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第５章 文化財の保存又は活用に関する事項 
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１ 尾道市全体に関する事項 

(１) 文化財の保存・活用の現況と今後の方針 

尾道市は、瀬戸内海の沿岸部、内陸部、島
とう

嶼
しょ

部と変化に富んだ地形及び風土を形成し

ており、各地に有形・無形の文化財が多数存在する。これらのうち指定等文化財につい

ては 400件（令和３年１月１日現在）を超えており、特に国宝については建造物が３

件、美術工芸品が１件あり、建造物に関しては広島県にある国宝７件のうちの３件を占

めている。一方、未指定文化財は膨大な数にのぼり、平成 20年度(2008)・21年度

(2009)に実施した文化財総合的把握調査では石造物が 4,000件を超え、民俗文化財や民

具等及び各地の歴史的景観も多数把握している。 

こうしたことを踏まえ、本市では『尾道市歴史文化基本構想・保存活用計画』を平成

23年(2011)３月に策定し、文化財行政を進めてきている。平成 24年度には尾道市歴史

的風致維持向上計画（１期計画）が認定され、文化財および周辺環境整備に取り組み、

そうした成果が平成 27年度以降、３つの日本遺産（尾道水道が紡いだ中世からの箱庭

的都市、“日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島、荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異

空間）の認定につながっている。 

指定文化財については、文化財保護法や広島県文化財保護条例、尾道市文化財保護条

例、その他の関連法令等に基づき、所有者等の適切な保存管理や継承に対する指導・助

言を行うとともに、建造物の保存修理、民俗芸能等への支援などに取り組んできてい

る。しかし、保存修理を必要とする物件は多数残され、民俗芸能等の担い手の高齢化・

減少が進むなど、課題は山積している。 

一方、未指定文化財については、現状や価値の把握及び保存・活用の支援は一部に限

られているとともに、未把握の文化財も多数存在すると推定される。また、未指定等の

有形文化財の毀損・滅失、民俗芸能等の担い手不足が懸念される。 

以上のような現況を踏まえ、有形文化財、民俗文化財などの指定文化財、未指定文化

財の保存・活用、文化財調査とその後の保護措置、歴史文化基本構想等の作成状況及び

今後の方針について、以下のように設定する。 

 

① 指定文化財の保存・活用 

■有形文化財 

建造物などの有形文化財の所有者等への指導・助言を行うとともに、所有者等と連携

し、歴史的風致形成建造物を含め優先順位のもとに、旧三井住友銀行尾道支店（尾道市

重要文化財）をはじめ建造物の保存修理や防災・防犯対策及び活用を進める。 

また、個人情報の保護や防犯等に配慮しながら、文化財に関する情報発信を充実さ

せ、適正な活用を促進する。 

■民俗芸能等の民俗文化財 

関係団体等の連携し、民俗芸能等の民俗文化財の担い手・継承者の確保・育成に努め

る。 

また、未指定の神楽・鉦太鼓おどりを含め民俗芸能等を公開・普及する行事の開催支

援などに取り組む。 

加えて、民俗芸能等の衣装、器具などの保存や修繕・新調に関する支援に努める。 

② 未指定文化財 

市民参加のもとに、有形・無形の文化財の調査・把握とデータベース化を進めるとと

もに、文化財的な価値が認められた場合には、指定・登録を検討する。 

所有者等の承諾・協力を得ながら、建造物の公開・活用を検討する。 

建造物（建物）の店舗や宿泊施設等としての活用・改修等を検討する。 
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③ 文化財調査とその後の保護措置 

本市では、地元調査員による有形文化財（建造物）、民俗文化財、歴史的景観（小景

観：狭い範囲の景観）の調査、及び専門家による美術工芸品（仏像）、民俗芸能、歴史

的建造物の調査を、市内全域で実施している。 

その成果を生かしながら、今後とも未指定文化財の把握調査を実施するとともに、未

実施の分野を含め市内全域を対象とした専門的な文化財調査の実施に努める。専門的な

調査を通じて文化財的な価値が認められたものについては、指定・登録を検討する。 

文化財調査の際には、市民参加型の調査を行い、郷土の文化財への理解と愛護精神の

高揚を目指す。 

こうした調査を通じて得られた情報・成果についてはデータベース化し、個人情報の

保護や防犯等に配慮して適正に公開・活用を図る。 

また、調査成果の活用も図りながら、尾道市史の編さんに取り組む。 

さらに、外国人観光客の受け入れ環境の向上に向け、ガイドの育成のほか、現状調査

やニーズ調査等のデータの収集を検討する。 

④ 歴史文化基本構想等の作成状況及び今後の方針 

本市では、文化財行政のマスタープランとなる『尾道市歴史文化基本構想』を『尾道

市文化財保存活用計画』と一体的に、平成 23年(2011)３月に策定している。 

この構想等と歴史的風致維持向上計画などを関連づけながら、文化財の周辺環境を含

め文化財の保存・活用に取り組んでいく。 

 

（２）文化財の修理（整備）に関する方針 

文化財は経年劣化や様々な突発事態により損傷し消滅する危険性も考えられ、文化財

の修理は、それを防ぐ重要な方策である。しかし、どの文化財がどの程度損傷している

か等の情報を得るには、前述の継続的な文化財調査や市民との情報交換が不可欠であ

る。そうした情報収集が文化財の修理の基礎となり、修理方針や修理方法の確立にもつ

ながることから、文化財の現状や毀損などに関する情報収集・相談体制の充実を図る。 

また、文化財の所有者等による維持管理や点検を指導・助言し、文化財の保存及び毀

損した場合の早期発見と適切な修理につなげる。 

現在、市内の文化財の状況をみると、修理に緊急性を要する文化財が見受けられ、指

定文化財については、その損傷具合や緊急性を考慮し、修理事業を実施している。特に

重要文化財の建造物は、その建築年代が古いことから、緊急性を要するものが多い。ま

た、美術工芸品についても、修理の必要がある場合には、その状況を把握し、修理計画

を作成することが求められる。ただし、美術工芸品の場合、その保管状況や防犯体制に

ついても考慮する必要があり、文化財の所有者等にその指導・助言を継続的に行う。 

文化財の修理においては、関係する資料（史料を含む）の把握や修理に際しての調査

を行い、歴史的真正性を損なうことなく、適切な修理を実施するとともに、市民に理解

を得られるよう適宜公開する機会を設け情報発信を図る。また、学識経験者や建築士、

ヘリテージマネージャー等と連携しつつ、文化財の保存修理に携わる技術及び技能者の

確保や育成の支援に取り組む。加えて、自然素材を始めとした必要な材料等の確保に努

める。 

こうした文化財の修理などにあたっては、文化財保護法や建築基準法、消防法及び文

化財保護条例、その他関連法令を遵守するとともに、国・県との連携、尾道市文化財保

護委員会や学識経験者、専門家等の指導・助言のもと、継続して作業を進める。 
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（３）文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

本市には、文化財の保存・活用に関係する市所有の文化施設が 10施設あり、その概

要は以下のとおりである 

 

尾道文学公園 

・所在地：東土堂町 401番地 2（重点区域内） 

・公園の側には、志賀直哉が尾道に移り住み暮らした長屋が残っており、ここで代

表作「暗夜行路」の構想を練ったと言われている。公園から少し離れた場所には

アララギ派の歌人・中
なか

村
むら

憲
けん

吉
きち

が病気療養のために尾道を訪れ、亡くなるまで暮ら

した旧居が立地。 

因
いんの

島
しま

史料館 

・所在地：因島中庄町 3222-2 

・因島で発掘された石器や土器、島内で使用されていた民俗資料などを展示。 

尾道遺跡発掘調査研究所 

・所在地：栗原町 1268－1（市史編さん事務局と併設） 

・尾道市の郷土資料、埋蔵文化財などを調査・研究し、普及・公開することを目的と

した施設で、市内各所で出張展示会を開催。 

おのみち映画資料館 

・所在地：久保一丁目 14-10（重点区域内） 

・尾道ゆかりの作品や資料を展示伝承する資料館としての役割を果たしながら、未

来に向けて「映画づくり」の楽しさを広げていく施設。明治時代に倉庫として利

用されていた蔵を改装して開設。 

御調
み つ ぎ

歴史民俗資料館 

・所在地：御調町丸河南 86－1 

・御調町内で使用されていた生活用具、農機具、民俗芸能の道具等、800点を超える

民俗資料を展示。建物は旧河内村役場を活用しており、尾道市重要文化財に指定。 

爽
そう

籟
らい

軒
けん

庭園 

・所在地：尾道市久保二丁目 6-6（重点区域内） 

・爽籟軒は江戸時代の豪商 橋本家の別荘で、趣向を凝らした庭園や茶室は、当時

の豪商や尾道の繁栄の歴史を物語る。庭園が尾道市名勝、茶室は尾道市重要文化

財に指定。 

おのみち歴史博物館 

・所在地：久保一丁目 14-1（重点区域内） 

・尾道市重要文化財である旧尾道銀行本店を改装した博物館。尾道の中世を伝える

尾道遺跡の考古資料、当地ゆかりの文人墨客の美術品を展示。尾道をテーマとし

た特別展も開催。 

尾道商業会議所記念館 

・所在地：土堂一丁目 8-8（重点区域内） 

・商業会議所として建築された鉄筋の建築物のうち国内現存最古の建物を復元改修

し、尾道の商業史に関する資料展示を行っている。尾道市重要文化財。 

本
ほん

因
いん

坊
ぼう

秀
しゅう

策
さく

囲碁記念館 

・所在地：因島外
との

浦
うら

町 121-1 

・郷土出身の天才棋士本因坊秀策の遺品や囲碁に関する資料を収集、保存及び展示。

生家は、現存する旧生家家相図を元に再現し、秀策の子供時代を偲
しの

ぶことができ

る。 
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因島水軍城 

・所在地：因島中庄町 3228-2 

・村上海賊に関する資料や武具甲冑等を展示している資料館。日本遺産ビジターセ

ンターとしても機能している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5-1 文化財の保存・活用に関係する市所有の文化施設分布状況 
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これらの施設を学校教育、社会教育、観光振興、まちづくりに活用しており、さら

に、それぞれの施設の利用促進や相互の役割の明確化と連携の強化が必要であり、以下

のような活用・整備の方針を設定する。 

○文化施設全体の中で各文化施設の役割・特色を再整理し、機能分担や連携（人の交

流・情報等のネットワーク、連携した行事など）に努め、それぞれ文化施設及びそれ

らの集合体（群）としての魅力の発揮を目指す。また、図書館などの公共施設を文化

財や歴史文化、情報提供の視点からも有効活用できるように努める。 

○個々の文化施設等や群としての魅力の発揮と併せて、費用対効果をみながら多言語

化や情報通信技術（ICT）の活用を含めた情報提供、各施設や文化財等をめぐるルー

ト設定、及び休憩等の場としての環境整備などに取り組み、それぞれの地域及び市

域全体における文化財や観光資源の周遊を進める。 

〇施設や施設の所蔵する文化財の公開や活用にあたっては、新型コロナウイルス対策

において国や県の定めるガイドラインに従って実施する。 

 

（４）文化財の周辺環境や景観の保全・形成に関する方針 

歴史文化基本構想では、文化財をその周辺環境を含めて保存・活用することが求めら

れ、関連文化財群と歴史文化保存活用区域を設定し、そうした命題への対応を方向づけ

ている。 

本市では、景観法に基づく景観計画、景観条例、都市計画法に基づく景観地区に関す

る都市計画、屋外広告物条例及び空家等対策計画を定め、景観の保全と創造に取り組ん

でおり、こうした取組は文化財とその周辺環境の一体的な保全にも寄与している。 

一方で、少子高齢化や人口減少による空き家や老朽危険建物の発生、道路の路面や水

路の劣化は安全面だけでなく景観阻害要素にもなっており、歴史的建造物周辺の電柱・

電線類についても、景観的な配慮が期待される。また、文化財の周辺に設置している案

内板・説明板・誘導標識、便益施設等は、一部で老朽化しているもの、利用ニーズに対

応できていないもの、不足している箇所がある。 

こうした現況を踏まえ、文化財の周辺環境や景観の保全・形成に関し、以下のような

方針を設定する。 

○引き続き、景観計画、景観条例、都市計画法に基づく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を適切に運用する。 

○歴史的風致と調和した建造物等の外観修景、移住定住の促進による空き家の改修・

活用、老朽危険建物の撤去とその敷地の活用を促進する。 

○密集した市街地、斜面市街地においては、地域の防災体制や消防水利の充実・強化

と併せて、消火活動のスペースや新型コロナウイルス感染症対策に資する開放的で

ゆとりのある都市空間の確保にも資する公園・広場の整備などに努める。 

○文化財の周辺環境を構成する道路・階段等については、生活環境や景観の向上、周

遊ルートの快適化及び「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）」

の形成などを考慮しながら、劣化している箇所・区間について改善を図る。 

○歴史的風致の維持・向上を目指し、無電柱化を含めた電柱・電線類の景観改善とと

もに、尾道水道や瀬戸田水道などを望む良好な眺望場所の整備に取り組む。 

 

（５）文化財の防災・防犯に関する方針 

これまで文化財を火災等の様々な災害から守るために、個々の文化財の防災設備の設

置・点検を指導・助言するとともに、被害を受けた際にも速やかに所有者等から文化振

興課、さらに県教育委員会へと情報を伝達し、応急対策や復旧事業が実施されており、

今後とも、こうした対策・対応を行う。特に建造物は被害を受けやすく、修理に多大な
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時間と費用を必要とするため、防災対策を万全にし、被害を未然に防ぐこと、被害を最

小限にとどめることが重要である。自動火災報知設備や感震ブレーカー（漏電火災警報

設備）、消火栓設備などの防災設備の設置と点検・維持管理を促進するとともに、周辺

の防災対策に努める。その際、建造物に関しては文化財としての価値を守ることを前提

に、耐震補強について検討する。 

従来の文化財の防災対策は指定文化財に限定されることが多く、指定文化財以外の文

化財やその周辺環境に対する防災対策は限定的であった。これらについては、指定文化

財と同様の対策をとるのではなく、その状況に応じた防災対策を検討する。 

また、防災に加え、防犯対策についても文化財の所有者等へ必要性や防犯意識の徹

底、警察への文化財情報の提供と巡回依頼を行うとともに、必要に応じて防犯設備の設

置を検討する。 

さらに、文化財の防災・防犯対策やハザードマップの周知、各地域の防災組織との情

報交換や活動支援を行うことで文化財の所有者等及び地域住民の防災・防犯意識を高

め、個々の文化財及び地域における文化財を取り巻く防災・防犯体制の強化に努める。 

こうした取組においては、文化財の防災・防犯に関する国や県の定めるガイドライン

等に従って、実情に即した効果的な対策を講じる。 

 

（６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 

文化財に関する普及・啓発については、歴史と遺跡に関するテーマごと（海道、港

町、塩など）の冊子、日本遺産のパンフレットなどを作成し、「日本遺産のまち尾道デ

ジタルアーカイブ」などで情報提供・発信を行うとともに、文化財講座、文化財めぐ

り、文化財愛護少年団の育成及び郷土芸能祭の開催支援などに取り組んできている。 

今後とも、こうした取組を学校教育、社会教育、観光振興、まちづくり活動など多様

な場面において、関係部署・関係団体等と連携しながら継承・拡充させ、市民等の文化

財への関心や理解を高め、文化財の保存・活用につないでいく。また、民俗芸能などの

担い手の確保・育成の観点からも、関係団体等と連携し、情報提供や体験機会の確保に

努める。 

こうした取組においては、子供から高齢者まで、それぞれの関心や状況等に応じた文

化財の啓発や学習・体験機会の確保に努めるとともに、情報通信技術（ICT）を活用し

た情報発信を検討する。 

さらに、地域住民や関係団体、民間事業所などにおける文化財の維持管理等の保存活

動、関係団体等が主催する文化財の体験機会、民間所有の歴史的建造物の公開などを促

進する。 

加えて、瀬戸内沿岸部・島嶼部・内陸部からなる地理的特性を有し、様々な時代の歴

史文化が重層する尾道市や各地域の特色・魅力を生かしながら、学校教育、社会教育、

観光振興、まちづくりなどを進めるとともに、日本遺産村上海賊や北前船等の取組によ

り、他地域との連携を進める。 

 

（７）埋蔵文化財の取扱いに関する方針 

本市には、中世を代表する尾道遺跡をはじめ、342件の周知の埋蔵文化財包蔵地があ

る。 

こうした包蔵地内で行われる開発等に際しては、県教育委員会の指導・助言を得ると

ともに、文化振興課と土木課、まちづくり推進課、建築課等との連携を図りながら、文

化財保護法に基づき、工事の規模や内容に応じた遺跡の保存等に関する行政指導を行っ

ている。 



 

174 

今後とも、関係機関及び庁内の連携体制を強化しながら、包蔵地内での開発等に際し

ての行政指導を徹底するとともに、埋蔵地以外の場所であっても、遺跡の発見があった

場合には、開発事業者等にできる限り、理解と協力を求め、現状保存や記録保存に努め

る。 

また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」については、概ね近世までの遺跡を対象としてい

るが、今後は近代以降の遺跡についても、学識経験者等の助言等や関係権利者の理解・

協力を得ながら、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の保存を進める。 

本市には、中世～近世～近代の港町の街並みや地割等が残っており、文献や絵図から

街並みを復元することも可能であることから、保存目的の埋蔵文化財調査を必要に応じ

て実施する。 

 

（８）文化財行政の体制と今後の方針 

本市における文化財行政は、平成 26年度までは教育委員会事務局の文化振興課が行

っていたが、文化財保護とまちづくり、観光振興等を一体的に推進するため、27年度

の組織見直しにより、市長部局の企画財政部に文化振興課を移した。 

なお、文化振興課の文化財担当は文化財係と尾道遺跡発掘調査研究所であり、その他

文化振興係、文化施設係があり、しまなみ交流館と本因坊秀策囲碁記念館の管理運営も

担っている。このうち文化財係は事務系職員２人、学芸員２人（考古学・美術）の計４

人であり、尾道遺跡発掘調査研究所に文化財担当の嘱託職員（学芸員）が２人（美術）

在籍している。 

今後、歴史的風致の周知・啓発や関係する事業の実施を含め、文化財行政の推進及び

まちづくり行政等との連携をさらに図っていくため、文化振興課の体制の充実を図ると

ともに、庁内の連携体制の一層の強化を進める。併せて、平成の大合併を通じて、より

広大となった市域に分布する文化財の保存・活用に的確に対応するため、引き続き関係

各課及び各地域の支所との連携を図る。 

また、文化財行政に関わる諮問機関については、尾道市文化財保護条例第 10条に基

づき、尾道市文化財保護委員会を設置している。現在（令和３年度）、18人で構成して

おり、専門分野別では、建造物（１人）、美術工芸（３人）、古文書（３人）、考古（１

人）、民俗芸能（２人）、天然記念物（１人）、郷土史（７人）となっている。今後と

も、文化財の保存・活用に関して、適宜、尾道市文化財保護委員会に諮問し、建議して

いく。 

 

（９）各種団体の状況及び今後の体制整備の方針 

本市全域にわたって存在する数多くの文化財のうち、指定文化財に限っても行政だけ

で保存するのは限界がある。また、民間所有の文化財の活用については、所有者等及び

関係団体、民間事業所等で効果的な取組が展開されることが期待される。 

このうち文化財の保存・活用に関係する各種団体は、下表のように文化財の調査・情

報発信、維持管理や運営、民俗芸能等の継承、歴史的建造物の再生など数多くある。一

方でこれら団体の中には、担い手の確保・育成が課題となっている団体もある。 

こうした状況を踏まえながら、これら各種団体の多様な活動をさらに活性化させるた

め、必要な情報提供や活動・人材育成の支援、団体間の交流・連携の促進に取り組み、

地域住民・市民が主体となるような文化財の保存・活用の活動を促進する。また、幾つ

かの区域（エリア）においては、有形・無形の文化財をはじめとした歴史文化を活かし

ながら、良好な環境や地域の価値を維持・向上させるため、住民・事業主・地権者等に

よる主体的な取組（まちづくりや地域経営）であるエリアマネジメントなどの仕組みの

構築を検討する。文化財の保存・活用においても、関係団体や市民、行政、更には地域
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外の関係する団体等を含めた連携、協働の取組の展開に努める。 

 

表 5-1 文化財の保存・活用に関わる団体 

名 称 活動範囲・場所 活動内容 

尾道学研究会 市内 地域を知る・学ぶ・考えるをテーマに、尾道

における地域学の構築と実践に取り組んでい

る。 

御調地方歴史文化研究会 御調町 御調町の歴史文化を掘り下げ、新たな事実発

見に取り組んでいる。 

三
み

成
なり

学区の歴史と自然を

訪ねる会 

美ノ郷町 三成地域の地域学・地元学に取り組んでい

る。 

原田町歴史・文化同好会 原田町 原田町の歴史･文化を調べたり、訪ねて学んだ

りしている。 

石見銀山街道尾道ルート

を保存する会 

木ノ庄町、御調町 石見銀山街道尾道ルートの草刈りや清掃美

化、活用に取り組んでいる。 

鷲
わし

尾
お

山
やま

城
じょう

跡
あと

保勝会 木ノ庄町 県指定の史跡鷲尾山城跡の保存管理や活用に

取り組んでいる。 

NPO法人長井浦研究所 市内 文化財の調査研究，保護，情報提供，研究大

会の開催の支援などを通して子供の健全育成

や地域活性化、生涯学習社会の構築に寄与す

ることを目指している。 

尾道文化財協会 旧尾道市内 尾道市内の歴史や文化財の調査、研究、普及

啓発等に取り組んでいる。 

因島文化財協会 旧因島市内 因島及び東生口地域の歴史や文化財の調査、

研究、普及啓発等に取り組んでいる。 

白滝山保勝会 因島重井町 瀬戸内海国立公園に指定されている因島北部

に位置する白滝山の環境の保全や活用に取り

組んでいる。 

NPO法人尾道空き家再生

プロジェクト 

旧尾道市内（斜面

市街地等） 

町並み保全のための空き家再生事業、定住促

進とコミュニティの確立を図る事業などに取

んでいる。 

瀬
せ

戸
と

田
だ

町郷土文化研究会 瀬戸田町 瀨戸田町の歴史文化の調査研究や継承･活用に

取り組んでいる。 

歌島学研究会 向
むかい

島
しま

町 向島（歌島）に関する地域学（総合的･学際的

な調査研究）に取り組んでいる。 

浦崎郷土文化研究会 浦崎町 浦崎町の歴史文化の調査研究や継承･活用に取

り組んでいる。 
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２ 重点区域に関する事項 

（１）文化財の保存・活用の現状と今後の具体的な計画 

重点区域のうち尾道・向島歴史的風致地区には、国宝である浄
じょう

土
ど

寺
じ

多宝塔・本堂、

重要文化財である浄土寺阿弥陀堂、西
さい

國
こく

寺
じ

金堂・三重塔、天
てん

寧
ねい

寺
じ

塔婆などの重要文化財

（建造物）が 12件存在する。また、浄土寺庭園が名勝に指定されているとともに、登

録有形文化財が８件存在する。この他、県指定の建造物が１件、市指定の建造物が３

件、名勝が１件、天然記念物が３件存在する。 

瀬戸田歴史的風致地区には、国宝である向
こう

上
じょう

寺
じ

三重塔が潮
ちょう

音
おん

山
ざん

の山頂近くに立地す

るとともに、耕
こう

三
さん

寺
じ

には登録有形文化財が 15件集積する。この他、市指定の重要文化

財（建造物）が２件、天然記念物が１件存在する。 

これらのうち劣化・毀損が進んでいた重要文化財については、優先順位を設定し、

国・県の支援のもと、学識経験者・専門家等の協力を得ながら整備における調査を実施

し、保存修理工事を行ってきた。 

重点区域内には、これまで保存修理してきた物件以外にも劣化・毀損が進みつつある

物件、防災対策などが十分でない物件が複数あることから、引き続き計画的に保存修理

を行う必要がある。また、文化財の適正な管理や防災について、普及啓発していくこと

も不可欠である。 

こうした歴史的建造物をはじめとした文化財、とりわけ未指定文化財の専門的な調査

を、大学等の研究機関、学識経験者・専門家等の協力・支援のもとに継続的に実施し、

指定・登録の制度の活用や歴史的風致形成建造物への指定も視野に、文化財の保存・活

用を進め、重点区域における歴史的風致の維持・向上を図る。 

さらに、文化財の保存・活用の基礎資料、背景・根拠となる資料としても、市史の編

さんに取り組む。 

【事業】 ※事業の後の「…事業-数字」は第６章の事業番号に対応（以下同様） 

○歴史的建造物調査事業（新規）…事業-6 

○文化財調査研究所及び市史編さん事業（継続）…事業-22 

※下記の「常称寺建造物保存整備事業」などでは専門的な調査を実施 

※保存修理や防災などに関しては、以下の事項において事業を示す。 

 

（２）文化財の修理（整備）に関する具体的な計画 

重点区域のうち、重要文化財（建造物）が多数ある尾道・向島歴史的風致地区におい

ては、第１期計画で事業を行ってきている常称寺の保存修理が途中段階であることか

ら、引き続き保存修理事業を行う。 

本市が所有する旧三井住友銀行尾道支店については、歴史的風致形成建造物の指定に

向けて、文化財としての価値の保存に留意しながら、多目的観光交流施設としての改

修・活用を図る。 

また、重点区域においては、防災対策、防犯対策が十分でない歴史的建造物が多数あ

ることから、重要文化財の防災・防犯設備の整備を促進するとともに、その他の歴史的

建造物の防災・防犯設備の整備の支援方策について検討する。 

さらに、重点区域内の歴史的建造物については、本市が記念館・博物館・資料館など

として転用・再利用した物件のほか、NPO法人による宿泊施設などへの再生の実績があ

り、こうした経験を生かしながら、店舗や宿泊施設などへの用途変更を含め歴史的建造

物の再生・活用を促進する。 

加えて、歴史的建造物の保存修理においては、前述のように大学等の研究機関、学識

経験者・専門家等の協力・支援を得ることとし、その中では建築士・ヘリテージマネー
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ジャー及び大工・左官等の技術・技能者との連携にも努めることとする。こうした組織

的・人的ネットワークを活用し、保存修理で必要となる人材や材料の確保に努める。 

【事業】 

○常称寺建造物保存修理事業（継続）…事業-1 

○重要文化財建造物等防災設備整備事業（継続：西
さい

郷
ごう

寺
じ

、光
こう

明
みょう

寺
じ

）…事業-2 

○歴史的風致形成建造物等整備事業（継続）…事業-5 

 

（３）文化財の保存・活用を行うための施設に関する具体的な計画 

尾道・向島歴史的風致地区については、重点区域内に位置する尾道市庁舎、４つの文

化施設（尾道市文学公園（中村憲吉旧居）、おのみち映画資料館、爽籟軒庭園、おのみ

ち歴史博物館）、尾道商業会議所記念館及び前述の旧三井住友銀行尾道支店のネットワ

ークを強化するとともに、体験や情報提供の機能を充実させる。また、回遊拠点となる

憩いの空間の整備・充実に努める。 

このうち尾道市庁舎屋上（５階）の展望デッキは休日・夜間も開放しており、眺望景

観を通じた文化財や歴史文化の体験の場としても活用を推進する。 

これら施設は、重点区域における文化財をめぐる情報の提供・発信に加え、休憩・交

流の場としても活用を推進する。 

さらに、第１期計画から引き続き、しまなみサクラ公園交流施設整備事業（文化・交

流・情報発信機能整備事業）に取り組むとともに、重点区域内における良好な眺望点に

ついては、眺望の場としての整備・充実に努める。 

瀬戸田歴史的風致地区には、市の施設としては瀬戸田市民会館、ベル・カントホー

ル、平山郁夫美術館及び瀬戸田町観光案内所（「しまなみレンタサイクル」を併設、運

営は尾道観光協会瀬戸田支部）があり、民間施設として耕三寺博物館（民間施設）があ

る。これら施設の連携を図りながら、文化財めぐりやその他観光に関する情報提供を効

果的に行う。 

また、瀬戸田市民会館、ベル・カントホール、平山郁夫美術館は瀬戸田町観光案内所

と近接しているため、各管理者との連携を検討する。 

両地区に共通する取組として、インバウンド対応を念頭に置いた文化財等の説明板や

案内板・誘導標識等の整備・更新、情報通信技術（ＩＣＴ）を活かした文化財や観光情

報等の積極的な提供・発信に取り組むとともに、開放的でゆとりのある都市空間の確保

など新型コロナウイルス感染症対策にも留意する。 

【事業】 

○眺望環境整備事業（新規）…事業-12 

○しまなみサクラ公園交流施設整備事業（文化・交流・情報発信機能整備事業：継続）

…事業-19 

○憩いの広場整備事業（新規）…事業-20 

○観光案内設備改良事業（新規）…事業-21 

○文化施設ネットワーク事業（継続）…事業-32 

 

（４）文化財の周辺環境や景観の保全・形成に関する具体的な計画 

＜尾道・向島歴史的風致地区＞ 

景観施策と一体的に歴史的風致の維持・向上を図る観点から、重点区域は景観計画の

重点地区（景観地区）を基本とし、第２期計画では重点区域を西側の一部で拡大する。

このため、景観計画における重点地区（景観地区）の範囲の見直し（拡大）を検討する

とともに、引き続き、景観計画、景観条例、都市計画法に基づく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を適切に運用する。 
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斜面地においては狭あいな道路や急勾配の道路・階段が多く、生活環境だけでなく文

化財をめぐる周遊ルートについても制約となっていることから、第１期計画での事業の

成果や課題を踏まえ、引き続き道路の美装化や道路・階段等の改善、手すりの設置など

歩行環境の整備に取り組む。 

また、市街地には空き店舗が散見されることから、商業地としての古くからの街なみ

の継承や地域経済の活性化につなげるため、空き店舗の活用を促進（支援）する。 

＜瀬戸田歴史的風致地区＞ 

重点区域は景観計画の重点地区を基本とし、引き続き景観計画等の適切な運用によ

り、歴史的風致の維持・向上を目指す。 

本地区中央の潮音山一帯は総合公園であり、国宝・向上寺三重塔も位置していること

から、アクセスの円滑化に向けた歩行環境の改善、絶好の眺望点である山頂付近の案内

板等の再整備、眺望確保に取り組む。 

また、しおまち商店街においては、市民や観光客の安全で円滑な歩行環境の確保、及

び歴史的風致の維持・向上に資するため、老朽化した街灯の再整備を図る。 

＜両地区共通＞ 

取組の新たな視点・留意点として、「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という観点を取り入れ、道路の美装化や修景・景

観改善などに取り組む。 

両地区に共通した取組としては、それぞれの重点区域の特性、第１期計画での整備実

績などを踏まえながら、道路の美装化と併せた沿道における建造物の修景の促進、夜間

の安全な環境と景観の形成に取り組む。 

また、歴史的風致の維持・向上を目指し、無電柱化をはじめとした電柱・電線類の景

観改善に取り組む。 

建造物の所有者等の理解と協力を得ながら、歴史的風致と調和した建造物等の外観修

景、空き家の改修・活用、老朽危険建物の撤去とその敷地の活用を促進する。特に、空

き家の活用については、関係する NPO法人、建築士・ヘリテージマネージャーなどとの

連携に努めるとともに、移住定住の促進による活用・再生を図る。 

さらに、情報通信技術（ICT）の活用による文化財や地域の歴史文化等の紹介・説

明、ガイダンス機能の整備・充実について検討する。 

【事業】 

○まちなみ形成事業（継続）…事業-7 

○空き店舗活用支援事業（新規）…事業-8 

○沿道建造物等修景事業（継続）…事業-9 

○老朽危険建物除却促進事業（継続）…事業-10 

○空き家再生促進事業（継続）…事業-11 

○街なみ景観改善事業（継続）…事業-13 

○道路美装化事業（継続）…事業-14･15 

○道路美装化事業（幹線街路：継続）…事業-16 

○夜間景観形成事業（継続）…事業-17 

○歩行環境等整備事業（継続）…事業-18 

 

（５）文化財の防災・防犯に関する具体的な計画 

重要文化財である常称寺の保存修理を行い、併せて防災・防犯施設を整備する。ま

た、西郷寺、向上寺、光明寺の防災・防犯施設の整備を図る。 

歴史的建造物全体については、消防法に規定された自動火災報知器等の設置や点検を

周知・徹底する。また、所有者等の理解と協力を得ながら、必要に応じて震撼ブレーカ
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ーや防犯設備の設置、耐震診断や文化財の価値の保存を前提とした耐震補強工事を促進

する。 

重点区域は、木造建物が密集しているエリアが含まれることから、特に火災や避難に

留意し、防災訓練等を通じて、文化財の所有者等はもとより、地域としての防災体制の

強化を支援する。また、防災と併せて、防犯への備えについて周知・徹底に努める。 

さらに、２つの重点区域とも瀬戸内海に面し、津波・高潮の危険のある区域を含んで

いることから、海抜や避難場所・避難路の表示板、ハザードマップ等の周知を図り、表

示板については必要に応じて修繕・更新する。 

【事業】 

○常称寺建造物保存修理事業（継続：再掲）…事業-1 

○重要文化財建造物等防災設備整備事業（継続：西
さい

郷
ごう

寺
じ

、光
こう

明
みょう

寺
じ

…再掲）…事業-2 

○指定文化財管理事業（継続）…事業-3 

○文化財防災啓発事業（継続）…事業-4 

 

（６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画 

２つの重点区域を含めた本市の有形・無形の文化財（未指定文化財を含む）のマップ

（文化遺産マップ）を作成し、広く情報発信するとともに、体験学習や観光交流、まち

づくりなど多様な場面において活用する。また、民俗芸能等の保存・継承や普及啓発に

向けて、文化遺産まつりの開催を図るとともに、活動や担い手・後継者の育成の支援に

努める。 

本市は、３つの日本遺産（尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市、“日本最大の海

賊”の本拠地：芸予諸島、荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間）に認定されてお

り、日本遺産を生かした魅力発信や他地域と連携した情報発信、観光事業化に取り組

む。 

これまで取り組んできた実績を踏まえ、各種文化財講座、文化財めぐり、歴史読本の

作成などを行う。 

【事業】 

○尾道文化遺産総合活性化プロジェクト（新規）…事業-23 

○文化財愛護少年団事業（継続）…事業-24 

○文化財講座開催事業（継続）…事業-25 

○民俗芸能等支援事業（継続）…事業-26 

○尾道歴史文化読本作成事業（継続）…事業-27 

○日本遺産魅力発信推進事業（新規）…事業-28 

○文化財めぐり事業（継続）…事業-30 

○近代化遺産活用事業（継続）…事業-31 

○文化施設ネットワーク事業（継続）…事業-32 

 

（７）埋蔵文化財の取扱いに関する具体的な計画 

重点区域内には、「周知の埋蔵文化財包蔵地」が尾道・向島歴史的風致地区では３箇

所、瀬戸田歴史的風致地区では２箇所あり、引き続き、土木工事等の計画地が周知の埋

蔵文化財包蔵地にある場合の届出の徹底、及び文化財保護に関する指導を行う。 

また、埋蔵文化財の調査・研究については「遺跡発掘調査研究所」で行っており、尾

道・向島歴史的風致地区（尾道遺跡など）や瀬戸田歴史的風致地区の埋蔵文化財につい

ても調査・研究を進め、埋蔵文化財に関する資料・情報の整理、データベース化、及び

公開・活用や普及啓発に取り組む。 
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【事業】 

○地域の特色ある埋蔵文化財活用事業（継続）…事業-29 

 

（８）各種団体の状況及び今後の体制整備の具体的な計画 

重点区域に関わる文化財の保存・活用に関係する団体は、以下のようになる（活動内

容などは、本章１「（９）各種団体の状況及び今後の体制整備の方針」の表を参照）。 

・尾道学研究会 

・NPO法人長井浦研究所 

・尾道文化財協会 

・NPO法人尾道空き家再生プロジェクト 

こうした団体と連携し、未指定等を含め有形・無形の文化財の保存・活用に取り組む

とともに、団体間の連携・交流を促進する。 

また、担い手が高齢化し、その確保が難しくなっている団体の支援に取り組む。 

文化財愛護少年団については、子供たちの文化財への関心、郷土への誇りや愛着の醸

成、更には文化財の保存・活用の担い手や支援者等の育成の観点から、活動を推進す

る。 

歴史的建造物の保存・活用に関しては、NPO法人尾道空き家再生プロジェクトに加

え、関係する専門家（建築士、ヘリテージマネージャー等）、その他技術者・技能者と

の連携を図るとともに、見学会や研修会の開催などに取り組む。 

【事業】 

○文化財愛護少年団事業（継続）…事業-24 

○民俗芸能等支援事業（継続…再掲）…事業-26 

 

 




