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呉市文化財保存活用地域計画
令和３年度 検討概要版

呉市では，文化財の保存・活用に関して，将
来ビジョンや具体的な事業等の実施計画を定
めるために，文化財保存活用地域計画の策定
を進めています。継続性・一貫性のある保存・
活用，地域住民と一体となって進
める文化財を活かしたまちづくり
の実現を目的とします。

呉市文化財保存活用地域計画とは

　 「呉市文化財保存活用地域計画」は，文化財保護法
にもとづく，呉市における文化財の保存と活用の法
定計画であり，呉市の総合計画の下に体系づけられ
るものです。日本遺産などの既存の取組を活かし，
文化財だけでなく，観光や都市計画など多様な分野
との連携を図ります。
　本計画は，文化財の保存・活用に関して，呉市が
目指す将来ビジョンや⾧期的な基本方針を定めるマ
スタープランであるとともに，具体的な事業を記載
するアクションプランとなります。

　令和３年 12 月 13 日，計画の策定に向けて，呉市文化財保存
活用地域計画策定協議会が発足しました。協議会は，学識経験者，
商工・観光関係団体，市民代表，広島県，呉市の 15 名で構成さ
れます。
　令和３年度は 2 回の協議会が開催され，計画の目的，まちづ
くり調査の計画や結果，市内の文化財などについて，委員それ
ぞれの専門分野，多様な立場からの意見交換が行われました。

　令和３年度から３年間で検討・作成を行い，令和６年度に文化庁⾧官による認定を目指します。令和
３年度は１年目で，計画作成に向けた基礎調査を実施しました。アンケートやヒアリングにより地域に
おける文化財を取り巻く状況を把握するとともに，文献調査等により未指定を含めた文化財（地域のお
宝）の抽出を行いました。

　呉市には，国・県・市により指定・登録・選定されている
157 件の文化財があります。計画の作成に当たっては，指定等
されていなくても地域で大切にされ，残されている歴史文化の
お宝を集め，リスト化していきます。それらのほとんどはとて
も身近で，見慣れた景色の中に溶け込んでいます。計画を作る
中で，身近なお宝を一つでも多く見つけましょう。

呉市文化財保存活用地域計画策定協議会を発足しました
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※瀬戸内海を行く朝鮮通信使の船団を記録し

　た約８メートルの絵巻

※呉市下蒲刈町「松濤園」所蔵

写真と地図で分かりやすく紹介しています。市
役所で配布，又は HP でダウンロードできます。

朝鮮通信使関連資料
朝鮮人来朝覚備前御馳走船行烈図は，延享
5（1748）年に来日した第 10 次朝鮮通信使
が，日比沖を牛窓に向かって進む船団の様
子を描いた絵巻物です。

日本海や瀬戸内海沿岸には，山を風景
の一部に取り込む港町が点々と見られ
ます。そこには，港に通じる小路が随
所に走り，通りには広大な商家や豪壮
な船主屋敷が残っています。

明治期の日本は，近代国家として西欧
列強と渡り合うため，天然の良港４か
所に鎮守府を置きました。人と先端技
術が集まり，海軍諸機関と共に水道，
鉄道等のインフラが整備され，軍港都
市が誕生し，近代技術が育まれました。
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海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎
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広小坪の褶曲と断層
郷原のブチサンショウウオ
川尻のソテツ　など
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本庄水源地堰堤水道施設
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阿賀のお漕船

堀越祇園社祇園祭

～地域の魅力を次代に紡ぐ～
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令和４年 ～ ２月 18 日
～  3 月 11 日

第１回呉市文化財保存活用地域計画策定協議会
ヒアリング調査

呉市文化財保護委員会
第２回呉市文化財保存活用地域計画策定協議会

アンケート調査

日本遺産を巡る呉の魅力再発見ワークショップ  ①北前船編（御手洗地区）
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12 日 日本遺産を巡る呉の魅力再発見ワークショップ  ②鎮守府編（アレイからすこじま）

令和３年度の検討経緯

呉市文化財ガイドマップ



文化財に関するアンケート 日本遺産を巡る呉の魅力再発見ワークショップ

くれ文化遺産コンシェルジュ文化財を活かした取組についてのヒアリング

【報告】　計画作成に向けた調査や検討の状況をお伝えします

　市内の身近な文化財に対する理解を深めるとともに，保存・活用に関する多様な意見やアイディアを計画
に反映することを目的に実施しました。今年度は日本遺産となっている２地区でまち歩きを行いました。

　市内の各地区で活動されている方々等を対象として，①市民意識の把握，②活動実態の把握，③地域のお宝
発掘を目的として実施しました。

　呉市で実施した「くれ文化遺産コ
ンシェルジュ養成講座」を受講し，
日本遺産，文化財等に関する専門知
識を有する修了生を「くれ文化遺産
コンシェルジュ」として認定をして
います。コンシェルジュは現在 70
名が登録しており，市内の文化財の
保存・活用の担い手となることを目
指して，活
動を行って
います。

　現在，文化財に関連する取
組を行っている団体や事業者
等を対象として，現状の取組
内容や課題等について，オン
ラインも活用して，個別にヒ
アリングを実施しました。

第 回１

第 回２

　令和４年度以降も，市内の各地区でテーマを設定してワークショップを実施していく予定です。

北前船編　御手洗地区

鎮守府編　アレイからすこじま

令和４年３月５日（土）  参加者 16 人

令和４年３月 12 日（土）　参加者 28 人

主な意見など
●  若い世代などの盛り上がり，ネットワークを活用する
●  データなどを共有し，市や他の団体と連携して取組を展開していきたい
●  まちあるきツアーへの参加者を増やしたい
●  市で窓口を一元化，資料を一元管理して欲しい
●  小中学校，高校，大学との連携
●  文化財が企業等のＰＲや知名度向上につながっている  

●  老朽化により維持・管理が大変，現在は使っていない

実施期間：令和４年２月１日（火）～ 2 月 18 日（金）
実施方法：呉市地域協働課及び各市民センターへ依頼し，まちづくり委員会・協議会等より対象者を抽出（各地区５名）
配  布  数：140 件　　回  答  数：112 件

実施期間：令和３年 12 月 13 日（月）～令和４年３月 11 日（金）
実施対象：25 団体・事業者等

　　　　　指定文化財所有者・管理者，高等教育機関
　　　　　文化財保存活用事業関連団体・ボランティア団体
　　　　　市の関連部局，呉市文化財保存活用地域計画策定協議会委員

地域で行っている歴史文化の取組 歴史文化が地域へもたらす･期待される効果

今後 力を入れるべき取組

　上記の回答に加え，数多くの地域のお宝を記入いただきました。これらのお宝は文化財リストへ反映します。

地域で取組むにあたっての課題

※すべて選択

※３つまで選択

※３つまで選択

※３つまで選択

旧海軍の遺構が集積しているアレイか
らすこじま地区をグループで歩きまし
た。遺構同士のつながりを意識して歩
くことで，背景となっている歴史文化
やそれぞれの遺構の価値について理解
が深まりました。グループワークでは，
新たな発見や，点在する遺構を PR す
る様々なアイディアが出されました。

重要伝統的建造物群保存地区である御
手洗地区を，地元のボランティアガイ
ドに案内していただきながら，まち歩
きを行いました。その後，グループご
とにまち歩きを楽しむための場所や
キーワードなどを集めて，地図を作成
しました。

令和３年７月 17 日

今年度の活動一覧：座学だけでなく，まちに出て，文化財の現地調査等も行っています。

10 月 30 日

11 月 13 日

11 月 27 日

12 月   4 日

12 月 18 日

ガイダンス
講座「総合調査により明らかになる地域の魅力」

「海軍関連遺構からみた総合調査の視点」
「社会全体で地域の文化財を継承する仕組みづくり」

講座

講座

講座

「古絵図等歴史資料からみた総合調査の視点」
「建築物・住環境等からみた総合調査の視点」

「楽しみの中に発見と学びを！～みよし風土記の丘ミュージアムの教育普及活動」

「くれ文化遺産コンシェルジュによる総合調査の実施について」

現地研修「市史跡『二河（上・下）井手』」

現地研修「両城地区における文化財調査」
藤田盟児･協議会会⾧によるヒアリング･建物調査


