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第３章 尾道市の歴史的風致の維持及び向上 

に関する方針 
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１ 歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

第１期計画では、重要文化財建造物保存修理事業、未指定文化財である歴史的建造

物の保存・再現を目的としたまちなみ形成事業、民俗芸能等支援事業、総合案内板及

び多国語音声設備設置事業、道路美装化事業など多岐にわたる事業を行ってきた。 

その結果、外国人観光客の増加、良好な景観の保全・形成と市街地の改善などにつ

ながっている。 

こうした第１期計画の成果及び尾道市の文化財や歴史的風致の現状を踏まえ、歴史

的風致の維持及び向上に向けた課題を、以下のように設定する。 

 

（１）歴史的建造物の保存･活用に関する課題 

尾道市には、中世・近世・近代の歴史的建造物が多数存在する。 

これらのうち、第１期計画では重要文化財建造物（浄土寺、西國寺、常称寺）の保存

修理、常称寺・西國寺の防災設備の整備、及び未指定文化財である歴史的建造物の修

理･修景の支援などを行ってきた。 

こうした取組を通じて、歴史的建造物の保存と公開・活用、まちなみ景観の保全･形

成につながっているが、数多く存在する歴史的建造物の一部を対象としたものであり、

歴史的建造物の保存･活用に関しては、引き続き次のような課題が残されている。 

○所有者・管理者・継承予定者（以下「所有者等」という）の高齢化や後継者不足等に

よって、管理が十分とはいえない歴史的建造物が多数あり、特に未指定等の歴史的

建造物において、老朽化・毀損が進み空き家化したり、取り壊しや建て替えが進ん

だりすることが懸念される。 

○指定･登録された歴史的建造物、歴史的風致形成建造物においても、調査が十分でな

かったり、老朽化・毀損が進んだりしている物件、防災・防犯設備が十分でない物

件、低未利用の物件が存在する。 

○未指定等の歴史的建造物については、内容や価値の把握ができていない物件が多く

を占め、未把握の物件も多数あると推定される。 

○歴史的建造物を保存する上で不可欠な伝統的技術･技能を有する大工、左官等の職人

の確保や技術の継承、及び材料の確保が難しくなっている。 

○歴史的建造物の保存･活用に関わる団体や建築士、ヘリテージマネージャー（歴史的

建造物の保存・活用にかかわる専門家）などとの連携が十分とは言えない。 

 

（２）歴史的建造物の周辺環境や景観の保全・形成に関する課題 

本市には、前述のように歴史的建造物が多数存在し、その周辺にも古くからの小路等

が残り、独特の風情を醸し出している。 

一方で、建築物や設備の老朽化、空き家の増加、道路の路面の劣化などが、歴史的・

文化的な景観の阻害要因となるほか、景観の変容につながることで、防災・安全面、観

光面にも影響を与えている。 

このため、第１期計画では、景観計画等による景観施策を進めながら、空き家の再

生、老朽危険建物の除却、道路の美装化と沿道建造物等の修景などに取り組んできた。 

こうした取組は、生活環境の向上や良好な景観の保全・形成、観光振興につながって

いるが、整備対象となる箇所・区間はまだ多数あり、歴史的建造物の周辺環境や景観の

保全・形成に関しては、引き続き次のような課題が残されている。 

○景観計画等の運用は景観形成の基本であり、とりわけ景観地区内においては高さ制

限などを規定し、尾道独特の眺望景観の保全及び観光振興にも寄与しており、引き

続き制度の普及啓発と運用が求められる。 
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○空き家・空き店舗の発生や建造物の老朽化などは各所でみられ、生活環境や防災･安

全、景観及び歴史的風致の維持・向上において阻害要因となることが懸念される。 

○建物の除却による空き地等の低未利用地等の増加（駐車場化されるケースがほとん

ど）による街なみの分断化が、歴史的風致の維持・向上に影響を与えている。 

○まちなかの回遊性を高めるため、市民や来訪者の憩いの空間の確保・整備が課題と

なっている。 

○人口減少や高齢化などを背景に地域社会の防災・防犯体制が弱体化しており、特に

密集した市街地・斜面地においては火災等の被害の拡大が懸念される。 

○道路の路面及び案内看板類の劣化、斜面地での通行の制約、電柱･電線類及び屋外広

告物などが、歴史的風致の維持・向上に影響を与えている面がある。 

○良好な眺望条件を有しているが、眺望点（場所）としての活用などが十分とはいえ

ない。 

○新型コロナウイルスの全世界的な感染拡大は、これまでの働き方や移動手段、日常

生活などに大きな影響を与えており、まちなかにおいては、道路空間の活用や公園・

緑地の充実に加え、建築物と道路などの外部空間が一体となったオープンスペース

など、開放的でゆとりがある都市空間の確保が求められている。 

 

（３）伝統文化を反映した活動の継承・活用に関する課題 

本市においては、数多くの祭礼行事や民俗芸能が行われている。 

しかし、人口減少や少子高齢化等を背景に、これらを取り巻く環境は厳しい状況にあ

る。 

このため、第１期計画では民俗芸能等の活動支援、郷土芸能祭や文化財講座の開催な

どに取り組んできた。 

こうした取組は、市民の民俗芸能等に関する関心を高め、担い手の育成にもつながっ

ているが、担い手の育成には時間を要することになる。したがって、今後とも、伝統文

化を反映した活動の支援などを継続することが大切であり、次のような課題が残されて

いる。 

○民俗芸能等の維持・継承が依然として難しい状況にあり、とりわけ農山漁村におい

ては、担い手の減少・高齢化等により、関係団体の弱体化が進んでいる。 

○ベッチャー祭りや住吉まつりなど多くの人々で賑わう行事がある一方で、一部の民

俗芸能や生活文化に対して、市民の関心が薄れたり、参加・見学が限定的になった

りすることが懸念される。 

○文化財講座や文化財愛護少年団の活動などは、文化財への関心や理解を高めている

が、一方で市民への周知や参加の拡大が進んでいない面がある。 

 

（４）観光・情報発信に関する課題 

本市にとって、文化財や歴史的風致は都市の魅力であるとともに、観光資源としても

大きなウエートを占める。 

こうした資源・特色を生かし、様々なテレビ番組、映画等が制作され、観光客の増加

にも寄与しているが、文化財や歴史的風致の価値、魅力を効果的・持続的に、かつ多様

な情報媒体を活用して発信する余地は多分に残されている。さらに、これまであまり活

用されなかった文化財や文化財群が数多くあり、それらについても文化財的な価値とと

もに、人々を惹き付ける魅力が内在されている。 

このため、第１期計画では総合案内板や多言語音声設備の整備、トイレの洋式化、地

域観光コーディネーター育成、古寺めぐりなどの国内外からの来訪者の受入環境の整備

に取り組んだ。 
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また、平成 27年度(2015)の「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」をはじめと

して全国最多３つの日本遺産に認定され、広域的な連携を図りながら、「日本遺産のま

ち尾道」として観光振興などに取り組んでいる。 

その結果、瀬戸内しなまみ海道における観光振興（サイクリングなど）などと相乗効

果を発揮し、外国人観光客数は計画策定前と比べ約 8.5倍（30万人）増加した（令和

２年は新型コロナウイルスの関係で減少）。 

今後、新型コロナウイルスによって減少した観光客数を元通りに回復又はそれ以上に

増加させることが課題となる。 

こうした状況を踏まえると、観光・情報発信に関しては、引き続き次のような課題が

残されている。 

○活用の余地が多分にあると考えられる有形・無形の文化財が、旧尾道市街地やその

周辺、内陸部、島
とう

嶼
しょ

部と多数存在する。 

○本市には多数の文化施設などがあり、各施設が文化財の活用の面においても寄与し

ているが、相互の役割分担や連携による情報サービスの提供やネットワーク化によ

る魅力づくりは十分とはいえない。 

○情報発信や案内・説明、コースの設定などが行われている文化財は、その総体から

すれば一部であり、現時点で把握している文化財に限ってみても、公開・活用が期

待されるものが多数存在する。 

○日本遺産や重要文化財などについては、多様な情報媒体や体験機会の確保によって

情報発信や観光への活用が進んでいるが、その他の文化財については、市民への周

知や啓発、それぞれの地域や関係団体等と連携した文化財の保存・活用、及び情報

発信の取組は限定的といえる。また、他地域との連携も十分とはいえない。 

○デジタル技術の進展により、人やモノがインターネットでつながるなど、暮らしが

大きく変化しつつあることから、対応が求められている。 

○新型コロナウイルスの感染拡大により、外国人を含む観光客数が令和２年(2020年)

には大幅に減少し、文化財の保存・活用も制約されている。 

 

（５）市民等の参加と協働に関する課題 

本市では NPO法人による斜面市街地等で増加する空き家の再生・活用の取組が行われ

ており、第１期計画に位置づけた歴史的風致形成建造物修景・修復事業による建造物の

再生も実現した。また、地域の歴史文化の調査研究や活用などに取り組んでいる団体も

多数ある。 

こうした団体の活動は、文化財の保存・活用の大きな力となるとともに、活動の継

承・発展には市民等の協力と参加が欠かせない。また、文化財の保存・活用は所有者や

行政だけでは限界があり、市民等の協力とともに、活動への参加、更には所有者、行

政、市民、関係団体の連携、協働の取組が期待される。 

このため、市民等の参加と協働の視点から、次のような課題がある。 

○文化財の保存・活用に関わる各種団体においては、担い手の減少、高齢化等で活動

の継承が難しくなっているケースがある。 

○文化財の保存・活用に取り組む団体と市民、行政の連携、協働の取組は進みつつあ

るが、まだ限定的である。 

○文化財をはじめとした歴史文化の活用は、尾道市及びそれぞれの地域のまちづくり、

魅力づくりの大きな資源であり、そうした観点からも住民等による地域主体の取組

が重要となる。 
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２ 既存計画（上位・関連計画）との関連性 

本市の歴史的風致の維持・向上に関係する上位･関連計画と本計画との関連性を整理

すると、以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾道市総合計画（基本構想・後期基本計画） 

（元気あふれ 人がつながり 安心して暮らせる ～誇れるまち『尾道』～） 

 

尾道市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

第２期尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

尾道市歴史的風致 

維持向上計画（第２期） 

・尾道市歴史文化 

基本構想 

・尾道市文化財 

保存活用計画 

・尾道市都市計画 
マスタープラン 

・尾道市景観計画 
など 

連携・整合 

＜まちづくり・景観・観光部門＞ 
・尾道市都市計画マスタープラン 
・尾道市景観計画 
 

＜教育・文化財部門＞ 

・尾道市教育大綱 

・尾道教育総合推進計画 

・尾道市歴史文化基本構想・文化財

保存活用計画 

図 3-1 上位計画・関連計画との関係 



 

128 

（１）尾道市総合計画（基本構想・後期基本計画） 

少子高齢化や社会・経済のグローバル化が進展する中、環境の変化に対応したまちづ

くりを進め、本市が目指すべき姿と進むべき道筋を明らかにするため、市民の願いを実

現する持続可能なまちづくりの方向を示す指針として、尾道市総合計画（基本構想・前

期基本計画）を平成 29年(2017)３月に策定した。さらに前期基本計画中の取組の成果

や今後の課題を踏まえ、本市が将来目指すべき都市像の実現に向け、後期基本計画を令

和４年(2022)３月に策定予定である。 

基本構想：平成 29年度(2017)～令和８年度(2026) 

基本計画：[前期計画] 平成 29年度(2017)～令和３年度(2021) 

[後期計画] 令和４年度(2022)～令和８年度(2026) 

【構成図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
この計画の基本構想では、「まちづくりの考え方」、「都市像」、「まちづくりの基本

的方向」を、以下のように定めている。 

＜まちづくりの考え方＞ 

高める『尾道オリジナル』 

本市の持つ「人財」「資源」「広域拠点性」の３つの『尾道オリジナル』をさ

らに高めていくことで、独創的なまちづくりを展開していく 

1 多様で豊富な人財 

2 歴史と文化に育まれた資源 

3 交流を支える広域拠点性 
 

＜都市像＞ 

元気あふれ 人がつながり 安心して暮らせる 

～誇れるまち『尾道』～ 
 

＜まちづくりの基本的方向＞ 

1 産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり 

2 魅力ある人材が育ち、地域に愛着と誇りを持てるまちづくり 

3 誰もが安全・安心で快適に住み続けられるまちづくり 

さらに、後期基本計画では、まちづくりの基本的方向のもとに、政策目標、政策分野

を設定し、基本方針と施策（施策目標、目標達成のための施策）を明らかにしている。 

尾道市総合計画（後期基本計画）より抜粋 

尾道市総合計画 

基本構想  

基本計画  

実施計画  

尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

平成 29年度 
（2017年度） 

 

令和 3年度 
（2021年度） 

 

令和 4年度 
（2022年度） 

 

令和 8年度
（2026年度） 

 

10年間 

前期５年間 後期５年間 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 
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[歴史的風致を直接位置付けている政策目標等及び基本方針・施策] 

※尾道市総合計画（後期基本計画）から関係箇所を抜粋 
 

基本的方向１ 産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり 

…政策目標２ 活発な交流と賑わいのあるまち 

…政策分野２ 景観 

●基本方針 

・まちなかの賑わいの創出と、尾道らしさが感じられる景観を調和させるため、市民

と行政が互いの責務に基づき、本市固有の景観の保全・創造を推進します。 

・歴史的建造物、伝統行事、地域固有の風情等の魅力を守るため、引き続き歴史的風

致の維持向上を図ります。 

●施策 

〔施策目標〕 

景観が保全・整備されている 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

市民満足度調査「尾道らし

い景観や風景が良好に保全

されている」と感じる市民

の割合 

％ 74.5（Ｒ3） 75.0 

 

〔目標達成のための施策〕 

① 景観形成の誘導 

歴史、風土、文化と調和した本市固有の景観を保全・創造するとともに、市民と行政

が協働して取り組む景観づくりを推進します。 

【景観形成事業】 など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

市民満足度調査「尾道の景

観は観光の面からも大切な

財産であり、観光都市尾道

として守っていく必要があ

る」と感じる市民の割合 

％ 86.1（Ｒ3） 87.0 

 

② 歴史的風致の維持向上 

本市の歴史的な魅力をさらに高める景観づくりを推進するなど、歴史的風致の維持向

上を図ります。 

【歴史的風致維持向上事業】（尾道オリジナル） など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

歴史的建造物・工作物整備

件数（累計） 
件 12 17 
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[その他歴史的風致に関係する政策目標等及び基本方針・施策] 

※尾道市総合計画（後期基本計画）から関係箇所を抜粋 
 

基本的方向１ 産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり 

…政策目標２ 活発な交流と賑わいのあるまち 

…政策分野１ 観光・交流 

●基本方針 

・各地域の特徴を活かした観光による地域づくりを行うため、本市のブランド力の戦

略的な活用を図ります。 

・地域経済を活性化させるため、コロナ禍からの早期の観光需要の回復と更なる賑わ

いの創出を図り、宿泊者の増加、民間投資の活発化、観光産業の振興を促進します。 

・観光振興による地域活性化のため、愛媛県今治市、上島町との広域連携による「し

まなみジャパン」の円滑な運営を図ります。 

・インバウンドの回復も見据え、観光戦略を優位に展開するため、DXの推進等による

観光サービスの変革と新たな観光需要の創出に取り組むとともに、SNS やデジタル

サイネージの活用等により、国内外に向けてまちの魅力を発信します。 

●施策 

〔施策目標〕 

観光消費が増えている 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

観光消費額 億円/暦年 
207 

【292（R元）】 
320 

 

〔目標達成のための施策〕 

① 観光まちづくりの推進 

観光による地域づくりを行い、まちなかの賑わい創出を図るため、DXの推進等に取

り組みながら、瀬戸内しまなみ海道のサイクリングコースや日本遺産など、本市のブラ

ンド力を戦略的に活用します。 

【日本遺産推進事業】（尾道オリジナル） 

【しまなみ海道イベント開催事業】（尾道オリジナル） 

【観光パートナー養成事業】 など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

総観光客数 千人/暦年 
4,705 

【6,826（R元）】 
7,103 

 

② しまなみジャパンの取組推進 

しまなみ海道エリアの稼ぐ力の向上と国内外に広く認知されるしまなみブランドの確

立を図るため、地域全体をマネジメントし観光戦略を実施する地域連携型 DMO組織「し

まなみジャパン」の取組を推進します。 

【しまなみ DMO形成推進事業】（尾道オリジナル） 

【レンタサイクル事業】 など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

サイクリング客数 千人/暦年 
120 

【217（R元）】 
233 
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③ シティプロモーションの強化 

本市の観光地紹介、ホームページの再構築など、国内外に向けて、まちの魅力発信を

推進します。 

【フィルムコミッション事業】（尾道オリジナル） など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

尾道観光協会ＳＮＳ

のファン数 
千人 44 50 

 

④ インバウンド対策の強化 

インバウンド観光のより一層の振興を図るため、外国人に対する観光案内所の機能強

化や多言語対応を促進するとともに、外航船の誘致に取り組むなど、尾道水道の賑わい

創出を図ります。 

【外国人旅行者誘致事業】（尾道オリジナル） など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

外国人観光客数 千人/暦年 
100 

【341（R元）】 
341 

 

⑤ 「SAVOR JAPAN（農泊食文化海外発信地域）」の取組推進 

「SAVOR JAPAN（農泊食文化海外発信地域）」の取組による本市固有の農林水産業及

び食と食文化に関する地域資源を掘り起こし、歴史的なストーリーを交えた情報発信を

推進します。 

 

【SAVOR JAPAN活動推進支援事業】（尾道オリジナル） 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

外国人観光客数 千人/暦年 
100 

【341（R元）】 
341 

 

⑥ 観光基盤の整備 

国内外からの観光客の増加を図るため、民間活力も活用しながら滞在（宿泊）型観光

への転換を図り、「瀬戸内の十字路」としての拠点性や日本遺産に認定された本市の特

色を活用した観光拠点施設の整備を推進します。 

【しまなみ海道サイクリングロード施設整備事業】（尾道オリジナル） 

【しまなみサクラ公園交流施設整備事業】（尾道オリジナル） など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

一人当たり観光消費

額 
円/暦年 4,405 4,500 
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基本的方向２ 魅力ある人材が育ち、地域に愛着と誇りを持てるまちづくり 

…政策目標３ 心豊かな人材を育むまち 

…政策分野１ 歴史・文化・芸術 

●基本方針 

・全国に誇れる囲碁のまちとしての魅力を高めるため、市技「囲碁」の普及活動を推

進します。 

・歴史と文化を継承するため、文化財保存活用事業を推進するとともに、市民の文化

財愛護精神を育成します。 

●施策 

〔施策目標〕 

歴史・文化・芸術が継承され、活かされている 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

市民満足度調査「市民活動

を通じて豊かな芸術・文化

が継承・創造されている」

と感じる市民の割合 

％ 46.6（Ｒ3） 50.0 

 

〔目標達成のための施策〕 

① 歴史・文化資源の継承 

市民やまちづくりに取り組む団体等と連携しながら、市内に残る歴史・文化資源の継

承を促進します。 

【囲碁のまちづくり推進事業】（尾道オリジナル） 

【まちなか文化交流施設整備事業】（尾道オリジナル） など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

囲碁に親しんでいる市民の

割合 
％ 

6.3 

【8.5（R元）】 
8.0 

 

② 文化財愛護精神の育成 

市内に多く存在する寺社など、文化財の保存・活用をしながら、文化財を愛護する精

神の育成・醸成を促進します。 

【国宝・重要文化財保存事業】（尾道オリジナル） 

【市史編さん事業】（尾道オリジナル） 

【日本遺産推進事業（再掲）】（尾道オリジナル） など 

 

指標名 単位 基準値（令和２年度） 目標値（令和８年度） 

登録文化財数 件 35 40 



 

133 

（２）第２期尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

平成 27年度(2015)から令和元年度(2019)まで、「尾道市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」をもとに、地方創生に取り組んできましたが、引き続き、地域の魅力を高め、人

口減少に適応した地域づくりに取り組む必要があることから、「第２期尾道市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定した。 

策定年月：令和２年(2020)３月 

計画期間：令和２年度(2020)～令和６年度(2024) 

 

この総合戦略では、本市の最上位計画である「尾道市総合計画」の下に、市民が豊か

な生活を送ることができるよう、人口減少を和らげる取組を進めるとともに、人口減少

に適応した地域をつくり、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現を目指すため、

国の総合戦略の４つの基本目標を勘案しつつ、４つの基本目標を設定している。 

 

基本目標１ 尾道の強みを活かし、安定したしごとの場と活力を創出する 

基本目標２ 尾道の魅力を活かして人々をひきつけるまちの仕組みを構築する 

基本目標３ 安心して子どもを産み育てられる環境を整備する 

基本目標４ 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりに取り組む 

 

このうち、基本目標１、基本的方向２「観光産業の収益性が高まっている」におい

て、歴史、文化、景観などに関する施策を掲げている。 

 

[歴史的風致に関係する施策] 

※第２期尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略から関係箇所を抜粋 

基本目標１ 尾道の強みを活かし、安定したしごとの場と活力を創出する 

…基本的方向２ 観光産業の収益性が高まっている 

・本市の強みである観光産業のさらなる活性化を図るため、瀬戸内の十字路としての

拠点性を活かして、多彩で魅力ある観光コンテンツのプロモーション強化、インバ

ウンド等、様々な観光ニーズに対応した観光プロダクツの多様化、受け入れ体制の

充実など、戦略的な観光施策により観光消費額の向上につなげる観光振興を目指し

ます。 

●施策 

②観光プロダクツの多様化 

本市は、歴史、文化、景観、食、サイクリング、日本遺産など多様な観光資源を有

しており、多くの観光客が訪れていますが、宿泊の割合は広島県の平均と比べて低い

状況となっています。一人当たり観光消費額についても、広島県の平均と比べて低

く、稼ぐ力の強化が必要です。このため、尾道港開港 850 年を契機として、臨海部で

は尾道港のルネサンスにつながる、外国クルーズ客船などの寄港地としてふさわしい

新たな賑わいづくりを図るとともに、島しょ部等も含めた海事観光の取組や、夜間景

観の整備など、観光プロダクツの多様化と充実を図ります。 

●具体的取組 

・宿泊型観光の拡大（夜間景観整備事業） 

・尾道の食を活用した交流促進（SAVOR JAPAN活動推進支援事業、尾道季節の地魚の

店認定事業） 

・文化・芸術・日本遺産・建築等のコンテンツの活用（日本遺産推進事業、歴史的風

致維持向上事業、夜間景観整備事業、現代アートの創造発信事業など） 
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（３）尾道市都市計画マスタープラン 

人口減少、少子高齢化、環境問題の深刻化、災害の頻発化など、本市を取り巻く社

会・経済情勢が大きく変化する中で、これらに適切に対応し、市域を広域的に捉えたま

ちづくりを推進するため、合併前の地域相互の関係性を踏まえた都市計画マスタープラ

ンを策定した。 

策定年月 平成 30年(2018)３月 

計画期間 概ね 20年後の 2035年 

目標年次（2035年）の人口 114,000人 

まちづくりの基本理念 誰もが安全で、安心して暮らすことができ、地域が多彩

に輝く、魅力あふれる都市 

まちづくりの基本目標 ①災害に強く、安全で、安心して暮らせる都市の構築 

②誰もが便利で快適に暮らせる生活環境の形成 

③経済活動を支えるインフラの充実 

④個性ある景観を保全・活用した風格のあるまちづくり 

 

都市構想 

以下の 5つの分野別に都市づくりの方針（都市構想の構成）を設定 

1．土地利用の方針 

2．道路・交通体系の整備方針 

3．緑地・景観・環境の保全・形成の方針 

4．都市防災の方針 

5．その他都市施設の整備・維持管理の方針 

 

3．緑地・景観・環境の保全・形成の方針 

1）緑地の保全と緑化の推進 

①公園の整備・維持管理 ②都市緑化の推進 

2）尾道特有の景観の保全・形成 

①自然景観の保全・形成 ②市街地・歴史的景観の保全・形成 

3）環境の保全・再生 

①自然環境の保全・再生・活用 ②生活環境の保全 

2）尾道特有の景観の保全・形成 

本市の景観は、主に、自然景観と歴史まちなみ景観で構成されており、それぞれが融

合することで、尾道特有の景観を創出しています。これまで、「尾道市景観計画」や「尾

道市歴史的風致維持向上計画」等に基づき、地域特有のまちなみ景観の保全・形成を進

めてきました。 

今後とも、自然景観と歴史まちなみ景観が調和した、尾道固有の景観創出に取り組む

とともに、市民への景観形成の取組を広め、景観に対する継続的な意識啓発を図りま

す。 

②市街地・歴史的景観の保全・形成 

「尾道市歴史的風致維持向上計画」に基づき、市街地に残る旧家や路地の家並みなど、

地域特有のまちなみ景観の維持・向上に取り組むとともに、道路の美装化等による景観

に配慮した道路空間の形成を図ります。 

 
※       は歴史的風致に直接関係する方針 
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（４）尾道市景観計画 

平成 18年度(2006)に旧尾道市及び向島町を対象区域とした「尾道市景観計画」を策

定し、その中では「尾道市景観地区」を定め、平成 19年(2007)４月から施行してい

る。 

さらに、平成 22年(2010)４月からは、景観計画区域を市全域として施行している。 

景観計画区域は 11の地域に細区分し、それぞれ景観形成の方針を定め、地域の景観

特性を伸ばしながら、良好な景観を形成することを意図している。 

また、景観計画においては、重点地区として、尾道市の旧市街地と対岸の向
むかい

島
しま

の一

部からなる「尾道・向島地区」、及び瀬
せ

戸
と

田
だ

港周辺の市街地等を含む「瀬戸田地区」を

設定している。 

このうち、「尾道・向島地区」については景観地区を指定し、他の景観計画の区域が

行為の届出制であるのに対し、当該地区は認定制となっている。 

また、重点地区の「瀬戸田地区」は、重点地区外よりも届出の範囲を拡大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾道・向島地区 
○景観計画の重点地区 
○景観地区の指定 

瀬戸田地区 
○景観計画の重点地区 

図 3-2 景観計画区域の地域区分 
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（５）尾道市教育大綱 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３に基づき、教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めて

いる｡ 

 

策定年月：令和４年(2022)３月 

計画期間：令和４年度(2022)～令和８年度(2026) 

 

この計画では、本市の最上位計画である総合計画との整合性を図り、教育分野の今日

的な課題や本市の持つ魅力を発揮できるよう、「ＳＤＧｓの取組」、「シビックプライド

の醸成」、「社会経済情勢の急速な変化への対応」の３つの視点を踏まえ、「尾道に愛着

と誇りを持ち グローバルに躍動する人づくり」を基本理念として定めている。 

 

[歴史的風致に関係する施策]         ※尾道市教育大綱より関係箇所を整理 

３ 教育政策の体系 

基本理念に示す「尾道に愛着と誇りを持ち グローバルに躍動する人づくり」を

実現するため、次の政策体系により具体的な取組を推進します。 

 

（３）生涯学習・スポーツ・芸術の推進 

④ 歴史・芸術・文化の継承と創造 

・芸術・文化活動の充実を図るため、芸術・文化に触れる機会の創出や主体的

に活動できる環境づくりを推進します。 

・市民や観光客等に充実した鑑賞機会を提供するため、市内美術館、博物館等

を運営する関係団体との連携強化を図ります。 

・デジタル技術を活用した新たな芸術・文化を創造するため、ICTインフラの

整備による拠点性の向上を図ります。 

・歴史と文化を継承するため、全国に誇れる囲碁のまちとして、市技「囲碁」

の普及活動を推進するとともに、3つの日本遺産の活用や、文化財保存活用

事業の推進等により、文化財保存活用事業の推進や市民の文化財愛護精神の

育成を図ります。 
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（６）尾道教育総合推進計画 

本市では、平成 29年(2017)３月に策定した「尾道教育総合推進計画」（平成 29年度

(2017)～令和３年度(2021)）の計画期間が令和３年度(2021)で終了することから、社会

状況の変化や国の動向、これまでの本市の教育施策の取組状況と課題等を踏まえ、これ

からの時代における本市教育の基本理念や目指すべき教育の方向性を示すとともに、学

校教育と生涯学習が連携を深め、教育に関する施策を総合的・計画的に進めていくこと

を目的として、本計画を定めている。 

 

策定年月：令和４年(2022)３月 

計画期間：令和４年度(2022)～令和８年度(2026) 

 

この計画では、「尾道に愛着と誇りを持ちグローバルに躍動する人づくり」をスロー

ガンに、２つの政策の柱を設定しており、「政策の柱 ２」において歴史・文化に関す

る取組が掲げられている。 

 

[歴史的風致に関係する施策]      ※尾道教育総合推進計画より関係箇所を整理 

政策の柱２ 生涯学習「人生 100年時代に、学び続け活躍できる人材の育成」 

 

施策目標３ 歴史・文化・芸術の継承と創造 

尾道の歴史・文化・芸術の永続的な継承・発展・発信に向け、歴史・文化・芸術

を創造し支える人材を育成するとともに、芸術・文化振興策を推進します。 

 

【施策２ 誇りある歴史・文化の継承と活用】 

（１）文化財の保存・後世への継承 

● 地域にゆかりのある歴史・文化資源の収集・調査研究を行い、文化施設へ

の展示等により広く市民に普及します。 

● 後世へ文化財を継承するため、文化財の保存修理・防災事業等を計画的に

実施するとともに、市民やまちづくりに取り組む団体等と連携しながら、先

人から受け継いだ歴史・文化資源の継承を促進します。 

○ 先人や市民の歩みを明確に位置付け、より良い地域連帯感を醸成し、全て

の市民が手を取り合って未来への展望を拓くことができる市史を編さん・刊

行します。 

（２）文化財の活用と愛護精神等の育成 

○ 日本遺産推進事業などによる歴史・文化資源を活用した文化観光の振興

や、文化財を活用した講座やイベント等の普及活動を行い、シビック・プラ

イド（尾道愛）や文化財愛護精神を醸成します。 

● 体験も交えながら歴史や文化財を学ぶ文化財愛護少年団事業、尾道市立大

学生を対象とした文化財のフィールドワークなど、次世代を担う子どもや若

者を対象とした学習活動を継続的に実施し、文化財及び郷土の伝統文化への

愛護精神を育みます。 

 

（●印は継続項目、〇印は新規項目） 
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（７）尾道市歴史文化基本構想・文化財保存活用計画 

尾道市歴史文化基本構想・文化財保存活用計画は、文化庁委託事業である「文化財総

合的把握モデル事業」（平成 20～22年度）に基づき、平成 23年３月に策定した。 

この基本構想では、「関連文化財群」と「歴史文化保存活用区域」という新たな視点

を踏まえ、テーマや区域を設定しながら、文化財の保存・活用に関する方針等をまとめ

ている。 

保存活用計画は、こうした基本構想を踏まえ、主要な分野ごとに基本方針を設定し、

それに基づく事業を明らかにするとともに、関連文化財群における保存・活用の取組内

容を示している。 

  

図 3-3 「関連文化財群」の構成 

関連文化財群 

有形・無形、指定・未指定を問わず、文化財を相互に関連のある一定のまと

まりとしてとらえる。（テーマによって文化財をつなぐ） 

 

●港町の多彩な文化と景観 

港町の文化と景観を中心とした関連文化財群 

 

●水軍や海運の海道文化と遺産 

水軍や海事に関わる関連文化財群 

 

●港町や農山漁村の集落と民俗芸能 

集落(暮らし)と民俗芸能を中心とした関連文化財群 

 

●街道と宿場町 交易・交流の遺産 

街道と交易・交流の関連文化財群 

 

●地域に息づく近代化遺産 

産業や暮らしに関わる近代化の遺産を中心とした関連文化財群 

 

●尾道の生活文化 

地域に息づく伝統的な産業や生活文化による関連文化財群 

＜全体テーマ＞ 
時間と空間が織りなす 
文化の重層・結節 

“時のミュージアム・尾道” 
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図 3-4 「歴史文化保存活用区域」の構成 

歴史文化保存活用区域の構成 

御調・街道と山間の暮らしの歴史
文化保存活用区域 

瀬戸田・海と島の暮らしの歴史文化保存活用区域 

尾道・古寺と港町の歴史文化
保存活用区域 

 

向島・海と暮らしの歴史文
化保存活用区域 

因島・水軍と海事の歴史
文化保存活用区域 

浦崎百島・半島と島
の歴史文化保存活
用区域 

歴史文化保存活用区域 
関連文化財群や単体の文化財と一体となって価値をなす周辺の環境を、文化的

な空間として創出するための計画区域として位置づける。 
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３ 歴史的風致の維持及び向上の方針 

第１期計画の成果と課題を踏まえながら、完了した事業等を除き、引き続き歴史的建

造物の保存・活用、周辺環境や景観の保全・形成、伝統文化を反映した活動の継承・活

用及び観光・情報発信に関する事業を展開する。また、未指定文化財を把握するための

歴史的建造物の調査、空き店舗の活用、眺望環境や公園・広場の整備、日本遺産の魅力

発信など、新たな事業に取り組む。 

こうしたことを踏まえ、歴史的風致の維持及び向上に関する課題（本章の１）に対応

するよう、歴史的風致の維持及び向上の方針を設定する。 

 

（１）歴史的建造物の保存･活用に関する方針 

○重要文化財建造物については、所有者等と連携しながら、毀損状況などを勘案し、

保存修理や防災・防犯設備の整備を順次進めるとともに、防災設備等の点検・維持

管理の徹底を図る。 

○その他の指定･登録された歴史的建造物、歴史的風致形成建造物についても、優先順

位を検討して保存修理などを促進するとともに、市が所有する旧三井住友銀行尾道

支店（市重要文化財）については、観光交流の施設としての改修・活用を図る。 

○未指定等の歴史的建造物については、所有者等と連携しながら、歴史的・文化財的

な価値を生かした保存修理や改修、用途変更を含めた活用を検討し、歴史的風致の

維持･向上及び滞在型観光の基盤づくりを官民連携で進める。 

○未指定等の歴史的建造物の調査・把握とデータベース化を図るとともに、内容や価

値のより詳細な把握が必要な物件については、専門的な調査を実施し、その結果に

よっては文化財指定等を検討する。 

○関係団体等と連携し、歴史的建造物の保存修理の技術･技能者の確保や育成を支援す

るとともに、歴史的建造物の保存修理の長期的な計画のもとに、必要な材料等の確

保に努める。 

○歴史的建造物の保存･活用に関わる団体や建築士、ヘリテージマネージャーなどとの

連携を強化し、歴史的建造物の保存修理や用途変更を含めた活用の支援、関係する

情報の発信、見学会や研修会の開催などに取り組む。 

 

（２）歴史的建造物の周辺環境や景観の保全・形成に関する方針 

○関係団体や専門家等と連携しながら、空き家・空き店舗の改修･活用を通して移住・

定住につなげるとともに、老朽危険建物の除却や低未利用地の利活用を促進し、街

なみの保全を図る。 

○歴史的建造物の立地する町内会・自治会等においては、文化財の防火・防犯などに

ついての啓発や防災訓練などを通じ、文化財の保護を含めた防災・防犯体制（自主

防災組織など）の育成・支援に取り組む。 

○密集した市街地、斜面市街地においては、消火・救急活動や避難の円滑化及び生活

環境の改善・向上に向け、地域の防災体制の充実・強化と併せて、消防水利の充実や

消火活動のスペースの確保などに努める。 

○無電柱化を含めた電柱･電線類の景観改善や看板類の更新などによる景観の向上と

ともに、良好な眺望場所の整備に取り組む。 

○既存の施設の活用・再利用を通じて、市民や来訪者の憩いの空間となる公園・広場

の整備を図る。 

○景観計画、景観条例、景観地区に関する都市計画、屋外広告物条例及び空家等対策

計画のもとに、景観の保全と創造に取り組む。 
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○新型コロナウイルス感染症対策に資する開放的でゆとりがある都市空間の確保、及

び「居心地が良く歩きたくなるまちなか（ウォーカブルな空間）」の形成やにぎわい

創出に向けて、歩行環境の整備（道路の美装化、手すりの設置、街灯の整備など）や

緑地の充実、建築物と道路などの外部空間が一体となったオープンスペース等の確

保を図る。 

 

（３）伝統文化を反映した活動の継承･活用に関する方針 

○民俗芸能等の担い手の確保・育成、用具の新調･修繕などを支援するとともに、民俗

芸能等の調査や記録、情報発信及び登録文化財制度の活用に取り組む。 

○各地で多種多様な民俗芸能等が継承されている全国的にも希有な都市であり、こう

した情報や特色・魅力を広く情報発信するとともに、見学･体験する機会の確保・充

実に努める。 

○様々な世代が有形・無形の文化財めぐったり、学んだりする機会を確保･充実させる

とともに、こうした取組を広く情報発信し、市民等への周知を図る。 

 

（４）観光･情報発信に関する方針 

○文化財の活用を支える施設として、各種文化施設、観光案内所等の役割分担と連携

のもとに、情報提供・ガイダンス機能の充実を図る。 

○市街地や集落地、更には広がりを持った範囲において、文化財の公開・活用を推進

しながら、周遊コースの設定・魅力化を図るとともに、外国人への伝達を含め案内

板･説明板、誘導標識の整備･充実や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した情報提供・発

信などに取り組む。 

○デジタル技術とデータなどを活用し、文化財や観光施設、交通状況などの積極的な

情報提供・発信などに取り組む。 

○日本遺産に関する取組との連携を図りながら、教育･文化面での活用などと併せて、

観光やまちづくりの資源としても文化財の公開･活用や情報発信に取り組む。 

○文化財の保存・活用も新型コロナウイルスをはじめとした感染症に影響を受けるこ

とから、国・県レベルの感染症対策と連携を取りながら、実状に応じた対策に取り

組む。 

 

（５）市民等の参加と協働に関する方針 

○文化財の保存・活用に関わる各種団体の活動や担い手の確保・育成を支援するとと

もに、団体間の連携・交流を促進する。 

○文化財の保存・活用に取り組む団体と市民、行政の連携、協働の取組（ワークショッ

プによる企画やその実践、見学会・勉強会・イベントの開催、清掃美化活動、空き家

再生の見学・体験など）を進める。 

○文化財をはじめとした歴史文化を活かしたまちづくりを進めるため、それを担う住

民等を主体とした団体の育成や活動の支援に努める。 

○市民や関係団体等へ歴史的風致や文化財、まちづくり、都市計画などに関する情報

の提供・発信や学習機会の確保・充実に努めるとともに、これまでの空き家再生な

どの住民主体の活動の蓄積を活かし、エリアマネジメントなどの仕組みの構築を検

討する。 
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４ 歴史的風致維持向上計画の実施体制 

前述の方針で記しているように、歴史的風致の維持及び向上に取り組むためには、そ

の所有者・管理者、そして市民等の協力と参加が不可欠であり、かつ、行政を含めた連

携と協働の体制が重要である。 

このうち、計画推進の総合調整機能を担うのが事務局（まちづくり推進課、文化振興

課）である。 

庁内においては、計画策定段階の庁内関係課による推進体制を継続するとともに、文

化振興課とまちづくり推進課は、より密度を高めた連絡・調整等を行う。また、必要に

応じて、文化財、都市計画、景観等の部門の委員会等に相談し助言を得るとともに、

国・県等関係機関との連携を図り、適切な支援を得るように努める。 

さらに、歴史まちづくり法第 11条に基づく歴史的風致維持向上計画推進協議会は、

事務局と連携しながら、計画の推進や変更に関する協議並びに実施に関係する連絡・調

整を行う。 

本計画の実施においては、基本的に担当する課が、公共施設管理者等（尾道市以外の

場合）との連携・調整を行うとともに、民間の関係権利者・管理者、さらには文化財の

保存・活用を担う市民及び関係団体との連絡・調整及び支援に努める。 

こうした体制においては、協働の考え方を基本として、各主体が取り組む必要があ

る。つまり、各主体が、歴史的風致の維持及び向上を図ることを共有の目標とし、責任

と行動において相互に対等であることを前提としながら、ともに力を合わせて取り組む

ことである。 

以上の計画の推進体制を図化すると、以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業及び取組主体】 
文化財所有者、民俗芸能等の担い手、関係団体、地域住民・市民等 

【庁内連携体制（担当課）】 
 

・政策企画課 ・農林水産課   

・商工課 ・観光課 ・土木課  

・維持修繕課 ・港湾振興課 ・建築課 

・向島支所しまおこし課 

・瀬戸田支所しまおこし課 

 

＜事務局＞ 

・まちづくり推進課 

・文化振興課 

【法定協議会】 
 

歴史的風致維持向
上計画推進協議会 

【市関係組織】 

 

文化財保護委員会 

都市計画審議会 

景観審議会 

等 

連携・支援 

相談・支援 

国 
広島県 

図 3-5 計画の推進体制 

協議・ 
意見 

協議・ 
意見 




