埋立場の浸出水（地下水）への影響を調
べるとともに安全性を確認し、地域住民の理解を
得るため 引続き影響調査を含め水質検査を行う

10 市民生活部
衛生施設セ
ンター 環境調査

の理解を得る。

維持継続

得るため、引続き影響調査を含め水質検査を行う
必要がある。
　平成22年度に地域住民と協議を行い、希望者の
みを対象としたことにより、件数は27件まで落ちて
いる。今後も地域住民と協議していく中で、効率的
に実施していく。

医療機関が十分でない離島の健康
診断を行うことにより病気の早期発
見 早期治療を図る

社会福祉法人恩賜財団広島県済生会が医療機関が十分
でない離島の健康診断を済生丸巡回診療として無料で行
う

恩賜財団済生会は、平成２４年度以降、市より業
務受託して負担金を受けることを検討している。
このため 済生会の方針決定によっては 平成２４

負担金を求められることになれば、住民に対して
十分な周知をし、理解を求めることが必要であ
る

11 福祉保健部 健康推進課

済生丸巡回診療
（人間ドック）に関
すること

見、早期治療を図る。 う。
実施回数：年間6回　（福田桟橋4回　泊桟橋2回）　各日定
               員20人
健診内容：問診　身体測定　尿検査　血圧測定　血液検査
　             心電 図（特定健診及び後期高齢者健診内容）
　　　　　　  胸部Ｘ線検査　腹部超音波検査　胃がん検査
               大腸 がん検査
健診事務：健診啓発　健診申込受付（百島支所）健診結果
               通知　説明

改善

このため、済生会の方針決定によっては、平成２４
年度以降の事業の実施方法について検討し、見
直しをする必要がある。

る。

通 説明
巡回診療事業に関する県市町関係者連絡会議参加
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

尾道市医師会看
護専門学校 尾

看護師・准看護師の養成所の安定
的運営及び強化並びに充実を図
る。

看護師・准看護師養成所における教育の充実を図り、質の
高い看護職員を養成する目的で運営費の助成を行う。
【平成２２年度　補助金内訳】
・看護専門学校

師

　看護職員の需要は、医療の高度・専門化、高齢
化などによる看護サービスの伸びにより増加して
いる一方で、少子化の進展により今後看護師養
成施設の入学者の確保が困難になり、供給不足
が

12 福祉保健部 健康推進課
護専門学校・尾
道准看護学院運
営費助成

護
　国・県　16,272千円　県医師会　1,135千円
　　　 計　17,407千円
・准看護学院
  国・県　9,457千円　県医師会　1,031千円
　　　 市　3,600千円　　     　計14,088千円

維持継続 が懸念される。
　看護師、准看護師の安定確保を図るため、養成
施設の運営を支援し、助成する制度は今後も、継
続して行う必要がある。

　喘息を抱える児童の喘息対策とし
て、サマーキャンプ（林間学校）を通
して、精神的・体力的に自信を与え

　毎年、３泊４日のサマーキャンプ（県立福山少年自然の
家）を尾道市小児ぜんそく対策協議会（構成：医師会・ぜん
そく父母の会・教育委員会・校長会）が尾道市他団体の補

対象となる児童は、幼少期より発作への恐怖心を
抱え、保護者に対する依存心が強まるなど精神
面、自律（自立）面でもサポート、改善が必要であ

13 福祉保健部 健康推進課
小児ぜんそく対
策助成事業

して、精神的 体力的に自信を与え
ることを目的とする。

そく父母の会 教育委員会 校長会）が尾道市他団体の補
助を受けて開催。親元を離れても自分でできるという自己
達成感の獲得、自然と触れ合う中での仲間との共同生活
体験、また自分でできる喘息対策、自己管理による喘息の
コントロールを習得させる。
【運営補助・助成一覧】
尾道市補助金：162,000円
ライオンズクラブ助成金：200,000円
尾三地域保健対策協議会助成金：50,000円
ＪＡ尾道総合病院助成金 80 000円

維持継続

面、自律（自立）面でもサポ ト、改善が必要であ
ると考えられている。
医療機関での診療に加え、サマーキャンプ療法を
行うことは、喘息の治療において欠かせない治療
法の一つと考えており、今後も継続して実施する
必要がある。
なお、市の補助金以外に、参加者の会費、県の尾
三地域保健対策協議会・ＪＡ尾道総合病院・ライオ
ンズクラブからの助成金等でサマーキャンプを運
営していることから 今後はサマ キャンプの運営ＪＡ尾道総合病院助成金：80,000円

                            計492,000円
営していることから、今後はサマーキャンプの運営
状況を考慮しながら、引き続き助成団体と調整を
図る必要がある。

14 福祉保健部
高齢者福祉
課 団体助成

独立行政法人福祉医療機構からの
建設資金借入金償還に係る元金及
び利子補給をすることにより、法人
及び施設の運営が安定し地域の老
人福祉に貢献することを目的とす

独立行政法人福祉医療機構からの建設資金借入金償還に
係る元金及び利子補給。

維持継続

（社福）高見福祉会への助成は、平成２２年度で
終了した。（社福）原田ヒカリ会への助成は、養護
老人ホーム建設における元金及び利子補給で、
当法人との協約に基づき実施しており、平成３２年
度の終了まで継続する必要がある。人福祉に貢献する とを目的とす

る。
度の終了まで継続する必要がある。

15 福祉保健部
高齢者福祉
課

尾道ふくしむら老
人福祉センター
管理運営

高齢者の生きがいと自立を推進し、
他の世代との交流を図り、高齢者
の福祉を増進する。

　尾道ふくしむら老人福祉センターの施設管理を行うととも
に、高齢者に関する各種の相談に応じることや、高齢者に
対しての健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの
ための便宜を総合的に供与する事業を実施するとともにセ
ンターや多目的広場の使用受付を行う。
　
　尾道ふくしむら老人福祉センター（尾道生きがい活動推進

改善

今後とも事業の継続は必要であるが、国の補助
金削減など、厳しい経営状況の中、経費削減や効
果的な事業のあり方、利用者の適正負担などの
検討が必要と考えられる。

事業を継続するに当たり
・世代間との交流を推進する事業（教室のメ
ニュー）を検討する。
・より効果的な事業となるよう、広報やＰＲ等の活
用による利用者の参加促進策を検討する。
・効率的な事業運営による経費の削減を実現す
る。尾道ふくしむら老人福祉センタ （尾道生きがい活動推進

センター・尾道ふくしむら多目的広場・尾道ふくしむら憩いの
散歩道）の管理運営

る。

16 福祉保健部
高齢者福祉
課

高齢者虐待等に
係る地域ケア会
議

認知症や虐待を受けている高齢者
が、地域において尊厳ある生活を
維持し安心して生活できるよう、地
域包括支援センターを中心として関
係機関が連携して専門的・継続的
に支援していく。

高齢者虐待などの高齢者の課題に対し、行政並びに関係
者が一堂に介し、解決に向けた総合調整を行う。
会議の開催準備（議題調整、参加者調整、開催通知、開
催、議事録調整）及び会議の開催
　【協議項目】
　・市長が行う成年後見審判請求の申立ての審査 維持継続

認知症や高齢者虐待は年々増加し、地域ケア会
議の重要性はますます高くなっており、今後も必
要に応じて開催していく。
　なお、会議の準備、開催にあたっては、迅速で効
率的な事務処理が行えるよう、引き続き各会議後
に次回に向けての改善点を検討しながら進めてい課

議
に支援していく。 　 市長が行う成年後見審判請求の申立ての審査

　　・高齢者虐待に対する対応の検討
  　・生活支援サービスの調整

に次回に向けての改善点を検討しながら進めてい
く。

17 福祉保健部
高齢者福祉
課

ケアプラン指導
検討会議

適正なケアプラン作成のための研
修を実施する。

ケアマネジャーや地域包括支援センター職員が、適切なケ
アプランを作成できるように講師を招き、指導検討会議を開
催する。

維持継続

適正なケアプランを作成していくため、引き続き講
師を招き研修等を実施していく。
なお、研修運営に関しては、実施後に評価分析を
行い、次回開催に向けて効率的かつ効果的な研
修運営が行えるよう 引き続き改善を図る

検討 議
修運営が行えるよう、引き続き改善を図る。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

介護予防に資する総合的なマネジ
メントのためにシステムの管理運営
を行う。

　サーバーを市役所本庁に設置し、市内７箇所の各地域包
括支援センターの事務所にパソコン４１台（平成２３年７月
末）を配置し、高齢者に対応する包括的な支援及び介護予
防に資する活動をしている。市役所内と市内の各地域包括

システムの運営にあたっては、ハード類の保守点
検、修繕、ソフトウェアは制度改正などのプログラ
ム保守が必要である。
　リース期間が満了し継続使用しているため、リー

が

システムの継続使用に当たっては、経費削減と保
守管理の労力・負荷のバランスを考慮しながら適
正化に努めること。
システムの更新を行う場合は、費用対効果を考慮

18 福祉保健部
高齢者福祉
課

地域包括支援セ
ンターシステム保
守

括
支援センターとを電話回線で結んでいる。ハードウエアの
保守点検は月1回行い、ソフトウエアの保守点検はトラブル
発生時に対応するものとしている。
　・高齢者台帳の作成
　・介護予防プランの作成
　・介護予防ケアマネジメントの管理
　・国保連合会への請求
　・国保連合会からの入金の確認

改善

ス料は減額となっているが、システムを継続使用
するために、今後、ハード類の更新を含め更新、
他社への移行なども含め検討する必要がある。

更 場 費 考
し、合理的かつ効率的な事業となるよう検討を行
う。

必要な介護サ ビス以外の不要な 「介護給付費通知」は 圧着はがきに介護給付費通知の打 封書による通知から 圧着ハガキへの打ち出しで

19 福祉保健部
高齢者福祉
課

介護給付費適正
化事業

必要な介護サービス以外の不要な
サービスが提供されていないかな
どを検証し、利用者に対して適切な
サービスを確保するとともに、介護
給付費や介護保険料の増大を抑制
するなど、介護給付の適正を図るこ
とを目的とする。

「介護給付費通知」は、圧着はがきに介護給付費通知の打
出しをし、介護保険サービス利用者に年４回送付する。介
護保険サービスを利用した者に対し、保険負担の９割分を
含めた介護給付費の実績を通知することにより、真に必要
な介護サービス以外の必要なサービスが提供されているか
のチェックを施す。この他にも、「ケアプランの点検」、「医療
情報との突合・縦覧点検」、「認知調査状況チェック」、「住
宅改修・福祉用具の点検」を行うことで、適正化を図る。ま
た、介護支援専門員の資質向上を目指す取り組みとして、

維持継続

封書による通知から、圧着ハガキへの打ち出しで
事務量及び郵送代の縮減を図ってきた。
介護給付費の適正化に努めることは、保険者の
責務であり、今後も適正化を維持継続していく必
要がある。

た、介護支援専門員の資質向上を目指す取り組みとして、
介護支援専門員育成支援も行う。

20 福祉保健部
高齢者福祉
課

福祉用具・住宅
改修支援

ケアマネジメントを受けていない要
介護認定者に対して、住宅改修の
申請時の負担の軽減を図り、在宅
で生活がおくりやすいように支援す
る。

　住宅改修に関する相談・情報提供や住宅改修費に関する
助言を行うとともに、要介護認定などを受けて住宅改修の
みを利用した人に対して、居宅介護住宅改修費または介護
予防住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した事業
所に手数料を支払う。 維持継続

住宅改修のみにより、在宅生活が継続できるケー
スは、ケアマネージャーを常には必要としない場
合があるが、その場合、理由書が作成されないた
めに住宅改修を行うことを妨げてしまわないように
する必要がある。また、ケアマネジメントを受けて
いない要介護認定者の申請時の負担の軽減を図
り、適切な住宅改修が行うことができるようにするり、適切な住宅改修が行うことができるようにする
必要がある。

21 福祉保健部
高齢者福祉
課

認知症高齢者見
守り事業

認知症になっても在宅で生活できる
ように、専門的な知識を持つボラン
ティアを派遣して、認知症高齢者の
話し相手や見守りなどを行い、認知
症高齢者の介護を支援する。

在宅の認知症高齢者等を介護している家族に対し、概ね月
２回（１回あたり２時間程度）、専門的な知識を持つボラン
ティア（やすらぎ支援員）を派遣して、認知症高齢者の話し
相手や見守りなどを行い、認知症高齢者の介護を支援す
る。
相談及び申込み、申請受付、市社協へ連絡しやすらぎ支援
員が調整される。決定通知を送付、見守り活動が実施され
る

改善

今後、ますます認知症高齢者の増加が見込まれ
ている中で、認知症になっても住み慣れた家で生
活を続けていくために、高齢者本人や在宅で見守
る家族への支援として必要な事業である。

・市社会福祉協議会との連携を密にして実施す
る。
・やすらぎ支援員の研修や養成を進めながら、よ
り効果的に派遣する手法を検討する。
・認知症の人を在宅で見守る家族に対する支援
のあり方を検討する。

る。

22 福祉保健部 因島福祉課
スパーク因島管
理事業

ゲートボールを通じて高齢者の健
康の維持を図り、併せて地域住民
の世代間交流を促進し、地域福祉
の増進に寄与するよう、適正な維
持管理を行う。

 スパーク因島の維持管理
 施設の概要
　屋内ゲートボール場（2面　1482.37㎡）　　屋外ゲ－トボー
ル場（4面）　　クラブハウス　（113.74㎡）
　指定管理委託料は236千円　修繕料　19年度　742千円
20年度　47千円

改善

ゲートボール愛好者は減少傾向にあるが、高齢者
が使用する施設としては、現在も高い利用頻度を
保っている。立地場所も市民が集いやすい位置に
あり、将来的には幼児から高齢者までが活用でき
る施設へと発展させるなどの検討が必要である。

多様な利用が出来る施設へと発展させたい。今
後も、福祉施設として管理することが適当かどう
かも含め検討を行う。
　現在の指定管理委託契約が、平成25年度末で
あり、それを一つの目処として関係機関で協議
し、ゲートボール以外の利用についても検討を行
う。

地域の農業の振興と住民福祉の 農村総合整備モデル事業により北部地域の内、木ノ庄 これまで施設の利用目的に即し、地域の住民の 管理費用の削減に向け、受付・清掃業務の一括

23 産業部 農林水産課

農村環境改善セ
ンター維持管理
事務

　地域の農業の振興と住民福祉の
総合的な向上を図ることを目的とす
る。

農村総合整備モデル事業により北部地域の内、木ノ庄
東、木ノ庄西、美ノ郷地区を一つの受益範囲として、地域の
生活環境の問題解決への活動、スポーツ、文化活動、伝統
文化の紹介等の活動を実現していくため、平成6年10月供
用開始した施設である。
　施設が快適に利用できるよう維持管理運営をする。使用
許可等受付、使用料収納事務、開館時の施設管理は業務
委託している。定期的に使用料の集金に行き、施設の状況
を確認している。
○施設の概要：RC平屋建（H6年建築） 延べ床面積1 194

改善

これまで施設の利用目的に即し、地域の住民の
利用に対応してきたが、計画時の範囲（木ノ庄東、
木ノ庄西、美ノ郷）から全町（旧尾道市）へと変
わっており、特定の学校や団体など、スポーツや
文化活動の利活用の頻度が多くなっている。
　維持管理費については、法定管理（浄化槽、電
気工作物、消防用設備）、日常管理、清掃業務に
加え、近年、空調・電気等の修繕費の支出も増加
しており、管理の効率化によるコスト削減が課題と
なっている

管理費用の削減に向け、受付 清掃業務の 括
委託、清掃業務の頻度・内容の見直し（床拭き、
洗浄）、利用者による清掃の徹底などによりコスト
縮減を図る。また、類似施設の利用料金との比較
検討により収入増について検討する。
　なお、指定管理者制度の導入については、他の
市町の管理方法を調査し、職員工数の圧縮、コス
ト縮減の取組みと費用・内容を比較検討の上可否
について決定する。

事務 ○施設の概要：RC平屋建（H6年建築）、延べ床面積1,194
㎡、会議室、調理実習室、体育館等を備えている。

なっている。
　1日3件程度の利用状況であり、清掃業務の内容
を見直すことにより清掃業務と受付業務を併せて
委託するなど、管理コスト削減の必要がある。ま
た、正規職員の工数が高いので、管理業務の見
直し、指定管理者制度導入の可否の検討等、工
数を減らす方策を検討する必要がある。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

　市内農業者の所得向上と経営安
定を図るため、市とＪＡ尾道市が振
興すべき収益性の高い作物の栽培
方法や労力軽減のための技術普

農

　栽培技術展示する品目は、水稲、落葉果樹・柑橘類、野
菜等において、市とＪＡが振興すべき重点品目をピックアッ
プし、栽培技術や省力化技術の普及を図り、農家経営の一
助とするため、ＪＡ尾道市に対し委託する。

道 が

・持続的・安定的な農業経営の実現においては、
新品種・栽培技術、労力軽減対策など、高付加価
値化への取組みが不可欠であるが、ＪＡ尾道市に
対し委託形式で行うべきものか、事業費の固定化

が

・現在、農林水産関係所管（本庁・支所）のすべて
の事務事業について、独自に評価を行っており、
事業の廃止、類似事業の再編、メニュー方式及び
ステップアップ方式による施策の総合化を検討中

24 産業部 農林水産課
栽培技術展示圃
設置委託事業

及のため、広く農業者に展示し、普
及啓発を目的とする。

　ＪＡ尾道市は、県の指導を得ながら栽培技術の試験を組
合員のほ場で行い、試験研究の取りまとめを行っている。
　（展示圃の内容については、各生産部会の講習会等で指
導し、普及を行っている。）

抜本的
見直し

費
と合わせ改善の余地がある。
・現在、農業振興ビジョンにより、農業の担い手の
育成・確保と尾道産農産物の消費拡大に向け、施
策を重点化しており、これらの施策と連携し、より
成果が出るよう事業の見直しが必要である。

であり、当事業もこれら取組みにおいて、より効果
的な施策となるよう見直しを行う。
　また、事業費の固定化、委託方式について、経
費の高騰を抑えつつも、事業のあり方、目的に適
合する方式に改善を行う。
・将来的な課題も含め、ＪＡ尾道市など農業関係
団体との役割分担や連携のあり方なども長期的
な視野に立って調査、研究を行う。

25 産業部 農林水産課 診療事業費

安心・安全な畜産物を生産・提供す
るために、健康な家畜として飼育す
ることを目的とする。

　畜産行政に係る事務手続や、畜産農家から傷病治療・事
故外診療（去勢・保険に加入していない家畜の診療等）・人
工授精等の往診依頼を受け、家畜共済の診療指針・診療
点数に基づき診療を実施する。
農家戸数　11戸　　飼養頭数　２３４頭 維持継続

合併による診療範囲の拡大により全体的な業務
量は増加しているが、市内の畜産農家の高齢化、
後継者不足などで将来的な需要の変化も考えら
れるため、本市における畜産業のあり方や、獣医
師を取り巻く課題については、長期的な視野に
たっての検討が必要である。
当面は獣医師業務の効率化を図りながら、維持
継続とする。継続とする。

①国県が行う就業支援事業につい
て、支援を行い新規の就業促進を
行う。
②次世代を担う漁業青年の研修、
新技術等の導入を行う。

①水産業人材育成対策事業（単県事業／短期研修）と新
規就業者確保育成事業（国庫事業／長期研修：６か月、最
長１年）の受入れ漁協に対し、研修漁船燃料費の一部を補
助する。補助額は船就業研修時に要する消費燃料費の１
／２以内で、上限額は５，０００円／日、２０日／月を限度と
する。
②漁業青年の新技術導入、新規事業実施の先進地研修を
行い 漁業後継者の育成確保につなげる

市内漁業者は急激に減少しており、特に後継者不
足は喫緊の課題である。
市が漁業後継者の確保育成を支援することは尾
道市水産振興ビジョンの目指す市民へ新鮮で安
全な水産物を安定供給するための最重要課題で
あり、今後とも継続して事業を実施していく必要が
ある。
また 研修内容については 朝市（直販・尾道漁

これまで取り組んできた漁業者による直販は所期
の目的を達成したものと思われる。
今後は、
・漁業や水産物の加工などの新技術の導入と、尾
道の重点地魚を中心に漁協の共同出荷販売の
拡大と販路の開拓を図る方向での事業展開を検
討する。
・定期的に研修で得た技術 事業について効果測

26 産業部 農林水産課
漁業後継者育成
事業

行い、漁業後継者の育成確保につなげる。

改善

また、研修内容については、朝市（直販・尾道漁
協）が実績を積み、平成２２年度から因島市漁協
でも開始している。
明石浦漁協とでの漁協共同販売研修についても、
ＪＡええじゃん尾道店での市内６漁協の共同出荷
販売が平成２３年８月から開始されるなど、実績を
挙げている。
このため今後の展開については、新たな手法を取
り入れるなど、より効果的で効率的な事業内容に
なるよう改善を行う必要がある

・定期的に研修で得た技術、事業について効果測
定を行い、漁業者の所得向上と漁業後継者の育
成確保につながるよう、課題の把握と解決方策を
検討する。

なるよう改善を行う必要がある。

27 産業部 商工課
一日若者しごと
館事業

ハローワークにおける求職者の割
合として、概ね35歳までの若年求
職者の割合が高く、就職活動をす
る上で仕事や就職に関して不安や
悩みを持っている人も多くいるの
で、この人達に仕事探しや就職に
関して前向きに取り組んでもらい

広島県等の協力により、若者の就職支援を目的に、ハロー
ワーク尾道と連携して、キャリア・コンサルティングやパソコ
ンでの職業適性診断、就職関連情報の提供や求人情報誌
の閲覧、ハローワークでの職業相談・職業紹介等を行なっ
ている。
市の予算措置はなく、会場の確保・事業周知・相談者への
対応を主として行 ている この事業は 国の「若年者地域

改善

ニート・フリーター等の社会的問題も引き続きク
ローズアップする中、若年求職者の就職支援は継
続して行う必要がある。
今後も国・県の動向を注視しながら、ハローワーク
尾道と連携を図りつつ、効率的かつ効果的な事業
となるよう改善を図る。

場所の変更や島嶼部での開催等、利用しやすさ
を工夫するとともに効率的な運用を図る。

館事業
関して前向きに取り組んでもらい、
最終的には就職に結び付けること
を目的とする。

対応を主として行っている。この事業は、国の「若年者地域
連携事業」を、県が組織する任意の協議会が受託し各自治
体と実施している。

28 産業部 商工課
労働金庫預託事
業

市内に居住又は勤務している勤労
者の福利厚生を促進する。

市内に居住又は勤務する勤労者に対して低利な融資制度
を設けるなど、福利厚生を促進するため、市から中国労働
金庫へ年間３億５千万円(平成22年度）を預託している。

縮小

市から労働金庫へ預託を行うことで、市内に勤務
又は居住する勤労者が、安定した生活を維持する
ための有利な融資制度等を設けることができるた
め、預託事業は今後も勤労者の福利厚生面にお
いて重要なものと考える

貸付実績と預託額が連動するよう努めるととも
に、融資制度のより効率的な運用について等、労
働金庫と協議・調整していく。

28 産業部 商工課
業

縮小 いて重要なものと考える。
預託額については状況に応じた検討が必要と思
われる。
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29 産業部 商工課
特定地場産業振
事業

地域の重要な産業である海事産業
の持続的発展が可能な「海事都市
尾道」の実現を図る。

海事関係の人材確保・育成や、地元の重要な産業である
海事産業の持続的発展、海事思想の啓発などに総合的に
取り組み、海のまちづくりを推進する。

改善

市の重要な産業である海事産業の将来を見据え
た事業である。
　教育機関の協力を得て、小・中学生に、より興味
をもってもらえるような海事体験講座等を開催する

平成２３年度は、新規に小学生向けの海の理科
教室や中学生向けの船の科学教室、造船学習講
座などを開催することとしている。
　今後も、海事都市尾道推進協議会において、よ

算
29 産業部 商工課

興事業
改善 など、次世代の海事産業を担う人材育成を図る必

要がある。

議
り効果的な事業内容や予算規模について十分に
協議を重ねながら次世代の海事産業を担う人材
育成をテーマに実施していく。

まちづくり推
屋上広告物撤去

景観地区内の屋上広告物の撤去を
促進することで、眺望景観の保全を
図る。

屋上広告物撤去費用の補助金交付申請に基づき、対象物
件に対して補助金を交付する（補助対象事業費１／２限度
額３０万円）

善

屋上広告物撤去に係る補助金交付要綱を期間を
限定（平成２５年３月３１日まで）して運用している
が、補助金を活用して撤去された屋上広告物は、
景観地区内にある屋上広告物のなかでも一部で
ある。

 平成２４年度が、屋上広告物撤去費用補助金活
用できる最終年度となる。
今後は、許可申請時などにも、制度の周知と撤去
のお願いをする取り組みを強化する。補助金制度
の活用による景観地区内にある該当する屋上広

30 都市部
まちづくり推
進課

広告物撤去
費補助金に関す
る事務

改善
ある。
　条例の経過措置の中で景観地区内の既存の屋
上広告物は継続した許可を行っており、撤去がな
されていない現状がある。

の活用による景観地区内にある該当する屋上広
告物掲出者に対して、直接訪問するなどにより、
屋上広告物の撤去のお願いを行う。
　屋上広告物撤去が進まないようであれば、条例
等の改正も含めて検討していく。

生活で排出する汚水を処理する施
設の維持管理費用を利用者が負担
する。また、公共下水道整備費用

公共下水道使用料は、賦課徴収を水道局へ委託し、上下
水道料金システムにより水道料金と合算して利用者から徴
収している。特定環境保全（御調町）公共下水道使用料

　料金体系の再構築、特定環境保全公共下水道
及び汚水処理施設事業の料金徴収について、改
善の必要がある。公共下水道事業は、計画的な

汚水処理施設事業の料金徴収については、平成
24年度を目途に水道局へ委託する。
特定環境保全公共下水道の料金徴収について

31 都市部 下水道課

公共下水道使用
料、負担金、分
担金賦課徴収事

する。また、公共下水道整備費用
の一部を処理区域の土地所有者等
（受益者）が負担する。

収している。特定環境保全（御調町）公共下水道使用料
は、基幹系システムにより職員が賦課徴収業務を行ってい
る。受益者負担金は単独システムにより職員が賦課徴収業
務を行っている。汚水処理施設使用料は、手作業により職
員が賦課徴収業務を行っている。

改善

善の必要がある。公共下水道事業は、計画的な
整備及び水洗化の推進により事業収支の改善を
図る。平成23年度の認可計画変更による整備が
進む5年後の平成28年度までに、利用者数や維持
管理費用の推計を元に料金体系を再構築するよ
う検討する。
　特定環境保全公共下水道事業は、御調町の上
水道の普及が平成26年度完了予定であることに
あわせ、使用水量や維持管理費用の推計を元に
世帯人数制から 使用水量制に見直しすることつ

特定環境保全公共下水道の料金徴収について
は、料金制度の見直しも含め、上水道への接続
状況を勘案しながら水道局へ委託する。

担金賦課徴収事
務

世帯人数制から、使用水量制に見直しすることつ
いて検討する。
　汚水処理施設事業は、住宅団地施設の管理を
行う平成24年度を目途に公共下水道事業と同じく
料金徴収を水道局に委託し、水道料金と合算して
徴収することを検討する。
　収納率の向上について、個々の徴収事務ごとに
担当者が対応しており、収納課の指導を得ながら
効果的な滞納整理方法を検討する。効果的な滞納整理方法を検討する。

32
因島総合支
所

市民生活課
細島ハウス管理
事業

辺地（離島）である細島地域住民の
コミュニティ活動の場及び他の地域
との交流の場を提供し、生活文化
の向上及び地域振興を図ることを
目的とする。

尾道市因島細島ハウス
設置：昭和６３年１２月、敷地427.03㎡、鉄骨２階
施設：（１階）大集会室、調理室、シャワー室、浴室、洗濯
室、事務室、（２階）小集会室、和室、バルコニー
利用時間：午前８時～午後１０時、１２月２９日～１月３日(休
館）
管理運営は地元細区区長会へ指定管理（H18-27） 縮小

①辺地に係る公共的施設の総合整備計画に基づ
き、老朽化が著しい集会所を立て替えたものであ
り、合わせて、観光、レクレーションに活用できる
簡易な宿泊機能を持たせた施設である。
②他に公共的施設はない。

①細島ハウスは、地区の集会、市が行う健康相
談、選挙の際の投票所、他の地域からの宿泊等
に利用されている。
②細島と因島は、平日7往復、土・日5往復の市営
渡船が運航されている。所要時間は15分である。
③他の地域との交流の場を目的に、簡易宿泊設
備となっているが、他の地域からの利用はほとん
どないことから 施設のあり方を検討する ここ3所 事業 どないことから、施設のあり方を検討する。ここ3
年間の他地域からの宿泊は毎年2件。宿泊施設
機能を維持するメリットは、小さいと考える。H24年
度までに地元と協議し、Ｈ25年度には宿泊施設と
しての位置づけを廃止の方向で進めていく。
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各町区別に農家の集団を組織し、
各配布物の配布や調査者などを依
頼するとともに、地域全体の農業技
術の向上を図る。また、農家からの

補助事業を活用し、視察研修を行うと共に、会議の開催な
ど農業者の意向を聞き取る。

合併市町のうち農事振興区長制度があるのは旧
尾道市と旧因島市のみであり、他の町は地域組
織の中で活動している。将来的には尾道市農業
振興ビジョンへの位置づけや従前の制度を存続さ

創

農区の再編成・組織の活用方法の検討を行う。

33
因島総合支
所

しまおこし
課

農事振興区長活
動事業

農
意見・要望を聞き、政策に反映させ
る。

改善

振
せるか、また新たな制度を創設し行政との連携を
図るかなど、尾道市全体で方向性を検討する必要
がある。
しかしながら今回は因島地域に限定し次のとおり
判断した。
制度は必要と考えるが、農業従事者が減少してい
る今日組織の再編をして、本来の目的を具体的に
どう実現するかこの組織の活用方法について再
検討が必要である。検討が必要である。

34
因島総合支
所

しまおこし
課

土地改良施設維
持管理適正化事
業

適正化事業による公的助成措置を
講ずることにより、土地改良区等施
設管理者の意識の高揚を図ると共
に、施設の機能の保持と耐用年数
の確保を目的とする。

適正化事業に加入し、５年間に整備補修を行うために必要
な経費の一部（事業費の30％）を５年間均等に積み立て、
整備補修年度に事業費の90％の交付金が交付される。

維持継続

土地改良施設（ため池、ポンプ等）が、耐用年数を
超えているものが多く、更新が厳しい中で、計画
的に実施する必要がある。

　

因島大橋記念公

市民に自然に親しむ場を提供する
ことにより 市民生活の余暇・レク

県より管理委託を受けた公園施設の維持管理を行う。 県より市が管理委託を受けて施設の維持管理を
地元委託しているが 施設の老朽化が著しく 維

県と市の負担割合について協議が必要である。

35
因島総合支
所

しまおこし
課

因島大橋記念公
園管理業務

ことにより、市民生活の余暇・レク
レーション活動等の充実に寄与す
る。

改善
地元委託しているが、施設の老朽化が著しく、維
持補修費の支出が増加傾向にあり、年々市の負
担が増加している。

36
因島総合支
所

しまおこし
課

漁船巻揚施設管
理業務

漁船等の安全な操業と維持管理に
必要とする整備補修等を行う場所
を提供することにより、漁業経営の
安定を図る。

因島漁船等巻揚施設の維持管理及び利用調整を行う。

維持継続

平成１５年度水産庁所管の国庫補助事業で設置
し、適生化法の適用を受ける施設であり、漁業経
営の安定を図る上でも必要な事業である。
現在は、因島市漁協が指定管理者となっている
が、平成２３年度で指定管理が終了するため、平
成２４年度からの指定管理者を公募する成２４年度からの指定管理者を公募する。

37
因島総合支
所

しまおこし
課

小早管理運営事
務事業

平成3年にふるさと創生事業にて購
入した小早（６隻）で、水軍のふる
里、因島のPR効果を高める。

小早の運用（水軍まつり、体験小早等で使用）
小早の専門業者による点検修繕業務。

維持継続

小早は、水軍のふる里、因島のPRに効果を発揮
している。修繕に関する業務は、実質、水軍ふる
里まつり振興協議会のまつり役員が実施してい
る。民間事業者でも可能であるが、関係方面との
調整等、不定時・不定形の業務であり、委託に馴
染み難いため、引き続き直営とする。

平成22年度に新艇を6台建造したが、利用頻度は
例年並であるため、引き続き直営とし、修繕に関
する業務（費用負担も含む）は水軍ふるさとまつり
振興協議会において実施する。

38
因島総合支
所

しまおこし
課

因島アメニティ
プール管理運営
事業

瀬戸内しまなみ海道有数の親水性
施設である、因島アメニティ公園の
魅力を発信し、市民並びに観光客
を始めとする来訪者のレクリエー
ション需要に応える。

夏季におけるプールの開設。指定管理の実施。
　指定管理者に対し、機械設備の点検、軽微な修繕等につ
いて指導し安全な運営を行わせる。

改善

・当面業務量の軽減や経費の削減を図りながら、
施設を存続する。
・近隣施設を含め、通年とおしての有効活用策
や、設備の大規模修繕時には一部機能の縮小な
ども視野に入れるなど総合的な検討が必要であ
る。

・分散化している委託業者を、総合的に管理可能
な業者に一括管理させるなど、経費の削減を図り
ながら、職員の業務負荷の軽減を行う。
・プール内のウォータースライダーや園地の遊具
などの設備の大規模修繕時には、将来利用予測
のもと投資効果を見極め、場合によっては縮小、
廃止も視野に入れ検討する。
・アメニティ公園やその施設だけではなく、因島大事業 アメ ティ公園やその施設だけではなく、因島大
橋記念公園などやその自然環境も視野に入れた
一体管理や、年間を通じての利活用も可能か検
討、研究を行う。

39
因島総合支
所

しまおこし
課

アメニティ公園・
アメニティ管理棟

瀬戸内しまなみ海道有数の親水性
海浜レクリエーション施設として、市
民及び来訪者の憩いとふれあいの
場として設置。公衆便所。しまなみ
ビ シ 更衣施設 前記

アメニティ公園及びしまなみビー利利用者に対し、公衆便
所、更衣室、シャワー、ロッカーなどの施設を提供し、便宜
を図る。また、ビーチ監視業務の拠点とする。

【No.38と同
様】

【No.38と同様】 【No.38と同様】

所 課 アメ ティ管理棟
管理運営事業 ビーチ・シャワー、更衣施設。前記

便益施設の提供。

様】
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40
因島総合支
所

しまおこし
課

しまなみビーチ海
水浴場開設事務
事業

瀬戸内しまなみ海道有数の親水性
施設である、因島アメニティ公園・し
まなみビーチの魅力を発信し、市民
並びに観光客を始めとする来訪者

因島アメニティ公園・しまなみビーチに海水浴場を開設す
る。

【No.38と同
様】

【No.38と同様】 【No.38と同様】

所 課
事業

訪
のレクリエーション需要に応える。

様】

41
因島総合支
所

しまおこし
課

アメニティ公園・
園地管理運営事
務事業

市民及び来訪者の憩いとふれあい
の場として設置する。

園地で物品等販売する場合は、行政財産使用許可申請書
により許可業務を行う。園地の維持管理（修繕・草刈業務・
ヒマラヤ桜管理業務） 【No.38と同

様】

【No.38と同様】 【No.38と同様】

市民及び来訪者の便宜を図るため レストハウス使用許可業務（使用許可期間は１年以内から 平成19年度末に使用者を公募した。規定の使用

42
因島総合支
所

しまおこし
課

因島レストハウス
管理運営事務事
業

市民及び来訪者の便宜を図るため
設置。営業時間内で一部公衆トイ
レを供用。飲食物提供のための施
設市民及び来訪者の憩いとふれあ
いの場として設置する。

レスト ウス使用許可業務（使用許可期間は１年以内から
３年を限度に延長できる）、使用者との連絡調整及び大規
模修繕の実施。

維持継続

平成19年度末に使用者を公募した。規定の使用
料は適切である。
大規模修繕料とのバランスを考慮しながら、使用
許可の適否を決定する。
業務量自体も少なく、一部業務のみを外部活用し
ても、非効率である。
レストラン業者の応募が無い為平成22年度にレス
トラン業者以外ではあるが、はっさく大福の製造業
者が入居し、順調に営業している。

43
因島総合支
所

しまおこし
課

因島水軍城管理
運営事業

村上水軍に関わる歴史的資料等を
収集、保管及び展示して市民の教
養を高め、文化の向上を図り、あわ
せて市の観光事業の振興を図る。

水軍城の開設。指定管理の実施。
　指定管理者に、入場者数の増加や効率的な運営を行うよ
う指導する。

改善

・因島水軍城については、近年、入館者が減少傾
向にあることから、集客対策と経費削減を検討し
ながら、当面は維持継続とする。
・水軍城の麓に展示内容が因島の歴史・水軍で類
似する「因島史料館」があるが、水軍城は因島総
合支所しまおこし課が、因島史料館は因島瀬戸田
地域教育課が所管し、それぞれ別団体に指定管
理委託をしている。今後は両施設の効果的な展示
と効率的な運営について調査・検討が必要であ

・効果的な集客方法と経費削減について対応策を
検討する。
・近接する、類似施設との一体管理が可能か、関
係課と協議、調整を行い、合理的な運営が図られ
るよう調査・研究を行う。

と効率的な運営について調査・検討が必要であ
る。

44
因島総合支
所

しまおこし
課

因島野外ステー
ジ管理運営事業

市民及び来訪者の憩いとふれあい
の場として設置する。

野外ステージ使用許可業務・維持管理（電気・修繕・清掃委
託）

完了･休
止 廃止

現在、貸出しによる利用はほとんどない状態であ
り、倉庫としての利用が主となっている。
施設については、廃止の方向で整理が必要であ
るが、多額の費用を要してまで即時撤去を行う必
要はない。

野外ステージは、老朽化により、施設の安全性が
損なわれた時点で廃止とする。
それまでの間は、周辺施設も含め管理のあり方
の見直しを検討する。

44
所 課 ジ管理運営事業 止・廃止

要はない。
今後は、周辺施設を管理している関係機関と、公
園全体の管理のあり方を含めて検討が必要であ
る。

45
因島総合支 しまおこし 甲冑等管理運営

平成3年にふるさと創生事業にて武
具甲冑、旗等購入した。甲冑により
水軍のふる里、因島のPR効果を高
める。武具甲冑等専門業者による
点検 より故障箇所など修繕する

水軍まつり等で使用する武具甲冑等１２５体の管理・運用
（専門業者による点検修繕業務含む。）

改善

甲冑等は、一部一般等への貸出しもあるが、主に
は水軍まつり実行委員会への貸出しであり、少な
くとも修繕費用について応分の負担を検討する必
要がある。
管理 は デ を十分 検証

甲冑等の修繕及び管理について、水軍まつり実
行委員会の負担及び委託化を検討する。

45
因島総合支
所

しまおこし
課

甲冑等管理運営
事務事業 点検により故障箇所など修繕する。 改善 管理については、メリット、デメリットを十分に検証

したうえで、水軍まつり実行委員会や観光協会へ
の委託など、検討を行う必要がある。

46
因島総合支
所

施設管理課
建設・営繕工事
の入札契約業務

公平・公正な入札契約事務を行うこ
とにより、経済的で適正な建設工事
等を円滑に執行する。

因島総合支所及び瀬戸田支所管内の設計金額130万円以
上500万円未満の建設工事の入札・契約事務
及び因島総合支所管内の設計金額130万円未満の建設工
事の契約事務 改善

近隣市においては、随意契約を除き全て本庁の
担当課で処理を行っており、本市においても設計
図書の電子化や閲覧方法を検討する中で、電子
入札業務の本庁への集約が行えるよう条件整備
を行う必要がある

入札後の関係書類の取り扱い等、庁内事務処理
について本庁と協議をすすめ、当該業務を本庁
へ集約する方向で調整する。

所 の入札契約業務 を行う必要がある。
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関係者が定期的に情報交換等を行
うことで地域包括ケアシステムを効
果的に推進する。

行政及び公立みつぎ総合病院の地域包括ケア関係部署担
当者等が定期的に実施結果及び事業予定について相互に
報告等情報交換を行う。
関係者：御調保健福祉センター、御調支所住民課、みつぎ

ぎ 病 各 務 養

御調地域での円滑な事務遂行に役立っている
が、それぞれが単独で業務にあたることで起きる
弊害の解決にもつながっている。また、住民を医
療・福祉のサービスに遅延なくつなげることができ

ビ

47 御調支所
御調保健福
祉センター 地域ケア会議

民
清風園、公立みつぎ総合病院各部署（事務、看護、栄養、
薬剤、リハビリ、総合施設、訪問看護ステーション、ヘル
パーステ－ション、介護予防、総合施設）、社会福祉協議会 維持継続

るため、住民サービスの向上にも役に立つ。この
会議の目的でもある連携は、全国から視察にこら
れている御調方式の「地域包括ケアシステム」の
基本的な理念の一つであり、この会議で図られる
「面的」連携は、今後も継続、推進していく必要が
ある。
引き続き、定期的な開催を続けるとともに、効率的
な時間の使い方など会議の進め方について随時
見直すことを心がける。見直すことを心がける。

48 御調支所
御調保健福
祉センター 離乳食講習会

離乳食の必要性を理解し実践につ
なげることで、食生活の基礎づくり
をすることを目的とする。

離乳食の進め方について講義を行い、参加者とともに各月
齢にあった離乳食の調理実習及び試食をする。

維持継続

行政の栄養士・保健師が直接関わることで、円滑
かつ継続した子育て支援を行うことができる。
事業で行われる食育により、離乳や離乳食に対す
る不安を解消することができるなど、子どもの健や
かな成長を促すことにつながり、確かな情報提供
ができる。
また、近年増加傾向にある、子育て困難事例の発
見にも役立つことからも継続に行う必要がある。

他の母子行事と同時開催を視野に入れ、担当者
間で、開催時期、方法について協議しながら、相
互の行事の目的・効果について十分検討を行っ
ていく。

見 役 継続 行う 要 あ 。

49 御調支所
御調保健福
祉センター 母子訪問

母性・乳幼児が健やかな生活をおく
ることができるように指導することを
目的とする。

妊産婦及び乳幼児に対し、家庭訪問を行い家族アセスメン
トをする。気になる対象者には定期的に行う。保健師が新
生児期から2カ月までの乳児には全戸訪問を行っている。
また、訪問した際、気になった母子に対しては重複訪問を
する。

維持継続

保健師による家庭訪問は家族アセスメントに必要
不可欠であり、それに応じた訪問指導は母子の健
やかな生活を維持し、虐待などの家庭問題の早
期発見のために重要である。そのため、保健師に
よる母子訪問は継続する必要がある。また、助産
師の訪問を望む声もあるため、その点も検討する
必要がある。
実施にあたっては 非正規職員や地域の人材を実施にあたっては、非正規職員や地域の人材を
活用するため予算及び人材の確保も必要であり、
家庭問題の発見等、個人情報の取り扱いもあるた
め人材についても慎重に選任する必要がある。

疾病の早期発見、早期治療につな
がる健康診断を実施することを目
的とする。

健康増進法の規定及び尾道市健康診査実施要綱に基づ
き、疾病の早期発見、早期治療のための健康診断を実施
集団健診（総合健診3回、乳がん・大腸がん検診1回、公立
みつぎ総合病院での集団健診36回）
健診の啓発（パンフレット作成 各種地域団体の行事や健

平成20年度から制度改正に伴い、健診の種類の
整理を実施。
検診内容・受診方法の変更に伴い、申し込み方法
等について混乱が生じているため、啓発に力をい
れ受診率の回復 向上に努める必要がある

・未受診者及び若年層への啓発を重点に、内容・
対象者・対象団体の工夫をする。
・健診受診者数・率などの中間評価を年度途中（9
又は10月）に実施し、結果を健康教育等の場で住
民にフィードバックし事業の効果を上げるように努

50 御調支所
御調保健福
祉センター 成人健診

健診の啓発（パンフレット作成、各種地域団体の行事や健
康教育・相談、イベント等での啓発、電話・訪問などでの啓
発・勧奨）
申し込み受付及び委託機関との調整、また、健康診断実施
後の評価、精度管理を実施。

改善

れ受診率の回復、向上に努める必要がある。
国民健康保険加入者の特定健診受診は、保険者
である尾道市に受けさせる義務があり、受診率の
低迷がなんらかのペナルティにつながる可能性が
ある。御調保健福祉センターが実施するがん検診
も集団健診としてこれと同時実施するため、相互
の受診率の向上に向け努力が必要である。
また、健康診査を受診させ自身の健康状態に気
づかせることで、内臓脂肪の軽減を促し住民の健
康増進に なげるも ある

民にフィードバックし事業の効果を上げるように努
める。
・健診申込締切である年度の上半期に強化月間
を設け啓発していく。

康増進につなげるものである。

1 御調支所
御調保健福

開業医を囲んで
健康を考える集

心身の健康に関し多様化している
住民のニーズ及び個別の相談に応
じ、医師による専門的な指導及び
助言を行い、生活習慣病に対する
意識・関心を高め、家庭における健
康管理に役立てる。

町内6地区の各公民館に2年に1回開業医の医師を招き、医
師による健康講話及び健康相談を行う。

維持継続

医師の立場から、疾病予防の重要性を伝えること
で、住民の健康増進への意欲の強化を図り、中山
間地域における開業医の役割を明確にしている
行事である。
行政主体で実施していたが、平成21年度からは会
場準備や地域への啓発など保健推進員と協働で
役割を明確にし実施している。。

51 御調支所
御調保健福
祉センター 健康を考える集

い
維持継続

役割を明確にし実施している。。
また、健康づくりに役立つ場であるとともに、高齢
者等の出かける機会にもなり、出かける場所を増
やすことで介護予防にもつながるため、今後も継
続して実施する必要がある。
実施にあたっては、これまでのように準備や、地
域への啓発・広報等を保健推進員に任せるなど
の事業実施をする。
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52 御調支所
御調保健福
祉センター

いきいき健康教
室

糖尿病に重点をおき、その発症と
重症化の予防のため適正な栄養・
運動の知識について理解を深め、
生活習慣の見直しと血糖のコント

康

医師・管理栄養士・体操指導士による糖尿病予防の講義及
び実技指導を行う。

完了･休
止・廃止

平成20年度よりメタボリックシンドロームに着目し
た特定健康診査・特定保健指導が始まったこと
で、糖尿病に特化した当該事業は廃止した。

祉センタ 室 慣
ロールを行い、健康の自主管理を
促す。

止・廃止

53 御調支所
御調保健福
祉センター 訪問指導

保健師・管理栄養士等が訪問して、
健康に関する問題を総合的に把握
し、必要な指導を行い、心身機能の
低下防止と健康保持及び増進を図
ることを目的とする。

療養上の保健指導が必要であると認められる人及びその
家族に対して、保健師・管理栄養士等が家庭訪問して、健
康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行ってい
る。
平成20年度から健康増進法となり、高齢者の訪問は北部
地域包括支援センターと連携して実施する。 改善

地域性を把握した非正規職員を含めた行政保健
師等が訪問することにより、心身機能の低下の防
止と健康の保持増進を図るための支援を行うこと
ができる。特に今後、閉じこもり及びうつ症状など
を有する人などへの訪問を専門職として充実する
必要がある。平成20年度から高齢者を対象とした

看護師や栄養士等の資格を持った非正規職員や
地域の人材の活用などの検討を行う。

祉センタ 括 援 携 実 す 要 あ 度 高 象
老人保健法から65歳未満を対象とした健康増進
法に変わったが、増加する高齢者の訪問は更に
必要で、北部地域包括支援センターとの連携が求
められる。

地域における食生活改善運動を推
進するための必要な知識や技術を
習得し、実践活動を行うことで、地
域住民の健康増進に寄与すること
を す

食生活研究グループ員組織の相互の連絡を密にするため
に総会が開催されており、総会資料作成、総会開催をサ
ポートする。地域で食生活改善運動を推進するにあたり必
要な知識と技術を習得するための中央研修会を開催し、栄
養 講義 実 び 食を

食生活研究グループは、住民が地域活動を行うう
えで大きな力となっているボランティア団体であ
り、地域の活性化にもつながっている。
この団体の活動を活用することで、行政が行う健
康増進 介 防事業が 効

今後は、
①行政職員の活動支援に対する負荷が大きく、こ
れを軽減するため、食生活研究グループが自立
して活動が行えるような支援内容を検討する。
② 多 住 食 究グ プ

54 御調支所
御調保健福
祉センター

食生活研究グ
ループ支援

民
を目的とする。 養士による講義、調理実習及び試食を行う。また、地域で

料理教室、給食サービス、サロン等を実施するにあたって
住民の食生活改善につながる情報、資料、献立指導等の
支援を行う。

※食生活研究グループは地域の食生活改善運動を組織的
に推進し、「健康日本21」の目標に向かって、健康づくりを
定着させるため組織されたボランティアグループ。地域住民
の健康増進のための実践活動として地域でのサロンや高

改善

康増進、介護予防事業がより効果的に行えてきた
ことを考えると、継続的支援が必要である。なお、
平成21年度から受益者負担金を導入しているが、
地域への食生活改善普及運動及び食育推進運
動としての役割もあると同時に、食生活研究グ
ループ員及び参加者である住民の知識向上のた
めの研修会でもあるため、より多くの住民に広が
るよう、支援の方法及び形態等について改善の余
地がある。

②より多くの住民に、食生活研究グループの活動
内容が伝わるよう、効果的なＰＲ方法を検討す
る。

の健康増進のための実践活動として地域でのサロンや高
齢者への給食サービスなど御調町内7公民館ごとでの地域
活動に深く関わっている団体。

地がある。

55 御調支所
御調保健福
祉 タ

介護認定訪問調
査

介護や支援の必要状態にある方
が、必要時に必要なサービスをス
ムーズに受けることができるよう
に、介護認定訪問調査を適正に実
施し期日までに提出する。

高齢者福祉課介護認定給付係より介護保険要介護認定訪
問調査依頼書を受けて、依頼のあった対象者に対して調査
訪問の日程調整、介護認定のための訪問調査及び調査書
の作成を行い、期日までに提出する。

維持継続

近隣他市のように、非正規職員による対応も可能
と思われるが、地域の実情を把握した行政保健師
が関わることで、その後の支援が必要となった場
合に、円滑な対応を行うことが可能となるため、当
面維持継続とする。
ただし 平成20年度から 公立みつぎ総合病院入55 御調支所

祉センター 査
維持継続 ただし、平成20年度から、公立みつぎ総合病院入

院者のうち、尾道市以外に住所を有する者の訪問
調査も対象になり、訪問調査件数が増加している
ため、マンパワーの活用方法について検討する必
要がある。

会議（在宅ケア

在宅療養者に関わる担当者の連携
を円滑に推進することを目的とす
る。情報交換・ケース検討によりス
ムーズな在宅支援を行い 在宅療

①在宅ケア連絡会議は毎月1回病院及び施設スタッフと在
宅スタッフが退院予定者・退所者、在宅療養者について情
報交換を行いスムーズな在宅支援となるような連携を図っ
ている

会議の性質上、公立みつぎ総合病院の業務の特
徴が強いため、主体を病院とし、尾道市の業務と
しては廃止とした。

平成23年度から廃止。

56 御調支所
御調保健福
祉センター

会議（在宅ケア
会議・ケア担当
者会議・ホーム
ヘルパー・保健
師等合同会議）

ムーズな在宅支援を行い、在宅療
養者の自立を支援する。

ている。
②実務者レベルの会議であるケア担当者会議は毎週月曜
日に在宅療養者の生活課題に合わせた在宅支援を行うた
めに保健・医療・介護・福祉職によるケアカンファレンスを
行っている。
③ホームヘルパー・保健師等合同会議は毎週火曜日、在
宅療養者についてのケース検討・連絡調整などを行ってい
る。

完了･休
止・廃止

農業振興を目的とする 営農指導 (①水稲 野菜等の生産振興 ②水稲生産調整 平成２１年度をもって当市の事業としては廃止

57 御調支所
まちおこし
課

数量調整円滑化
推進事業

農業振興を目的とする。 営農指導 (①水稲、野菜等の生産振興 ②水稲生産調整
③農業関係機関との連携）

完了･休
止・廃止

平成２１年度をもって当市の事業としては廃止。
（引き続き、ＪＡ等関係団体にて継続実施してい
る）
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

58 御調支所
まちおこし
課

農村地域総合推
進事業費

【No.59へ統合】

課 進事業費

59 御調支所
まちおこし
課

農業生産法人に
関すること

既設農業生産法人の育成及び新
規農業生産法人の設立を支援す
る。

既設農業生産法人間の連携支援、経営支援等の育成支援
を行う。具体的には、農業生産法人が集まる定例会にて農
業生産法人毎の現状、問題点を話し合い、お互いに協力出
来る事等を協力し、関係機関の支援も受ける中で問題解決
し、経営の向上に取り組む。また、未組織集落に対して、
「尾道集落営農推進会議」を推進母体として設立支援を行
う

抜本的
見直し

「尾道市農業振興ビジョン」「2020広島県農林水産
業チャレンジプラン」において集落法人を育成・支
援していくこととしており、農業生産法人の育成・
支援に係る事業は必要である。
　ただ、尾道市全体で取り組む事業であり、法人
設立後も継続して活動できるよう、制度設計や支
援内容を含め 抜本的な見直しが必要である

・尾道市全域で、農業の担い手を育成支援する尾
道市農業振興ビジョンの実現に向け、合理的かつ
効率的な事業体系や内容となるよう抜本的な見
直しを行う。
・農業振興施策の方針決定等については、地域
の特性に配慮しつつ、本庁において担うものとし、
施策展開の一元化と総合調整機能の充実を図う。 援内容を含め、抜本的な見直しが必要である。 施策展開の一元化と総合調整機能の充実を図
る。

60 御調支所
まちおこし
課 営農指導

農業振興を目的とする。 週２日勤務する営農指導員よる営農指導を行う。
完了･休
止・廃止

平成２１年度をもって当市の事業としては廃止。
（引き続き、ＪＡ等関係団体にて継続実施してい
る）

向島地区住民の利便性の維持を図
る。

税金、使用料等の収納事務は、基本的に臨時職員が対応
している。収納金については、日々正規職員が指定金融機

これまでの経過から一定の広報をし、周知期間後
に住民の協力を得ながら縮小していくのが適当で

各支所での取扱いについては統一的な運用が望
ましいので、本庁(関係課)を含め調整・協議を行

61 向島支所 住民福祉課 現金収納事務
る。 している。収納金については、日々正規職員が指定金融機

関へ持参し入金している。 縮小
に住民の協力を得ながら縮小していくのが適当で
ある。

ましいので、本庁(関係課)を含め調整 協議を行
う。

高齢者の教養の向上、レクリエー
ション等のための場を提供し、心身
の健康増進を図り、あわせて住民
の福祉の増進に寄与する。

60歳以上の人は、会館を使用できる。浴室は1階にあり、一
度に4～5人利用できる広さである。男女入替え制(男　10時
から11時5分　12時30分から14時、　女　11時15分から12時
15分　14時10分から15時30分)で入浴料金１回につき２００
円。２階にある和室（１０畳と３６畳）と厨房及び３階集会室
は無料 使用 きる 和室 は ビや タ 按摩器が

地域住民のコミュニテイの場としても活用されてお
り、施設の継続使用は必要と考えるが、施設管理
等の方法について改善の必要がある。

経費節減に向けた指定管理者制度の導入の検
討や、適正な受益者負担のあり方について検討
が必要である。

62 向島支所 住民福祉課
向島町中央老人
福祉会館業務

は無料で使用できる。和室にはテレビやコタツ、按摩器が
置いてあり、ゆっくりと過ごすことができる。また、団体は、
部屋と集会室を使用できる。
地域のいきいきサロン会場、地域団体の会議、舞踊教室及
びカラオケ教室の場としても使用されている（減免規定あ
り）。
民間団体の会議の場としても使用されている（有料）。会館
の休館日は、月曜日と12月29日から1月3日まで。

改善

63 瀬戸田支所 住民福祉課 生活安全対策費

市民の防犯意識の高揚、防犯組合
の円滑な発展を促進し、犯罪のな
い住みよい社会の建設に寄与す
る。

定期的に地域の防犯パトロールを実施して犯罪の発生を
未然に防止すると伴に、啓発パレード等も実施して防犯意
識の啓発に努める。

改善

　防犯意識の高揚、犯罪のないまちづくりを目指
し、各警察署管内を単位として警察、市民、行政
が一体となって取り組んでおり、今後も継続する
必要があるが、補助金については、瀬戸田支所、
因島総合支所からそれぞれ因島警察署管内防犯
連合会あてに交付しており、一本化して事務事業
の軽減を図る必要がある。

　関連する２つの支所の関係課が協議し、補助金
交付については、窓口を一本化する。
　なお、各地域における防犯活動の取組みは従
来どおり行う。

64 瀬戸田支所 住民福祉課
生口島開発総合
センター費

開発センターを利用する地域住民
が、快適に施設を利用できるよう施
設の維持管理に努める。
また災害時には住民の生命と財産
を守るための避難施設として活用
する。

光熱水費、施設の修繕、浄化槽の管理、警備委託。
施設の利用運営（貸出受付）、施設の清掃については無償
で地元宮原区が管理
施設の構造　RC造２階建　909.09㎡
大ホール（250人収容）、娯楽室２室、調理実習室、会議室、
研修室２室 維持継続

瀬戸田の他の集会所は、指定管理者制度により、
集会所所在の自治会が受託管理している。
　当該施設は生口島全体で使用する施設と位置
づけられ、他の集会所のような管理形態ではない
が、利用受付等は地元自治会が担っており、効率
的な運営を行っている。
　長期的には費用対効果を勘案しながら、リ
ニューアル等についての検証が必要であるが、当
面は現施設を有効的に活用していく面は現施設を有効的に活用していく。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

地域安全のための消防力の充実
強化を図る。

消防車両整備計画に基づく、消防ポンプ自動車の更新期
間の経過、老朽化による性能の低下及び修繕費用の増加
等から実施される事業。御調分署更新の消防ポンプ自動
車は、現在配置の消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）に替え

地域住民の安全のため、消防力の維持強化が必
要であり、今後も計画的に消防車両の整備事業を
継続していく必要がある。
なお、消防車両の更新については、消防車両等

づ
65 消防局 総務課

施設整備事業
（消防車両）

て、キャフス仕様（水槽付６００ℓ・泡消火）としており、省力
化及び機能性を加味した消防車両とした。 維持継続

更
整備更新計画に基づき、消防施設等年次計画を
作成し実施する。
今後、定員適正化計画に基づき、段階的な職員
の削減及び庁舎建設による署所の統廃合も考え
られるため、消防車両の配置換えを含めた整備の
見直しも併せて検討する。

火災予防及び火災時における初動
体制の確立を目的とする。

法令に定められている自衛消防訓練（消防用設備等の取
扱い、避難、防火講話）等の指導（防火管理者含む）。

対象事業所（２００事業所）すべてを訓練・指導す
ることは、人員面から見ても困難である。

各事業 自主的 災 防

66 消防局 予防課 防火指導
※自衛消防訓練とは････消防法令に規定されている防火
管理（防災管理）に該当する対象物で、選任された防火管
理者（防災管理者）が消防計画に基づいて、それぞれの対
象物の設備、施設等を使い従業員と共に行う訓練のこと。

維持継続

このため、各事業所において自主的に火災予防・
自衛消防訓練が行えるよう指導内容を検討してい
くとともに、指導実施後には実施内容の分析・評
価を行って、より効果的、効率的な訓練が実施で
きるよう引き続き対応していく。

67
教育委員会
学校教育部

学校経営企
画課

学校経営アドバ
イザ 事業

校長を中心とした学校経営の確立
を図る。

学校経営上の課題について、校長から訪問や電話による
相談を受け、指導助言を行う。
（身分は臨時的任用職員）

改善

平成２２年度より、人材の確保が困難となり、以
降、休止の措置を取らざるを得ない状況が続いて
いる

継続して人材確保に取り組む。

67
学校教育部 画課 イザー事業 （身分は臨時的任用職員）

改善
いる。

68
教育委員会
学校教育部

教育指導課
教職員研修事業
（指定研修等）

校外における研修会に参加し、指
導力の向上を図る。

研究会主催者からの募集要項の配布
各校の希望の集約
関係機関との連携

維持継続

新しい教育内容に触れ、全国各地の教職員と交
流、情報交換が得られるなど、全国規模の研修施
設で開催される研修に参加する意義は大きく、今
後とも継続して活用していくべきと考える。ただし、
研修受講や参加申請、決定通知などの運営事務
については、効率的な事務となるよう、今後とも事
務改善を図りながら効果的な研修運営を行う。

69
教育委員会
学校教育部

教育指導課
継承講座開催事
業

講師を招聘し、「能」の体験、鑑賞を
することを通し、我が国の伝統や文
化への関心・理解を深め、それらを
大切にしようとする態度を育てる。
本市における伝統文化をいかした
先進的な実践についての理解を深
め、総合的な学習の時間における

久保小学生5・6年生を対象とし、月1回講師を招聘し、「能」
中心とするわが国の伝統文化を体験鑑賞させる。
その成果を年1回、各小学校教員等に対し発表する。

維持継続

日本に古来から継承されている能を体験するなか
で、継承されている心を会得することは意義深い
ことであり、今後も継続して実施していく必要があ
る。

め、総合的な学習の時間における
指導力の向上を図る。

70
教育委員会
学校教育部

教育指導課
英語スピーチコン
テスト事業

「英語が使える」児童生徒を育成す
る。

各小中学校児童生徒による英語スピーチを行い、審査員に
よる審査の結果、表彰を行う。高等学校生徒　外国語指導
助手による模範スピーチを行う。

完了･休
止・廃止

小学校・中学校における新学習指導要領の外国
語活動の目標・内容に対し、本事業の内容が不一
致であったため、平成２２年度より事業を廃止す
る。

教員の職能力の向上及び授業力
向上を図る。

各職能（管理職・主任等）別に講師を招聘して研修を実施
し、職能別能力や授業力の向上をめざす。

尾道市内の小中学校教諭の職業能力を向上さ
せ、授業力を高めていくことは重要であり、学校力

71
教育委員会
学校教育部

教育指導課 職能別研修事業

向上を図る。 し、職能別能力や授業力の向上をめざす。

維持継続

せ、授業力を高めていくことは重要であり、学校力
の根幹ともいえるため継続して実施していく必要
がある。今後は研修会の実施後、次回に向けての
改善点を整理しながら、効率的かつ効果的な事業
となるよう配慮する。

教育委員会
教育研究事業

市の教育課題を実践的に研究する
学校を指定し、本市教育の課題解
決を図る。

教育研究指定校（指定年数　３年）、教科等研究指定校（指
定年数　２年）の指定
指定校については、各校からの希望をもとに、ヒアリング等
によ て総合的に判断し決定している

実態に応じた講師を招聘して研究会を行い、研究
内容・成果については、研究会と市の研修会を兼
ねたりすることで、本市の全ての小中学校に還元
を図られるよう配慮している 今後も継続して効果

72
教育委員会
学校教育部

教育指導課

教育研究事業
（発展的・パイ
ロット）

によって総合的に判断し決定している。
指定校は、公開研究会等を開催し、また実践報告書を作成
し、各校へ還元する。

維持継続 を図られるよう配慮している。今後も継続して効果
的な事業となるよう改善、工夫を重ねながら継続
して実施していく。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

　就学前教育から学校教育への滑
らかな接続を図ることにより、いわ
ゆる小１プロブレムの解消をめざ
す。

び づ

講師を招聘しての研修会の実施
内容：幼児教育の今日的課題に対する研修「特別支援教
育」「幼小連携教育」協同的学びの在り方」等
方法：全職員対象の「全体研修会」研究グループ別対象の
グ プ

尾道つくしプランのもと、尾道の１５年教育を推進
するために、就学前教育の充実は重要な事業で
あり継続が必要であるが、子育て支援全体の中で
市として一体的に取り組んでいく必要がある。
諭 が

事業の対象者を公私立の区別なく、幼稚園、認定
こども園、保育所（園）等まで拡大してきたが、市
全体の施設に事業効果が及んでいない。
　研修会の日程設定、講師の選定方法等の見直

73
教育委員会
学校教育部

教育指導課
就学前教育充実
事業

　「学びの基盤づくり」「豊かな人間
性づくり」「安心できる子育て環境づ
くり」を基本方針とし、「教諭・保育
士等の資質向上」「幼保小連携の
推進」「幼稚園･保育所・認定こども
園の教育･保育内容の充実」「基本
的生活習慣の確立」「家庭と地域が
一体となった子育て環境の充実」
「子育て支援の充実」を重点目標と

員
「グループ別研修会」の実施
公開研究会の実施

改善

　教諭・保育士等が研修会に参加しやすい環境を
整えるため、研修会の実施方法等の見直しを検
討する必要がある。
　実践的な研修とするために、現場の教諭・保育
士の中から講師をお願いするとか、先進事例を発
表する形式の研修の導入についても検討する必
要がある。

しを検討し、合理的かつ効果的な事業になるよう
検討をする。

「子育て支援の充実」を重点目標と
する。

74
教育委員会
学校教育部

教育指導課

吹奏楽（ブラスバ
ンド）部楽器充実
事業

豊かな人間性を育成するために、
学校教育での芸術活動を振興す
る。

学校の楽器の配備状況を把握し、各学校に楽器予算を配
分する。

　※吹奏楽（ブラスバンド）部のある学校（平成２３年度現
在）
　　　久保中、長江中、日比崎中、栗原中、高西中、御調
　　　中、向東中、向島中、因島北中、因島南中、瀬戸田中

維持継続

吹奏楽部のある各校の楽器整備が進まず、全体
的に不足傾向である。
楽器の充足率を上げながら、市内各種イベントに
数多く参加し、より広く演奏する場を持つことで、
生徒への教育的効果と教育活動の理解につなが
るよう配慮しながら継続して実施していく。

75
教育委員会
学校教育部

教育指導課
学校訪問指導の
充実

教職員の指導力向上及び学校力
の向上を図る。

各小中学校からの派遣依頼に基づき、学校及び教科別に
担当制となっている各指導主事が各小中学校へ校内研修
等の講師として出向き、授業等について指導助言を行う。
各学校は学校独自の教育目標等に沿い指導案を作成す
る。この指導案が授業において適正に指導の狙いに対した
単元構成、授業構成となっているか、指導案の指導助言を
行う。

維持継続

指導主事が各校の校内研修等に講師として出向
き、授業等について指導助言を行うことは有意義
であり、今後も継続して実施する必要がある。
現在、校内研修の推進を図る各小中学校への円
滑な指導主事の派遣を実施するために、各小中
学校に対し事前に派遣回数等申請に係る留意点
を通知するなどし、事務の効率化を図っているとこ
ろであり、今後も引き続き効率化を図りながら効果ろであり、今後も引き続き効率化を図りながら効果
的な指導助言を行っていく。

76
教育委員会
学校教育部

教育指導課
指導方法工夫改
善事業

国の指導方法工夫改善加配を活用
しつつ、基礎学力の確かな定着を
めざし、個に応じたきめ細かな指導
のための少人数指導等を充実す
る。

基礎学力の確かな定着を目指し、加配を配置し、ＴＴ指導
（１つの学級を２人の教師で指導する）、習熟度別指導（習
熟に応じ、１つの学級を２つに分け指導する）を行い、個に
応じたきめ細かな指導を行う。

維持継続

指導方法工夫改善加配を配置することにより、個
に応じたきめ細かな指導を行うことが可能となり、
学力向上に向けた取組が行えるため、今後も継
続して実施する必要がある。

小中学校が公開研修会を実施する 学校公開研究会に係る事前指導 公開研究会を開催することで、研究内容を関係者

77
教育委員会
学校教育部

教育指導課
公開研究会管理
調整業務

小中学校が公開研修会を実施する
際に、円滑に開催実施をすることが
出来るように、指導・調整を行う。

学校公開研究会に係る事前指導
学校公開研究会に係る研究に関する指導
学校公開研究会の実施

維持継続

公開研究会を開催する とで、研究内容を関係者
と共有できるほか、教育活動の理解や開かれた
学校を創ることにもつながるため、本事業を継続
して実施する必要がある。
なお、実施に当たってはより効率的な運営と、効
果的な事業成果が見込めるよう、開催後の分析・
評価を通して改善を図る。

県立教育センター研修会に参加し、
指導力の向上を図る。

募集要項の配布
各校の希望の集約

新しい教育内容に触れ、県内各地の教職員と交
流、情報交換が得られるなど、県域規模の研修施

78
教育委員会
学校教育部

教育指導課

教育センター等
校外研修関係事
務

指導力の向上を図る。 各校の希望の集約
関係機関との連携

維持継続

流、情報交換が得られるなど、県域規模の研修施
設で開催される研修に参加する意義は大きく、今
後とも継続して活用していくべきと考える。ただし、
研修受講や参加申請、決定通知などの運営事務
については、効率的な事務となるよう、今後とも事
務改善を図りながら効果的な研修運営を行ってい
く。

児童生徒の情報活用能力の育成を
めざし 情報環境の整備を図り 教

児童生徒の情報活用能力の育成をめざし、情報環境の整
備を図り 教員がコンピュータを用いた授業ができるように

文部科学省は子どもたちの情報活用能力の育成
をはかるため 電子黒板等コンピュータを活用した

79
教育委員会
学校教育部

教育指導課 情報教育の充実

めざし、情報環境の整備を図り、教
員がコンピュータを用いた授業がで
きるようになるための研修を行う。

備を図り、教員がコンピュータを用いた授業ができるように
なるための研修を行う。

維持継続

をはかるため、電子黒板等コンピュータを活用した
授業の展開を推進しており、教員のコンピュータ
活用能力を育成するためには、引き続き情報教育
の充実を図る必要がある。
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評価
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最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

教育委員会 適応指導教室事

適応指導教室における児童生徒の
指導及び訪問・電話での教育相談
を行い、市内小中学校の不登校問
題解決を図る。

不登校の指導生徒が在籍する小中学校、その保護者、適
応指導教室相談員と連携を図り、市教委は入級の判断を
する。入級後は相談員は児童生徒に対する学習支援及び
集団での体験活動等を実施し、学校生活に復帰できるよう

籍 維持継続

適応指導教室への通級が登校日数に算入される
ことや教室への通級が復学への助走期間として
活用されており、不登校児童･生徒の解消に有効
な事業であるため今後も継続的に実施する必要
が80

教育委員会
学校教育部

教育指導課
適応指導教室事
業

不登校児童生徒等からの電話相談
を行い市内小中学校の不登校問題
の解決を図る。

に指導を図る。また児童生徒の在籍する学校とは常に連携
を図る。
入級者以外からの電話等による教育相談に応じる。
嘱託職員2名と臨時相談員1名を配置する。

維持継続 がある。

81
教育委員会
学校教育部

教育指導課
適応指導教室で
の指導業務

【No.80へ統合】

82
教育委員会
学校教育部

教育指導課
潤いのある学校
づくり推進事業

花を児童生徒、教職員、保護者及
び地域と共に育てることにより、お
互いの協力意識や思いやりの心を
育み、児童生徒の自尊感情を高
め、社会参加の意欲や豊かな情操
と感性を育てる。

各校・園に対し、種苗を配布し、保護者及び地域住民と協
働で学校緑化運動に取組む。（花いっぱい運動）
この他に、児童生徒による環境整備の促進活動や校内掲
示の充実の推進活動などを実施している。 維持継続

お互いの協力意識や思いやりの心を育みに、児
童生徒の自尊感情を高め、社会参加の意欲や豊
かな情操と感性を育てるため引き続き事業を行っ
ていく必要がある。
ただし、実施にあたり効果的な取組みとなるよう、
対象校や内容を十分に精査しながら進めていく必
要がある。

学校保健の振興及び発展を図り 学校保健に関する諸問題について研究協議を行い その 尾道市における学校保健の振興及び普及啓発を

83
教育委員会
学校教育部

教育指導課
尾道市学校保健
会運営事業

学校保健の振興及び発展を図り、
学校保健に関する施策の向上に寄
与することを目的とする。

学校保健に関する諸問題について研究協議を行い、その
充実と発展を図る。

維持継続

尾道市における学校保健の振興及び普及啓発を
図り、学校保健に関する施策の向上に寄与するた
めには引き続き実施する必要がある。

スタ トア プ合

中学校生活のスタートにあたり、生
徒の相互理解及び生徒・教職員の
相互理解を図り、かつ中学生として
の学校及び家庭における基本的生
慣 確立 資する また

中学生１年生を対象とし、入学後速やかに宿泊合宿を行
う。
各中学校は合宿先を決定後、各学校において各種資料を
作成し、実施計画書を教育指導課へ提出し、学習活動や体
験 動を行う 抜本的

中学校生活のスタートにあたり、生徒・教職員の
相互関係と環境変化に柔軟に対応し、生徒の協
調性、人間性を培う点からも、引き続きこの事業
は必要である。

なが 事業名 実施 素が強

・事業の趣旨から全校実施が可能となるよう、合
宿形式や事業のあり方、開催時期及び事業名の
ほか、新たな事業目的も含め、抜本的見直しを行
う。
助成 も 性 費 対効 も勘案

84
教育委員会
学校教育部

教育指導課
スタートアップ合
宿推進事業

活習慣の確立に資すること、また、
体験活動を通して協調性や規範意
識をはじめとする人間性を育成す
る。

験活動を行う。
参加する生徒のバス代・電車代等の運送費について、一人
当たりの上限を定め支援する。

抜本的
見直し

しかしながら、事業名から４，５月実施の要素が強
く、日程的な問題もあり、参加校の減少、固定化
が見られる。また、交通費助成の適否など公平性
の観点から改善の必要がある。

・助成についても、公平性や費用対効果も勘案し
ながら、今後のあり方について見直しを行う。

85
教育委員会

教育指導課

歯の衛生週間ポ
スタ 標語募集

歯の衛生に関する正しい知識を普
及啓発する。

各校からポスター、標語の募集、作品の審査、優秀作品の
展示、特撰者のうちから県審査会へ提出。
参加賞 賞状の送付及び作品の返却。優秀作品を医療機 改善

児童生徒に対する歯の衛生に関する正しい知識
の普及啓発のため、この事務は引続き実施する
必要があると判断するが 費用負担については

費用負担について尾道市歯科衛生連絡協議会と
の調整を図る。
正規職員の負荷が大きいため 事務内容の見直85

教育委員会
学校教育部

教育指導課 スター・標語募集
事業

参加賞、賞状の送付及び作品の返却。優秀作品を医療機
関への展示。

改善 必要があると判断するが、費用負担については、
尾道市歯科衛生連絡協議会との調整を図る余地
があると考える。

正規職員の負荷が大きいため、事務内容の見直
し又は臨時職員の活用を検討する。

86
教育委員会
学校教育部

教育指導課
小体連・中体連
活動支援

小体連は子どもの体力づくり、技術
や記録を向上させ運動する喜びを
与える。中体連は運動部活動を教
育活動の一環として位置づけ、生
徒指導の下に生活意欲の向上を図
りできるよう支援する

各小中学校は尾道市小体連、尾道市中体連に加盟し、小
中体育連盟はそれぞれ会長を置き、事務局は補助金等を
含む事務処理をする。
市教委は小体連、中体連の活動に対し、指導及び助言、各
種大会等を視察しスポーツ活動の調査をする。
また小体連 中体連から補助金申請を受け 内容を確認 維持継続

小学校において、基礎技能や体力及び協調性の
向上を図っており、引き続き小体連へ支援する必
要がある。中体連は中学校保健体育の健全なる
普及発達と技能の向上をはかり、中体連主催また
は共催の各大会に参加し総合力及び成績の向上
を図っており 引き続き支援する必要がある学校教育部

教育指導課
活動支援 りできるよう支援する。 また小体連、中体連から補助金申請を受け、内容を確認

後、補助金を交付する。事業終了後は実施報告書の提出
を求め審査する。（補助金交付事務については学事係A12
「各種補助金交付事務」で調整）

維持継続 を図っており、引き続き支援する必要がある。

87
教育委員会
学校教育部

教育指導課
中学校リーダー
研修会実施事業

研修や体験活動を通して、生徒の
自主性・主体性を育むとともに、中
学校間の交流を図ることによって、
尾道の中学校のリーダーとしての

市内の中学校生徒会役員を対象とした尾道市リーダー研
修会を設置し、ボランティア活動、街づくり事業等に関わる
研修を行う。
研修会講師として、尾道で活躍する企業家等を招聘する。 維持継続

研修や体験活動を通して、生徒の自主性・主体性
を育むとともに、中学校間の交流を図ることによっ
て、尾道の中学生のリーダーとしての自覚を高め
るため、また尾道市の将来を担うリーダー要請の87

学校教育部
教育指導課

研修会実施事業
尾道 中学校 リ ダ
自覚を高め、尾道の生徒会活動を
より質の高いものとする。

研修会講師 、尾道 活躍する 業家等を招聘する。
実際にボランティア活動等を体験することで、地域貢献を図
る。

維持継続 る 、ま 尾道市 将来を担うリ ダ 要請
ため引き続きこの事業を必要とする。
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88
教育委員会
学校教育部

教育指導課
教育相談充実事
業

不登校児童生徒に対する学校復の
帰支援を行う。

適応指導教室の児童生徒が広島県立福山少年自然の家
で行われる広島県教育委員会主催の「里山夢体験」に参加
する。
参加した児童生徒は、豊かな自然の中で、参加者同士の

び グ

完了･休
止・廃止

平成１９年度のみ単発で実施した事業であり、現
在は行っていない。

学校教育部
教育指導課

業
徒

交流や、体験活動及びカウンセリング等を行うことを通して
主体性や社会性を培う。

止・廃止

89
教育委員会
学校教育部

教育指導課
キャリア教育充
実事業

児童生徒一人一人が将来、社会
的・職業的に自立し、社会の中で自
分の役割を果たしながら、自分らし
い生き方を実現するため子どもたち
の発達の段階にふさわしい人間関
係形成能力・社会形成能力を育て

各小中学校においてキャリア教育担当者を選任する。
年一回、キャリア教育担当者会を開催する。
校長、教職員を構成員とする職場体験連絡協議会を設置
し、尾道商工会議所等関係機関と連携する。
職場体験の拡充。　おのみち「立志式」の開催。

維持継続

児童生徒一人一人が将来、社会的・職業的に自
立し、社会の中で自分の役割を果たしながら自分
らしい生き方を実現するために、子どもたちの発
達の段階にふさわしい力を育てることを目的とす
るこの事業は、今後とも継続して実施する必要が
ある89

学校教育部
教育指導課

実事業 係形成能力・社会形成能力を育て
る。

維持継続 ある。
中学生にあっては実際に事業所に出向く、職場体
験学習の充実、外部受け入れ先事業所との連携
など関係機関と歩調を合わせ、より効果的な事業
となるよう検討を要する。

体力づくり推進事

児童生徒の体力・運動能力の低下
傾向に対し、生き生きとした生活を
営む基礎的な体力・運動能力を培
い 生涯にわたって運動に親しむ態

児童生徒の体力・運動能力の体力テストを実施することで
現状を把握し、体力向上に向けた取組を推進するための基
礎資料とする。
この体力テストは 文部科学省及び広島県教育委員会から

全国的に児童生徒の体力テストの分析結果は、
体力・運動能力が低い状況となっており、この結
果に基づき今後の体育・保健体育等における取
組はもとより 学校教育全体で運動計画を作成

90
教育委員会
学校教育部

教育指導課

体力づくり推進事
業（含む体力テス
ト）

い、生涯にわたって運動に親しむ態
度を育てる。

この体力テストは、文部科学省及び広島県教育委員会から
の通知を受け実施し、その分析結果に基づき各校は体力
つくり計画を作成し実践指導する。
　テスト項目：８種目〔握力・上体起こし、長座体前屈、反復
横とび、20mシャトルラン（持久走）、50m走、立ち幅とび、
ボール投げ〕
なお、文部科学省は抽出方式である。

維持継続

組はもとより、学校教育全体で運動計画を作成
し、生き生きとした生活を営む基礎的な体力・運動
能力を培うため引き続き体力推進事業は必要で
ある。

適応指導教室・
市内小中学校の児童生徒及び保
護者に対する教育相談活動の充実

市内小中学校の児童生徒・保護者等に対する教育相談活
動の実施

カウンセラーに相談することで、不安が緩和し、安
定した学校生活が送れるようになった事例もあり、

91
教育委員会
学校教育部

教育指導課

適応指導教室・
スクールカウンセ
ラーの活用

護者に対する教育相談活動の充実
を図る。

動の実施
適応指導教室相談員（市嘱託職員）、スクールカウンセラー
（県非常勤講師）を配置し、相談業務にあたる。

維持継続
定した学校生活が送れるようになった事例もあり、
事業効果があると認められるため、今後も継続的
に実施する必要がある。

92
教育委員会
学校教育部

教育指導課
養護教諭・保健
主事研修

児童生徒の心身の健康課題に適
切に対応していくため、新たな知識
や技術等を習得し教職員の資質・
能力を高めることを目的とする。

養護教諭・保健主事に対する研修の実施
養護教諭・保健主事による校内での保健・養護実務の啓
蒙・周知

維持継続

養護教諭・保健主事に対するニーズは多様化
（「人間関係」「不登校・引きこもり」「いじめ」「集団
生活への不適応」「メンタルヘルス」等）しており、
資質・能力を高め児童生徒及び教職員の健康増
進等に資するため引き続き研修会の開催や参加92

学校教育部
教育指導課

主事研修
維持継続 進等に資するため引き続き研修会の開催や参加

を必要とする。
今後は、より一層の研修機会の確保、参加促進を
図りながら実施する。

給食指導 栄養

日常における食事について、正しい
理解と望ましい食習慣を養うととも
に、食糧の生産及び消費について
知る。

給食だより（幼・小中）、給食放送、掲示用資料（給食目標・
旬の食べ物・食事バランスガイド）、生活だより（夏・冬休み
号）、衛生管理等で給食指導・栄養指導をする。
事業番号95と同じ事業内容

毎月、給食放送資料で児童生徒に給食指導・栄
養指導を図っている。
また、掲示用資料（給食目標・旬の食べ物・食事
バランスガイド）を掲示することで給食指導、栄養
指導に役立っている

93
教育委員会
学校教育部

教育指導課
給食指導、栄養
指導

維持継続
指導に役立っている。
指導を継続することで、児童生徒の食に関する意
識の向上を図ることが必要である。
今後は、各校のニーズを把握して、給食だより等、
啓発資料の内容を適宜見直しながら実施してい
く。

教育委員会

栄養教諭・学校栄養職員の資質向
上を図る。

学習指導案の作成や教材づくりの工夫を通して健康教育
（食に関する指導）を推進する授業づくりについて研修す

この業務に要する職員工数が多すぎると思われる
ため、事務の効率化の観点から、事務の内容とと

事務の効率化の観点から、事務の内容とともに実
施方法の見直しを検討する。

94
教育委員会
学校教育部

教育指導課 栄養士研修
を図る。 （食に関する指導）を推進する授業 くりに て研修す

る。 改善
ため、事務の効率化の観点から、事務の内容とと
もに実施方法を見直す必要があると判断する。

施方法の見直しを検討する。
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95
教育委員会
学校教育部

教育指導課
基本的生活習慣
づくりの推進事業

基本的生活習慣の確立をめざし、
「早寝・早起き・朝ご飯」運動を中心
とした取組を実施する。

食だより（中学生）、弁当づくりの手引き（配付：給食未実施
校への進学予定小６年・給食実施校の中３年）等を発行し
指導、啓発する。 維持継続

基本的生活習慣を確立することで、充実した学校
生活を過ごし、健康な体を維持するため、引き続
き成果指標の数値を向上させるよう事業内容の検
討を行いながら、事業を推進する必要がある。

96
教育委員会
学校教育部

教育指導課

学校教育指導業
務（各担当教科・
領域）

教職員の指導力向上及び学校力
の向上を図る。

各小中学校からの派遣依頼に基づき、学校及び教科別に
担当制となっている各指導主事が各小中学校へ校内研修
等の講師として出向き、授業等について指導助言を行う。
各学校は学校独自の教育目標等に沿い指導案を作成す
る。この指導案が授業において適正に指導の狙いに対した
単元構成、授業構成となっているか、指導案の指導助言を
行う。

維持継続

指導主事が各校の校内研修等に講師として出向
き、授業等について指導助言を行うことは有意義
であり、今後も継続して実施する必要がある。
現在、校内研修の推進を図る各小中学校への円
滑な指導主事の派遣を実施するために、各小中
学校に対し事前に派遣回数等申請に係る留意点
を通知するなどし、事務の効率化を図っているとこ
ろ あり 今後も引き続き効率化を図りながら効果ろであり、今後も引き続き効率化を図りながら効果
的な指導助言を行っていく。

97
教育委員会
学校教育部

学校経営企
画課

広域通信制単位
制高等学校設置
事業

学校設置会社による広域通信制単
位制高等学校の設置認可者として
の評価や指導を継続することで、不
登校生徒等に修学機会を提供し、
その社会的自立を支援する。また
副次的には本市の交流人口の拡

■平成19年5月本市は、構造改革特別区域計画の申請を
国に行い、7月「尾道人間教育特区」として認定した
■9月4日尾道市広域通信制単位制高等学校審議会を設
置し、学校設置の諮問を行い、10月29日答申を受け、
　同月30日市長が学校設置を認可した
■学校設置認可後、学校は生徒募集等の開校準備を行

維持継続

・特区による学校設置認可者として、毎年学校の
経営状況や教育内容を評価し公表することが構
造改革特別区域法により定められており、評価は
毎年実施が必要である。
・評価は審議会に付託して行なうこととされている
ため、適切かつ効率的に評価することが求められ

・専門知識と中立性を備えた審議委員の選定を
維持継続する。
・審議会の評価について、他市や国の状況などの
情報収集を継続する。
・中立性、効率性を高めながら、更なる評価サイク
ルの充実を図る。

事業
副次的 本市 交流人 拡
大と地域の活性化を図る。

学校設置認可後、学校 徒募集等 開校準備を行
い、平成20年4月開校した
■学校からの定期又は随時の届出の受付や必要な指導、
年2回審議会を開催し学校の評価を継続実施中

、適切 効率的 評価する 求 られ
る。
・年２回の評価サイクルは定着してきており、現状
の継続が妥当である。

充実を図る。

保護者及び児童生徒等の多様な
ニーズに応える。
保護者の学校への関心、自ら選ん
だ責任による学校への協力意識を
高める。

住所により入学する学校を指定する通学区域制度を基本と
するが、小学校及び中学校への入学時、希望により入学学
校を選択できる制度です。通学区域制度の弾力化に係る
国の動向や本市通学区域審議会答申などを受け、平成16
年度から導入する。

制度検証のため利用者に対しアンケート調査を実
施した結果、引き続き実施すべきとの肯定的意見
をいただいている。
保護者や児童生徒のニーズに応えつつ、選択さ
れるための特色ある学校づくりを展開し、学校の

児童生徒及び保護者の希望する学校に偏りがみ
られるため、
・「広報おのみち」や「学校紹介冊子」等の活用の
ほか、児童生徒及び保護者に対する効果的な周
知方法を検討する。

98
教育委員会
学校教育部

教育指導課
学校選択制度実
施事業

高める。
選択による評価で教職員が経営感
覚を身につけることにより、教育改
革の推進を図る。
選択されるための特色ある学校づく
りを展開し、学校の活性化を図り、
開かれた学校づくりを促進する。

年度から導入する。
小中学校全ての学校に受入可能人数を設定し、希望者が
募集人員を上回る場合は、抽選とする。
抽選外となった場合は補欠登録し繰り上げを待つことがで
きる。学校選択による入学者は学齢簿上にその旨記載し管
理する。
学校の特色周知のため学校紹介冊子の作成配布や尾道
ケーブルテレビでの番組放送及び広報おのみちで広く市民
へ周知する。

改善

れるための特色ある学校づくりを展開し、学校の
活性化と開かれた学校づくりを促進するために
も、今後も事業を継続する必要がある。
継続にあたっては、希望校の偏りなどもみられる
ため、改善の余地がある。

知方法を検討する。
・尾道ケーブルテレビにおける学校紹介番組の放
映方法、内容等について、マンネリにならないよう
に検討を行う。
・開かれた学校づくり、学校の活性化のためにも
教育委員会と各校が連携をとりながら制度を勧め
ていく。
など、偏重を改善する手法を総合的に検討してい
く。

99
教育委員会
学校教育部

教育指導課
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ整備事
業

情報機器の活用能力及び教材ソフ
トを利用した学習により、確かな学
力の育成を図る。

小中学校コンピュータ教室へ児童生徒及び教師用パソコン
等を導入する。
機器の耐用年数等を勘案して、5年間のリース契約を締結
している。
機器の選定にあたっては、選定委員会を開催し、選定し、
業者は入札により決定する。
１校平均３３．５台、１６４２台設置。学習ドリル、グループ学
習、情報モラル、職業調べ、環境復元などのソフトウェアを

改善

国のコンピュータ整備指針に基づくコンピュータ教
室の整備であり、教育現場において子どもたちが
活発にコンピュータ機器を活用できるよう環境整
備に努めることが行政の責務となっていることか
ら、当事業は維持継続が必要である。
機器の保守等管理運用面について、課題がある
と考えられるため改善が必要である。

費用対効果を検証のうえ、整備（購入）時の仕様
に機器の保守を加える等検討する。

習、情報 ラ 、職業調 、環境復元な ソ ウ アを
導入している。

100
教育委員会
学校教育部

教育指導課
各種補助金交付
事務

運動部活動及び教職員の指導力
向上を図り、心身ともに健全な児童
生徒の育成を目的とする。

交付の流れは、次の団体から補助金申請を受け、審査し、
確認後交付決定し、事業終了後は実績報告書を市教委へ
提出する。
・小中体育連盟：児童生徒の体位の健全なる発達と、技術
の向上、運動部活動を通じて、礼儀、マナー等生徒指導の
下に、生活意欲の向上を図る。 維持継続

　全小中学校の児童・生徒又は教職員を対象に
教育の一環としての事業を実施している団体に対
する補助事業であり、事業継続の必要性が認めら
れる。

100
学校教育部

教育指導課
事務

、 活 欲 を 。
・尾道教育研究会：教職員の指導力及び資質向上を図るた
め研修会等の開催。
・学校保健会：学校保健に関する諸問題について研究協議
を行いその充実と発展を図る。（A07、A13と重複）

維持継続
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教育委員会
生涯学習課

生涯学習情報の

生涯学習の一元的な情報提供を図
る。

2月時点で確定・予定している各種の講座を各関係機関（健
康推進課、図書館、スポーツ振興課、中央公民館、社会福
祉協議会、公衆衛生推進協議会）に問い合わせ集約し、3
月号の広報で情報提供をしている。また、講座・講演会ごと

維持継続

従前、一定のまとまりをもった生涯学習情報の提
供は、年1回しかできていなかったが、平成22年度
からホームページや公民館だより等で情報提供で
きるよう事務改善した。平成23年度から市ホーム
ジが 各101

教育委員会
教育総務部

生涯学習課
生涯学習情報の
収集及び提供

に市広報紙やチラシ等で広く市民に周知するとともに、市の
ホームページへ随時掲載している。

維持継続
改

ページが改善され、各課で情報発信できるように
なったが、一元的な生涯学習情報の発信は必要
であるので、引き続き年間の講座情報等を一括掲
載していく必要がある。

地域で活動するボランティアの情報
を共有することにより、学校等にお
けるボランティア活動の充実を図
る。

教育ボランティアを募集し、登録のあった者について作成し
たリストを学校等に送付することにより、教育ボランティアを
活用してもらう。
［平成20年度から平成22年度まで国の委託事業として、学

地域全体で学校を支援し、子どもの健全育成に資
すること、また、学校と地域住民とが協働して教育
活動を行うという事業であるが、地域課題の解決
のひとつとして、地域で学校活動（子どもの育成）

事業に関わる職員の工数が大きく、今後実施校
の増加に伴いますます事務量が増えると予想さ
れるので、立ち上げ時から運営時までの教育委
員会職員の事務を再点検し、軌道に乗った実施

102
教育委員会
教育総務部

生涯学習課
教育ボランティア
活動推進事業

る。 ［平成20年度から平成22年度まで国の委託事業として、学
校支援地域本部事業を1中学校区（2小学校、1中学校）に
おいて実施］

拡大

のひとつとして、地域で学校活動（子どもの育成）
を支援するという機運が醸成され、仕組みが機能
することは、協働のまちづくりの推進に寄与するも
のと考えられる。また、総合計画の施策目標「学
校、家庭、地域が協働して子どもたちの教育環境
を整えている」を達成するために必要な事業であ
り、国の委託事業として実施した学校支援地域本
部事業の効果を踏まえ、地域教育支援活動促進
事業として、順次実施校を増やしていくべきであ
る

員会職員の事務を再点検し、軌道に乗った実施
校については職員の関わりを減らすことや、嘱託
職員等の活用など、事務の軽減策を検討するこ
と。協働のまちづくり部門と連携し、登録ボラン
ティアの他事業への活用方策等を研究する。

る。

103
教育委員会
教育総務部

生涯学習課
向島子ども図書
まつり

子どもたちが日頃から本に親しむ
機会を提供するとともに、子ども図
書まつりを通して公民館を生涯学
習の場としてより身近に感じてもら
う。

　向島公民館が主催して、地元のボランティアグループによ
る絵本の読み聞かせや町外から人形劇団を招聘しての人
形劇の上演等を向島地区の子どもたちを中心に、「向島子
ども図書まつり」を開催してきた。
　平成２１年５月に向島子ども図書館（尾道市民センターむ
かいしま内）がオープンし、子ども図書館で同様の事業（読
み聞かせや人形劇等）が日常的に実施されることとなり、平
成２０年度をも て向島公民館での役割を終えている

完了･休
止・廃止

事業は平成２１年度から向島子ども図書館へ移行
した。

-

成２０年度をもって向島公民館での役割を終えている。

広く市民がスポーツに親しむ場を提
供することによって、市民の体力向
上と地域のコミュニティを深めること
を目的として整備された施設の良
好な維持管理を行う。

市民スポーツ広場の管理運営及び維持修繕業務
　長者原市民スポーツ広場・東尾道市民スポーツ広場・河
内市民スポーツ広場・江奥市民スポーツ広場・立花市民ス
ポーツ広場（夜間照明）
○施設点検（施設の見回り、修繕箇所発生時における立会
い及び業者との協議など）

市民スポーツ広場の管理運営においては、利用
促進のための効果的なＰＲ、夜間照明施設の整
備のあり方、特定団体の利用偏重の是正、受益
者負担、施設の地域住民との協働管理が問題
点、課題として認識されるため、事業を継続しなが
らも改善を行う必要がある

・利用促進を図るための効果的な施設ＰＲのあり
方を検討する。
・夜間照明施設については、利用状況を踏まえた
整備をする必要がある。
　※立花市民スポーツ広場は、利用者1人あたり
にかかるコストが高いため 利用普及と経費節減

104-1
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

スポーツ施設の
維持管理に関す
ること（市民ス

い及び業者との協議など）
○管理委託契約については、各広場により形態が異なる
予約受付は各広場の連絡先に電話予約（2ヶ月前から可）。
当課では長者原と東尾道の予約のみ対応。無料のため利
用者の予約のキャンセル状況や予約どおり利用しているか
確認しながら運用している。
施設の維持管理は、各競技団体又は地元に委託している。
長者原はまちづくり推進課、東尾道は下水道課が所管して
おり、管理を受託している団体と所管課との調整を行ってい 改善

らも改善を行う必要がある。 にかかるコストが高いため、利用普及と経費節減
が急務といえる。
・利用予約においては、特定団体に利用頻度が
偏重しないよう各団体との協議、調整が必要であ
る。
・受益者負担については、負担割合や内容につい
て、他の類似する公共施設、生涯学習施設、社会
体育施設等とのバランスを踏まえた検討が必要
である。教育総務部 興課 ること（市民ス

ポーツ広場）

おり、管理を受託している団体と所管課との調整を行ってい
る。特に東尾道市民スポーツ広場は下水道終末予定地を
目的外利用しているため、許可更新業務やその許可条件
に反しないように管理者や利用者との調整会議を必要に応
じて開催している。
経費は、主にトイレの水道代や夜間照明の電気代が多く、
他施設と比較して委託料や修繕費の割合は少ない。委託
料を競技団体や地元などが受託しており低コストである。ま
た設備や備品が少ないため（備品は原則利用者持込）、修
繕件数も少ない ただし 夜間照明がある施設については

改善 である。
　※市民スポーツ広場に関しては、多くの市民に
利用してもらうことを前提としており、利用者や管
理者の協力を得ることによって、低コスト運用を実
現していることから、施設を有料にする場合には
慎重に議論する必要がある。

繕件数も少ない。ただし、夜間照明がある施設については
修繕が発生することがある。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

教育委員会 スポーツ振

スポーツ施設の
維持管理に関す

市民のスポーツの振興と体力の向
上を図る目的で整備された施設の
良好な維持管理を行う。

新高山テニスコートの管理運営及び維持修繕業務
○施設点検（施設の見回り、修繕箇所発生時における立会
い及び業者との協議など）
○管理委託契約（内容：コート及び付属設備の整備・管理、

改善

市内唯一のクレイコートとして大会も開催されるな
ど、継続活用していく必要がある。受益者負担に
ついては、どの程度負担してもらうのか、どの経費
を負担してもらうのか市全体の公共施設、生涯学

バ

使用料の見直しについては、市全体の公共施設
の受益者負担割合や負担すべき経費部分などの
基準を確認後、他市、他課との同等施設と比較し
ながら、平成25年4月1日改定を目指して取り組

104-2
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

維持管理に関す
ること（新高山テ
ニスコート）

契
使用中の管理運営、使用料の徴収）
■施設概要
　使用時間9:00～21:00、クレイコート8面、管理棟、夜間照
明2基12灯

改善
負
習施設、社会体育施設とのバランスを踏まえて検
討する必要がある。

改
む。

104-3
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

スポーツ施設の
維持管理に関す
ること（スケ ト

スポーツとしてスケートボードを楽し
む場を提供することにより、青少年
の健全育成に寄与することを目的
として整備された施設の良好な維

スケートボード場施設の管理運営及び維持修繕業務
○施設点検
○管理委託契約（内容：区域内の除草・草刈、水路清掃、
植栽等剪定等） 改善

・施設の管理運営業務委託を締結し管理を行って
いるが、常勤ではないため、悪戯によるトイレの破
損やゴミの不法投棄等が見られ問題である。ま
た、施設場所の位置が確認しにくいことや、利用

・看板の工夫等により、施設場所の周知向上を図
る。
・破損防止、不法投棄対策として看板等を設置
し、利用者マナーの向上を図る。104 3

教育総務部 興課 ること（スケート
ボード場）

として整備された施設の良好な維
持管理を行う。

植栽等剪定等）
■施設概要
　無料施設、300㎡、スケートウェーブ2基、トイレ

改善 た、施設場所の位置が確認しにくいことや、利用
者の固定化、利用促進に向けたＰＲなど課題もあ
り、改善が必要である。

し、利用者マナ の向上を図る。
・広報、ホームページを活用したＰＲを行い、利用
促進を図る。

教育委員会 スポーツ振

スポーツ施設の
維持管理に関す
ること（瀬戸田町

青少年の健全育成及びスポーツレ
クリェーションの振興を図る目的で
整備された施設の良好な維持管理
を行う。

瀬戸田町B&G海洋センターの管理運営及び改修・修繕等
の維持管理
○体育館9:00～21:30・プール9:00～20:00・艇庫（ヨット、カ
ヌー、ローボート、救助艇、ライフジャケット等の格納庫）の
管理運営業務
施設利用の受付 調整 使用料等の処理・スポ ツ用具等 改善

体育館スポーツはもとより、プールを活用した水泳
教室やヨット・カヌー等の舟艇を活用したマリンス
ポーツ体験メニューなど、スポーツ振興に欠かせ
ない多種目が行える複合施設であるため、今後
も、費用対効果・市民ニーズ等を精査しながら施
設の整備改修を行う必要がある

全国的にも指定管理者制度の活用による管理運
営が増加している。瀬戸田町B&G海洋センターに
おいても、平成26年度を目途とした指定管理者制
度導入による効果的・効率的な運営を検討する。
瀬戸田地区の場合他の公共施設と併せての指定
管理も選択肢に入れ 今後担当課と協議を開始104-4

教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課 ること（瀬戸田町

Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター）

施設利用の受付、調整、使用料等の処理・スポーツ用具等
の備品管理・スポーツ施設利用団体登録
○管理委託契約（（内容：受付業務、文書管理業務、維持
管理業務（開館・施錠・設備・用具点検・プール管理補助・
機械工具類管理）清掃業務、環境整備業務）

改善 設の整備改修を行う必要がある。 管理も選択肢に入れ、今後担当課と協議を開始
予定。

御調町体育協会
主催事業 の助

御調町内における加盟団体を総括
し、御調町民の体力向上と健全な
体育の振興を図り 体育文化の向

御調町民運動会、みつぎ・いきいきマラソン大会、みつぎ駅
伝大会の実施。

完了 休

合併協議時に各体育協会は、自立化していくこと
で協議が成されていたこともあり、平成１９年度を
もって完了

105
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

主催事業への助
言・協力に関する
こと

体育の振興を図り、体育文化の向
上に寄与する活動に対し、助言・協
力することで町体育協会の自主運
営化を進める。

完了･休
止・廃止

もって完了。
現在は御調体育協会として継続して活動してい
る。

教育委員会 スポーツ振

御調町内のス
ポーツ施設の管

する

スポーツの普及振興・市民の体力
向上・健康増進・地域のコミュニティ
を深める。

御調体育センター（使用時間9:00～22:00、アリーナ（冷房完
備）、管理室、トイレ、更衣室）の改修・修繕等の維持管理
○委託契約（内容：管理運営業務（（公社）尾道市シルバー
人材センター）、電気工作物保安管理業務、消防用設備点
検 務 清掃 務 掛 務 改善

使用についての市民ニーズは高いが、施設の老
朽化により、修繕費が増加することが見込まれ
る。
使用時間のみの管理人配置のため、使用は事前
申請 が 費 経費節減

指定管理者制度について、平成27年3月31日を目
処に検討する。なお、検討に当たっては、受益者
負担額（使用料）や現状の管理体制（使用時間の
み管理人が常駐する体制）のまま移行することが

も 考106-1
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課 理に関すること

（御調体育セン
ター）

気
検業務、清掃業務（ワックス掛け）、除草業務） 改善 申請に限られるが、人件費などの経費節減となっ

ている。より効果的・効率的な維持管理のため指
定管理者制度の導入を含めて検討していく。

好ましいかも併せて再考する。
・管理体制の検討（平成25年3月末日）
・受益者負担額（使用料）の見直し（平成25年4月1
日改定を目指して取り組む）

スポーツの普及振興・市民の体力
向上・健康増進・地域のコミュニティ
を深める。

御調ソフトボール球場（使用時間8:00～22:00、A～Eの5面、
夜間照明施設、管理室、トイレ）の改修・修繕等の維持管理
○管理委託契約（内容：施設の開館、器具機材点検、グラ
ウンド整備 場内巡回 夜間照明鍵管理 清掃等）

今後の老朽化に対する修繕としては、グラウンド
の水はけ改善工事（H21年度実施A・B球場外野の
み）、夜間照明施設更新工事が考えられる。
また スポーツ器具の改良により飛球距離が伸び

指定管理者制度について、平成27年3月31日を目
処に検討する。なお、検討に当たっては、受益者
負担額（使用料）や現状の管理体制（使用時間の
み管理人が常駐する体制）のまま移行することが

106-2
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

御調町内のス
ポーツ施設の管
理に関すること
（御調ソフトボー
ル球場）

ウンド整備、場内巡回、夜間照明鍵管理、清掃等）
近年において実施した規模の大きい大会としては、第32回
全国中学校ソフトボール大会（平成22年8月）、第11回西日
本小学生ソフトボール大会（平成21年7月）、第26回全国高
等学校女子ソフトボール選抜大会（平成20年3月）、第9回
広島ジャパンカップ国際親善ソフトボール大会（平成19年11
月）、第51回全国私立高等学校女子ソフトボール選抜大会
（平成18年3月）等となる。

改善

また、スポーツ器具の改良により飛球距離が伸び
るなどにより、駐車場及び近隣の私有地にボール
が入ることが増え、新たに防球ネットの新設を受
託管理者から求められている。使用時間のみの
管理人配置のため、使用は事前申請に限られる
が、人件費などの経費節減となっている。より効果
的・効率的な維持管理のため指定管理者制度の
導入を検討する一方で、現在、管理委託（随意契
約）している尾道地区ソフトボール協会の審判員
派遣を含めたサ ビ 全国大会を招致し運営

み管理人が常駐する体制）のまま移行することが
好ましいかも併せて再考する。
・管理体制の検討（平成25年3月末日）
・受益者負担額（使用料）の見直し（平成25年4月1
日改定を目指して取り組む）
また、土・日・祝の稼働率は高く空きが無い状況で
あるため、夏休みの平日・日中の学生向けPRが
有効と考え検討していく。

派遣を含めたサービス、全国大会を招致し運営で
きるノウハウなど、施設管理以外の大きなメリット
も考慮する必要がある。
稼働率を上げるため、平日の日中利用増への取
組みを行う。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

106-3
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

御調町内のス
ポーツ施設の管
理に関すること

スポーツの普及振興・市民の体力
向上・健康増進・地域のコミュニティ
を深める。

御調グラウンド・ゴルフ場（使用時間9:00～17:00、天然芝32
ホール4コース、管理棟、売店、トイレ）の指定管理契約及
び管理指導。

改善

生涯スポーツとしてのグラウンド・ゴルフは定着し
ており、効率的な管理を図りながら施設の運営は
継続する。

①新規利用者の開拓に努める。
②市内利用者と同額になっている市外利用者の
年間利用料について、見直しを検討する。
③関係課で協議しているスポーツ施設使用料に教育総務部 興課 関す

（御調グラウンド・
ゴルフ場）

改善 ③ 議
ついて、期限を定めて早急に結論を出せるよう検
討を行っていく。

107
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

御調町内のス
ポーツ施設の整
備に関すること

スポーツの普及振興と市民の体力
向上のため、施設整備を図る。

御調体育センター、御調ソフトボール球場、御調グラウンド・
ゴルフ場の施設整備
使用者の要望、施設の老朽状況など、現状より判断し翌年
度予算要求。

改善

施設の老朽化などによる施設修繕については、今
後の利用予測も考慮しながら計画的に実施してい
く必要がある。

○ソフトボール球場の外野防球フェンスの設置
○河内市民スポーツ広場の勾配調整（グラウンド
の水はけ改善）
○御調グラウンド・ゴルフ場のスプリンクラーの配
管修繕
○御調体育センター非常灯をLEDへの転換する備に関すること ○御調体育センタ 非常灯をLEDへの転換する
ための修繕

108
教育委員会 スポーツ振

学校・広場等夜
間照明施設の管

社会体育の振興のため、夜間照明
施設の良好な維持管理を行う。

夜間照明施設
市内小・中学校18箇所、スポーツ広場2箇所（江奥5基30
灯・立花4基32灯）の維持管理
○運営委託契約（内容：施設整備、使用中管理、使用料の
徴収等）

改善

地域住民の健康づくりや地域コミュニティ活動の
ためには、民間等の代替施設がないため学校等
地域の施設を使って継続して実施する必要がある
が、利用者は自ら希望する一部の市民や団体に
限られている。運営に当たっては一部委託業務を
実施し るも 利用料は地域 施設 異

関係施設の利用料の見直し協議については、期
限を定めて実施し、早急に結論を出すことが必要
である。また、委託業務についても修繕関連業務
を含めるなど、合理的な運営の検討が必要であ
る。

108
教育委員会
教育総務部

スポ ツ振
興課 間照明施設の管

理に関すること
改善 実施しているものの、利用料は地域・施設で異

なっており、関係課で開始している利用料見直し
の協議については、期限を切って実施すべきであ
る。

109
教育委員会 スポーツ振

スポーツゲーム
ズ in 尾道の開催

トップアスリートを招致し、子ども達
に様々なスポーツを経験してもらい
ながら、体力テストを行い、現在の
体力状況を認識することで 今後の

トップアスリート及びトップコーチによる指導（幼児～高齢
者）。

完了･休

尾道市体育協会主催行事である「尾道市体育祭」
へと移行できたため、実行委員会主催（市からの
負担金）で行った「スポーツゲームズin尾道」は平
成20年度で廃止した109

教育委員会
教育総務部

振
興課 ズ in 尾道の開催

に関すること
体力状況を認識することで、今後の
健康づくりや体力づくりに役立てて
もらうことを目的とする。

止・廃止 成20年度で廃止した。

110
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

各種スポーツ大
会・研修・教室に
関すること
（ニュースポーツ

トップアスリートの招聘やニュース
ポーツを普及することで、生涯にわ
たってスポーツに親しめる環境を整
え、スポーツに対する関心を高める
ことにより、スポーツ人口の増加を
図り 豊かな心と体を育成すること

　年齢や性別を超えてだれでもできるニュースポーツの普
及を行う。
　トップアスリート等を招聘し、一緒にスポーツを経験しス
ポーツライフをより豊かにするきっかけを与える。
　体力テストを行い、自分の現在の体力状況を認識してもら
うことにより これからの体力づくりや健康づくりに役立てる

改善

生涯スポーツ、特に協会の設立されていない
ニュースポーツの普及、推進を図ることは、スポー
ツ愛好者の拡大につながり市民の健康づくりの観
点からも市として必要である。

尾道市体育協会の事務的独立を図る。体育協会
独立後の本事業は、純然たるニュースポーツの
普及を除いて、尾道市体育祭などは同協会への
委託を検討する。

（ニュースポーツ
の普及）

図り、豊かな心と体を育成すること
を目的とする。

うことにより、これからの体力づくりや健康づくりに役立てる
きっかけを与える。

111
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

向島運動公園の
管理運営に関す
ること

スポーツの普及振興・市民の体力
向上・地域のコミュニティを深める
等の目的で整備された施設の良好
な維持管理を行う。

向島運動公園（使用時間9:00～21:00、テニスコート、多目
的グラウンド、多目的芝広場、プール、愛ランド（会議室、和
室、トレーニングルーム）体育館等）の施設管理運営と公園
内の緑化管理等の施設管理。
○管理委託契約（内容：受付業務、維持管理業務（掃除、
設備・用具点検・夏季散水・プールシート張り収納・機械器

抜本的
見直し

日常的にスポーツに親しむ人を増やすための総
合型運動公園の一定の整備が完了し、供用開始
されることから、今後は、運営面で必要最小限の
経費で十分に効果が出るようにすることが必要で
ある。

平成26年度を目途に指定管理者制度を導入す
る。効果的、効率的な運営を検討するためには、
供用開始後の一定期間の実施データが必要にな
るので、全面的な利用料見直しの協議を早急に
実施し、期限を定めて結論を出す必要がある。

ること 設備・用具点検・夏季散水・プールシート張り収納・機械器
具管理）除草、剪定）

見直し

112
教育委員会
教育総務部

スポーツ振
興課

マリン・ユース・セ
ンターの管理運
営に関すること

青少年の健全育成及び海洋性レク
リェーションの普及並びに海事思想
の普及を図るため設置された施設
の良好な維持管理を行う。

尾道市マリン・ユース・センター（海浜キャンプ場、体育館、
艇庫（カヌー・ヨット・ローボート・救助艇・ライフジャケット等
の格納庫）、芝生広場等）の指定管理契約及び管理指導。

改善

警備委託を含む指定管理料の見直しが行われて
おり、自主事業の企画や情報発信など指定管理
者の営業努力も進められている。今後もマリンス
ポーツ施設としての独自性を活かした運営が望ま
れる。

①指定管理者の自助努力と管理指導により、効
率的な運営を図る。
②体育館等他にも類似施設のある使用料につい
て、施設間の調整を図る。

1919



部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

教育委員会 因島瀬戸田 子ども太鼓交流

太鼓が取り持つ縁で始まった京都
の小学校及び因島とその近隣の学
校等の太鼓クラブの交流会を継続
し、子どもたちの思い出づくりを支

①太鼓交流会実施に当たっての地域、学校の太鼓クラブ及
び指導的役割を担う因島村上水軍陣太鼓保存会との連絡
調整は、因島瀬戸田地域教育課が行っている。
②交流会当日の準備と受付は因島瀬戸田地域教育課及び
ボ が

太鼓が取り持つ縁で始まった京都の小学校及び
因島とその近隣の学校等の太鼓クラブの交流会
を継続し、子どもたちの思い出づくりを支援する目
的は有意義であり、伝統芸能の継承にも繋がって

が113
教育委員会
教育総務部

因島瀬戸田
地域教育課

子ども太鼓交流
会運営業務

援する。
②
ボランティア、進行は陣太鼓保存会が行っている。
③中国新聞(チューピー号)が、交流会の新聞を速報で発行
し、子どもたちの記念になっている。

維持継続
統

いくことが期待できるため維持継続とする。
実施にあたっては、限られた時間で、参加団体数
に一定の制約があるが、参加している学校、地域
の太鼓クラブ以外への拡がりについて併せて検討
していきたい。

学校のスポーツ施設を、学校教育
上支障のない範囲でスポーツ活動
の場として提供し、市民の体力の向

①学校教育上支障のない範囲で、学校のグラウンド及び屋
内運動場を一般住民の利用に供している。
②使用団体の登録及び使用の受付は公民館、使用許可及

市内各地域における学校のスポーツ施設の使用
料、減免基準及び使用時間等について、統一的
な考えをもって見直しをし、公平性を確保する必要

市内各地域における学校のスポーツ施設の使用
料、減免基準及び使用時間等について、統一的
な考えをもって見直しをする。(平成25年4月予定)

114
教育委員会
教育総務部

因島瀬戸田
地域教育課

学校施設使用業
務

の場として提供し、市民の体力の向
上と地域のコミュニティを深める。

②使用団体の登録及び使用の受付は公民館、使用許可及
び使用料の徴収は因島瀬戸田地域教育課が行っている。
③使用者へのスポーツ施設の鍵の受け渡しは、個人に委
託している。
④施設の数　グラウンド及び屋内運動場　各13箇所、(旧学
校)グラウンド4箇所　屋内運動場3箇所

改善

な考えをもって見直しをし、公平性を確保する必要
がある。

な考えをもって見直しをする。(平成25年4月予定)

学校統合又は学校の位置変更によ
り、通学に著しい負担を生ずること
とな た児童 対 特別な通学対

①登校時の運行は、西浦地区2回、大浜地区1回である。
②下校時の運行は、授業の終了に合わせて、西浦地区2～
(うち は幼稚園) 大浜地

①スクールバス運行に正規(再任用)職員を配置す
ることは、早朝の運行、昼間の待機時間があるこ
とから非効率 ある

①今後の通学対策について、委託による運行又
は路線バス料金補助の導入を検討をする。(平成
年度)

115
教育委員会
教育総務部

因島瀬戸田
地域教育課

スクールバス運
行業務

となった児童に対し、特別な通学対
策としてスクールバスを運行し、児
童の安全確保と保護者負担の軽減
を図る。

3回(うち1回は幼稚園)、大浜地区1～2回
③運行キロ数　西浦地区　片道3ｋｍ、大浜地区　片道3.5ｋ
ｍ
④スクールバス運転手　再任用職員１人(代替臨時運転手
の対策は講じている。)

改善

とから非効率である。
②他の地域においては、路線バス又は委託によ
るスクールバス運行を実施しており、現在の再任
用職員退職後の実施方法を検討する必要があ
る。

23年度)
②児童の安全の確保について保護者の理解を得
ることが必要である。
③スクールバスは、通学に支障のないときは、学
校(他の学校を含む。)の学習活動での運行もして
いるので、学校関係者との協議も必要である。

市民のスポーツ・レクリエーションの ①閉校となった学校施設(体育館・グランド・夜間照明)を転 ①小さな町でも、身近な場所でスポーツを楽しめ ①小さな町のスポーツ施設(グラウンド・夜間照明)

116
教育委員会
教育総務部

因島瀬戸田
地域教育課

スポーツ施設管
理運営費

市民の ポ ツ クリ ションの
奨励とスポーツに親しむ場を提供
することによって、市民の体力の向
上と地域のコミュニティを深める。

①閉校 な た学校施設(体育館 グランド 夜間照明)を転
用し、一般住民の利用に供している。
②使用団体の登録及び使用の受付は公民館、使用許可、
使用料の徴収及び施設の維持管理は因島瀬戸田地域教
育課が行っている。
③使用者への施設の鍵の受け渡しは、個人に委託してい
る。
④施設の数 　因島　　運動広場（夜間照明含む。） 5箇所、
　　　　　　　　　学校グラウンド夜間照明　8箇所、

瀬戸田 運動広場（夜間照明含む ） 4箇

改善

①小さな町でも、身近な場所で ポ ツを楽しめ
る施設が必要なことから、使用者数が少ないこと
だけで廃止にすることはできない。
②同一時間帯での2以上の団体の使用、隣接する
施設への場所変更等の使用方法を見直すことが
必要である。
③因島と瀬戸田の両地域に限らず、市全体とし
て、使用料、減免基準及び使用時間等について
統一的な考えをもって見直しをし、公平性を確保
する必要がある

①小さな町の ポ ツ施設(グラウンド 夜間照明)
については、経常的経費が小額であることから、
継続とする。
②隣接する同種のスポーツ施設(瀬戸田体育館と
瀬戸田西体育館)の統合については、トイレ等の
整備を行ったうえで、利用者に提案することとす
る。(平成25年4月統合予定)
③スポーツ施設の使用料、減免基準及び使用時
間等について、統一的な考えをもって見直しをす
る (平成25年4月予定)　　　　　　　　瀬戸田 運動広場（夜間照明含む。）　4箇

　　　　　　　　　所、学校グラウンド夜間照明　4箇所、体育
　　　　　　　　　館　2箇所

する必要がある。 る。(平成25年4月予定)

因島瀬戸田 因島史料館管理

　因島の歴史及び水軍に関する資
料を収集、保存、研究し、その活用
を図る。

1　因島の歴史及び水軍に関する資料の保管及び展示をし
ている。
　　①開館日　毎日(木曜日及び12月29日から12月31日ま
　　　での 間を除く。)
　　②開館時間　9:30～17:00
③入館料 6歳～14歳 50円 15歳～ 100円 抜本的

・因島史料館の近隣に展示内容が因島の歴史及
び水軍で類似する「因島水軍城」があり、水軍城
は因島総合支所しまおこし課、因島史料館は因島
瀬戸田地域教育課が所管し、それぞれ別団体に
指定管理委託をしている。今後は両施設の効果
的な展示と効率的な運営について調査・検討が必

両施設の建設経過を踏まえ、関係者と協議を行
いながら、
①史料館史料の水軍城への移管（所管・管理の
統合）又は
②因島内の他の資料館、施設での一括管理（因
島史料館管理運営費用の削減）

117 教育委員会
因島瀬戸田
地域教育課

因島史料館管理
運営事業費

　③入館料 6歳～14歳 50円 15歳～　100円
　　④建物  ＲＣ平家建て　９６㎡
2　経常的な施設の管理運営は、因島文化財協会に委託し
ている。

抜本的
見直し

的な展示と効率的な運営について調査・検討が必
要である。
・因島史料館については、展示史料及びスペース
も限られ、年々入館者も減少していることから、経
費削減を含め、管理運営のあり方を見直す必要
がある。

島史料館管理運営費用の削減）
を比較検討し、史料館単館としては廃止等を念頭
に抜本的な見直しを図る。
なお、関係者の理解、協議調整に時間を要する
場合は、土日祝日のみの開館とするなど早急に
経費の削減を図る。

瀬戸田町の歴史と文化に関する知
識の向上に資するため、歴史、民
等 資 集 保管

①瀬戸田町の歴史と民俗等に関する資料の保管及び展示
をしている。

祝

土地の賃貸借料の減額交渉が必要である。また、
今後のことを考えると土地の購入も検討する必要
が 建物 贈

平成24年度中に、土地の賃借料の減額交渉を再
開する。

118
教育委員会
教育総務部

因島瀬戸田
地域教育課

 瀬戸田歴史民
俗資料館管理事
業

民
俗等に関する資料を収集、保管、
展示する。

　　　開館日　土・日曜日、祝日(12月29日から翌年1月4日
　　　までの間を除く。)
　　　開館時間　10:00～12:00　13:00～16:30
　　　入館料　無料　④建物　木造２階建て　139㎡(土地は
　　　借地、年間48万円)
②経常的な施設の管理運営は、シルバー人材センターに
委託している。

改善

がある。(建物については、寄贈を受けている。)
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

119
教育委員会
教育総務部

文化振興課
高校生おのみち
演劇祭

尾三地区に所属する高校生による
演劇祭として開催し、演劇対応型
ホール「しまなみ交流館」における
舞台活動の機会を提供することで、

　尾三地区高等学校演劇協議会加盟５校のうち参加希望
校が出場し、日頃の練習の成果を競うと同時に、演劇を通
じた交流を図るもの。また、広島県高等学校尾三地区予選
を兼ねている。実施は、市と尾道市文化協会、尾三地区高 改善

尾道市（尾道市文化協会）が実施すべき事業では
なく、尾三地区高等学校演劇協議会が主体的に
実施すべき事業であり、市は支援していく体制が
好ましい。

職員工数を減じる方法として、高校生のボランティ
アの取り組みや尾三地区高等学校演劇協議会に
よるポスター・チラシの作成などを検討する。

119
教育総務部

文化振興課
演劇祭

舞 機
若い世代への文化活動の関心と意
識の高揚を図る。

等学校演劇協議会で行っている。
　実施時期は例年１０月下旬。部員数は５校全体で８２人で
ある。

改善

120
教育委員会

文化振興課

けんみん文化祭
分野別フェスティ

　県内各地区から選ばれた舞台系
文化団体による演技演奏を通じて、
市民に優れた舞台芸術の鑑賞機会
を提供する。

　全県規模で行われているけんみん文化祭の中で、分野別
フェスティバルを毎年誘致しているもの。分野としては、和
太鼓、民謡民踊、邦楽・日本舞踊・芸能・吟詠剣詩舞、合
唱・洋楽、演劇・ミュージカル、洋舞などがあり、県実行委員
会からの推薦を受けた団体や公募で選ばれた団体を対象 維持継続

けんみん文化祭は全県的規模で実施されるた
め、統一的な運営を求められるなど、市単独での
対応が難しい側面がある。
また、県実行委員会において、今後の運営方針に
ついて検討されており、実施方法が変更される可120

教育委員会
教育総務部

文化振興課 分野別フェスティ
バル

会からの推薦を受けた団体や公募で選ばれた団体を対象
に発表会を開催し、レベルの高い舞台芸術の鑑賞の機会
を市民に提供する。また、国民文化祭推薦団体の審査選考
の場になっている。実施主体は、各市町実行委員会であ
る。

維持継続 ついて検討されており、実施方法が変更される可
能性もあるため、当面は県の動向も視野に入れな
がら、効率的に実施していく必要がある。

　歴史・民俗全般から尾道市の文
化遺産に関する内容を聴講する場
を提供することにより、文化財保護
及び郷土の歴史に関する理解を高

　県内の研究者に講師を依頼し、市内会議室を利用して、
講演会（年３～４回）を実施している。

市民に対する文化財啓発や郷土意識の高揚のた
めにも適切な事業であり、今後とも継続的に実施
する必要がある。
ただし 講座内容については これまでと重複 繰

講座事業の継続実施にあたっては、
・本事業で策定された「尾道市歴史文化基本構
想」を見据えながら、合併による市域の広がりや
歴史の多様性に着目するなど 今後 御調町から

121
教育委員会
教育総務部

文化振興課
 文化財講座事
業

及び郷土の歴史に関する理解を高
め、尾道に培われてきた歴史・文化
を未来に伝える。

改善
ただし、講座内容については、これまでと重複、繰
り返しにならないよう、また参加者確保のために
も、市民への広報、ＰＲのあり方を検討するなど改
善の余地はある。

歴史の多様性に着目するなど、今後、御調町から
瀬戸田町までの尾道市の文化財を通じて、市民
が一体感を持てるようなテーマ選定を検討する。
・開催時期や場所及び効果的な広報活動を行う
など、参加者の確保につながる取組みを検討す
る。

教育委員会
尾道遺跡発掘調

　郷土の歴史・考古・民俗・美術工
芸品に関する資料を収集、保存し、
市民の利用に供するとともに 調査

埋蔵文化財発掘調査に関する資料の整理を行う。
埋蔵文化財の保管を適切に実施する。
郷土資料及び埋蔵文化財の展示・公開を行う

改善

尾道市には旧市町単位の文化財保管施設が複
数あり、これらのネットワーク化による相乗効果の
発揮が求められる

すべての文化財を一元的に整理・管理できるよう
な集中管理センターが理想的と考えるが、保管場
所の確保の制約があり 長期的視野で 分散して

122
教育委員会
教育総務部

文化振興課

発掘調
査研究所管理事
業

市民の利用に供するとともに、調査
研究等の事業を行うことを目的とす
る。

郷土資料及び埋蔵文化財の展示・公開を行う。
所在地はおのみち生涯学習センター 3F(尾道市東久保町２
０－１４)。

改善
発揮が求められる。
埋蔵文化財（出土品）・資料の一元管理を含め、
集中管理センターの整備が必要である。

所の確保の制約があり、長期的視野で、分散して
いる保管施設の集約を行っていく必要がある。

おはなし会業務

おはなし会を通じて、子ども達に小
さい時から本に親しみ、本の良さ
や、おもしろさを伝えるとともに、子
どもの読書活動の推進と図書館利
用の促進を図る。

・職員によるおはなし会は、毎月第２・第４土曜日に行い、ま
た、保育所及び幼稚園からの申し込みにより随時実施。
・読んでねブックおはなし会（４ヶ月児と保護者）を毎月第1
金曜日に実施。
・保育所や幼稚園に出前おはなし会の実施。

・読書離れが進む今日、おはなし会を通して、子ど
も達に小さい時から本に親しみ、本の良さや、おも
しろさを伝えるとともに、子どもの読書活動の推進
と図書館利用の促進を図るため、今後も継続して
いく必要がある。

・嘱託職員や臨時職員、ボランティアスタッフの協
力を得ることで、コストを抑えながら事業の充実を
図る。
・スタッフの経験により読み聞かせの技術の差も
見られるため、読み聞かせレベルの向上を図る。

123-1
教育委員会
教育総務部

図書館
おはなし会業務
（中央図書館）

用の促進を図る。 保育所や幼稚園に出前おはなし会の実施。
・ボランティアによる英語でおはなし会を毎月第2日曜日に
実施。 改善

いく必要がある。
ただし、事業の実施にあたっては、嘱託職員や臨
時職員を始め、読み聞かせのボランティアスタッフ
の協力を得て、コストを抑えながら事業の充実を
図ることや、スタッフの経験により読み聞かせの技
術の差も見られるため、読み聞かせのレベレの向
上が得られるよう改善を図る必要がある。

見られるため、読み聞かせレ ルの向上を図る。

おはなし会を通じて、子ども達に小
さい時から本に親しみ、本の良さ

・ 定例のおはなし会は、職員が毎月第2・第4土曜日、ボラ
ンティアが第3土曜日に実施。

・読書離れが進む今日、おはなし会を通して、子ど
も達に小さい時から本に親しみ、本の良さや、おも

・嘱託職員や臨時職員、ボランティアスタッフの協
力を得ることで、コストを抑えながら事業の充実を

123-2
教育委員会
教育総務部

図書館

おはなし会業務
（みつぎ子ども図
書館）

さい時から本に親しみ、本の良さ
や、おもしろさを伝えるとともに、子
どもの読書活動の推進と図書館利
用の促進を図る。

ンティアが第3土曜日に実施。
・ 御調福祉センターと連携し、ブックスタート・ブックスタート
プラス等でのおはなし会を実施。
・ 毎月、３保育所・１幼稚園・１中学校で出前おはなし会を
実施。
・ ボランティアによる英語でおはなし会を毎月第1土曜日に
実施。
・ 子育て支援と協力し、毎週木曜日にオープンスペース０１
２３みつぎを実施し、おはなし会等を行っている。

改善

も達に小さい時から本に親しみ、本の良さや、おも
しろさを伝えるとともに、子どもの読書活動の推進
と図書館利用の促進を図るため、今後も継続して
いく必要がある。
ただし、事業の実施にあたっては、嘱託職員や臨
時職員を始め、読み聞かせのボランティアスタッフ
の協力を得て、コストを抑えながら事業の充実を
図ることや、スタッフの経験により読み聞かせの技
術の差も見られるため、読み聞かせのレベレの向
上が得られるよう改善を図る必要がある

力を得ることで、コストを抑えながら事業の充実を
図る。
・スタッフの経験により読み聞かせの技術の差も
見られるため、読み聞かせレベルの向上を図る。

上が得られるよう改善を図る必要がある。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

おはなし会を通じて、子ども達に小
さい時から本に親しみ、本の良さ
や、おもしろさを伝えるとともに、子
どもの読書活動の推進と図書館利

・毎週土曜日には、ボランティアによるお話会を実施。
・オカリナ演奏とお話の会を毎月第1日曜日に実施。
・プレママ､0,1,2歳児対象のお話会を毎月第2,4水曜日に実
施。

・読書離れが進む今日、おはなし会を通して、子ど
も達に小さい時から本に親しみ、本の良さや、おも
しろさを伝えるとともに、子どもの読書活動の推進
と図書館利用の促進を図るため、今後も継続して

が

・嘱託職員や臨時職員、ボランティアスタッフの協
力を得ることで、コストを抑えながら事業の充実を
図る。
・スタッフの経験により読み聞かせの技術の差も

123-3
教育委員会
教育総務部

図書館

おはなし会業務
（向島子ども図書
館）

用の促進を図る。 ・大人のための朗読会を第5土曜日に実施。
・英語によるおはなし会を毎月第2日曜日に実施。
・職員によるお話会は、保・幼・小からの申し込みにより随
時実施。

改善

いく必要がある。
ただし、事業の実施にあたっては、嘱託職員や臨
時職員を始め、読み聞かせのボランティアスタッフ
の協力を得て、コストを抑えながら事業の充実を
図ることや、スタッフの経験により読み聞かせの技
術の差も見られるため、読み聞かせのレベレの向
上が得られるよう改善を図る必要がある。

見られるため、読み聞かせレベルの向上を図る。

上下水道料金（調定管理）システム 上下水道の料金収納等にかかる業務（※）を、システム、委 平成22年度から料金徴収にかかる業務(※)を一

124 水道局 庶務課

上下水道料金調
定管理システム
管理運営業務

上下水道料金（調定管理）システム
へ異動情報を入力し、料金調定の
効率化を図る。

上下水道の料金収納等にかかる業務（※）を、システム、委
託形式で実施しているものである。現行システムは平成20
年度に更新を行い、平成22年度からは併せて一括業者委
託としている。事業費は、業務委託経費及びシステム保守
経費である。
(業務(※)=電話・窓口業務、閉開栓異動受付・現地対応業
務、検針業務、調定・請求業務、収納・還付業務、滞納整理
業務）

維持継続

平成22年度から料金徴収にかかる業務(※)を
括法人委託し、業務と経費の効率化に努めてい
る。
今後も、現行委託業務の課題を確認しながら、次
期委託業者選定時にも、プロポーザル方式等を検
討する等継続的に実施していく。
(全業務(※)=電話・窓口業務、閉開栓異動受付・
現地対応業務、検針業務、調定・請求業務、収
納・還付業務、滞納整理業務）

125 水道局 庶務課 滞納整理業務

上下水道料金滞納者への催告、給
水停止、給水停止解除処分を行う
ことにより、将来にわたり水道事業
の安定経営を図る。

上下水道使用者（約59000件）のうち、期限までに納入しな
い者へ支払いの催告をし、支払能力があるにもかかわら
ず、滞納を続ける悪質な上下水道使用者に対して、給水停
止、給水停止解除処分を行う。
平成22年度からの事業費は料金徴収等委託業務として料
金徴収に関する全業務である。
(全業務(※)=電話・窓口業務、閉開栓異動受付・現地対応
業務、検針業務、調定・請求業務、収納・還付業務、滞納整

維持継続

平成22年度から料金徴収にかかる全業務(※)を
一括法人委託し、業務と経費の効率化に努めて
いる。今後も、現行委託業務の課題を確認しなが
ら、次期委託業者選定時にも、プロポーザル方式
等を検討する等継続的に実施していく。
(全業務(※)=電話・窓口業務、閉開栓異動受付・
現地対応業務、検針業務、調定・請求業務、収
納・還付業務、滞納整理業務）業務、検針業務、調定 請求業務、収納 還付業務、滞納整

理業務）
納 還付業務、滞納整理業務）

126 水道局 工務課
改良業務（鉛給
水管取替）

鉛給水管を安全で良好な材質に取
り替えるもの。

設計・施工及び監督並びに精算業務を行う。

維持継続

これまでの鉛給水管取替事業は、住宅団地等、ま
とまった地域を基本に実施していた。今後は鉛給
水管使用家庭が、点在した地域となり工事の設
計・施工にこれまで以上の時間を要すものと見込
まれるため、より計画的に実施していく必要があ
る。

127 水道局 工務課

水道情報システ
ム業務（マッピン
グ）

水道施設情報をシステム内で整理
・保管をすることで効率的な事業を
実現する。

導入業務として、水道施設竣工図、枚数確認、設計書及び
仕様書作成、報告書検収を行う。

維持継続

水道施設情報をシステム内で整理,保管することで
施設情報の分析、整理を行う。
このデータ管路で発生する事故や断水等に対して
迅速に対応でき、効果を発している。またシステム
の機能を活用することで、管路属性情報からの老
朽路線の抽出が可能となり、計画的な布設替工
事を行っている。

128 水道局 工務課
修繕業務委託関
係業務

県用水及び上水道施設の緊急を要
する修繕業務に迅速に対応する。

県用水及び上水道施設の緊急修繕工事の受付、委託業者
への依頼書送付、現地調査、指導監督及び立会、関係書
類の作成、検収を行う。

維持継続

給水区域内には、約1.045Kmの導、送、配水管が
あり、昭和40年代後半に布設された管が多く、老
朽化が進み更新の時期を迎えている。
緊急修繕工事は年間約600～700件あり、管工事
組合に修繕業務を年間契約しており24時間体制
で対応している。
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部 課 事業の目的 事業の概要
最終
評価

問題点・課題、評価結果
とした理由等

改善点とそのスケジュール及び
実現の条件

最終評価（尾道市）事務事業の概要事業担当部署
NO. 事務事業名

救急患者や医師等を搬送すること
で、病院の効率的な運営を図る。

病院、総合施設の救急患者ならびに利用者の搬送
訪問診療時の医師送迎
派遣医師の送迎
公用車の維持管理

ビ

運転業務については、訪問診療や患者の搬送な
ど病院診療上必要であり、昨今の医師不足に対
する派遣医師の送迎も当院の地理的な制約から
見ても当面不可欠と考えられ、今後とも継続して

が
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維持継続

考
実施する必要がある。
また、道路交通法で定める車両管理台帳の管理
等を行いながら、患者の搬送には救急車や車椅
子用リフト車等の車両操作（機器操作や安全確
認）や患者の状態に応じた適切な判断が求められ
たり、さらに医師の送迎も時間的な制約や定時的
な業務でもないことから、運転業務の委託化につ
いては難しい面もあると思われる。

2323


