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計画策定にあたって 

 

 本市は、近世に先人が賀茂川河口の竹原湾を干拓し、

潮の満ち引きを利用した入浜式塩田を導入すると、全国

有数の製塩地として発展しました。製塩を基盤として酒

造業や廻船業などの多角経営で財を成した富裕層が、そ

の財を投じ、意匠に優れた建造物を構え、町並みを形成

しました。 

昭和５７年(1982)に、重要伝統的建造物群保存地区に

選定されたこの町並みには人々が暮らし、伝統産業であ

る酒造業や、住吉祭や蒲団太鼓などの伝統行事が継承され、歴史的な風情を醸し出し

ています。 

ここを訪れる人は、昔の風情が残る空間に、懐かしさや癒しを体感し、感動されま

す。その感動は、町並みを継承してきた住民の保存活動を勇気付け、保存・継承への

気運を醸成するなど、住民の皆様と来訪者の相乗効果が町並みの保存に繋がっていま

す。 

このように住民の皆様が守り続けた景観や風情を活かしたまちづくりを推進する

ため、市では「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（通称：歴史

まちづくり法）の施行を契機として、町並みの付加価値を高め、無二の財産を後世に

継承する視点から竹原市歴史的風致維持向上計画を策定しました。 

本計画の理念や方向性を市民の皆様と共有する中で、本市の目指す将来像「住みよ

さ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現と、町並み保存地区を後世に継承し、

“歴史と文化のまち 竹原”の更なる飛躍を目指してまいりたいと考えております。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました竹原市歴史的風致維

持向上計画協議会の委員の皆様方をはじめ、貴重な資料や情報の提供などご協力をい

ただきました皆様に心からお礼申し上げます。 

 

平成２４年(2012)４月 

 竹原市長 小坂 政司 
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