
平成２３年度事務事業評価結果に基づく改善等の実施状況進捗管理資料（１２９事務事業・一覧表）

事務事
業NO.

部名 課名 係名 事務事業名
H23年度

事務事業評価
（尾道市）

最終状況 時期

1 総務部 秘書広報課 広報広聴係 暮らしのガイド発行業務 改善 着手

2 企画財務部 資産税課 土地係 地積図修正及び製本委託業務 改善 実施済 H25/1

3 企画財務部 資産税課 土地係 現況地番図修正委託業務 維持継続

4 企画財務部 資産税課 土地係 家屋形状データ作成委託業務 完了・休止・廃止 実施済 H23

5 総務部 総務課 法規文書係 市例規集・例規システムに関すること 維持継続5 総務部 総務課 法規文書係 市例規集 例規システムに関すること 維持継続

6 市民生活部 人権推進課 人権推進係 人権の花運動事業 維持継続

7 市民生活部 人権推進課 人権推進係 人権擁護委員会補助事業 維持継続

8 市民生活部 環境政策課 環境政策係 野犬対策業務 改善 着手

9 市民生活部 環境政策課 環境政策係 さつき団地飲料水供給施設維持管理業務 完了・休止・廃止 実施済 H25/1

10 市民生活部 衛生施設センター 業務第二係 環境調査 維持継続

11 福祉保健部 健康推進課 予防係 済生丸巡回診療（人間ドック）に関すること 改善 着手

12 福祉保健部 健康推進課 予防係 尾道市医師会看護専門学校・尾道准看護学院運営費助成 維持継続12 福祉保健部 健康推進課 予防係 尾道市医師会看護専門学校 尾道准看護学院運営費助成 維持継続

13 福祉保健部 健康推進課 予防係 小児ぜんそく対策助成事業 維持継続

14 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 団体助成 維持継続

15 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 尾道ふくしむら老人福祉センター管理運営 改善 着手

16 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 高齢者虐待等に係る地域ケア会議 維持継続

17 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 ケアプラン指導検討会議 維持継続

18 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 地域包括支援センターシステム保守 改善 着手

19 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 介護給付費適正化事業 維持継続19 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 介護給付費適正化事業 維持継続

20 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 福祉用具・住宅改修支援 維持継続

21 福祉保健部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 認知症高齢者見守り事業 改善 着手

22 福祉保健部 因島福祉課 保険年金係 すぱーく因島管理事業 改善 着手

23 産業部 農林水産課 農業振興係 農村環境改善センター維持管理事務 改善 着手

24 産業部 農林水産課 農業振興係 栽培技術展示圃設置委託事業 抜本的見直し 実施済 H24/5

25 産業部 農林水産課 農業振興係 診療事業費 維持継続

26 産業部 農林水産課 水産振興係 漁業後継者育成事業 改善 実施済 H25/126 産業部 農林水産課 水産振興係 漁業後継者育成事業 改善 実施済 H25/1

27 産業部 商工課 商政係 一日若者しごと館事業 改善 実施済 H24/5

28 産業部 商工課 商政係 労働金庫預託事業 縮小 実施済 H24/5

29 産業部 商工課 商工振興係 特定地場産業振興事業 改善 実施済 H24/5

30 都市部 まちづくり推進課 まちづくり推進係 屋上広告物撤去費補助金に関する事務 改善 着手

31 都市部 下水道課 庶務係 公共下水道使用料、負担金、分担金賦課徴収事務 改善 着手

32 因島総合支所 市民生活課 総務係 細島ハウス管理事業 縮小 着手

産業部 農林水産課 農林振興係 農事振興 長活動事業 改善 着手33 産業部 農林水産課 農林振興係 農事振興区長活動事業 改善 着手

34 因島総合支所 しまおこし課 農林水産係 土地改良施設維持管理適正化事業 維持継続

35 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 因島大橋記念公園管理業務 改善 着手

36 因島総合支所 しまおこし課 農林水産係 漁船巻揚施設管理業務 維持継続

37 因島総合支所 しまおこし課 商工観光係 小早管理運営事務事業 維持継続

38 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 因島アメニティプール管理運営事業 改善 未着手

39 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 アメニティ公園・アメニティ管理棟管理運営事業 改善 着手

40 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 しまなみビーチ海水浴場開設事務事業 改善 着手

41 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 アメニティ公園・園地管理運営事務事業 改善 着手

42 因島総合支所 しまおこし課 商工観光係 因島レストハウス管理運営事務事業 維持継続

43 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 因島水軍城管理運営事業 改善 着手

44 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 因島野外ステージ管理運営事業 完了・休止・廃止 着手

45 因島総合支所 しまおこし課 しまおこし係 甲冑等管理運営事務事業 改善 着手

46 因島総合支所 施設管理課 監理係 建設・営繕工事の入札契約業務 改善 着手

47 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 地域ケア会議 維持継続

48 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 離乳食講習会 維持継続

49 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 母子訪問 維持継続

50 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 成人健診 改善 実施済 H25/1

51 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 開業医を囲んで健康を考える集い 維持継続

52 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 いきいき健康教室 完了・休止・廃止 実施済 H23御調支所 御調保健福祉 健康 り係 健康教 実施済
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53 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 訪問指導 改善 実施済 H25/1

54 御調支所 御調保健福祉センター 健康づくり係 食生活研究グループ支援 改善 実施済 H25/1

55 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係 介護認定訪問調査 維持継続

56 御調支所 御調保健福祉センター 地域ケア係
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）

完了・休止・廃止 実施済 H23

57 御調支所 まちおこし課 産業振興係 数量調整円滑化推進事業 完了・休止・廃止 実施済 H23

58 御調支所 まちおこし課 産業振興係 農村地域総合推進事業費　【事業No.59へ統合】 抜本的見直し （No.59へ統合）

59 産業部 農林水産課 農林振興係 農業生産法人に関すること 抜本的見直し 実施済 H25/1

60 御調支所 まちおこし課 産業振興係 営農指導 完了・休止・廃止 実施済 H23

61 向島支所 しまおこし課 住民生活係 現金収納事務 縮小 着手

62 向島支所 しまおこし課 福祉保険係 向島町中央老人福祉会館業務 改善 着手

63 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 生活安全対策費 改善 実施済 H25/1

64 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 生口島開発総合センター費 維持継続64 瀬戸田支所 住民福祉課 住民生活係 生口島開発総合センター費 維持継続

65 消防局 総務課
財務係

　→総務係
施設整備事業（消防車両） 維持継続

66 消防局 予防課 査察指導係 防火指導 維持継続

67 教委・学校教育部 学校経営企画課 学校経営支援室 学校経営アドバイザー事業 改善 実施済 H24/5

68 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 教職員研修事業（指定研修等） 維持継続

69 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 継承講座開催事業 維持継続

70 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 英語スピーチコンテスト事業 完了・休止・廃止 実施済 H23

71 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 職能別研修事業 維持継続

72 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 教育研究事業（発展的・パイロット） 維持継続

73 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 就学前教育充実事業 改善 実施済 H25/1

74 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 吹奏楽（ブラスバンド）部楽器充実事業 維持継続

75 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 学校訪問指導の充実 維持継続

76 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 指導方法工夫改善事業 維持継続

77 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 公開研究会管理調整業務 維持継続

78 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 教育センター等校外研修関係事務 維持継続

79 教委・学校教育部 教育指導課 確かな学力育成係 情報教育の充実 維持継続

80 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 適応指導教室事業 維持継続

81 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 適応指導教室での指導業務　【事業No.80へ統合】 維持継続 （No.80へ統合）

82 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 潤いのある学校づくり推進事業 維持継続

83 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 尾道市学校保健会運営事業 維持継続

84 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 スタートアップ合宿推進事業 抜本的見直し 着手

85 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 歯の衛生週間ポスター・標語募集事業 改善 着手

86 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 小体連・中体連活動支援 維持継続

87 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 中学校リーダー研修会実施事業 維持継続

88 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 教育相談充実事業 完了・休止・廃止 実施済 H23

89 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 キャリア教育充実事業 維持継続

90 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 体力づくり推進（含む体力テスト） 維持継続

91 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 適応指導教室・スクールカウンセラーの活用 維持継続

92 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 養護教諭・保健主事研修 維持継続

93 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 給食指導、栄養指導 維持継続

94 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 栄養士研修 改善 実施済 H25/1

95 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 基本的生活習慣づくりの推進事業 維持継続

96 教委・学校教育部 教育指導課 豊かな心と体育成係 学校教育指導業務（各担当教科・領域） 維持継続

97 教委・学校教育部 学校経営企画課 企画振興係 広域通信制単位制高等学校設置事業 維持継続

98 教委・学校教育部 教育指導課 学事係 学校選択制度実施事業 改善 着手

99 教委・学校教育部 学校経営企画課 企画振興係 コンピュータ整備事業 改善 着手

100 教委・学校教育部 教育指導課 学事係 各種補助金交付事務 維持継続

101 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 生涯学習情報の収集及び提供 維持継続

102 教委・教育総務部 生涯学習課 生涯学習係 教育ボランティア活動推進事業 拡大 着手

103 教委・教育総務部 生涯学習課 中央公民館 向島子ども図書まつり 完了・休止・廃止 実施済 H23

104-1 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
スポーツ施設の維持管理に関すること
（市民スポーツ広場）

改善 着手

104-2 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
スポーツ施設の維持管理に関すること
（新高山テ ト）

改善 実施済 H25/1104-2 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
（新高山テニスコート）

改善 実施済 H25/1
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104-3 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
スポーツ施設の維持管理に関すること
（スケートボード場）

改善 実施済 H25/1

104-4 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
スポーツ施設の維持管理に関すること
（瀬戸田町Ｂ＆Ｇ海洋センター）

改善 着手

105 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 御調町体育協会主催事業への助言・協力に関すること 完了・休止・廃止 実施済 H23

106-1 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
御調町内のスポーツ施設の管理に関すること
（御調体育センター）

改善 着手

106-2 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
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）

改善 着手
（御調ソフトボール球場）

106-3 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
御調町内のスポーツ施設の管理に関すること
（御調グラウンド・ゴルフ場）

改善 着手

107 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 御調町内のスポーツ施設の整備に関すること 改善 実施済 H24/5

108 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 学校・広場等夜間照明施設の管理に関すること 改善 実施済 H25/1

109 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 スポーツゲームズ in 尾道の開催に関すること 完了・休止・廃止 実施済 H23

110 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
各種スポーツ大会・研修・教室に関すること
（ニュースポーツの普及）

改善 実施済 H24/5

111 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 向島運動公園の管理運営に関すること 抜本的見直し 着手

112 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 マリン・ユース・センターの管理運営に関すること 改善 着手112 教委・教育総務部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 マリン・ユース・センターの管理運営に関すること 改善 着手

113 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
教育総務係

　→地域教育係
子ども太鼓交流会運営業務 維持継続

114 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
教育総務係
　→地域教育係

学校施設使用業務 改善 実施済 H25/1

115 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
教育総務係
　→地域教育係

スクールバス運行業務 改善 着手

116 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
生涯学習係
　→地域教育係

スポーツ施設管理運営費 改善 着手

117 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
生涯学習係
　→地域教育係

因島史料館管理運営事業費 抜本的見直し 着手

118 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
生涯学習係
地域教育係

瀬戸田歴史民俗資料館管理事業 改善 未着手118 教委・教育総務部 因島瀬戸田地域教育課
　→地域教育係

瀬戸田歴史民俗資料館管理事業 改善 未着手

119 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 高校生おのみち演劇祭 改善 着手

120 教委・教育総務部 文化振興課 文化振興係 けんみん文化祭分野別フェスティバル 維持継続

121 教委・教育総務部 文化振興課 文化財係  文化財講座事業 改善 実施済 H25/1

122 教委・教育総務部 文化振興課 文化財係 尾道遺跡発掘調査研究所管理事業 改善 実施済 H25/1

123-1 教委・教育総務部 図書館 中央図書館 おはなし会業務（中央図書館） 改善 実施済 H24/5

123-2 教委・教育総務部 図書館 みつぎ子ども図書館 おはなし会業務（みつぎ子ども図書館） 改善 実施済 H24/5

123 3 教委・教育総務部 図書館 向島子ども図書館 おはなし会業務（向島子ども図書館） 改善 実施済 H24/5123-3 教委・教育総務部 図書館 向島子ども図書館 おはなし会業務（向島子ども図書館） 改善 実施済 H24/5

124 水道局 庶務課 料金係 上下水道料金調定管理システム管理運営業務 維持継続

125 水道局 庶務課 料金係 滞納整理業務 維持継続

126 水道局 工務課 維持係 改良業務（鉛給水管取替） 維持継続

127 水道局 工務課 維持係 水道情報システム業務（ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ） 維持継続

128 水道局 工務課 維持係 修繕業務委託関係業務 維持継続

129
公立みつぎ総合病院
（事務部）

施設資材課 車両管理係 運転業務 維持継続
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