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序　　文

　福山城は，元和５年（１６１９年）徳川譜代の水野勝成が備後１０万石の領主と

なり，西国の鎮衛として元和８年（１６２２年）に完成させた城です。そして，築

城と並行して，城下町の整備と新田開発が進められ，現在の福山市の市街地と産業

の基礎がつくられました。

　以降，水野家５代，松平家１代，阿部家１０代と歴代藩主により永々と引き継がれ，

幕末まで福山藩の政治の中心となりました。

　１８７３年（明治６年）の廃城後，天守，伏見櫓，筋鉄御門，御湯殿を除いてほ

とんどの建物が取り壊され，更に，１９４５年（昭和２０年）８月の福山空襲によ

り天守と御湯殿を焼失しましたが，１９６６年（昭和４１年）に市制施行５０周年

記念事業として，天守，御湯殿，月見櫓などが復興整備され，戦災を免れた伏見櫓，

筋鉄御門とともに福山市のシンボルとして市民に親しまれてきました。

　本市では，２０２２年（平成３４年）に福山城築城４００年を迎えるに当たり，

福山市発展の基礎を築き，市民の誇りとして親しまれている福山城跡の歴史的価値

を明らかにし，その保存・管理に努め，後世に確実に継承するとともに，より多く

の人に福山城の価値や魅力について理解を深めていただけるよう活用・整備を図っ

ていくため，史跡福山城跡保存活用計画を策定いたしました。

　この計画に基づき，史跡福山城跡の保存と活用を市民の皆様とともに進め，次世

代へ継承してまいりますので，御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げ

ます。

　最後に，本計画の策定に当たり，御尽力いただきました策定委員の皆様を始め，

文化庁，広島県教育委員会並びに関係する皆様方に心から厚くお礼を申し上げます。

２０１８年（平成３０年）３月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福山市教育委員会　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　三好　雅章



例　　言

１　本書は，広島県福山市丸之内一丁目に所在する史跡福山城跡の保存活用計画である。

２　保存活用計画策定事業は，福山市教育委員会が 2016 年度（平成 28 年度）から　　

　2017 年度（平成 29 年度）にかけて実施した。予算は，2016 年度（平成 28 年度）は

　単市で行い，2017 年度（平成 29 年度）は国庫補助を受けて実施した。

３　事業実施に当たり，「史跡福山城跡保存活用計画策定委員」を設置し，事務局を福

　山市教育委員会管理部文化財課に置いた。

４　保存活用計画策定に際しては，文化庁文化財部記念物課，広島県教育委員会管理部

　文化財課　の指導・助言を受けた。

５　本事業に関わる調査及び計画案の作成業務は，株式会社アコードに委託した。

６　保存活用計画で使用した城郭の各部分の名称は，基本的には福山市文化財協会発行

　『新版 福山城』（2008 年）の名称を使用した。櫓や門等の呼び名の時代的変遷につい

　ては，資料編の建造物一覧を参照。

７　本文の年号は，明治 5年 12 月 2 日以前を「和暦（西暦）」，それ以降を「西暦（和暦）」

　で表記した。

８　本書の編集は，福山市教育委員会が行った。

９　本書で使用した各種データー等は，福山市教育委員会に保管している。
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第Ⅰ章　保存活用計画策定の目的と背景

第１節　計画策定の沿革

　福山城跡は広島県の東南部，瀬戸内海の中央部にあたる福山湾に面した芦田川河口東側に

位置している。城地は，芦田川の堆積作用によって形成された三角州に突出する丘陵の常興

寺山と，その山麓にわたって築かれた平山城である。

　元和 5（1619）年，安芸・備後の大名であった福島正則が広島城の無断修復を理由に改易

されると，徳川幕府の譜代大名であった大和郡山の水野勝成が，幕府より備後 10 万石を拝

領して入封し，福山城を築城した。以降，水野家 5 代，松平家 1 代，阿部家 10 代の歴代藩

主を通じて，幕末まで福山藩の政治の中心となった。

　明治維新後，明治 4（1871）年，新政府による廃藩置県の措置により，廃城となった福山

城の建物は民間に払い下げられ，1874（明治 7）年，太政官布告により「人民快楽の地」と

しての条件のもとに使用が許可され，地元有志によって民間運営による城跡公園となった。

その後，1895（明治 28）年，城跡公園が民間運営から当時の福山町へ移管され，1916（大正 5）

年，市制施行後は市の管理のもとに経営されてきた。

　1931（昭和 6）年，福山城天守が国宝に指定され，続いて 1933（昭和 8）年，伏見櫓・御湯殿・

筋鉄御門の 3 棟が国宝指定となったが，1945（昭和 20）年，太平洋戦争の福山空襲によっ

て天守・御湯殿を焼失した。

　1964（昭和 39）年に城地が国史跡として指定され，指定地となった二之丸以内の地を福

山市が管理保存することとなった。以来，福山市は明治以降に建築された民家や孔雀園・鹿

園・小動物舎などの移転・撤去と跡地の整備についての取組を始めに，歴史的建造物の修復

や再建，石垣等の保存修理などの措置を長年にわたり行ってきた。

　特に，1966（昭和 41）年の市制施行 50 周年を記念して行われた天守・月見櫓・御湯殿の

再建から 1979（昭和 54）年の鐘櫓の修復整備に至るまでの間は，主要建物とその周辺施設

が次々と整備され，明治維新後の建物取り壊しや 1945（昭和 20）年の戦災で失われた城の

姿がよみがえった。

　その後，今日まで 50 年が経過し，都市環境の変化，文化財に関する市民からの要望・要

請の変化，新たな課題の発生等により，史跡を次世代へと継承するための保存・管理と整備

活用の基本的考えを示した「保存活用計画」の策定が求められていた。

　2022（平成 34）年には築城 400 年の節目を迎えることから，この節目を契機とし，中長

期的な視点を持って，中心市街地に位置する史跡福山城跡の保存と有効活用についての方針

を取りまとめた「保存活用計画」を策定し，継続的な保存・活用・整備を進めて行くことと

なった。
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第２節　計画策定の目的　

　史跡福山城跡を適切に保存し，次世代へと確実に継承していくため，史跡の持つ本質的価

値と構成要素を明確化し，それらを適切に保存・活用していくための方向性，方法，現状変

更等の取扱基準などを定めた保存活用計画を策定する。

　具体的な内容は，次のとおりである。

　ア .史跡の基本情報（概要，来歴，指定経緯，土地利用，所有状況等）を提示する。

　イ .史跡の本質的価値を明確化する。

　ウ .保存・活用の方向性を定める。

　エ .保存・活用の方法を定める。

　オ .現状変更等の許可に関する取扱基準を定める。

　カ .整備・公開・追加指定等に関する将来像を提示する。

　キ .運営・体制整備の方向性及び方法を定める。

　そして計画策定後も，ここに示した事項の実現状況を把握するための「経過観察」を行う

とともに，変化する社会の状況・ニーズを把握し，史跡としての本質的価値の保存とその時々

の社会の要請への対応について検討を行う。それら検討の結果に基づき適宜計画の追加・更

新を行うものとする。

第３節　史跡福山城跡の位置と計画の対象範囲

（１）史跡福山城跡の位置

　福山市は広島県東部に位置し，北は中国山地の脊梁より高原台地に広がる神石高原町，西

は尾道市・府中市，東は岡山県笠岡市・井原市と接し，南は瀬戸内海に面している（第 1図）。

　史跡福山城跡は，山間部から神辺平野を経て流入する芦田川と福山湾が接する福山市南部

に位置する。城の北側には神辺平野を画する引野の丘陵がせまり，南は福山湾のほぼ全域を

望むことができる。この丘陵は，築城以前には海に近接していたことから，麓には縄文時代

の貝塚（木ノ庄貝塚）が営まれ，古代・中世には深津・奈良津・吉津・津之郷などの港町が

周辺に点在していた。現在，三之丸には JR 線が東西に敷かれており，新幹線から城が見える，

全国的にも数少ない貴重な景観を有している（第 2図）。

（２）計画の対象範囲

　この計画の対象とする範囲は，原則として，史跡として指定された「福山城跡」の範囲と

する。指定範囲は，JR 福山駅北側に面する二之丸南側の高石垣と，これより東・西に延び

る帯曲輪の石垣で囲まれた範囲，及び北西側から北側に延びる切落しや水路で区画された範

囲である（第 3‐1，3‐2図）｡

　ただし，史跡指定範囲外にも城郭の遺構が広がっており，これらの保存や景観保護のため，

城郭部のみならず，城下町を含めたその周辺環境についても考慮しておくことが必要である。

その取り扱いは文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）の及ぶ範囲において言及すること

とし，その概略と将来の方向性については，第Ⅱ章以降で述べる。
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　また，本計画は「福山市総合計画」を始めとする上位計画に基づく計画であるが，城郭と

しての福山城跡は史跡の範囲を越える部分もあるため，計画の内容も一部それを越えるもの

もある。この場合においても法の及ぶ範囲とし，その範囲は文化財保護法に定められた「埋

蔵文化財包蔵地」としての「福山城跡」とする。

 
 

 跡福山城跡の位置(2) 

JR 

山陽自動車道 

第 1図　史跡福山城跡の位置 (1)

第 2 図　史跡福山城跡の位置 (2)
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第 3‐1図　保存活用計画の対象範囲 (1/2)

国指定史跡

市指定史跡

埋蔵文化財包蔵地
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第 3‐1図　保存活用計画の対象範囲 (2/2)
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築切 

入川 

外堀 

内堀 

御池 
（湿地帯） 

内堀 

外堀 
外堀 

外堀 

外堀 

舟入 

【凡例】 

史跡指定範囲  

城郭堀 

入川  

河川 

青色破線は城郭境界 

 

史跡福山城跡

第 3-2 図　福山城の史跡指定範囲と城郭範囲

ＪＲ福山
駅
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第 3-3 図　史跡福山城跡空中写真（2015（平成 27）年）
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第４節　策定の体制と経過

　福山城跡は，史跡であるとともに，史跡指定地及びその周辺が都市公園法（昭和 31 年法

律第 79 号）による総合公園（11.55ha）となっており，史跡の保存活用計画策定に当たって

は，関係機関との協議に基づいて行った。

　また，適正な計画立案のため，歴史学や考古学，造園学，建築学，土木工学の分野の学識

経験者，及び関係機関の代表者からなる「史跡福山城跡保存活用計画策定委員」を設置し，

その意見を聴きながら策定した。

　今回の保存活用計画の策定の手順，及び「史跡福山城跡保存活用計画策定委員会議」の協

議過程については，第 4図に示す。委員会議の組織は次のとおりである。

　（委員）

名　　前 役　　職　　等

小
お ず

都　隆
たかし

広島県文化財保護審議会委員

鎌
か ま だ

田　輝
て る お

男
　 （ 座　長 ）　　

福山市文化財保護審議会副会長　福山大学名誉教授

佐
さ と う

藤　昭
あきつぐ

嗣 福山市文化財保護審議会会長　元岡山商科大学経営学部教授

高
た か せ

瀬　要
よういち

一 元奈良国立文化財研究所文化遺産部長

三
み う ら

浦　正
まさゆき

幸 広島大学大学院文学研究科教授

村
むらかみ

上　範
のりさだ

慥 福山城博物館友の会会長

〔オブザーバー〕

（国・広島県）

　文化庁文化財部記念物課史跡部門　　主任文化財調査官　佐藤 正知

　広島県教育委員会事務局管理部文化財課　沖　憲明　　

（福山市）

　企画政策部長　　　　　小葉竹 靖（2016 年度）,中村 啓悟（2017 年度）　　　　

　都市部長　　　　　　　神田 量三

　建築部長　　　　　　　渡辺 桂司

  文化観光振興部長　　　小畑 和正（2016 年度）,村上 寿広（2017 年度）

〔事務局：福山市教育委員会事務局〕

　教育長　　　　　　　　三好 雅章

　教育次長　　　　　　　道廣 修二（2016 年度）,佐藤 元彦（2017 年度）

　管理部長　　　　　　　佐藤 元彦（2016 年度）,西頭 智彦（2017 年度）

　文化財課長　　　　　　畑　 信次

　同課長補佐　　　　　　檀上 浩二

　同　調整員　　　　　　福島 政文（2016 年度は調整員 , 2017 年度は主事）

　同　　主事　　　　　　山岡 渉（2016 年度）,野村 友規（2017 年度）

〔コンサルタント〕

株式会社アコード　　
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史跡福山城跡保存活用計画策定委員設置要綱

　　（設置）

第１条　史跡福山城跡の保存活用について意見を求めるため，史跡福山城跡保存活用計画策定

　　委員（以下「委員」という。）を設置する。

　　（業務）

第２条　委員は，史跡福山城跡の保存活用計画の策定に関し，教育長に意見を述べるものとする。

　　（委員）

第３条　委員は，６人以内とする。

２　委員は，次に掲げる者のうちから教育長が選任する。

　（１）学識経験を有する者

　（２）地元関係者

　（３）その他教育長が必要と認める者

　　（任期）

第４条　委員の任期は，保存活用計画の策定が終了するまでの期間とする。

２　委員が欠けた場合は，補欠の委員を選任することができる。ただし，その任期は，前任者の

　残任期間とする。

　　（会議）

第５条　委員の情報共有及び意見交換の場として，会議を設ける。

２　会議は，教育長が招集する。

３　教育長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の会議への出席を求め，その意見又は

　説明を聴くことができる。

　　（座長等）

第６条　会議に座長を置くものとし，委員のうちから教育長が指名する。

２　座長は，会議の進行を行う。

３　座長に事故があるときは，あらかじめ教育長が指名する委員がその職務を代理する。

　　（報酬）

第７条　委員の報酬は，出席報酬とし，その額については，予算の範囲内で別に定める。

　　（事務局）

第８条　会議の庶務は，管理部文化財課において処理する。

　　（雑則）

第９条　この要網に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が別に定める。

　　　　附　則

　　この要綱は，２０１６年（平成２８年）５月３０日から施行する。
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第 4図　協議過程フローチャート

  
保存活用計画策定の目的 

［事 務 局］ 
教育委員会管理部 
文 化 財 課  

 
［関 係 部 局］ 
企 画 政 策 部 
都    市    部 
建   築   部 
文化観光振興部 
 

 
福山城の現況確認 

史跡福山城跡保存活用 
計画の素案作成 

史跡福山城跡保存活用計画

策定委員会議による保存活
用計画案協議 

関係機関との協議等 
（文化庁・県教育委員会） 

策 定 

 
史跡福山城跡保存活用計画 

 
方 針 決 裁 

 
 

素案作成 

 
協 議 
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第１回会議風景（１）

第１回現地視察風景（１） 第１回現地視察風景（２）

第１回会議風景（２）

史跡福山城跡保存活用計画策定委員会議の開催経過

【第１回委員会議】

開催場所：福山市役所本庁舎 12 階 121 会議室

回次 開催日時 審議内容

第 1回

日時：2016（平成 28）年

　　　10 月 7 日（金）

　　　13 時 30 分～

・保存活用計画の基本的構成（目次）について

・第Ⅰ章　保存活用計画策定の目的と背景

・第Ⅱ章　福山市及び史跡福山城跡等の概要

・現地視察

第 2回

日時：2017（平成 29）年

　　　2月 3日（金）

　　　13 時 30 分～

・「目次」・「第Ⅰ章」・「第Ⅱ章」の追加修正につ

　いて報告

・第Ⅲ章　史跡福山城跡の本質的価値と構成要素

第 3回

日時：2017（平成 29）年

　　　8月 2日（水）

　　　13 時 30 分～

・「目次」，「第Ⅰ章」～「第Ⅲ章」の追加修正に

　ついて報告

・第Ⅳ章 現状と課題～第Ⅷ章 運営 ･体制の整備

・第Ⅸ章 施策の実施計画の策定・実施

第 4回

日時：2018（平成 30）年

　　　1月 29 日（月）

　　　13 時 30 分～

・「目次」，「第Ⅰ章」～「第Ⅸ章」の追加修正に

　ついて報告

・第Ⅹ章 経過観察

・資料編
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第２回会議風景（１）

第３回会議風景（１）

第４回会議風景（１） 第４回会議風景（２）

第３回会議風景（２）

第２回会議風景（２）

【第２回会議】

【第３回会議】

【第４回会議】
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第５節　計画の位置付け

（１）他計画との関係

　本計画に関する上位 ･関連計画は次のとおりである。福山市の最上位計画である第五次福

山市総合計画（基本構想，第 1 期基本計画），及び教育部門の最上位計画である第二次福山

市教育振興基本計画に即するとともに，関連計画との調整，整合，連携を図りながら策定する。
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（２）上位計画・関連計画の概要

　上位計画・関連計画について，文化財関係を中心に概要を説明する。うち，土地利用や建

造物の形態・意匠などの面で，史跡に直接的に関係する福山市都市マスタープランと福山市

景観計画については，その要点を述べる。

　なお，計画期間が 2017（平成 29）年度で期限切れとなる計画については，次期計画の策

定において，本計画の内容の反映に努める。

　　 第五次福山市総合計画

　「第五次福山市総合計画」は，2017（平成 29）年 3 月に策定された。大きくは基本構想と

基本計画，実施計画で構成している。

　この中で文化財関係の具体的な取組については，第１期基本計画の施策体系図「歴史・文

化が薫り，スポーツに親しめるまち」において明記している。

ア

イ

施策体系図「歴史・文化が薫り，スポーツに親しめるまち」

歴史と文化が大切にされるまちづくり

＜重点プロジェクト＞

○福山文化の継承と発展（福山城築城 400 年に向けた取組等）

　 第二次福山市教育振興基本計画

　「第二次福山市教育振興基本計画」は，教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第 17 条第

2 項の規定に基づく，本市における教育振興のための基本的な計画であり，2017（平成 29）

年 3月に策定した。

　文化財に関しては，基本目標の「福山の歴史を身近に感じられる文化財の保存と継承」の

中の，基本施策 1「文化財の調査と資料収集」，基本施策 2「文化財の保護と活用」において，

第五次福山市総合計画に即して 4つの主な取組を明記している。

基本目標：文化「福山の歴史を身近に感じられる文化財の保存と継承」

　基本施策：1「文化財の調査と資料収集」

　　　　　　2「文化財の保護と活用」

　主な取組

　　　基本施策 1－①文化財の調査 ･研究－（埋蔵文化財の調査，文化財の指定登録）

　　　　　　　　　②文化財資料の調査と収集－（継続的 ･計画的に調査 ･収集 ･整理し，

　　　　　　　　　　広く市民が活用できるよう情報提供に取り組む）

　　　基本施策 2－①文化財の保存 ･管理 ･活用－（文化財の保存 ･管理 ･整理 ･活用）

　　　　　　　　  ②文化財保護意識の醸成－（文化財施設等を通じて情報提供や学習　

　　　　　　　　　の機会を充実し，文化財保護意識の高揚に努める）　
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　  福山市歴史文化基本構想

　福山市歴史文化基本構想は，文化財を指定・未指定にかかわらず幅広く捉え，その周辺環

境まで含めて総合的に保存・活用するための構想で，本市の文化財行政の基本的な方向性を

示す最上位計画（マスタープラン）である。2017（平成 29）年度策定した。

　構成は，文化財の総合的把握と歴史文化の特徴の分析，関連文化財群・歴史文化保存活用

区域の設定，文化財の保存 ･活用を推進するための体制整備と取組の展開などからなる。

　長い歴史の中で培われてきた豊かな歴史文化を，社会全体で保存・活用を図り，継続的に

魅力あるまちづくり・人づくりを推進することを目的とする。

　　福山市都市マスタープラン

　福山市都市マスタープランは，2008（平成 20）年 8 月に改定している。目標年次は，中

期目標年次：2015（平成 27）年・長期目標年次：2025（平成 37）年となっており，大きく

は全体構想，地域別構想，今後の都市づくりの推進で構成されている。

　全体構想では，基本理念として「拠点性と求心力を備えた活力ある都市づくり」，「安心・

安全で快適に暮らせる都市づくり」を掲げ，都市づくりの基本目標や将来の都市構造などを

明らかにしており，このうち史跡福山城跡は中心に位置付けられている。

ウ

エ
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　 福山市景観計画

　福山市景観計画は，「都市マスタープラン」との適合を図り，2011（平成 23）年 3 月に策

定しており，福山市の景観の特性を整理したうえで，景観計画の区域と方針，景観づくりに

向けた取組を明らかにしている。

　景観計画の区域と方針では，「都市マスタープラン」と同様に，6地域（中央・東部・西部・

南部・北部・北東部）を設定し，このうち史跡福山城跡を含む中央地域においては，次のよ

うな方針を設定している。

オ

景観計画の区域と方針（中央地域）※中央地域：史跡福山城跡を含む地域

■景観の特性と課題　※史跡福山城跡関連部分の抜粋

○本市のシンボルである福山城を中心として，その周辺には ふくやま美術館や広島県立歴史博     

　物館などの文化施設が集積しており，市街地に残るみどりと一体となって，自然や歴史・文化

　が感じられます。また，地域内には明王院や往時をしのばせる石碑なども残る西国街道（旧山

　陽道）もあり，歴史を身近に感じることができます。

■具体的な景観づくりの方針　※史跡福山城跡関連部分の抜粋

　貴重な歴史・文化を次世代に引き継ぐ景観づくり～「心に残る眺め」を大切にする

○福山城周辺や明王院周辺などの歴史・文化的景観資源を有効活用するとともに，周辺に残る貴

　重な風致を保全し，市民の誇りとなる特徴的な景観をめざします。

　中央地域で共有する景観づくりの方針

●福山駅周辺では，歴史・文化的特性と調和を図りつつ，活力が感じられる現代的で風格ある都

　市景観をめざします。

●福山城周辺では，歴史・文化的資源を有効活用するとともに，都心部に残る貴重な風致を保全

　し，市民が誇れる景観をめざします。

●芦田川などの水辺やばら公園，緑町公園などのばらを生かした，潤いある市街地の景観をめざ

　します。

　

　

　 第２次福山市観光振興ビジョン

　2017（平成 29）年 3 月に策定された第 2 次福山市観光振興ビジョンは，第１次福山市観

光振興ビジョンで示した「ばらと潮風，歴史の薫る観光交流のまち 福山」の基本理念をも

とに，「①インバウンドの推進，②移住へつなぐ観光の推進，③広域連携の強化，④シビッ

クプライド（市民が地域に抱く愛着や誇り）の醸成」の 4つの基本方針を設定している。そ

の中で「福山城」・「鞆の浦」・「ばら」を施策の共通アクションと位置付けており，歴史文化

に関わる主要な施策・事業のいくつかを示し，「瀬戸内を代表する観光地・外国人が滞在拠

点として選ぶ観光地・住んでみたいと思える観光地」を，めざす姿としている。

カ
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　 その他関連計画等

○都市計画法に基づく史跡福山城跡周辺地域の規制区域

　都市計画上の法規制等については，史跡福山城跡の指定範囲のうち，三蔵稲荷神社境内を

除く範囲と三之丸西側一帯が都市公園（以下，この範囲を「福山城公園」という。）として

規制されている。また，周囲は，商業地域，近隣商業地域，第一種・第二種住居地域となっ

ている。

キ

第 5-1 図　福山市都市計画総括図（福山城周辺，説明加筆）

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

市街地開発事業地域

JR 福山駅

福山城
公園
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○福山城公園地区（第 5‐2の図⑤）

　史跡福山城跡を含む福山城郭域のうち，三蔵稲荷神社境内を除く，本丸，二之丸，西三之

丸内に設置された都市公園。区域面積 11.6ha。

○福山城跡風致地区（第 5‐2図の⑥）

　福山城公園及び神社仏閣が多くある福山城北側は，都市中心部にあって緑豊かな空間を形

成している。この本市を特徴づける優れた自然環境を保全するため「福山城跡風致地区」を

指定している。区域面積 31.7ha。

○文化ゾーン区域（第 5‐2図の⑦）

　1983（昭和 58）年，福山城公園一体を文化ゾーンとして設定し，市民が創造的な文化活

動を安心してできる都市環境づくりの構築をめざしている。　

　その方策として，町並みづくり，道路づくり，公園づくり，文化施設づくり，住民意識づ

くりの推進を掲げている。区域面積 82ha。

（出典；『文教地区文化施設（文化ゾーン）調査に関する報告書』1983 年より抜粋）

 

紫色線内 ･･････ 文化ゾーン区域（ ８２ｈａ ） 

水色線内 ･･････ 福山城風致地区（ ３１．７ｈａ ） 

緑色線内 ･･････ 福山城公園区域（ １１．６ｈａ ） 

赤色線内 ･･････ 史跡福山城跡指定範囲（ ３３，４４４．７７５㎡ ） 

桃色線内 ･･････ 市史跡福山城跡小丸山（ ２，５６３．５㎡ ） 

 

第○図 史跡福山城跡周辺地域の規制区域 

凡例

■①史跡福山城跡指定範囲

（ 33，444.775 ㎡ ）

■ 市史跡福山城跡小丸山

（ 2，563.5 ㎡ ）

■③市史跡福山城三之丸西

　御門櫓台跡（178.02 ㎡）

■④福山城三之丸北御門外

　桝石塁跡（96.16 ㎡）

■⑤福山城公園地区

 （11.6ha）

■⑥福山城風致地区

（31.7ha）

■⑦文化ゾーン区域

（82ha）

第 5-2 図　史跡福山城跡周辺地域の規制区域
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第Ⅱ章　福山市及び史跡福山城跡等の概要

第１節　福山市域の概要

　（１）福山市の自然環境

　史跡福山城跡が所在する福山市は，広島県の東端に位置している。その東側は，岡山県に

接し，南側は多島海である瀬戸内海に面して 11 の島が属する。なかでも有人島は 3 島で，

福山市の東端と南端はともに走島町宇治島である。市域は，東西 29.5km，南北 45.7km，面

積 518.1 ㎢である。

　福山市は，広島県で 3 番目に大きな芦田川（河川長 86.1km，流域面積 870 ㎢）が市の中

心部を南流し，備後灘に注ぐ。この芦田川の堆積作用によって形成された福山平野，神辺平

野が大きな面積を占める一方，市の北部には急斜面を挟んで，浸食によって形成された神石

高原が広がり，巨視的にみると土砂の堆積によって形成された沖積地と浸食作用による山地

という平坦面からなる。

　また，歴史的にみても，古来より山陽道が発達し，瀬戸内海に面する港湾との近接性を重

視して，江戸時代，水野勝成が常興寺山（蝙蝠山）に福山城を築いたことが，都市の礎となっ

ており，現在でも，古来からの山陽道と同じく，JR 新幹線 ･ 山陽本線，山陽自動車道 ･ 国

道 2号が市内を東西に通過し，交通の要衝となっている。

①　気候

　気候は，典型的な瀬戸内海式気候で，年間平均気温は 15.4℃，月別平均気温では 8 月が

最も高く (27.6℃ )，１月が最も低い（4.3℃ )（第 6図 )。1981（昭和 56）年～ 2010（平成

22）年の市の年降水量平均値は，1,117.2mmで降水量は極めて少ない。更に降水量だけでなく，

降水日数も非常に少ない（90.1 日，全国 4位，2002（平成 14）年）。少ない降水量に対して，

日照時間は全国でもトップクラスであり，1981（昭和 56）年～ 2010（平成 22）年の年間日

照時間の平均値は 2096.1 時間，日照率は年平均 48.3% である。

(出典；1981( 昭和 56) 年～ 2010( 平成 22) 年までの年間平均気温，気象庁のホームページデータより作成 )

第 6図　福山市の年間気温（気温単位℃）
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②　地形と地質

　中国山地から瀬戸内海の間，広島県東部から岡山県西部を中心に広がる吉備高原は，海抜

400 ～ 600 ｍの小起伏面と，それに刻まれた高さ 100 ～ 400 ｍの山地や丘陵，それを開析す

る谷からなる。この地形面は，地球表層のプレート運動により赤道付近から 1,600 万年前に

この地に移動し，海退後，陸化して削剥が進み，中新世末に平坦化された。その後も隆起と

浸食を繰り返して現在の地形になったと考えられる。この小起伏面あるいは浸食小起伏面は，

中国地方全域に広く発達しており，この地域の地形を特徴付けている。

　福山市は大まかに山地・丘陵・台地・低地・内海・島嶼に分けられる。

　山地の分布高度は 320 ～ 400m，北東部に蔵王山系，北西部に高増山系，大谷山系，半島

部に熊ヶ峰山系，馬ノ背山系がある。丘陵の高度分布は 100 ～ 200m で，北東部に権現山丘陵，

大門丘陵，皿山丘陵，北西部に上村丘陵，半島部に瀬戸丘陵，山南丘陵がある。山地，丘陵

ともに古生層，流紋岩で構成される。

　台地の高度分布は 20 ～ 100m，北東部に春日台地，北西部に本郷台地，半島部に熊野台地，

藤江台地がある。新第三系・第四系更新統花崗岩で構成される。

　低地の高度分布は 0 ～ 20m，芦田水系と本郷水系に分かれる。芦田水系の内陸部側の平野

が神辺平野，沿岸部側が福山平野である。本計画が対象とする福山城も芦田川の沖積地であ

るこの福山平野に所在する。本郷側水系に広がる平野が松永平野である。ともに第四系完新

統である。

　内海・島嶼は海底堆積物で構成される。芦田川が流れ込む備後灘，本郷川が流れ込む松永

湾，瀬戸内海の島嶼，仙酔島・走島・田島・横島などがある。

　地形の最低標高は 0ｍ，最高標高は 611.2m であるが，0～ 25m が圧倒的に多い土地である。

③　史跡福山城跡周辺の地形と地質

【地形】

　福山城跡は，福山湾と内陸の神辺平野の間に東西に連なる蔵王山系から福山湾に向かって

伸びる標高 20 ｍ前後の低丘陵の一つで，山系より南方へ約 1.5k ｍ突出した「常興寺山」と

呼ばれる丘陵に位置している。

　この丘陵の西側には芦田川の河口があり，河川により運ばれてきた多量の土砂によって丘

陵の麓から福山湾沖にかけて広大な沖積平野が形成された。

　江戸時代になって福山城を築城する際，常興寺山北側の永徳寺山（現在福山八幡宮のある

丘）と天神山（現在備後護国神社のある丘）とを挟む低地は，芦田川の水を引き込むため掘

切って切断され，常興寺山と天神山の間にも堀切が設けられ水路が引かれたため，現在では，

それぞれが沖積平野に突き出た独立丘陵のようになっている。周囲は標高 3ｍ前後の沖積平

野で囲まれ，南東方面に向かって次第に低くなり福山湾へと続いている。
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第 7図　福山平野三角州の地形分類図　 ( 出典；『福山市史　地理編』2010 年 )

【地質】

　福山湾に伸びる三角州の周辺に分布する標高 50 ｍ前後の低丘陵や，福山城のある標高 20

ｍ程度のごく低い丘陵，更に芦田川右岸の標高 120 ｍの丘陵などは，「福山塁層」と呼ばれ

る地層で構成されている。層厚が約 40 ｍ以上あり，礫岩・砂岩・泥岩・シルト岩・凝灰質

岩からなり，川や湖に堆積したものと考えられている。

　福山塁層には，砂岩層中に炭質物を含む薄層部分があり，福山城跡西北に位置する小丸山

の地層断面よりサルビニア（浮遊性の藻の仲間）など 15 属 19 種の植物化石が採集されたこ

とから，新生代新第三紀中新世の後半と考えられてきたが，福山塁層中の凝灰岩のフィッショ

ントラック年代から 5,500 万年前の年代が示されており，古第三紀の暁新世（約 6,500 万～

5,600 万年前）に堆積したと考えられている。

　前後の時代との層序関係を見ると，中生代白亜紀の花崗岩類，古生代二畳紀の黒色泥質岩

（粘板岩）や，これに貫入している緑色岩類などを基盤とし，それらが不整合に堆積してで

きている。低い丘陵地では基盤との関係を見ることはできないが，東西に連なる蔵王山系の

中腹の崖では古生代層との不整合が露呈している。

　福山塁層の上には，第四紀更新世の礫層が不整合の関係を持って重なり分布しているが，

その識別はかなり困難である。その根拠として，福山塁層と思われる軟らかい頁岩質の巨礫

や丸い礫が含まれることや，クサリ礫化の現象となっていることなどを挙げることができる。

小丸山や備後護国神社（天神山）の頂部に分布する礫層は，更新世のものと思われる。

（参考文献；橋本雅巳「福山城跡の地形と地質 ( 城壁の石材産地 ) ～第一次調査報告～」『史跡福山城跡及

び周辺保存整備について (答申 )』1990 年より）
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④　植生

　広島県の自然植生は，中国山地の 3 段の浸食平坦面に沿って，植生が対応し，海抜 900m

以上の高位面はブナ林域 (冷温帯落葉広葉樹林 )，700 ～ 900m の上部中間温帯林にはイヌブ

ナやシデ林，400 ～ 700m の中位面はシラカシ林域及びモミ・ツガ林域 ( 下部中間温帯林），

400m 以下の低位面にはシイノキ林域 ( 暖帯常緑広葉樹林 ) となっている。このような原始

林は，国定公園や社叢など以外にほとんど残っていない。広島県で最も広い面積を占めるの

は，二次林として発達したアカマツ林で，県内の森林植生の約 70% に達する。降水量が少な

いこと，崩れやすい花崗岩地帯（マサ土）などの自然的条件が大きい。また，瀬戸内海の沿

岸部や芦田川・太田川などの沖積平野では，耕地や居住地となり，雑草群落が顕著である。

（出典；広島大学デジタル自然史博物館「植物」より抜粋）

　重要な植生として，アオイカズラ，シロヤマブキ等の貴重な植物が生育する山野峡の峡谷

植生，原生林もしくはそれに近い自然林を構成する藤尾峡谷の峡谷植生，千田町のオニバス

群落，松永湾の塩生植物群落，当木島・釜戸岬の海岸林が特定植物群落に指定されており，

賀茂神社のケヤキなど 38 件が県の重要な巨樹・巨木林として選定されている。

　また，福泉寺のカヤや箕島のラカンマキなど 22 件が広島県天然記念物又は福山市天然記

念物 (植物 )に指定されている。

　更に，レッドリスト ( 国 ) 又はレッドデータブック ( 県 ) において 29 種の植物が絶滅危

惧Ⅰ類 (絶滅の危惧に瀕している種 )に指定されており，その中でもミズニラは，種の保護

や絶滅防止を目的とした「広島県野生生物の種の保護に関する条例」の指定種となっている。

（出典；『みどりの計画（福山市緑の基本計画）』福山市建設局都市部公園緑地課 2010 年 / 資料より抜粋）

第 8図　史跡福山城跡の樹木の植生状況
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（出典；『みどりの計画（福山市緑の基本計画）』福山市建設局都市部公園緑地課 2010 年 / 資料より）

第 9図　みどりの現況図



24

⑤　動物

　松永湾を中心に多くの冬鳥が飛来し，芦田川水系では多くの魚種が分布するほか，カブト

ガニが松永湾で以前確認されている。

　また，竹田のゲンジボタルの生息・生育・繁殖環境が「竹田のゲンジボタル及びその発生

地」として広島県天然記念物に指定されている。

　更に，レッドリスト ( 国 ) 又はレッドデータブック ( 県 ) において 20 種の動物が絶滅危

惧Ⅰ類 (絶滅の危惧に瀕している種 )に指定されており，その中でも芦田川水系に分布する

スイゲンゼニタナゴは，全国的に見ても貴重な種として「絶滅のおそれのある野生動物の種

の保存に関する法律」で国内希少野生動植物に指定されている。

（出典：『福山市建設局都市部公園緑地課』2010 年 / 資料より抜粋 )

( ２) 福山市の社会的環境

①　行政区の変遷及び人口の推移

　1916（大正 5）年に市制が開始された頃の福山市は，現在の市の中心部のみ，すなわち，

本計画の対象である福山城周辺であり，面積 5.80 ㎢，人口 32,356 人であった。その後，市

町村合併によって，人口と面積が拡大し，1955（昭和 30）年頃には，広島市，呉市，尾道

市に続く人口規模県内第４位，1970 年代以降は県内第 2位の都市となった。2006（平成 18）

年に神辺町と合併した際に，市の面積は 518.1 ㎢となった。また，2016（平成 28）年 7 月

末現在の人口は，471,451 人である。

　人口の分布は，市街地内部の平野部，市街地東部の宅地開発の行われた丘陵部，北部の平

野部に集積し，山間部に少ない傾向が見られる。

第 10 図　過去 10 年の人口の推移　（出典；『福山市の統計』2016 年）

②　観光

　観光人口は2006（平成18）年以降6,000千人台であったが， 2015（平成27）年は，前年比7.6%

の増となっている。過去 10 年の福山市の総観光客数の推移（第 1表）で見る限り，鞆の浦は，

毎年観光人口のほぼ 30% 前後を占める強力な観光資源といえる。
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観光目的 都市観光
産業

観光

自然

探勝
温泉

ハイキン

グ,登山,

キャンプ

その他 

スポーツ

海水浴， 

釣り，潮

干狩り

神社・

仏閣

祭り・

行事

大規模 

公園等

その

他
計

福山市 

（千人）

美術館等
ショッピ

ング

2,275 926 134 429 427 15 101 220 510 1120 835 277 7,269

鞆の浦 1,457 ― 74 416 65 3 90 118 141 2,364
みろく
の里

― ― ― ― 187 ― ― ― ― ― 445 49 681

第 1 表　過去 10 年の福山市の総観光客数の推移

（出典；『福山市の統計』2016 年）

（出典；『福山市の統計』2016 年）

第 2表　2015（平成 27）年　目的別総観光客数

　福山市で最も重要な自然観光資源は，瀬戸内海国立公園を始め，横島，田島の景勝地や，

町並みを含めた複合観光資源としての鞆の浦等がある。

　文化観光資源としては，市全体で国・県・市より指定を受けた文化財が総計 334 件あり，

うち福山城に関するものが7件ある。これらの文化財資源が観光に資する価値は大いにある。

③　道路

　2015（平成 27）年 3 月 31 日現在の道路状況は，路線数 9,906 路線，実延長 3,973,186m，

舗装延長 3,726,085m，舗装率 93.8% である。高速自動車道の山陽自動車道が東西に走り，

一般国道 2 号，182 号，313 号，314 号，486 号が走る。国道 2 号より南に国道は存在せず，

沼隈半島，福山港方面には，県道が伸びる。市道は，実延長 3,517,656m あり，市内道路全

体の 88% を占める。これら道路が市内に張り巡らされている (第 11 図 )。

　山陽自動車道は，1988（昭和 63）年 3月に岡山県の早島 IC ～福山東 IC 間が開通し，続いて，

1991（平成 3）年 3 月に福山東 IC ～福山西 IC 間，1993（平成 5）年 10 月に福山西 IC ～河

内 IC 間が開通し，1997（平成 9）年 12 月に全線が開通した。それまで，中国自動車道が近

畿地方と九州地方を結ぶ大動脈であったが，山陽自動車道の全線開通にともなって，多くの

人が山陽自動車道にシフトするに至った。

　福山市内には，福山東 IC と福山西 IC の 2 つの IC がある。出入交通量は福山東 IC の方が

福山西 IC よりも多く ( 第 12 図 )，開通以来常に福山東 IC が福山西 IC を上回っている。福

山東 IC は，高速バスの利用や福山港への出入り，周辺に流通関連施設が多いこともあって，

広く利用されていると考えられる。

年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

福 山 市 
（千人）

6,234 6,286 6,228 6,347 6,797 6,449 6,352 6,527 6,758 7,269

鞆の浦 ― ― ― 1,873 2,406 1,965 1,851 1,962 1,987 2,364

みろくの里 ― ― ― 503 491 534 480 571 619 681

鞆の浦占有率 35% 30% 29% 30% 29% 32%
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　2017（平成 29）年度には，高速道路へのアクセスを向上させるため，福山サービスエリ

ア（SA）に「福山 SA スマートインターチェンジ（IC）」が開通する予定である。

第 11 図　福山市周辺の主要道路と主要渋滞ポイント

第 12 図　福山東 IC と福山西 IC の出入交通量の推移

(出典；中国地方整備局ホームページ )

　(出典；NEXCO 西日本【西日本高速道路株式会社】中国支社よりデータ提供 )

( 年 )
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第 3表　鉄道乗客数

(出典；『統計ふくやま』2016 年 )

※井原鉄道に関しては 2011( 平成 23) 年度，2012( 平成 24) 年度，2014( 平成 26) 年度，2015( 平成 27) 年度は調査未実施

④　公共交通機関

【鉄道】

　福山市の主要な鉄道には，JR 山陽本線，福塩線，山陽新幹線，井原鉄道がある。

　JR 山陽本線は，1888（明治 21）年に兵庫～明石間で開業した山陽鉄道が，その後西に延伸し，

1891（明治 24）年福山駅が開業，1987（昭和 62）年国鉄民営化によって JR 山陽本線となった。

　JR 福塩線は，1914（大正 3）年，両備軽便鉄道として両備福山～府中間が開通したのが発

祥である。その後，ルート変更等があり，この福塩南線と塩町～吉舎間で開通し南へ延伸工

事を進めていた福塩北線とが接続して福塩線となり，国鉄民営化によって現在の JR 福塩線

となった。

　新幹線は，1972（昭和 47）年に大阪～岡山間で開通した山陽新幹線が更に西に延伸し，

1975（昭和 50）年に岡山～博多間が開通した際，福山駅に新幹線駅が開設された。

　井原鉄道は，岡山県備中地域と広島県備後地域を結ぶ線で，国鉄分割民営化により，沿線

の地方公共団体 (岡山・広島両県及び関係 7市町 )と民間団体・企業が出資した井原鉄道㈱

が運営している。

　2014（平成 26）年の乗客数をみると，これら鉄道の利用者が最も多いのが福山駅で，次

いで松永駅，東福山駅となる。福山駅が，定期利用者と普通客が半々であるのに対し，それ

以外の駅では，定期利用者が 70 ～ 80% を占め，ほぼ通勤・通学目的の利用と考えられる。

【路線バス等】

　市内には㈱井笠バスカンパニー，㈱中国バス，鞆鉄道㈱，北振バス㈱の 4社のバスが運行

している。

　2009（平成 21）年 2 月からは市内中心部循環バス，まわローズの運行が開始された。交

通渋滞による環境負荷の低減のための公共交通の利用促進策のひとつで，中国バスの子会社

区分・年度 大門
東福
山

福山
備後 
赤坂

松永
備後 
本庄

横尾 神辺 湯田村 道上 万能倉 駅家 近田 戸手 上戸手 新市 神辺 湯野 御領

2011（平成23） 870 1,357 7,006 634 1,638 128 292 415 248 216 244 259 71 119 169 178 ― ― ―

(内 )定数 646 1,018 3,536 494 1,149 98 246 289 204 151 182 190 55 101 132 133 ― ― ―

2012（24） 890 1,393 7,043 635 1,647 112 318 437 251 236 243 263 69 107 169 175 ― ― ―

(内 )定数 658 1,033 3,525 496 1,159 84 268 305 204 167 182 195 52 89 132 133 ― ― ―

2013（25） 939 1,489 7,298 659 1,688 140 346 492 280 245 255 265 75 107 177 176 116 21 17

( 内 ) 定数 708 1,111 3,684 518 1,189 112 296 352 234 173 193 198 59 90 139 133 63 11 10

2014（26） 886 1,494 7,193 635 1,637 137 322 486 262 243 246 258 77 108 173 168 ― ― ―

(内 )定数 659 1,111 3,598 499 1,127 107 271 346 218 170 185 194 60 91 137 127 ― ― ―

2015（27） 911 1,561 7,511 666 1,665 143 335 496 273 242 264 273 75 111 194 176 ― ― ―

(内 )定数 680 1,146 3,718 516 1,141 110 280 353 225 167 198 207 57 93 153 133 ― ― ―

（単位 千人）　 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　　井原鉄道（株）
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である北振バス㈱以外の 3社が相互に乗り入れており，右回りと左回りのルートがある。

　2014（平成 26）年のバスの乗車人員をみると，定期券利用者は，全体の約 36% で，路線

の維持が課題となっている。

第 4表　バス運輸状況

第 5表　主な福山市発着の高速バス

(出典；『統計ふくやま』2016 年 )

( 出典；バス各社ホームページより )

2017( 平成 29) 年 12 月現在

※観光・定期観光・貸切等に関するものは，除く。各年前年 10 月から 9月までの数値となる。㈱井笠バスカンパニーに

ついては各年 4月～翌年 3月の数値。

　福山駅発着の高速バスについては，第 5表のようになる。最も便数が多いのは，広島と福

山を結ぶローズライナー，次に広島空港リムジンバス，しまなみ海道に沿って福山と今治を

結ぶしまなみライナー，福山と因島を結ぶシトラスライナーとなる。最も遠い福山～新宿間

は１便となっている。

年次
営業 

キロ数

在籍 

車両数

実働延日 

車 両 数
走行キロ数

乗車人数 1日平均

総数 （内）定期 運転台数 乗車人数

2011（平成23）年 1,212 133 37,410 5,867,224 4,449 1,331 102 12

2012（平成24）年 1,223 130 35,956 5,842,231 4,334 1,407 100 12

2013（平成25）年 1,000 120 32,670 5,216,411 4,520 1,860 103 12

2014（平成26）年 863 118 32,055 4,512,596 4,537 1,638 86 12

2015（平成27）年 945 113 30,437 4,728,931 4,366 1,389 82 12

（単位　㎞，台，千人）

番号 路線 高速バス 一日の便数 運行会社

1 京都～福山・尾道 みやこライナー ２便 中国バス

2 広島～福山 ローズライナー ３６便 広島交通，中国バス，鞆鉄道

3 神戸～福山・府中 神戸ライナー ３便 神姫バス，中国バス

4 大阪～福山・尾道・府中 びんごライナー ７便 近鉄バス，中国バス

5 福岡～広島・福山 広福ライナー 夜行便のみ１便
広交観光，中国JRバス，JR九州バス，
中国バス

6 福山～因島 シトラスライナー １５便 中国バス，本四バス開発，因島運輸

7 福山～今治 しまなみライナー １６便
中国バス，鞆鉄道，しまなみリーディ
ング，瀬戸内運輸

8 福山～松山 キララエクスプレス ４便
伊予鉄バス，中国バス，しまなみバ
ス，本四バス

9 横浜～広島・福山 メイプルハーバー １便 中国バス，神奈川中央交通

10 東京～広島・福山 ドリームスリーパー １便 中国バス，関東バス

11 新宿～福山・尾道・三原 エトワールセト １便 中国バス，小田急シティバス

12 広島空港～福山 広島空港リムジンバス ２４便 中国バス，鞆鉄道
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( ３) 福山市の歴史的環境

　福山の歴史

【旧石器時代】

　旧石器時代の遺物としては，神辺町亀山遺跡（県史跡）でナイフ形石器が，神辺町備後国

分寺跡周辺では有茎尖頭器が採集されている。また，新市町宮脇遺跡では細石器が発掘調査

で出土しているが，この時期の遺構は発見されていない。

【縄文時代】

　縄文時代になると，沿岸部で貝塚遺跡が多く発見されており，福山湾岸では，水呑町洗谷

貝塚・浜貝塚，草戸町草戸千軒町遺跡（下層），大門町大門貝塚，木之庄町木之庄貝塚，な

どがある。福山市西部の松永湾岸では，柳津町馬取遺跡（県史跡）・馬取東貝塚・馬取西貝塚，

下迫貝塚があり，沿岸部の豊富な食料資源を漁労・狩猟・採集といった多様な方法を駆使し

て入手し，次第に人口が増加していったことが窺われる。

　また，神辺町御領遺跡や新市町芋平遺跡からもこの時代の遺物が出土しており，沿岸部か

ら内陸部にわたって遺跡が広がっている。

【弥生時代】

　弥生時代になると狩猟採集生活から米作りを中心とした農耕技術の広がりにより，遺跡は

更に数を増してくる。遺跡は瀬戸内海湾岸に流入する大小の河川を中心に多く分布しており，

特に神辺平野に集中している。神辺平野は古くから芦田川などの河川が流入する関係で大規

模な湿地帯が広がり，良好な水田となった。神辺町亀山遺跡（県史跡「亀山弥生式遺跡」）は，

この神辺平野のほぼ中央の独立丘に所在する弥生時代前期から後期の遺跡で，三重の堀や土

塁を廻らせる環濠集落が検出されている。このほか神辺町大宮遺跡・御領遺跡においても環

濠を廻らせた区画内に複数の住居跡が発見されている。

　一方，芦田川河口に位置する北本庄町北本庄河床遺跡では，南北 100 ｍ×東西 50 ｍの中

州内に，溝で区画した掘立柱建物や竪穴式住居跡が発見され，内部から兵庫県地方や愛媛県

地方からもたらされたと考えられる弥生時代中期から後期の土器が出土しており，瀬戸内海

を舞台に幅広い交易が行なわれていたことが推察されている。

　更に，弥生時代の青銅器も多く出土している。銅鏃が赤坂町加屋遺跡・津之郷町ザブ遺跡・

神辺町大宮遺跡・新市町城山 A遺跡・加茂町井上遺跡から出土し，沼隈町日枝之神社伝世の

平形銅剣（県重文）・熊野町熊ヶ峰遺跡の平形銅剣・郷分町大迫遺跡の中細形銅矛が，いず

れも巨石の下から発見されている。また，神村町で出土したと伝わる四区袈裟襷紋の銅鐸の

拓本１枚が江戸時代の学者であった菅茶山の遺品から見つかっているほか，貨泉（市重文）

が津之郷小学校校庭内から出土しており，この時代に大陸の青銅器文化が広く流入したこと

を伝えている。
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【古墳時代】

　古墳時代初期から終末期にかけて，この時代の集落遺跡や古墳が神辺などの沖積平野を見

下ろす丘陵部から多く発見されている。新市町城山遺跡・汐首遺跡では，弥生時代後期から

古墳時代前期に営まれた集落や，弥生時代後期の集団墓や古墳時代前期の墳墓が多数確認さ

れており，弥生時代から古墳時代への変遷の様相を窺うことができる。

　前期古墳では，新市町潮崎山古墳 ( 前方後円墳か )・汐首第 2 号古墳（前方後円墳），芦

田町石鎚権現第 5 号古墳（前方後円墳），加茂町掛迫第 6 号古墳 ( 前方後円墳か )・石鎚山

第 1 号古墳 ( 円墳：県史跡 )・尾上古墳（前方後円墳）などがあり，前方後円墳とともに直

径 30 ｍまでの円墳が並立するという特徴がある。

　中期になると，最初の中期古墳として神辺町亀山第 1 号古墳が築造されている。直径約

30 ｍの円墳で，粘土槨の内部から三角板革綴短甲を始め鉄製武器・武具類が出土した。こ

の時期の古墳数は前期に比べ少ないが，中期後半になると低丘陵上に駅家町手坊谷古墳群・

池ノ内古墳群等の，直径 10 ｍ前後の円墳で構成された墳墓群が築造される。出土した須恵

器から 5世紀後半から末葉に位置づけられ，形象埴輪を伴うものもある。

　中期後半から後期にかけて古墳の数が爆発的に増加する。その多くが横穴式石室を持つ後

期古墳である。駅家町服部や神辺町御領の丘陵上では，それぞれ約 300 基近い横穴式石室が

確認されており，津之郷町・新市町・加茂町・芦田町・神村町・田尻町・春日町などにも数

基～ 10 数基からなる古墳群がある。

　駅家町中島・新山に所在する二子塚古墳（史跡）は，全長 68m の前方後円墳で，6 世紀後

半から 7世紀初頭の築造である。近畿以西で最も新しい前方後円墳で，全長 14.9 ｍ・幅 2.1

ｍ・高さ 3.3 ｍの横穴式石室を持つ。古墳の規模や出土した金銅製の環頭大刀柄頭の文様な

どから，大和勢力と大きく関わりを持ってこの地を統治した首長の墳墓とみられている。

　終末期になると，加茂町猪ノ子古墳（県史跡），芦田町曾根田白塚古墳（県史跡），駅家町

北塚古墳（県史跡），新市町尾市古墳など，埋葬施設に切石を用いた古墳が築かれる。畿内

の渡来系氏族の古墳と酷似しており，大和勢力とのつながりが考えられる。

【古代】

　大化の改新以降，唐の律令制度を導入して新しく始まった地方制度は，大宝律令によって

確立され，備後国の国府は内陸の府中市に定められた。このため，幹線道路となった山陽道

は内陸を通り，道沿いには安那・品治・芦田・者度などの駅が置かれた。この幹線道路沿い

には多くの官衙や寺院が建てられ，備後国の政治・経済・文化の中心となった。

　一方，瀬戸内海沿岸では，海の幹線航路上の中間地点に位置する鞆の浦があり，潮待ちの

港町として重用された。また，福山湾に面する深津には，「日本霊異記」に市場として記さ

れた深津市及びその背後に塔跡と金堂跡を配置した海蔵寺（史跡宮の前廃寺跡）があり，芦

田川河口西側の津之郷には，塔心礎と銅製九輪を出土した田辺寺塔跡（県史跡，別称：和光

廃寺跡）があるなど，沿岸部で寺院を持つ港町が形成されていった様子が窺える。
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  このほか，吉津，奈良津など港町の存在を伝える地名が残っており，これらの港町は内陸

の国府と関連した国府津であったと考えられている。

　長く続いた古代の律令体制が土地制度の行き詰まりなどにより綻びを見せ始めた頃，各地

に荘園制が広がった。福山湾岸周辺には，東から坪生荘（摂関家領），深津荘（法隆寺・貞

観寺領），長和荘（院領荘園，安居悲田院領）など多くの荘園が置かれ，地元の荘園から荘

園領主の所在する都に向けて年貢や生産物を運ぶため海運が発達し，瀬戸内海各地の港町は

一層発展することとなった。

　10 世紀頃から瀬戸内海は，海上交通の発達に伴い，貴族に代わって実力を持った平氏が

台頭し始める。

【中世】

　専横を極める平氏は，やがて源氏と対立する。壇ノ浦の戦いで勝利した源氏は，鎌倉幕府

を開き，新たに守護・地頭を設置するが，西国武士の多くは平氏に味方したことから，備後

の守護・地頭には東国武士が補任され，後に長井氏が守護となっている。

　後醍醐天皇は，元弘 3 年 / 正慶 2（1333）年に北条氏を滅ぼして京都に建武の新政府を樹

立した。建武の新政の際，国衙の権力が復活するが，一方では備後国守護に朝山氏が補任さ

れ，神辺城を築いて守護所としたと伝えられる。

　南北朝時代，西国に勢力を伸ばそうとした伊予の南朝方と北朝方が鞆で交戦した古戦場は，

「大可島城跡附伝桑原一族墓地」として市指定史跡となっている。大可島は，南朝軍が拠点

を構えた詰城で，現在は陸続きとなっている。

　室町時代，備後国の守護は山名氏が 137 年間就任し，神辺に守護所を置いていた。応仁の

乱 (1467 ～ 1477 年 ) の際に山名氏が分裂，戦国時代へと突入した。そして備後国は，次第

に安芸国から勢力を拡大してきた毛利氏の領国となっていった。

　この時代の遺跡として，草戸町の草戸千軒町遺跡がある。長和荘の年貢積出港から出発し，

備後の内陸部と瀬戸内海を結ぶ港町として鎌倉時代後半から室町時代後半まで存続した中世

の港町で，当時「草津」「草出」「草土」などの名で呼ばれていた。

　その背後に位置する明王院は，現在，真言宗大覚寺派の古刹であるが，もとは常福寺と呼

ばれた西大寺流律宗の寺院であったと伝えられている。この寺の境内には，多くの指定建造

物があり，国宝・明王院本堂は元応 3（1321）年の建立，国宝・五重塔は貞和 4（1348）年

の建立の南北朝時代を代表する建築である。草戸千軒町の人々の厚い信仰と寄進によって支

えられたと考えられており，港として栄えた町の繁栄振りを物語っている。

　このように，古代から中世にかけて福山湾岸に多くの港町が開設され，人や文物の流通が

活発に行われるなどの繁栄振りがあったことが，江戸時代になって藩政の中心となる城が築

かれ，城下町が建設される大きな要因となったと考えられる。
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【近世】

　天正 4（1576）年，織田信長に追放された室町幕府最後の将軍足利義昭は，毛利氏を頼っ

て鞆に到着し，信長包囲網を画策した。このため毛利氏も義昭の命を奉ずることを決し，信

長と対決することとなった。義昭の居留した鞆や熊野町常国寺，津之郷町惣堂神社，深津町

蔀山には，この時の滞在にまつわる伝承地がある。

　天正 10（1582）年，織田信長の命を受けた家臣の羽柴秀吉が毛利氏支配下の備中高松城

を水攻めによって攻略したが，本能寺の変によって信長が死去したことにより和議が結ばれ，

備後国内での直接決戦を免れた。

　豊臣秀吉没後，関ケ原の戦いで石田三成率いる西軍が，徳川家康を中心とした東軍に大敗

し，家康が天下の実権を握った。毛利氏は周防・長門の二国に転封され，安芸・備後には福

島正則が入ることとなった。その後，福島氏は広島城の無断改修を理由に改易となり，代わっ

て水野勝成が備後 10 万石の領主に封ぜられた。

　当時の中国地方は，岡山の池田氏 31 万 5 千石，広島の浅野氏 42 万 6 千石，津山の森氏

18 万石，松江の堀尾氏 37 万石，鳥取の池田氏 32 万 5 千石，萩の毛利氏 37 万石などの外様

大名で占められ，いずれも石高の上で 10 万石の水野氏を上回っていた。

　外様の雄藩がひしめく中で，徳川幕府の譜代大名として「西国の鎮衛」の任を担って入封

するには，これまで備後の主城であった神辺城は狭い城地の山城であり，過去に何度も落城

した経歴があることなどから，勝成は，瀬戸内海と山陽道の両方を抑えることができる芦田

川の河口に位置し，沖積地が南に広がる要害の地であった常興寺山の丘陵を新たな城の建設

地に決定して築城に着手した。

国 県 市 計

指　定

有形文化財

国宝 建造物 2 0 0 　　　　2

重要文化財

建造物 8 13 22 43 43

美術工芸品

絵 画 0 13 20 33

133

彫 刻 4 11 24 39

工 芸 品 1 11 11 23

書 跡 0 4 15 19

考古資料 1 8 10 19

歴 史 資 料 1 0 1 2 2

無形文化財 工 芸 技 術 0 0 1 1 1

民俗文化財
有形民俗文化財 1 1 3 5

20
無形民俗文化財 0 7 8 15

記 念 物

特 別 史 跡 1 0 0 1 1

史 跡 5 27 26 58

88

名 勝 1 1 0 2

天然記念物

動　物 0 1 0 1

植　物 0 2 20 22

地　質 0 5 0 5

小 計 25 104 161 　　　　290

選　定 伝統的建造物群 重要伝統的建造物群保存地区 1 0 0 　　　　1

登　録 有形文化財 建 造 物 39 0 0 　　　　39

重 要 美 術 品 4 0 0 　　　　4

総 　 　 　 計 69 104 161 　　　　334

指定・登録等区分
文化財の種類

第6‐1表　福山市指定・登録文化財類別表　2017年（平成29）年 11月 29日現在
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第 13 図　福山市の指定・登録文化財の分布―有形文化財（建造物）・史跡等―
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第２節　史跡福山城跡の概要

（１） 福山城の歴史

【築城以前】

　福山城が築かれた常興寺山周辺は，杉原保と呼ばれ，鎌倉時代頃から杉原氏の本拠地であっ

た。この地には杉原一族ゆかりの寺と伝えられる永徳寺や能満寺，常興寺が建立された。常

興寺山麓には福山城の築城以前にも人が住んでいたと伝えられ，この一帯には，すでに中世

の頃から発達した集落が点在していたことが窺われる。

【水野氏時代】

　元和 5(1619) 年，安芸・備後 49 万石を領有した福島正則が改易となり，代わって備後 10

万石の領主として水野勝成が入封した。

　同年 7 月 22 日，備後への転封を命じられた勝成は，8 月 4 日鞆の浦に上陸して幕使から

領地を引き渡され，神辺城に入城している。

　入国直後に勝成は，領内を巡視して城地の候補地として品治郡桜山・沼隈郡箕島・深津郡

野上村常興寺山の 3箇所を選出，築城地として常興寺山を選定した。常興寺山は芦田川の東

岸，北に丘陵地と神辺平野更に西国街道，南は瀬戸内海を臨む要地に位置し，また外港とな

る笠岡や鞆の浦にも近かった。

　勝成は，天神山で築城工事の指揮を執ったとされる。家老中山重盛を惣奉行，小場利之を

土工奉行として，大工棟梁福井藤兵衛，左官棟梁渡辺長右衛門を京都から招いている。また

幕府から石垣奉行として花房志摩守，戸川土佐守が派遣されている。築城工事は，まず，常

興寺山とその背後の永徳寺山との間を掘り抜き，本庄艮鼻から分流した吉津川を通し，常興

寺山南側に広がる干潟を干拓することから始められた。常興寺山麓の東・西・南側に内外二

つの堀を設け，城の石垣普請や城下町の整備が行われた。翌元和 6（1620）年には大雨によ

り芦田川が氾濫し，土木工事も一時頓挫したとされ，改めて本庄・野上村の芦田川沿いの護

岸工事を行っている。

　同時に天守などの作事工事が進められている。天守の用材も東北地方のアスナロ（翌桧）

材を使用して丁寧に仕上げられたと伝えられる。一方で廃城となっていた神辺城及び鞆城か

ら石垣及び櫓などを解体して移築している。また，幕府から「御助力」として金 1万 2，600 両，

銀 380 貫匁を拝借し，廃城となった伏見城から御殿と伏見櫓，月見櫓，鉄門，大手門，練塀

400 間などを拝領し，解体され海路で運ばれ城内に移築している。

　この様な経緯で築かれた城は，五重の天守と三重櫓 5 基，二重櫓 16 基，総延長 291 間に

及ぶ多門櫓 22 基を有した大規模な城郭であった。更に，西国鎮衛の任務に伴って，天守北

側に広がる二之丸には，兵糧や不作時の緊急米などを目的とした幕府米を預かる五千石蔵が

建ち並んでいた。

　城は元和 8（1622）年 8月に竣工，勝成が同月 15 日に入城して，城下町を「福山」と名付けた。

　以後，水野氏は勝成・勝俊・勝貞・勝種・勝岑と五代続く。その治世下で，三之丸御殿が



35

建設され，天守・棗木御門の改修，蓮池の設置や城北の架橋などが行われた。また，慶安 2

（1649）年には石垣の修理工事が行われている。しかし，五代勝岑が 2 歳で没し，継嗣断絶

したため元禄 11（1698）年に水野氏は改易となる。

　福山城を築き，新田開発や産業振興に寄与した水野氏であったが，継嗣断絶により福山藩

領は一旦幕府領となり，幕府代官が派遣された。代官は三吉村に陣屋を置いて支配を行い，

福山城には丸亀藩の京極高或が城番として入城し城の管理を行った。

【松平氏時代】

　元禄 13(1700) 年，山形から松平忠雅が福山へ転封を命じられた。しかし，当時は水野氏

断絶後の検地の最中であったため，検地の完了により石高が 10 万石に確定してから入封し

た。福山へは先に家臣が入り，藩主忠雅は遅れて宝永 6（1709）年に福山に入城している。

ところがまもなく，翌宝永 7（1710）年には伊勢桑名に移封となる。転封を命じられてから

わずか 11 年の治世であった。

【阿部氏時代】

　松平氏に代わり，宝永 7（1710）年，下野宇都宮より阿部正邦が 10 万石で入封する。

　正邦以後，幕末まで正福・正右・正倫・正精・正寧・正弘・正教・正方・正桓と 10 代にわたっ

て続き，うち 4人が老中，1人が大坂城代に着任している。

　阿部氏は代々幕府の重要な職に就いていたため江戸詰め期間が長く，国元の政治は藩の重

臣たちに委ねられていたこと，更に飢饉などの影響により藩財政が貧窮したことから，福山

城の各施設は整備されることが少なく，安永年間（1772 ～ 1781）頃に本丸御殿や御用屋敷

の一部解体，城米蔵の城下移転が行われた。福山城の荒廃ぶりは，安永 3（1774）年，藩主

正倫の命で内藤角衛門が作成した『福山城絵図』の説明書きに，「城内には草が多く歩行も

困難であった」と記されている。

　一方，文化 9（1812）年には，城北側の天神山に阿部氏の先祖を祀る勇鷹神社が建設され

ている。

　藩政の改善が積極的に進められるようになったのは 7代藩主正弘の頃からであった。

　正弘は，アヘン戦争・ペリー来航以降に起きた外国からの開国要求の激動に対応する傍ら，

藩政にも気を配り，軍事訓練を行う操練場の設置や銃砲の鋳造，西洋型軍船の建造計画，藩

校誠之館の開校など軍制改革と文武振興を行った。安政 6（1859）年に描かれた阿部氏の御

用人山岡次道所蔵の城絵図によると，西二之丸上段にある御台所門西側の平坦地に東西 7間

×南北 6間の建物が描かれており，福山城内の整備も行われている。

　9代藩主正方の頃になると，開国論者と尊皇攘夷論者の対立が激しくなり，元治元（1864）

年に禁門の変が起こると，譜代大名の阿部氏は幕府軍として長州を攻撃した（第一次長州戦

争）。その後，第二次長州戦争が起こり，慶応元（1865）年，正方が再び出陣することになっ

たが，その準備中に城内の火薬が爆発して櫓 3棟が焼失している。
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　慶応 4（1868）年から始まる戊辰戦争では，これまで福山城の弱点とされた城北側の搦め

手を強化するため，天神山の吉津川に面した斜面を削って胸壁を造り，更に土塁をめぐらし

て防備を高めたが，同年，杉孫七郎率いる長州軍に攻撃され，開城した。

【明治以降】

　明治維新後，廃藩置県により福山藩は廃藩となり，1873（明治 6）年，福山城も廃城となっ

た。廃城後，城内のほとんどの施設が解体されて民間に払い下げられるとともに，武家屋敷

地を始め城地も本丸を除いて宅地や農地に転用された。二之丸も民家が建てられ，一部はテ

ニスコートや麦畑，別荘地となった。

　内堀は 1891（明治 24）年に民間に売却されている。外堀も同時期に南部が山陽鉄道の福

山駅舎や線路用地として，東南部は 1914（大正 3）年に両備軽便鉄道の建設によって埋め立

てられ，南外堀は福山紡績の石炭殻の廃棄地として埋め立てられた。西三之丸の水野勝成隠

居屋敷や家老屋敷であった屋敷跡は福山町立女学校（後の広島県立福山葦陽高等学校）の敷

地となり，この学校の運動場拡張に伴って西外堀の北側が埋め立てられた。その他の内堀・

外堀は共に市街地の拡張に伴って昭和初期までに埋められている。

　一方，本丸は福山地域の各町村戸長から公園運営の請願が提出され，1874（明治 7）年

「人民快楽の地となすべし」の条件で許可され，1875（明治 8）年，「指令どおり公園となし，

建物は永久保存すべし」の達しにより福山公園（偕楽園）となった。同年より公園整備が始

まり，本丸東側の石垣を崩して一直線に登る道の新設や，本丸御殿跡の広場には園池が設置

されたが，財政難のため 1884（明治 17）年に広島県に移管された。しかし，それ以降も財

政難が続いたため，1888（明治 21）年，月見櫓跡に「葦陽館」と命名された貸館が福山町

の有志によって設置され，御湯殿は改修されて料亭や貸席として使用されるようになった。

また，1893（明治 26）年，本丸西側の人質櫓跡に，戊辰戦争以降の戦死者を祀る福山招魂

社が建立された。1895（明治 28）年，公園の運営が県から福山町へ再び移管されることと

なり，町は「福山偕楽園保存会」を発足させて 1 万円の拠出金を集め，1897（明治 30）年

に天守，伏見櫓，筋鉄御門，御湯殿の修理を行った。

　1931（昭和6）年，文部省国宝調査官による調査が行われ，国宝保存法（昭和4年法律第17号）

により天守が国宝に指定され，これ続いて 1933（昭和 8）年，伏見櫓，筋鉄御門，御湯殿の

3棟の建物が国宝に指定された。しかし，1945（昭和 20）年 8月 8日の福山空襲では福山市

街地の 80％が焼失し，福山城では天守・御湯殿・葦陽館等が焼失している。

　戦後，1950（昭和 25）年に文化財保護法が施行され，現存する「伏見櫓」と「筋鉄御門」

が国宝から重要文化財に改められた。翌年から 1954（昭和 29）年にかけて「伏見櫓」と「筋

鉄御門」の解体修理が行われた。1964（昭和 39）年には民間が所有していた二之丸を市が

買い戻し，本丸と二之丸の大部分が国の史跡に指定された。1966（昭和 41）年より市制施

行 50 周年を記念して天守・月見櫓の復興・御湯殿の復元工事が行われた。その後，1973（昭

和 48）年に鏡櫓が復興した。また，1979（昭和 54）年には鐘櫓が修復され，市の重要文化
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財に指定された。

　2006（平成 18）年には，数ある日本の城のうち ( 財 ) 日本城郭協会が認定した日本 100

名城に選定された。

　2011（平成 23）年には，駅前広場整備に伴い大手門橋の橋台石垣や舟入遺構・御水門周

辺の石垣が出土し，このうち外堀に面した二重櫓台石垣の一部が復元整備された。

第 14 図　福山城古写真（大手門，御湯殿，伏見櫓，天守 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（明治初頭）

第 6‐2表　過去 10 年間の福山城各施設の利用者総数

【近年の福山城跡の社会的環境】

　史跡福山城跡は，福山駅前という絶好の場所に位置しており，後の土地利用でも述べるよ

うに，公園，貸館，博物館，神社として，現在でも活発に人々に利用され，憩いの場ともなっ

ている。

　貸館には，史跡指定範囲内北側に位置する福山市福寿会館 (大広間・広間・西客室・北客

室・西茶室・多目的室 )，史跡指定範囲内南側に位置する復興月見櫓 (１階和室・２階大広間 )

と復元御湯殿がある。

　博物館は復興天守を利用した福山市立福山城博物館で，福山と福山城に関する歴史の常設

展示と最上階には福山市街を一望できる展望台を備えている。鏡櫓は，福山に関係する文書・

記録類を整理保存する施設（文書館）として利用されている（第 6‐2表）。

施設 /年度 2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22) 2011(H23) 2012(H24) 2013(H25) 2014(H26) 2015(H27)

福山城博物館 利用者数 54,246 人 59,312 人 68,756 人 68,466 人 69,412 人 68,915 人 70,853 人 63,386 人 73,517 人 85,455 人

文書館 利用者数 883 人 1,293 人 1,084 人 1,319 人 987 人 480 人 495 人 355 人 285 人 270 人

月見櫓
利用者数 1,819 人 1,595 人 1,312 人 1,314 人 964 人 1,653 人 1,157 人 1,176 人 1,310 人 1,334 人

利用件数 102 件 81 件 68 件 60 件 53 件 98 件 57 件 57 件 62 件 73 件

湯殿 (貸館 )
利用者数 1,037 人 1,202 人 735 人 819 人 1,749 人 4,848 人 2,201 人 1,630 人 1,961 人 1,930 人

利用件数 29 件 25 件 21 件 23 件 44 件 49 件 51 件 41 件 65 件 60 件

福寿会館
利用者数 7,922 人 7,100 人 8,965 人 11,964 人 11,572 人 12,882 人 13,641 人 11,599 人 12,974 人 10,986 人

利用件数 222 件 212 件 170 件 342 件 341 件 400 件 421 件 388 件 390 件 462 件

利用者総数 65,907 人 70,502 人 80,852 人 83,882 人 84,684 人 88,778 人 88,347 人 78,146 人 90,047 人 99,975 人



38

第 7表　年表　(出典：福山市文化財協会編『新版福山城』2006 年 に一部加筆追加 )

永禄 7
　　11
天正元
　　 4
　　10
　　18
慶長 5
　   6
　   8
元和元
     5

　　 6
　　 8

寛永 15
 　 16

慶安元
　　 4

承応 4
万治 3
元禄 11

    12

    13
宝永 7
享保元
天明 6

寛政 4
　　 8

文化元

天保 7
　　 8
弘化 2
嘉永 6
安政元
　　 2
 　  4
万延元
元治元
慶応 2
　   3
　　 4
明治元

　　 2
　　 4

　　 6

　　 8
　　21
　　22
　　23
　　24

　　26

　　27

1564
1568
1573
1576
1582
1590
1600
1601
1603
1615
1619

1620
1622

1638
1639

1648
1651

1655
1660
1698

1699

1700
1710
1716
1786

1792
1796

1804

1836
1837
1845
1853
1854
1855
1857
1860
1864
1866
1867
1868
1868

1869
1871

1873

1875
1888
1889
1890
1891

1893

1894

水野勝成 三河国岡崎に生まれる

足利義昭が毛利氏を頼り，鞆に来る

福島正則が安芸・備後領主として広島城に入る

福島氏改易
水野勝成 備後福山藩領主として大和郡山より入封
福山城築城始まる 同時に城下町の造成
福山城の完成を幕府に報告，地名を ｢福山 ｣と名付ける
久松上水道を城下へ敷設
水野勝成 二代勝俊，孫の水野勝貞と共に島原へ出兵
水野勝成 家督を勝俊に譲る
領内干拓造成を始める
水野勝成が吉備津神社本殿・諸社殿造替え
水野勝成没す（享年八十八才）
野々口立圃 勝俊の招きで福山へ
水野勝俊没す 側近七人殉死
本庄重政 松永塩田の干拓に着手
五代水野勝岑没し，水野氏断絶
幕府が三吉陣屋に三代官を派遣
幕府が備前岡山藩に命じ，福山藩領内の総検地を行い，
小田・後月・神石・甲奴・安那各郡の一部が幕府領となる
松平忠雅 福山藩領主として山形より移封
阿部正邦 福山藩領主として宇都宮より移封

阿部正倫 藩校 ｢弘道館 ｣を開設
天明の一揆起こる
菅茶山 神辺で私塾 ｢黄葉夕陽村舎 ｣を開く
菅茶山の私塾 ｢黄葉夕陽村舎 ｣が福山藩の郷校となり，
｢廉塾 ｣と呼ばれる
河相周兵衛の ｢救法目論見 ｣が認められ，「義倉」の組織
ができる
阿部正弘第七代藩主となる

阿部正弘 幕府老中首座に就く
江戸福山藩邸内に新学問所 ｢誠之館 ｣開学

福山に藩校 ｢誠之館 ｣が開学
阿部正弘没す（享年三十九才）

阿部正方 第一次長州戦争に出兵
阿部正方 第二次長州戦争に出兵 翌年敗北
阿部正方福山城で没す（享年二十才 喪を秘す　）
長州藩の軍が福山城へ迫り，藩論を勤皇にまとめる
正方の死去を届け，阿部正桓広島浅野家より養子，
十代の家督を継ぐ
朝廷の命により箱館へ出兵

福山藩は福山県となる → 深津県
(明治 5年 小田県，明治 8年 岡山県，明治 9年 
広島県 )
知事の上京問題から一揆が起こる
太政官公達の趣旨に従い，福山城は民間に払い下げる
ことになる
本丸 ｢福山城公園 ｣になる
月見櫓に ｢葦陽館 ｣を建設
深津郡福山町となる

山陽鉄道が尾道まで開通，南内堀を埋めて線路 ･福山駅
を建設
外堀南に福山紡績工場ができる
福山招魂社を本丸公園内に建立（備後護国神社の前身）

　

本能寺の変
豊臣秀吉が天下を統一
関ケ原の戦い

     

前年 島原の乱起こる

吉宗が八代将軍になる

大塩平八郎の乱が起こる

ペリーが浦賀に来航する
日米和親条約が締結される

桜田門外の変が起こる
禁門の変（蛤御門の変）

大政奉還

明治維新

版籍奉還
廃藩置県

大日本帝国憲法施行

日清戦争

和暦 西暦 出来事 日本の出来事

織田信長が足利義昭を奉じて京都に入る

室町幕府が滅亡

江戸幕府成立

大阪夏の陣（豊臣氏滅亡）
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西三之丸に福山女子尋常小学校，福山女子高等学校設
置 (現 ･広島県立歴史博物館の位置 )

陸軍歩兵第四十一連隊広島より転営
福山の町に電灯が灯る

鞆軽便鉄道（鞆～福山）開通
両備軽便鉄道（福山～府中）開通，東外堀を埋めて
線路・福山駅を建設
市制施行して福山市となる
米騒動が起こる
芦田川大洪水

福山城天守が国宝に指定される
福山城伏見櫓 ,筋鉄御門 ,御湯殿が国宝に指定される
国鉄が両備鉄道 (福山～府中 )を買収
福塩線 (福山～府中 )開通，横尾 ･福山間の路線付替え

入川埋め立てにより，木綿橋廃止

水野勝成墓が県史跡に指定される
福山空襲により，天守・御湯殿を含め市街地の約 8 割
を焼失，占領軍福山に進駐
福山市産業復興博覧会が城跡で開催される
伏見櫓 ･筋鉄御門が国の重要文化財に改められる

伏見櫓 ･筋鉄御門解体修理終わる
鞆軽便鉄道（鞆～福山）廃止
草戸千軒町遺跡発掘調査開始
福山市文化財協会発足
日本鋼管福山製作所 (現 JFE) が立地決定調印
福山城跡が 国の史跡に指定される
新住居表示制度実施 (古い町名の多くがなくなる )
福山市文化財保護条例制定
福山城天守 ･月見櫓復興，御湯殿復元　
水野勝俊墓域が市史跡に指定される
宮の前廃寺跡が国の史跡に指定される

三之丸西御門櫓台跡が 市史跡に指定される
鏡櫓復興
三之丸北御門外桝石塁跡が市史跡に指定される
小丸山が市史跡に指定される
山陽新幹線（岡山～博多）開通
旧内藤家長屋門が市重要文化財に指定される
旧内藤家長屋門を西外堀より小丸山に移設
鐘櫓の修復 ,市重要文化財に指定される

福山市福寿会館洋館が登録有形文化財に登録される
福山市 中核市に移行
福山誠之館高等学校記念館が登録有形文化財に登録される
堂々川砂留群が登録有形文化財に登録される
二子塚古墳が国の史跡に指定される
入川埋立地に福山市立大学が開学
福山市福寿会館本館ほか四件登録有形文化財に登録される
福山市旧佐波浄水場配水地ほか二件が登録有形文化財
に登録される
福山市旧山野村役場 , 南禅坊本堂および山門が登録有
形文化財に登録される
福山市が市制施行 100 周年を迎える
阿部正方墓域が市史跡に指定される

日露戦争

第一次世界大戦

満州事変

日中戦争

太平洋戦争

ポツダム宣言受諾　敗戦

日本国憲法施行
文化財保護法制定
朝鮮戦争
サンフランシスコ講和条約
･日米安全保障条約調印

東京オリンピック開崔

大阪万国博覧会開崔

阪神 ･淡路大震災

東日本大震災
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（２）福山城の構造

　

 ① 縄張構造

　本丸を中心に，二之丸・三之丸が取り巻く輪郭式の構造をもつ。常興寺山と呼ばれた標高

約 20m の丘陵地の最頂部を削平して三段の石垣（一
ひ ふ み だ ん

二三段）を築き ,本丸・二之丸と，その

東・西・南側に内堀を配置する。三段の石垣で構成される平山城である。

　二之丸内堀の外側に三之丸を配置し，東・西・南側にそれぞれ東外堀・西外堀・南外堀を

配置して城下町と区分している。福山城は，他城では土居 (土塁 )のままにしておかれる三

之丸も石垣で築かれている。北側は北外堀と小丸山・天神山が所在し，加えてその外側を吉

津川と蓮池で遮断している。外堀に囲まれた城域の総延長は450間，総面積78,000坪（257,400

㎡）とされている。三之丸の外側には城下町が展開し，西を芦田川，北と東を吉津川が流れ

城下町を囲い込み，堤防として築かれた土塁と共に総構えに近い機能を持った町配置を形成

している。

第 15 図　福山城の縄張構造（安永城絵図を基に加筆 )
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第 16 図　福山城正面（南側）立面図（三浦正幸 作図）

② 曲輪

本丸

　本丸は標高約 20m，東西約 130 ｍ，南北約 160 ｍの長方形の敷地にある。その北端に天守

を中心とした天守曲輪が存在し，南側には本丸御殿 (伏見御殿 )が置かれた。本丸への虎口

は「筋鉄御門」，「御台所門（ジャコノ門）」，「棗木御門」の 3 箇所があり，全て本丸の西側

に開口されていた。本丸は総石垣で三重櫓１棟 (「伏見櫓」)・二重櫓 9棟 (「火打櫓」・「人

質櫓」・「荒布櫓」・「二階櫓」・「塩櫓」・「玉櫓」・「物見櫓」・「鏡櫓」・「月見櫓」) と複数の多

門櫓，鐘櫓が存在していた。

　天守は，本丸北側の天守曲輪内に存在した。天守曲輪は土塀と低い石垣によって区画され

て，西と南に仕切り門を開口している。しかし，天守曲輪の名称は「安永城絵図」に記入さ

れているが，ほとんど定着しなかったと推定される。

　福山城天守は天守と付櫓や小天守を接合させた代表的な複合式天守である。天守台は天守

を延焼から防ぐため，本丸の多門櫓と連結しておらず，約 4 間の高さを持つ。天守は 5 層 5

階地下 1階の層塔式天守で，付櫓と付庇を伴っており，天守への入り口は付庇の 1箇所だけ

であった。しかし，築城当時は 4層目が檜皮葺きであり，裳階とすることで 4層 5階として

建てられたとされる。天守の 1 階平面は 9 間× 8 間で一階層毎に 1 間ずつ規則的に減少し，

5 階は 5 間× 4 間の広さを持つ。通し柱が存在し，1 階から 3 階まで心柱が 1 本存在した。

天守の柱，桁，長押，窓などは津軽地方のアスナロ（翌桧）材が使用されたと伝えられ，板

壁には樟材，門柱や門扉は欅が使用された。

　また，天守の特徴として北側以外は白漆喰塗りであるものの，北側の壁面は鉄板が張られ，

黒い外観であった。更に，時期が不明ながら，最上階の縁廻りに風雨を防ぐために突上げ式

の雨覆いの板戸が付けられた。

　本丸内には，「御屋形」あるいは「御本丸御屋形」と呼ばれる建物群があり，水野氏初代

の勝成の居館であった。玄関・書院・御殿・台所・御風呂屋・長局と呼ばれる建物群によっ

て形成されていた。その後，2 代勝俊の代に三之丸の御屋形に移り，阿部氏の時代には北側

にあった長局など奥向きの御殿が取り壊されて空地となり，儀式的な施設として温存された。

江戸時代には伏見城より移された御殿が「伏見御殿」と呼ばれており，明治以降本丸に存在

した全ての建物を総称して伏見御殿と呼ぶようになったと考えられる。
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第 17 図　福山城天守復元図 (三浦正幸 監修，宇根利典 作図 )
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第 18 図　東京阿部家資料『福山城絵図　城内各室明細』　(福山市蔵 )

二之丸

　本丸の周囲を取り巻くように位置する帯曲輪状の二之丸は，内堀との間に 2段から 3段の

石垣によって形成されていた。南側内堀に面して本丸への正門となる「鉄御門」，西側の「西

坂口御門」，東側の「東坂口御門」，西堀の水を汲みに出るための「水の手御門」，北の城米

蔵に至る「蔵口門」の 5 箇所の虎口が存在した。二之丸も本丸同様石垣が多用され三重櫓 5

棟 (「神辺一番櫓」・「神辺三番櫓」・「乾櫓」・「鬼門櫓」・「東坂三重櫓」)・二重櫓 4棟 (「櫛

形櫓」・「神辺二番櫓」・「神辺四番櫓」・「鹿角菜櫓」)・平櫓 2棟 (「槍櫓」・「鉄砲櫓」)と複

数の多門櫓が存在した。曲輪内は主だった建築物はなかったが 3から 4つの仕切り門で防御

されていた。

　二之丸の北側，蔵口門から一段下がった広場には城米蔵と呼ばれる米蔵が建ち並ぶ曲輪が

存在し，幕府の御城米が貯蔵されていた。名称は，「五千石蔵」，「御城附兵糧倉」，「御城米蔵」

など資料によって異なり，度々改称されたと考えられている。享保年間に御城米の保管場所

が城下の御成蔵に移転され，蔵の大半が取り壊された。二之丸の名称は阿部正右によって改

称されたもので，それ以前は「本丸帯曲輪」と呼ばれていた。

三之丸

　三之丸は，常興寺山上の本丸・二之丸を取り巻く平野部の外曲輪部分である。塁線の折れ

はごく少なく，南北 376 ｍ，東西 437 ｍでほぼ直線で単純な正方形に近い。三之丸への虎口
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は南に「大手門」があり，外堀に続く舟入に面して「御水門」，西側に「西御門」，東側に「東

御門」と「北御門」，北東に「清水口御門」，北西に「赤門」の計 7箇所に門が設置されていた。東・

西・南側は石垣と水堀（外堀）があり，北部は小丸山及び天神山と沼 (御池 )があるのみで

あった。内部は広小路があり，「御屋形」や重臣の屋敷，諸役所，番所，硝煙蔵が建てられた。

二重櫓三棟 (二重櫓（大手前）・二重櫓（三之丸南東隅）・物見櫓（御涼櫓）)が存在したが，

現存する櫓はない。三之丸の名称は阿部正右によって改称されたもので，それ以前は「二之

丸」と呼ばれていた。

第 19 図　福山城全景復元図　(吉田和隆作画 )

城下町

　福山城の城下町は，芦田川と吉津川の間のデルタ地帯を造成して町割りされた。城下の西

部と南部には侍屋敷を置き，東部には町人地を定めて，その外側に下級士卒の屋敷が配置さ

れている。城の南端には藩主の下屋敷が置かれた。城下の主要街道は惣門から本町筋を通っ

て本橋を渡るものであったが，後に通り町筋と呼ばれる街路に代わった。福山城の南東を流

れる入川は瀬戸内海に通じる運河であり，その南側にも町人地があり，藩船をつなぐ御舟入

や水主の屋敷が置かれた。

　海に近く，飲用水の確保が困難であったため，城下町の建設と並行して上水道が敷設され
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第 20 図　城と城下町　備後福山城図 (元禄年間，（岡山大学附属図書館蔵池田家文書 )）

た。幸崎に取水口を設け，二股に分け上井手を農業用水，下井手を蓮池に引き込み塵埃を沈

殿させ，飲料水や用水に充てた。この上水道は「福山水道」と呼ばれ，江戸の神田上水に次

ぐ規模を持つ上水道網であった。(資料編：図 63, 福山水道図参照 )

　築城期には 12 町であった町は地子・諸役免除で来住を奨励したため，水野氏末期には 30

町まで増加した。神島村から 3町が大手門前に移転しており，笠岡町や府中町も移転前の地

名に基づく名称と考えられる。

　特に，神社寺院は一旦有事の際には出城の役目を果たすため，神辺などの近郷から移転さ

せて再配置している。城背の吉津川北側には東西に一直線に神社寺院を配し，東側の笠岡街

道筋には水野氏時代に寺院を集中させ寺町を形成している。また，西側の能満寺池から南側

の道三川筋といった城下町縁辺部においても城の防衛線の役目を持って配置している。

寺

寺
寺

寺

寺
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芦田川

入川

町屋

侍屋敷
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（３）　福山城の現状

① 遺構

本丸

　本丸は明治以降も公園として保存されたため，石垣は比較的良好に保存されているが，西

側の人質櫓から御台所門付近は，神社設置などに伴って石垣の抜き取りや門開口部の封鎖が

行われている。また，北側の棗木御門付近では，城北側からの登城道路設置に伴って，桝形

を構成する石垣が取り除かれている。東側の多門櫓石垣は，明治期に公園として整備された

際に石垣を崩して直線的な道路を造成したため，石垣ラインが一部不明瞭になっている。

　なお，本丸広場には御殿の礎石や，「黄金水」と呼ばれる井戸，明治以降に公園として利

用された際に設置された園池がある。また，現存する伏見櫓や筋鉄御門，鐘櫓及び復元・復

興された建物等が存在する。

二之丸

　二之丸は廃城後，城地が民間に払い下げられ，鉄道用地や農地，宅地として開発されたこ

とから，石垣の多くが失われている。

〔南側エリア〕：（月見櫓～伏見櫓・神辺一番櫓までの区間）

　本丸への正面登城口となる二之丸南側には，鉄門をはじめ，櫛形櫓・槍櫓・鉄砲櫓の櫓や

それに接続する石垣が存在したが，鉄道用地の開発に伴って削り取られている。

〔西側エリア〕：（伏見櫓・神辺一番櫓～神辺四番櫓と乾櫓の間までの区間）

　西側エリアは，幕末まで帯曲輪上に上下二段の石垣が残っていたが，明治以降，上段の石

垣が西坂口門から乾櫓までの間（約 240m）の石垣が抜き取られ，裏込め石が散乱している。

一方，下段の石垣は，天場の石が後世の改変を受けているほかは比較的良好に残存している。

また，神辺一番櫓のある西帯曲輪の南側広場付近は，一部芝生を植栽して整備されている。

〔北側エリア〕：（神辺四番櫓と乾櫓の間～三蔵稲荷鳥居・鬼門櫓までの区間）

　北側エリアは，乾櫓から蔵口門までの間（約 65m）の石垣が抜き取られている。また，本

丸への登城道路として，天神山麓から棗木御門に至る道路が設置されたことにより，切岸が

削られている。更に，三蔵稲荷側の切岸が道路拡張により削られている。

　なお，五千石蔵跡には安部 (あんべ )和助氏の別荘（現福寿会館：登録有形文化財）が建

てられ，その西側にはテニスコートが造られている。

〔東側エリア〕：（三蔵稲荷鳥居・鬼門櫓～月見櫓までの区間）

　東側エリアの石垣は，帯曲輪状に廻る上下二段の石垣のうち，上段の石垣は比較的良く保

存され，鬼門櫓から東坂三階櫓までの平坦地は芝生の植栽により整備されている。しかし，

中央部には，明治期に公園となった本丸への登城道路が石垣を取り壊して新たに設けられて

いる。また，下段の石垣は，南東側に近接して民家があった関係で，戦災の火を受けて剥離

した築石が多く見られる。東側登城道路より北側にはかつて二軒の旅館があり，各旅館が嗜

好に合わせて石垣を大きく築き直した痕跡がある。また，エリア北側の石垣は，昭和初期に
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安部家の別荘建設に伴う道路の設置によって石垣が幅約 6ｍ崩されている。

三之丸（平坦地部分）

　廃城後，三之丸は市街地として開発が進み，地上に見える遺構の多くが消滅している。南

側エリアは JR 福山駅や駅前広場として使用され，東側エリアは宅地となった。また，西側

エリアは江戸時代に水野勝成隠居屋敷や家老屋敷があった場所で，明治以降に学校用地とし

て使用された。1982（昭和 57）年に広島県立福山葦陽高等学校が移転し，現在跡地は広島

県立歴史博物館，ふくやま文学館，福山市人権平和資料館，ふくやま美術館が建設され，文

化ゾーンとして整備されている。わずかに残る三之丸遺構のうち，東側エリアでは北御門外

第 21 図　史跡指定範囲内を中心としたエリア区分図

三之丸東側エリア

二之丸東側エリア

二之丸南側エリア
三之丸
 南側エリア

三之丸西側エリア

二之丸
 西側エリア

二之丸北側エリア

本丸エリア

二之丸上段石垣
欠損範囲（緑破線）

切岸崩落範囲（緑破線）

国 指 定 史 跡 範 囲

凡例

　　　本丸エリア

　　　二之丸南側エリア

　　　二之丸北側エリア

　　　二之丸東側エリア

　　　二之丸西側エリア

　　　三之丸南側エリア

　　　三之丸東側エリア

　　　三之丸西側エリア

　　　国指定史跡範囲

　　　石垣欠落・切岸崩落
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桝石塁跡（市史跡），物見櫓台（御涼櫓台），東外堀石垣があり，西側エリアでは西御門櫓台

跡（市史跡），西外堀石垣等が現在地上で確認できる。また，南側エリアでは後述の発掘調

査により検出された三之丸二重櫓台の石垣の一部が福山駅前に復元整備されている。

第8表　改変されている主な遺構・曲輪の位置と改変年代・原因・改変状況

№ 遺構の位置 改変年代 原因 改変状況，備考等

① 城北側切岸

1940（昭和 15）年

～

1941（昭和16）年

登城道路設置

北側切岸を切り崩し，天神山の麓から棗木

御門までの登城道路が設置されている。ま

た、掘切り水路沿いの切岸が，道路拡張に

より削られている。

②
二之丸西側上段

石垣

1873（明治 6）年頃

～

1964（昭和39）年

農地（桑畑等），

宅地として造成

西坂口門から蔵口門までの約 300 ｍにわ

たって石垣が抜取られている。明治6年に

城地が民間に払い下げられて以降，農地や

宅地として開発された。

③ 棗木御門付近

1940（昭和 15）年

～ 1941（昭和 16）

年頃

登城道路設置 城北側の登城道路の設置に伴い，石垣撤去。

④ 人質櫓付近 1893（明治26）年
招魂社（神社）設

置

人質櫓と，それに続く多門櫓の石垣が抜取

られている。招魂社は昭和 15年草戸へ移

転し，備後護国神社となった。

⑤ 御台所門 1893（明治26）年 開口部の封鎖
招魂社設置などにより，御台所門跡の開口

部が石垣で封鎖されている。

⑥ 本丸御殿

1875（明治 8）年～

1877（明治 10）年

頃

公園開設に伴う園

池整備

本丸御殿の中庭の位置に，楕円形（23ｍ

× 14m）の池が設置されている。

⑦ 東側多門櫓

1877（明治 10）年

～ 1884（明治 17）

年頃

公園開設に伴う登

城道路設置

天守曲輪～鏡櫓間の多門櫓の石垣が登城道

路設置等により抜取られている。現在，管

理事務所部分のみ残存。

⑧
本丸東石垣・

二之丸東側石垣

1877（明治 10）年

～ 1884（明治 17）

年頃

公園開設に伴う登

城道路設置

本丸と二之丸の東側石垣が抜取られ，登城

道路が設置されている。

⑨ 二之丸東北石垣
935（昭和 10）年～

1937（昭和12）年

安部家の別荘建設

に伴う道路設置

二之丸東北石垣が，幅6ｍにわたって抜取

られ，道路が設置されている。

⑩
五千石蔵

（御蔵曲輪）

1935（昭和 10）年

～

1937（昭和12）年

安部家の別荘建設

東西73ｍ，南北74ｍにわたって安部家の

別荘として建設された。現在は福山市福寿

会館（登録有形文化財）と名付けて，福山

市が所有。

⑪
五千石蔵西

（御蔵曲輪西）
1918（大正7）年 テニスコート設置

現在，東西23ｍ，南北40ｍにわたってテ

ニスコートが設置されている。
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第 21-2 図　改変された主な遺構の位置図
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② 城郭建造物

　福山城は 10 万石の譜代大名の居城であるにも関わらず，5層 6階（5重地下 1階）の天守

を始め，三重櫓 5基，二重櫓 16 基，平櫓 2基，計 23 基の櫓を持つ城郭であったが，現存す

る建造物は櫓 2基と城門 1箇所のみである。

伏見櫓

　本丸南西隅に位置する三重三階の櫓である。桁行 8 間，梁間 4 間半，3 層入母屋造，本瓦

葺きで，北に入口を持つ。城内でも大規模な櫓で，他城の三重天守に匹敵する。

　1954（昭和 29）年の解体修理の際に，二階の梁に「松ノ丸ノ東やぐ□」の線彫文字が発

見され，「松之丸」が伏見城に存在した櫓であることから，伏見城から移築した櫓であるこ

とが実証された。

　櫓の構造は，1 階・2 階が同じ広さを持つ長細い二階櫓の入母屋の大屋根に，桁行 4 間，

梁間 4間の三階を乗せる「望楼型」の櫓である。

　もう一つの特徴として，伏見櫓は 1階と 2階の外壁に，天守最上階と同じように長押や柱

の型を塗り出しており，全国に現存する櫓の中で最も古式で最高の格式を持つ。藩政時代に

は戦時に足軽に貸し出す「城付武具」の倉庫として使用されていた。

　1933（昭和 8）年，国宝保存法により国宝に指定されていたが，1950（昭和 25）年，文化

財保護法の施行により重要文化財に改められた。

第 22 図　福山城伏見櫓 第 23 図　「松ノ丸ノ東やぐ□」線刻文字
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第 24 図　伏見櫓（左：南立面図 ,右：東立面図）

第 25 図　福山城筋鉄御門

筋鉄御門

　本丸に入る正門で，内枡形の櫓門である。名称の由来は，門扉と門柱に長細い鉄板を筋状

に打ち付けて補強していることによる。門の窓には，格子がはめられ，戸板は黒塗りとなっ

ている。伏見櫓同様に外壁の長押，柱の型を塗り出している。伏見城の移築門との説がある

が解体修理からは立証されていない。

　伏見櫓とともに 1933（昭和 8）年に国宝に指定されていたが，1950（昭和 25）年，文化

財保護法の施行により重要文化財に改められた。
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第 26 図　筋鉄御門 （正面及び南立面図）

第 27 図　福山城鐘櫓

鐘櫓

　一部現存であり，火打櫓の東奥に存在した櫓。藩政時代は鐘突堂と呼ばれた多門櫓上の鐘

楼であった。また，初期の絵図等には描かれておらず，当初から本丸にあったかは定かでは

ない。建物は内部，外部ともに改変がなされており，当時の構造も正確には伝えられていない。

　1979（昭和 54）年に市重要文化財に指定された。

　また，史跡に接して，侍屋敷内にあった「旧内藤家長屋門」（市重要文化財（移築建造物）），

城北にあった「赤門」（未指定（移築建造物））が旧城郭域内に存在している。
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③ 復元復興整備

　明治維新後，福山城は廃藩置県により廃城となったが，1875（明治 8）年福山城公園とし

て整備・公開された。廃城後に建物の多くが売却・解体されたものの，天守・伏見御殿・御

湯殿など本丸の建物がいくつか残され保存された。1897（明治 30）年に天守，伏見櫓，筋

鉄御門，御湯殿の修理が行われている。

　しかし，1945（昭和 20）年の戦災により，伏見櫓・筋鉄御門・鐘櫓以外の建物は，全て

焼失した。戦後，城跡公園の整備が行われ，1966（昭和 41）年に福山市市制施行 50 周年記

念事業として，天守が鉄骨鉄筋コンクリート造（以下，「SRC」という。），月見櫓が鉄筋コン

クリート造（以下，「RC」という。）で復興され，御湯殿が木造で復元された。月見櫓と御湯

殿は貸館として，福山城を象徴する建造物である天守は福山市立福山城博物館として活用さ

れている。また，鏡櫓と多門櫓の一部及び土塀が RC で復興され，鏡櫓は福山城博物館附属

の文書館として，多門櫓は事務所として活用されている。

　なお， 1984（昭和 59）年には旧棗木御門北櫓台の石垣が崩落し，石垣の積み替え事業が

行われている。

第28図　福山城復興天守

第30図　福山城復元御湯殿

第29図　福山城復興月見櫓

第31図　福山城復興鏡櫓
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（４）指定地の状況

①　史跡指定

　福山城跡は，江戸時代の山陽道を抑え，外様大名の多かったこの地域にあって「西国の鎮

衛」としての任務を負わされた城であり，かつ主要部はよく旧態をとどめ城郭史上価値ある

遺跡として，1964（昭和 39）年 2 月 7 日に国史跡として指定された。( 昭和 39 年文化財保

護委員会告示第 10 号 )

　指定面積は 33,444 ㎡（詳細：第 9表）で，土地の所有状況については，第 33 図に示すと

おりである。大部分は福山市の所有であるが，他に国有地（財務省（旧大蔵省）所管，文部

科学省（旧文部省）所管）や，三蔵稲荷神社所有地がある。

　当該史跡内には，国重要文化財指定の「伏見櫓」・「筋鉄御門」，市重要文化財指定の「鐘櫓」

などの文化財指定建造物がある。また，城郭建築物以外であるが，昭和初期に「削り節王」

安部和助氏の別荘として建てられた国登録有形文化財の「福山市福寿会館」（6 棟）がある。

　なお，国史跡指定地に近接して，市史跡指定の「福山城跡小丸山」・「福山城三之丸西御門

櫓台跡」・「三之丸北御門外桝石塁跡」，市重要文化財「旧内藤家長屋門」（移築建造物）がある。

史跡指定説明書（昭和 39 年文化財保護委員会告示第 10 号より抜粋）

 (※上記「指定説明」は原文通り。次の２か所については誤字。説明２行目（誤）「…常光寺山…」→（正）

　「…　常興寺山…」。説明２行目（誤）「…水野氏は四代に…」→（正）「…水野氏は五代に…」)

1．基準

　特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準史跡の部第二 (城跡 )に

よる。

2．説明

　元和五年水野勝成備後神辺城に移り、ついで新たに城を現在地に築き、元和八年完成

常光寺山の旧名を廃して福山と名付けた。水野氏は四代にして終り、松平氏を経て宝永

七年阿部氏この地に封ぜられ、明治維新に至つた。

低い丘陵によつて営まれた平山城であつて、本丸を頂部に置き、南面を大手とし、背部

北面を堀切り、裾に内堀・外堀を設けたものである。裾の三の丸、堀などはいまほとん

どすべて失われているが、本丸、中の段の二の丸は旧規をよくとどめ、本丸、二の丸帯

曲輪の二層の石垣の如きは見事であり、伏見城から移建した伏見三層櫓、筋鉄門、と相

まつて偉観たるを失わない。天守は戦災で焼失したが、天守台は完存し、地階を有する

形式のものとして模式的である。

本城は山陽道を扼し、西国の鎮衛として重んぜられたところであつた。江戸時代におけ

る大名の布置を見る上に重要であり、かつ主要部はよく旧態をとどめ城郭史上価値ある

遺跡である。
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第9表　昭和39年文化財保護委員会告示第10号より(※住所については，当時。原文通り)

史跡内指定・登録建物

・国指定重要文化財

　伏見櫓

　　指定日：1933（昭和 8）年 1 月 23 日に国宝指定，1950（昭和 25）年 , 文化財保護法施

　　　　　　行により重要文化財に改められた。

　　構造・年代：木造三重三階，隅櫓，本瓦葺・元和 8(1622) 年

　　規模：桁行 15.76 ｍ，梁間 8.44 ｍ，高さ 13.32 ｍ

　筋鉄御門

　　指定日：1933（昭和 8）年 1 月 23 日に国宝指定，1950（昭和 25）年，文化財保護法施

　　　　　　行により重要文化財に改められた。
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　　構造・年代：木造入母屋造，脇戸付櫓門，本瓦葺・元和 8年 (1622)

　　規模：桁行 19.70 ｍ，梁間 5.91 ｍ，高さ 6.29 ｍ

・国登録有形文化財

　福山市福寿会館（計６棟）

　　登録日：洋館　1997（平成 9）年 7月 15 日，

　　　　　　本館その他　2012（平成 24）年 2月 23 日

　　構造・年代：洋館 ･･･ 木造二階建，瓦葺・昭和前期

　　　　　本館 ･･･ 木造平屋建，瓦葺及び桧皮葺・昭和前期

　　　　　ほか 4棟省略

　　規模：洋館 ･･･ 建築面積 138 ㎡

　　　　　本館 ･･･ 建築面積 385 ㎡

　　　　　ほか 4棟省略

・市重要文化財

　鐘櫓

　　指定日：1979（昭和 54）年 10 月 26 日（但し付属の多門櫓は指定より除く。）

　　構造・年代：木造 2階建，入母屋造・江戸時代

　　規模：桁行 4.26m，梁間 4.2 １m，高さ 8.45 ｍ

第32図　福山市福寿会館　（登録有形文化財）
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第33図　土地所有に係る公図

②　土地所有の状況

　廃藩置県後，全国の城地は国の

所管に移され，要塞としての見地

から兵部省の管理となった。

　1873（明治 6）年，全国 6箇所

に鎮台が置かれ，東京・仙台・名

古屋・大阪・広島・熊本の 6城は

兵営として利用（在城）されたが，

福山城は廃城となり，本丸を除く

二之丸・三之丸は民間に払い下げ

られた。

　戦後，城地には民家がいくつか

存在したが，1964（昭和 39）年，

史跡指定に向けて民間所有の二之

丸を福山市が買い戻し，福山城の

城地 33,444 ㎡が国史跡に指定さ

れ，福山市が管理することとなっ

た。

　現在の土地所有の状況は次のと

おりである。

第10表　史跡面積

地　　　名 面　　　積　　（単位㎡） 土地所有者等
番

地

103

番

１番 1 公園

道路 711

69,650

地目

公園 13,442.000 財務省（旧大蔵省）

福山市

文部科学省（旧文部省）

三蔵稲荷神社

三蔵稲荷神社

福山市 

1,874.000

259.000

2,738.000

338.000

33,444.775

公園

神社

公園

神社

１番2

１番 3

１番 4

4番 1

4番 2

福山市丸之内二丁目

福山市丸之内一丁目

合　　　計

103番＋ 1番 1＝ 70,361.000

うち史跡に含まれる範囲

14,793.775

１－９

凡例

福山市所有地

大蔵省所有地

文部省所有地

三蔵稲荷神社所有地

４－１

１０３
丸之内二丁目

丸之内一丁目

４－２

１－１

１－２

１－３

１－４
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③　土地利用の状況

　史跡中央の本丸には，1966（昭和 41）年以降に復興された天守，月見櫓，鏡櫓や復元御

湯殿等があり，天守は福山市立福山城博物館，月見櫓及び御湯殿は貸館，鏡櫓は福山城博物

館附属文書館として，それぞれ利用されている。

　本丸南側には，国指定重要文化財の「伏見櫓」，「筋鉄御門」が現存し，市重要文化財の「鐘

櫓」も一部旧態をとどめている。

　史跡内の最北端には三蔵稲荷神社が鎮座し，そのすぐ南側には国登録有形文化財の「福山

市福寿会館」がある。広大な敷地内に本格的な和館・洋館，日本庭園を有し，かつては市の

迎賓館や結婚式場として使われていたが，現在は貸館として広く市民に利用されている。そ

の西側にはテニスコートが位置する。

　その他，史跡内は都市公園に位置付けられ，本丸のオープンスペースは広場として様々な

イベントが開催されている。また，二之丸には桜が植えられ春の花見の名所となっている。

なお，ジョギングや散歩コース等々で年間を通じて福山市民の憩いと健康づくりの場所とし

て親しまれている。

神社

貸館、展示公開施設等

テニスコート

公園、広場等オープンスペース

石垣

国重要文化財

国登録有形文化財

市重要文化財

第34図　土地利用
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（５）史跡の調査と保存整備状況

①　史跡の調査状況

【福山城関連の文献資料調査】

　福山城の文献資料調査については，1925（大正 14）年～ 1944（昭和 19）年の間に刊行さ

れた備後郷土史研究会の『備後史談』を始めとして，郷土史研究者による歴史研究が盛んに

行われ，文献資料の蒐集 ･解読，絵画資料（城絵図 ･指図 ･古写真等）の集成といった関連

資料の取りまとめが行われている。福山城天守が国宝に指定された 1931（昭和 6）年には，

備後地方の歴史資料を編纂した得能正道の『備後叢書』や，濱本鶴賓の『国宝史跡福山城誌』

が刊行され，福山城研究の基礎資料となった。1963（昭和 38）年には戦前の歴史家が調査 ･

蒐集した資料を網羅するとともに新集資料を追加して，古代から昭和 30 年代までの歴史を

上・中・下の 3巻にまとめた『（旧）福山市史』が刊行された。

　福山市立福山城博物館では，1975（昭和 50）年より福山城博物館友の会と協同で，福山

城に関連する藩 ･社寺 ･商家 ･農家などの古文書の解読文と概要を収録した『古文書調査記

録集』を継続して刊行しており，2017（平成 29）年度で 35 号を数える。また，博物館の展

示に際して資料の調査研究を行った成果は，2017（平成 29）年度までに図録として 168 冊（一

部近世以外を含む。）が刊行されている。

　2008（平成 20）年には福山市生涯学習プラザ「まなびの館ローズコム」内に，福山市に

関する歴史的文書を収集 ･ 保存し市民の利用に供する目的で「歴史資料室」が設置された。

歴史的 ･文化的価値のある公文書や福山市史編纂資料を収蔵するとともに，旧福山藩主阿部

家より福山ゆかりの文書 ･ 絵画 ･ 工芸品などの貴重な資料の寄贈を受け，これらの資料の

収集 ･ 解読等の調査研究 ･ 保管 ･ 公開展示を行っている。歴史資料室では，2010（平成 22）

年～ 2017（平成 29）年にかけて，『（旧）福山市史』についで，地理編および近世から近現

代までの資料をまとめた資料編が 1巻～ 7巻と，概説編の計 8巻からなる『（新）福山市史』

を刊行した。また，阿部家資料の調査成果は『東京阿部家資料』として 2008（平成 20）年

度より 2017（平成 29）年度までに 8巻を刊行し，今後も継続する予定である。

　2014（平成 26）年には本計画に先立って設置した，史跡福山城跡保存管理準備会によって，

絵画 ･古文書 ･古写真 ･発掘調査報告書 ･参考文献等を収録した『福山城関連資料目録』が

まとめられた。

　なお，福山城跡を幕末から昭和初期までの間に撮影した古写真は，郷土史家や写真家など

の個人が保有する写真や，旧福山藩主阿部家より寄贈された写真があり，豊富に残されてい

る。特に，戦災で焼失する以前の天守や城郭の内外を様々な角度から撮影した写真は，整理・

分析することで今後の活用・整備に役立てることが可能である。

　このように，福山城に関する文献資料等の関係資料は豊富に存在するが，継続して資料の

蒐集・調査・研究を行い，資料の発掘や分析により新たな知見を得ることが課題である。

このため，2011（平成 23）年度より行政 ･博物館 ･資料館はもとより，市広報や新聞，インター

ネットなどのメディアを通じて市民や市外にも資料提供の呼びかけを行い，回答のあった対
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象者へ連絡を取り，資料調査 ･蒐集を行っている。

【福山城跡の発掘調査】

　福山市教育委員会はこれまでに，史跡指定範囲や，現在では市街地となっている外堀以内

の福山城の城郭範囲内について発掘調査を行ってきた。

　福山城の本格的発掘調査は，1969（昭和 44）年に計画された山陽新幹線建設に伴う発掘

調査からである。工事に先立ち 1971（昭和 46）年，「福山城三之丸出枡形櫓跡（西御門櫓台跡）」

が広島県教育委員会によって調査された。線路敷きの真下に当たっていたが，駅舎が高架式

で建設されることになったため，石垣で築かれた櫓台遺構は調査後，高架下のもとの位置に

再構築し，現在市史跡として保存している。

　新幹線開通後の 1975（昭和 50）年頃から，駅周辺ではビル建築などの都市化が進み，こ

れに伴って周辺駅駐車場や福山城公園の整備が活発に行われるようになった。このような中

で西三之丸にあった広島県立葦陽高等学校が移転し，跡地に文化施設整備の一環としてふく

やま美術館，広島県立歴史博物館の建設が計画され，1985（昭和 60）年，事前発掘調査が

実施された。この結果，藩祖水野勝成の隠居屋敷や家老屋敷跡を囲む「内堀」・「外堀」の石

垣や，「西御門石垣」，「西御門番所跡」，屋敷地内の「土塀」や「庭園」の一部が検出された。

このうち，庭園遺構の一部は県立歴史博物館の植栽内に移築保存されている。

　2005（平成 17）年，高層マンションの建設が急増する中で，東三之丸の藩主御屋形跡の

一部にマンションが建設されることになり，事前調査を行った。この結果，御屋形跡に設置

された「石組暗渠」，「石組水路」や，土塁に伴う「石垣遺構」，「東外堀石垣」が検出され，

絵図（資料編：図 64『福山城三之丸御屋形平面図』参照）に描かれた飛び石遺構と対照す

ることができるなど，旧藩主屋敷の一端が明らかになった。

　2002（平成 14）年，交通事情の変化に対応し，市街地中心部の交通の効率化を目的とし

て福山駅周辺整備の基本方針が策定され，地下送迎場が建設されることになった。これに伴

い，2007（平成 19）年～ 2010（平成 22）年にかけて大手門東側一帯の調査を行った。

　この結果，石垣で築かれた土橋状の「大手門橋 橋台」，「南外堀」，「二重櫓台」，「舟入」，「御

水門」，「御水門前石段」，「土塀跡」など多数の遺構を検出し，福山城の正面玄関となる大手

門一帯の様子を明らかにすることができた。特に，橋台石垣の下から木製橋の脚柱が検出さ

れたことで，土橋が構築される以前の築城当初には，堀幅いっぱいに木製の大手橋が架けら

れていたことが城絵図との対比で考えられるようになった。また，これまで明確でなかった

「舟入」と「御水門」の位置及び規模・構造を明らかにすることができた。

　なお，この調査で検出した「二重櫓台」の一部を福山駅前広場内に復元整備している。（第

35 図‐　）

　以上，主要な福山城周辺調査の成果を概観したが，これまでの調査の結果，地表から失わ

れている福山城関連遺構の大半が，地下には良好な状態で保存されていることが明らかに

なった。今後これらの遺構を保存・保護するとともに，適切な発掘調査を基に整備を行って

34
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顕在化し，活用を図っていくことが課題である。
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第35図　発掘調査位置図

　発掘調査次数表示　※37・38は地図外のため表示していない。

　立会調査次数表示　※5・7・11は地図外のため表示していない。

　太い緑線内は、入川の範囲

　太い赤線は、史跡指定地の範囲　　　細い水色線は、内堀・外堀の石垣ライン　　太い青線内は、城郭の範囲
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次数 年度 調査原因 調査形態 調査結果（()数字は参考文献と対応）

1 1971
山陽新幹線建設（三之丸西御門櫓台

跡）
発掘 調査後再構築し保存（1）（1-2）

2 1977 駅北市営駐車場建設 立会 一部（全長 12m）現状保存（2）

3 1981 国鉄福山車掌区休憩所新築 試掘 堀内に建設（3）

3－

2
〃 ホテル建設 立会 井戸検出，取上げ

4 1985 ふくやま美術館建設 試掘・発掘 石垣地下保存（4）

5 〃 県立博物館建設 〃 遺構検出，石垣地下保存（5）

6 1988 市道西町東深津 1号線改良 発掘 石垣地下保存（6）

7 〃 市営三之丸駐車場建設 試掘・発掘 石垣一部地下室で公開

8 1989 伏見櫓南側歩道建設 立会 築城当時石垣現状保存

9 1990 福山城東側公園整備 試掘 石垣基礎部検出，地下保存（6）

10 1993 人権平和資料館建設 〃 遺構無　

11 1995 個人住宅 〃 石垣地下保存

12 〃 福山市営競馬場駅前場外発券所増設 立会 遺構無（7）

13 1996 個人住宅 試掘 入江石垣ライン確認・消滅（8）

14 〃 個人住宅 〃 遺構無（8）

15 1997 福山城公園整備（噴水公園） 〃
内堀北端確認，地下保存

地表石垣ライン表示

16 1996 貸店舗建設 〃 石垣確認，地下保存（8）

17 1996 ふくやま文学館建設 〃 遺構無（8）

18 2000 福山城公園整備（便所改築） 〃 遺構無

19 1999 事務所建設 立会 石垣地下保存（9）

20 〃 マンション建設 試掘 遺構無（9）

21 2001 ホテル建設 〃 遣構無（10）

22 〃 福山城公園整備（植栽修景） 〃 井戸確認，現状保存（10）．

23 〃 マンション建設 〃 遣構無（10）

24 2002 マンション建設（旧びんご荘跡） 〃 堀内に建設，遺構無（11）

25 2003 個人住宅 〃 慎重工事依頼，地下保存（12）

26 〃 マンション建設 〃 堀内に建設（12）

27 〃
伏見町・宝町・笠岡町・御船町都市

計画道路改良
立会 石垣，可能な限り地下保存

第11表　福山城跡　主要発掘調査個所一覧表

※試掘・確認・発掘等の区分は調査実施当時による。
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28 2004 マンション建設 試掘 遺構無

29 2005 福山駅南口地下駐輪場建設 〃 遺構無

30 〃 マンション建設（丸之内）　 試掘・発掘 外堀石垣（13）

31 2007
福山駅前広場整備（地下送迎場）

試掘 外堀石垣・円形土坑

（第 1次） 外堀北側石垣

32 〃 電気配線 試掘 記録し ,現地保存（17）

33 〃
福山大学社会連携研究推進センター

新築
試掘 遺跡無（15）

34 2008 福山駅前広場整備（地下送迎場） （第 2次）
二重櫓跡（一部復元整備），舟入，

御，水門跡関連遺構等検出（16） 

35 〃 福山駅前広場整備に伴う支障移転 立会
外堀石垣遺構検出，配管上部に復

元（17）

36 2009 福山駅前広場整備（地下送迎場） （第3－1次）
通路遺構・木橋脚跡・明治以後石

垣検出（18）

36 －

2
〃 〃 （第3－2次）外堀石垣検出（18）

37 〃 元町交通安全事業地区一括統合補助 立会
天下橋基礎・大正末～昭和初期溝

記録保存

38 〃 電線共同溝整備 立会 天下橋基礎検出，地下保存

39 〃 福山駅前広場整備（地下送迎場） （第 4次） 外堀石垣・大正末以後石垣（18）

40 2010 〃 （第 5次） 外堀掘底（19）

41 〃 福山駅一部改修計画 確認 柱穴・石垣痕跡・石垣（20）

42 〃 福山城受電施設整備 〃 裏込め石掘方・裏込め石（20）

43 2012 福山駅一部改修計画 〃 遺構無（21）

44 2013 建物除却・駐車場建設 〃 入江右岸石垣・築切南岸石垣（23）

45 2014 駐車場建設 〃 遺構無

46 2008 ホテル建設 確認 西外堀内側石垣（17）

47
2014 ～

2015
ホテル建設 発掘 西外堀内側石垣（25）

48 2015 史跡内毀損 発掘 本丸西石垣劣化状況（24）

49 〃 公共下水道 確認 遺構無（24）

50 〃 史跡内毀損 発掘 本丸伏見櫓石垣劣化状況（24）

51 〃 　　〃 〃 二之丸切岸劣化状況（24）

52 2016 給水管敷設・撤去 確認 城下町跡？

53 〃 史跡内毀損 発掘 切岸復元

※試掘・確認・発掘等の区分は調査実施当時による。
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第11-2表　福山城跡　立会調査等一覧表

※試掘・確認・発掘等の区分は調査実施当時による。

次数 年度 調査原因 調査結果 備考

1 2006 マンション建設 遺構：堀　　　外堀外側石垣は南道路下 確認

2 2010 個人住宅 遺構：堀内　　　　　　 ―

3 2011 マンション建設 遺構：堀内　　　　　　 ―

4 2012 水道敷設
遺構：東外堀内側石垣，東外堀外側石垣盛土

（22）
―

5 〃 道路改良 近代以降の溝（23） 舟入

6 2013 水道敷設 石炭ガラ埋土 ―

7 〃 道路改良 戦災（空襲）や区画整理事業に伴う整地土 入川

8 〃 その他開発（駐車場） アスファルト・砕石等カク乱土 ―

9 2014 道路改良 大幅な地形改変のため，遺構無 ―

10 〃 店舗併用住宅 表土・整地土内 西外堀外側石垣は西道路下 ―

11 〃 道路改良 戦災（空襲）や区画整理事業に伴う整地土 入川

12 〃 水道敷設 既存掘削範囲内 ―

13 2015

合石・飼石欠落・盛土流

出による石垣天端石の固

定

二之丸南石垣の劣化状況（24）

―

14 〃 土砂流出 史跡福山城跡二之丸切岸の劣化状況（24） ―

15 〃 ガス管敷設 アスファルト・砕石等カク乱土 ―
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（25）福山市教育委員会　『福山城跡』－（仮称）福山駅前ビル新築工事に伴う発掘調査報

　　　告書－ 2016（平成 28）年

○大手門東側の遺構（福山駅前広場整備工事に伴う発掘調査報告書より）

第36図　二重櫓台石垣

第38図　大手橋の橋台

第37図　御水門前石段

第39図　大手橋の橋台下で検出された木橋脚柱

（城外方面）

（大手門方面）
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【史跡内の石垣調査】

　〇調査の目的

福山城は常興寺山を三段に切り盛りし北面を除き全ての段を石垣で築いている。現在は明治

の廃城後の改変によって，本丸及び二之丸の石垣が残っている。

　本調査は，現在残されている石垣については築城時から現在までの修築記録が無く石積み

の時期が不明であるため，築城当初またはそれに近い時期に積まれたものと思われ，石垣の

残存状況を把握し，今後の石垣の保存整備に向けての基礎的判断材料となる資料を作成する

ものである。

〇調査の方法

　調査は，2017（平成 29）年 3月に実施した。調査の方法としては，まず石垣の「折れ」から「折

れ」までを 1面とし，史跡指定地内の 154 面を概観し福山城の標準的な石垣を検討した。そ

の後１面毎に積み方や石材の加工，改変の痕跡などを目視にて確認し，築城当初またはそれ

に近い時期に積まれたものと思われる石垣の残存状況の把握を行った。

〇石積時期の推定

　調査を通じて見た史跡福山城跡の石垣の特徴と石積時期については次のとおりとする。

石材

　石材は，わずかに自然石を含むものが見受けら

れるが，ほぼすべてが「割石」となる。「割石」

は矢穴痕が見受けられる石材と，矢穴痕が見受け

られず，玄翁で叩き割ったような石材がある。天

守台や伏見櫓台，筋鉄御門などの隅角部では極め

て「切石」に近い石材を使用する。

　また，石材の主流を成す花崗岩には鉱物粒子の

粗いものと細かいものが混在しており，産地の違

いを示す可能性が高い。

　なお，「○に大」や「井
い げ た

桁」などの刻印が刻ま

れた石も点在する。（第 40 図）

第40図　　刻印

 

加工

　ほとんどが割肌を見せる石材の中で，天守台や伏見櫓台，筋鉄御門，二之丸隅角部など一

部の石垣の石材表面に「斫
はつ

り」を掛けて仕上げている。その中でもノミを用いて細かい打ち

欠きを行う，「斫り仕上げ」が多く見られたほか，「すだれ仕上げ」との中間のような加工も

見受けられた。
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積み方

　福山城の石垣は，「打
うちこみはぎ

込接」の「乱
ら ん づ

積み」（第 41 図）と，「布
ぬ の づ

積み」（第 42 図）に大別され

る。城内のほとんどの場所で，反りを持つ隅角部から一定程度「布積み」となって，築石部

の途中から「乱積み」となる場所が多く見受けられた。一方，天守台や本丸並びに二之丸南

面の石垣は，ほとんどがある程度石材の規格が統一され，横に目地の通る「布積み」である。

　隅角部は「算
さんぎづみ

木積」で，その石材の加工も斫りを施し，長辺が短辺の 3倍ないしは 3倍近

くと完成度の高い「算木積」である。

第41図　乱積み

第44図　天守台西側

第45図　算木積

第42図　布積み　 第43図　布積み崩し

○城内各石垣の状況

　次に上記の特徴等を踏まえて各石垣の状況についてまと

める。

天守周辺

　天守周辺は，天守を囲うように低い石垣と土塀による天

守曲輪と，その中に独立したかたちで天守が建つ。

　天守台石垣は，1945（昭和 20）年の戦災で熱を受けて

いるが，天守台外側石垣はほぼそのまま残っている。内

部の穴蔵部分は再建時の積み直しと考えられる。これは

1966（昭和 41）年の復興天守建築時の写真（第 46 図）か

らも見て取ることができる。

　石積の工法について見ると，築石部は「割石」の「布積

み崩し」（第 43 図）で，隅角部は完成度の高い「算木積」

（第 45 図）である。全体として築石や隅石の表面の加工は

丁寧に斫りが施されている。

　天守曲輪の石垣は南面及び西面の外側は，それぞれ後世

において積み直しが行われており，築城時の石垣は見られ

ない。また，北面の内側は隅角部及び石垣両端部にのみ築

城時と思われる積み方が見られる。東側については後世の

積み直しと思われる。
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本丸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本丸の内側の石垣は，北側・西側・南側と東側の鏡櫓の基礎部分に見られる。

　北側の石垣は天守曲輪から棗木御門へと続くものであるが，明治期の陸軍による門周辺の

虎口の改変がなされており石垣もその時に積み直されている。

　西側は，北端付近については棗木御門周辺の改変により積み直されたものと思われ，中央

部分の合坂奥の石垣 2箇所に築城当時のものと思われるものが残されている。また，それ以

外についても隅角部を除き築城当時の石垣が残る。荒布櫓より南については積み直しや崩落，

石材の抜き取りなどで旧形を留めていない。人質櫓周辺については後世に改変が行われ，積

み直されている。また，鐘櫓周辺も櫓改修に伴うものか積み直しが見られる。

　本丸内側の西側の南端である伏見櫓周辺については築城当時と思われる石垣が残る。筋鉄

御門の内外側の石垣は特に丁寧な積みや石材の加工が見られる。「割石」の「布積み」であるが，

石材は「切石」に近く，端部や表面に丁寧な斫りが施されている。本丸内側の南側及び東側

鏡櫓基礎部分は全て積み直されたものである。

　本丸の外側は東西南北に 6 ～ 8m ほどの高石垣が巡っている。ほぼ全て築城当初またはそ

れに近い時期に積まれたものと思われる石垣が残っており，ここに見られる石垣は福山城の

石垣の標準的なものである。（第 47 図）

　石材の加工は「割石」で積み方は「布積み」または「乱積み」である。しかし「布積み」といっ

ても横目地を通すことを意識はしているものの，乱れる箇所も見られるなど「布積み崩し」

となるものも多い。石垣の両端，隅角部に近い部分は「布積み」となるが，中央部になると

乱れる場合がある。また，南側や伏見櫓，筋鉄御門周辺は天守台と同じく石材の加工や積み

方も特に丁寧にされている。特に筋鉄御門の石垣は，築石の「面」や端部は「切石」に近く

加工され間詰めも少なく「切込接」に近い。

　第46図　天守台古写真(復興前) 第 47図　本丸外側の北側石垣
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第48図　二之丸南面石垣

二之丸

　二之丸の石垣は基本的に二之丸を取り囲む外側の石垣である。

　北側を除く西・南・東の三面が石垣である。西側の石垣は天端の 1～ 3段を除き築城当初

のものかと思われる。「割石」の「乱積み」である。神辺一番櫓の石垣は築城当初またはそ

れに近い時期に積まれたものと思われ，これに続く石垣には一部に改変が見られる。

　南側の石垣は西半分が市道と JR 福山駅により消滅しているが，東半分の石垣は「割石」

の「布積み崩し」で石材の加工も丁寧である。おそらく築城当初のものと思われる。しかし，

1945（昭和 20）年の空襲では隣接して建てられていた民家が火災となり，その時の被熱に

より築石の表面が変色・剥離して角が取れて自然石のように丸くなっている。（第 48 図）

　東側については，南半分は築城当初または

それに近い時期に積まれたものと思われ，「割

石」の「乱積み」である。南側と同じく被熱

による剥離が見られる。中央部は後世に民家

が建てられた際の改変を受けており，築城時

の石垣は見られない。福寿会館への通路から

北側については，天端から 3段程度は積み直

しされており， 北半分は改変を受けている。

築城当初と思われる石垣については「割石」

の「乱積み」である。　　　　　　　　　　

　　　　

石垣調査のまとめ

　今回の調査目的は，福山城において築城当時の石垣がどの程度残存するかを明らかにする

ことである。上記の調査結果から築城当時あるいはそれに近い時期に積まれた石垣は「割石」

による「打込接」の「布積み」と「乱積み」，隅角部は完成度の高い「算木積」であると考

えられる。そしてこれらは後世の公園化や空襲による被災などがあり改変著しい部分が存在

するものの，天守台，本丸，二之丸を中心にほぼ築城当時の石垣が現存していることが判明

した。

　また，築城当時の石垣でも，天守台や虎口周辺，二之丸南向きの石垣はことのほか丁寧な

加工による構築が行われており，構築場所によってその様相が大きく異なっているというこ

とも判明した。福山城は天守や櫓・門，内堀・外堀など南側からの眺望を重視した構えとなっ

ており，南面を中心に西及び東面の各段を総石垣の造りとしている。特に「大手御門～鉄御

門～伏見櫓下～筋鉄御門～本丸」という主要登城のルートで現存する二之丸南面から伏見櫓

下・筋鉄御門の石垣（第 50 図，第 51 図），そして天守台は，人の出入りがあり目立つ場所

であることより意識した造りとなっている。これは主要部を中心に数多く配置された櫓や櫓

門といった重要な建造物とともに石垣もこの城の威容を示す仕掛けとして造られたことを示

すものである。



70

第49図　石垣総延長に対する石積時期別の割合

　今後は，各石垣の破損の状況とその要因，危険度の把握に努め，修理を必要とする石垣の

抽出を行う。それとともに石垣一面一面の測量・図化を行い，破損の状況を含めた現況の記

録を保存（石垣カルテの作成）し，定期的に状況の変化を確認する（モニタリング）。そし

てこれらを基に石垣の整備計画を検討し，整備事業を計画的に実施することが望まれる。

第50図　伏見櫓の石垣 第51図　筋鉄御門の石垣（背面）

A
B

C
D
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【史跡内の植生調査】

　福山城跡では福山市によって，これまでに

少なくとも 2回の樹木調査が行われている。

それらは，「福山城公園樹木調査表」( 福山

市建設局都市部公園緑地課資料，1983（昭和

58）年 3 月現在）と，「史跡福山城跡及び周

辺保存整備について（答申）」（史跡福山城跡

及び周辺保存整備計画検討委員会，1990（平

成 2）年）の中の，「福山城跡の植生第一次

調査報告書」で，後者にその概要がまとめて

報告されている。

　これらの調査結果によると，樹種は，1983

（昭和 58）年時点では 118 種類，1990（平成

2）年時点で 140 種類を数える。1990（平成 2）

年調査の際の樹種の中で，最も多いのがクロ

マツであり ,次にサクラ類であった。(第 12

表参照）　

　築城当時，あるいは福山城が城として機能

していた時期に植樹されていたと考えられる

第12表　1990（平成2）年 1月～ 2月の

調査における樹木数

植物名 本数

クロマツ 277

サクラ類 252

クスノキ 145

カイヅカイブキ 99

クロガネモチ 72

モミジ類 64

ニセアカシア 53

アラカシ 41

エノキ 27

サルスベリ 24

ウバメガシ 24

アオギリ 22

トベラ 21

イヌマキ類 21

シュロ 21

ネズミモチ 18

スギ 17

ヒマラヤスギ 16

アカマツ 14

サンゴジュ 14

イチョウ 13

プラタナス 13

ケヤキ　 11

合計 1279

のがマツである。これは，松脂を取るために，植えられたもので，戦国時代以降，城郭の植

樹として広く認知されている。城によって違いはあるが，葉が生い茂り，城の見通しを遮る

目的で，スギやタケといったものも植樹された。

　元の城の景観には関係ないが，近代になって積極的に植樹されたものにサクラがある。“桜

の名所”といえば，「〇〇城」という例を挙げれば枚挙に暇がない。日本人の趣味嗜好に合致し，

花見の季節になると，多くの観光客を呼び込む。実際に，史跡福山城跡でも積極的にサクラ

を植樹している。

　このような状況を考慮しつつ，史跡福山城跡の樹木調査を行った。

　

今回の樹木調査について

1.　2016（平成 28）年 12 月中旬から翌年 6月にかけて調査した。

2.　草本類はもとより除外した。

3.　樹木の生育は複雑で，およそ 130cm より下の高さから枝分かれしているものは，それぞ

　　れに 1 本，2 本と数えるが，煩雑になるため , 今回は枝分かれしていても，まとめて 1

　　本と数え，備考に「〇本」と記した。

4.　モクセイやカイヅカなどまとまっているのは群として数えた場所もあり，名称に表記し

　　ている。



72

5.　福山市建設局都市部公園緑地課の前回（1983（昭和 58）年）の樹木数の調査を参考に

　　したが，今回の調査に当たっては，前回の調査以降伐採されたものや新規に植樹された

　　ものが混在しており，同定は困難であった。そのため樹木の位置については，新たに「仮

　　1」番から番号を付与し，本丸に位置する樹木は緑の〇，二之丸に位置する樹木は赤の〇

　　で樹木分布図にマークした。

6.　表は樹高を H，幹周りを周径，枝ぶりを W として計測した。群で計測したところは，　

　　L( ライン ) として全体の幅を計測するか，同じような大きさの樹木は代表を１本だけ

　　計測した。

7.　三蔵稲荷神社と福寿会館は除いた。

(※樹木分布図 ,調査表は資料編参照 )

第52図　三角法に基づく樹高測定

樹木測定方法

1．樹高 (H) については，クリノメーター  

　及びレーザー測距機を使用した。

　下図のように，水平距離をレーザー測

　距機で測定し，仰角と倫角をクリノ　

　メーターで測定して計算で求めた。

2．枝ぶり (W) については，レーザー測

　 距機で測定した。

3．周径については，地面からおよそ　

　 130cm 程度の高さをダイヤメーター     

　で測定した。

4．樹木の位置については，相対的な位置を目視で確認して地図に落とした。

5．樹種の同定については，植物学の専門家の協力を仰いだ。

第53図　樹高測定の様子 第54図　周径測定の様子
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樹木調査のまとめ

　今回およそ 800 本の樹木について調査を行った。調査した樹木については，樹木調査表（資

料編参照）にまとめた。今回，最も多かった樹種は，サクラ，マツで全体の過半数を占める

(第 56 図 )。この点については，前回の調査と同じ結果となった。サクラについては苗が多

く見受けられ，枯れるなどして伐採した箇所に新たに苗を植樹している。次いで，クスノキ，

クロガネモチ，エノキとなる。

　樹木の生育状況は福山の温暖な気候を反映してか，ことのほか良く，マツなどは良好に成

長しており，場所によっては石垣や筋鉄御門などの建造物を圧迫するほどである。マツは戦

後の植樹を考えると，樹齢 50 ～ 60 年で，大きくなるのは比較的早いが，長寿の木ではない。

筋鉄御門の西側前面のマツなどは，傾倒しているうえ，枯れ始めており，早急な対応が必要

である。また，本丸などのマツは成長著しいためにやや過植ぎみで，間引いた方が良い。サ

クラも植樹の際には，十分な間隔が空けられていたが，成長とともに過植になることが予想

される。二之丸のツツジ，サザンカも人の背丈を超えて驚くほど生育しており，もはや寄植

えや生け垣の域ではない。

第55図　樹種同定の様子 第56図　史跡福山城跡樹種別割合

今後の問題

　『史跡福山城跡及び周辺保存整備について(答申)』「福山城跡の植生第一次調査報告書」で，

今後の問題について，「築城当時の植生を予想して樹木の育成をはかるのか，時代と共に変

化するいわゆる公園樹を主として育成するのか」と述べられている。ここに，史跡整備のジ

レンマが浮き彫りになる。築城当時の植生を育成するか，現在，需要のあるサクラなど観賞

用園芸品種の植生にするかについては，新たに植樹する際検討が必要である。

　しかし，史跡福山城跡は，今回の調査でもサクラの植樹をこれまで積極的に行ってきてお

り，既に当時の植生の状況とは大きく異なる状況である。また，大きすぎる生け垣や，見通

しを遮る植生は，安全上の理由から今後伐採することはやむを得ず，放置すれば石垣崩壊の

危険性があるような，石垣を圧迫する樹木についても伐採を検討していく必要がある。
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②　史跡の保存整備状況

　1966（昭和 41）年の市制施行 50 周年記念事業として行われた天守，月見櫓の復興，御湯

殿の復元を契機に，1967（昭和 42）年には第一次福山城跡整備計画の検討委員会が開かれ，

その後，史跡の修理・修景などの整備が行われた。

　以下は，1967（昭和 42）年以降の史跡整備の一覧である（第 57 図，第 13 表）。

第57図　史跡整備位置図
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第13表　史跡福山城跡及び周辺整備実施事業一覧

設置・改修等

図位置 エリア 設置・改修箇所 実施年 実施内容

1 本丸 天守東南側 1967（昭和 42）
旧多門櫓様式に建築，内部を管理事務所及び便所とし

て使用

2，3 本丸 伏見櫓，筋鉄御門 1967（昭和 42）防災設備

4 本丸 本丸御殿跡
1967-1968 

（昭和 42-43）

旧本丸御殿跡の礎石を旧態の様に表現し，この区域を

芝生及び砂利敷とし若干の潅木類の植栽によって仕上

げる

5 本丸
東側及び南側の 

石垣上

1967 ｰ 1975 

（昭和 42-50）
土塀様式の保護塀設置

6 本丸
伏見櫓ｰ筋鉄御門ｰ 

御湯殿ｰ月見櫓の間
1968（昭和 43）保護塀設置

7，8 本丸 東及び西北の本丸入口 1969（昭和 44）冠木門を設置

4 本丸 本丸御殿跡
1969 ｰ 1971 

（昭和 44 ー 46）

本丸広場の姿を，往時の建物跡には芝を付し，庭園跡

には植栽し既補助事業として施行した箇所に準じて本

丸全面を緑化する

9 本丸 池 1972（昭和 47）池の水に循環浄化装置を設置

10 本丸 鐘櫓 1973（昭和 48）崩壊のおそれのある鐘櫓下の石垣と共に旧態に修復

11 本丸 鏡櫓 1973（昭和 48）
鏡櫓の外観復元。外観は往時の姿を復元し内部は文化

財の展示に使用

10 本丸 鐘櫓
1978 ｰ 1979 

（昭和 53 ｰ 54）
鐘櫓の修復整備

10 本丸 鐘櫓 1979（昭和 54）旧多門櫓の形態を再建

2 本丸 伏見櫓 1979（昭和 54）伏見櫓三層西側の外壁漆喰壁補修（約 1㎡）

3 本丸 筋鉄御門 1983（昭和 58）筋鉄御門の門扉の鋲等飾金具の補修

2 本丸 伏見櫓 1984（昭和 59）伏見櫓三層東側小窓下の漆喰壁の補修（約 1㎡）

12 本丸 棗木御門北側 1985（昭和 60）
棗木御門北側石垣の崩落に伴う修理（長さ 9m，高さ

5m）

2 本丸 伏見櫓 1987（昭和 62）
伏見櫓の自動火災報知機設備改修と伏見櫓避雷設備改

修

3 本丸 筋鉄御門 1987（昭和 62）筋鉄御門の自動火災報知機改修と伏見櫓避雷設備改修

13 本丸 御湯殿 1987（昭和 62）御湯殿の自動火災報知機と伏見櫓避雷設備改修

3 本丸 筋鉄御門 1992（平成 4）
筋鉄御門門扉を一旦取り外し，軸摺位置に 9 ㎝の座金

を設置

13,14,
15

本丸 天守・月見櫓・御湯殿 1997（平成 9） 天守・月見櫓・御湯殿の前に説明板設置

14 本丸 天守・付櫓 1998（平成 10）天守・付櫓の老朽化した屋根瓦・下地の修理

11 本丸 鏡櫓 1999（平成 11）鏡櫓の剥離した東側破風壁及び西側庇の瓦及び壁修理

4 本丸 本丸御殿跡 2002（平成 14）本丸御殿跡の芝生立ち入り規制のための注意板設置

16 本丸 城北側上り口 2002（平成 14）水銀灯と電線引込み柱を設置

11 本丸 鏡櫓 2003（平成 15）鏡櫓軒先鼻の漆喰改修

2 本丸 伏見櫓 2005（平成 17）台風 23 号による瓦屋根と壁面の毀損部分の修理

2 本丸 伏見櫓 2005（平成 17）
台風毀損部分以外の外壁及び軒裏地の劣化，毀損瓦の

改修

2，3 本丸 伏見櫓，筋鉄御門周辺 2006（平成 18）伏見櫓等の重文建造物周辺にある火災防止注意札改修

10 本丸 鐘櫓 2006（平成 18）鐘櫓の自動鐘撞き装置へ電カ供給する設備の修理

13 本丸 御湯殿 2006（平成 18）御湯殿北側の屋根修理

17 本丸 本丸北側 2007（平成 19）
城北側棗木御門から本丸に通じる園路の補修（長さ約

20m）
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図位置 エリア 設置・改修箇所 実施年 実施内容

18 本丸 本丸東側多門櫓 2010（平成 22）
本丸東側多門櫓（管理事務所〉の南に受電施設を設

置

7・8 本丸 東・西北の本丸入口 2011（平成 23） 北坂門，東坂門の修理

14 本丸． 天守 2012（平成 24） 天守消防設備埋設水道菅の改修

2 本丸 伏見櫓 2013（平成 25）
伏見櫓他重文建造物消火栓設備（送水管長さ約 340

ｍ他）の改修

1，14 本丸 天守，多門櫓 2015（平成 27）
小天守から多門櫓（管理事務所）まで．総延長約 30m

の空調設備電線管敷設

19 ニ之丸 天守北側下段 1967（昭和 42） 元天守礎石の保存施設を設置

20 ニ之丸
鐘櫓西北側小段一帯，西

側下段
1968（昭和 43） 鳥類（孔雀園）・小動物舎設置

21 ニ之丸 上記小動物舎南側 1968（昭和 43） 植栽

20 ニ之丸
鐘櫓西北側小段一帯，西

側下段
1970（昭和 45） 鳥類（孔雀園）小動物舎設置

22 ニ之丸 東側中段広場（児童公園）1971（昭和 46）
樹木，地被類の補植，園路，排水施設の改修等を行

う

22 ニ之丸 東側中段広場（児童公園）1974（昭和 49） 四周に植栽して自由広場として整備

23 ニ之丸 東坂北側沿の下段東側 1974（昭和 49）
地盤を整理の上，花壇設置及び植栽し，園路並びに

休憩施設を設けて整備

24 ニ之丸
公園東入口から本丸へ上

る在来の園路
1974（昭和 49） 側溝の一部補修整備

25 ニ之丸 神辺二番櫓跡 1974（昭和 49） 植栽修景の上その標示をする

26 ニ之丸 神辺三番櫓跡 1974（昭和 49） 植栽修景の上その標示をする

27 ニ之丸 伏見櫓西，西南側 1974（昭和 49） 芝生及び植栽によって修景

28 ニ之丸 上記鳥類舎西側 1975（昭和 50） 危検防止柵設置

49 ニ之丸 東側小段一帯
1975 ｰ 1980 

（昭和 50 ｰ 55）

花壇設置及び植栽し園路並びに休息施設を設けて整

備

29 ニ之丸 東南部
1975 ｰ 1980 

（昭和 50 ｰ 55）

サクラ園として現存のサクラを主体とする植栽地域

とし ,園路を設ける。順次植樹，ベンチ設置

30 ニ之丸 東上り盾御門北 1977（昭和 52） 水野勝成銅像建立。（市制施行 60 周年寄贈）

31 ニ之丸 人質櫓西 1977（昭和 52） 阿部正弘銅像建立。（市制施行 60 周年寄贈）

23 ニ之丸
東坂北側沿の下段 

（2箇所）
1977（昭和 52） 雑草木繁茂箇所は花木を植栽して整備

21 ニ之丸 鐘櫓西側
1977-1978 

（昭和 52-53）

小動物並びに鳥類飼育の場の南側は散策の場とし，

順次植栽

20 ニ之丸 鐘櫓西北側小段一帯 1981（昭和 56） 植栽して修景

32 ニ之丸
福山城北側の 

用水堀
1987（昭和 62）

福山城北側の用水堀の水がよどみ，汚水化している

ので，床面を長さ約 180 ｍ，深さ平均 30 ㎝掘り浚渫

する

33 ニ之丸 ニ之丸西側 1988（昭和 63）
西側二之丸法面を保護するため，丸木材で仮設階段

（幅 6m，長さ 65m）を設置

34 ニ之丸 南側 1988（昭和 63）

福山城 JR 駅舎から福山城への登り口石垣の一部を復

旧する。 

併せて，福山城南側の市道西町線東深津線の道路改

修工事を行い歩道を新設する

35 ニ之丸 北側 1989（平成元） 三蔵稲荷神社北側道路の下水管改修（長さ約 108 ｍ）

36 ニ之丸 伏見櫓下園路 1989（平成元）
石畳で舗装し，園路周辺を芝生及び植栽によって修

景

37 ニ之丸 北東部 1995（平成 7）
史跡福山城跡二之丸北東部石垣（福寿会館上り口の 

崩落石垣）修理（長さ 7.4 ｍ・高さ 1,5m）

46 ニ之丸 北東部上り坂 1996（平成 8）
史跡福山城跡二之丸北東部上り坂整備。二之丸北東

部上り坂へ石段手摺設置（長さ約 20 ｍ× 2列 )

27 ニ之丸 神辺一番櫓地域の整備 1999（平成 11） ウバメガシ・芝生の植栽による土砂流失防止整備

22 ニ之丸 ニ之丸東南 1999（平成 11） 児童遊技場の崩落石垣と安全柵の修理

38 ニ之丸 ニ之丸西側 2002（平成 14） 既設水銀灯に電力供給するための電柱を 1本設置
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図位置 エリア 設置・改修箇所 実施年 実施内容

39 ニ之丸 福寿会館 2003（平成 15）
福寿会館等の内外壁 ･縁側 ･床の補修，建具調整

修理，雨樋改修

40 ニ之丸 二之丸北側 2004（平成 16） 北側公園通路の深夜通行止めに伴う車止めの設置

23,46 ニ之丸 ニ之丸東下段 2005（平成 17） 劣化した二之丸東下段の登□路面の修繕

41 ニ之丸 乾櫓周辺 2006（平成 18） 城北側の乾櫓跡周辺の路面整備

42 ニ之丸 ニ之丸西南 2007（平成 19）
神辺二番櫓下から西腰郭門に至る園路の補修（約

56m）

30 ニ之丸 東上り盾御門跡北 2007（平成 19）
ニ之丸に設置された水野勝成の銅像の清掃・腐食

防止処理

31 ニ之丸 人質櫓西 2007〈平成 19）
ニ之丸に設置された阿部正弘の銅像の清掃・腐食

防止処理

39 ニ之丸 福寿会館 2008（平成 20） 福寿会館空調設備の劣化・容量不足による交換

39 ニ之丸 福寿会館 2008（平成 20）
福寿会館内の老朽化した休憩所及び西茶室門屋根

の葺替え

43 ニ之丸 福寿会館東側 2008（平成 20） 福寿会館東側の排水管の改修（長さ約 25m）

44 ニ之丸 福寿会館登り坂 2008（平成 20） 福寿会館登り坂へ手摺りを設置（長さ約 80m）

39 ニ之丸 福寿会館 2009（平成 21）
福寿会館西茶室北側の雨水排水管の改修（長さ約

11m）

45 ニ之丸 南側 2009（平成 21）
伏見櫓東から筋鉄御門までの路面の修復（長さ約

25m）

35 ニ之丸 二之丸北側 2009（平成 21）
三蔵稲荷神社北側道路の上水道配水管布設替え

（長さ約 60 ｍ）

39 ニ之丸 福寿会館 2010（平成 22） 西茶室檜皮葺屋根改修

46 ニ之丸 ニ之丸東側 2010（平成 22）
ニ之丸東側下段の東上り盾門前園路の補修（約

19m）

36 ニ之丸 ニ之丸南側 2010（平成 22） ニ之丸南側伏見櫓前園路（約 14m）の補修

47 ニ之丸 ニ之丸北側 2010（平成 22） ニ之丸内北側の便所改修

48 ニ之丸 二之丸西側 2011（平成 23）
ニ之丸西側上段から下段へ通じる園路の路面修復

（長さ約 33m）

35 ニ之丸 二之丸北側 2014（平成 26）
三蔵稲荷神社北側道路のガス管（長さ約 60 ｍ）

改修

35 ニ之丸 ニ之丸北側 2015（平成 27） 三蔵稲荷神社北側道路の舗装修繕（長さ約 60m）

39 ニ之丸 福寿会館 2016（平成 28） 福寿会館本館南側檜皮葺替え，（総延長約 28m）

参考文献： 「史跡福山城跡及び周辺保存整備について（答申）」　史跡福山城跡及び周辺保存整備検討委員会　l990（平成2）年　 

　　　　　福山市文化財年報 14 号～ I7 号，20 号～ 22 号，25 号～ 29 号，32 号～ 46 号 

　　　　　現状変更関係書（1989（平成元）年度，1990（平成２）年度文書） 

　　　　　銅像汚損除去及び腐食防止業務委託関係書（2007（平成 19）年度文書）   
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第Ⅲ章　史跡福山城跡の本質的価値と構成要素

第１節　本質的価値の明示

（１）史跡の本質的価値の明示

　福山城の史跡指定理由では，「山陽道を扼し，西国の鎮衛として重んぜられたところであっ

た。江戸時代における大名の布置を見る上に重要であり，かつ主要部はよく旧態をとどめ城

郭史上価値ある遺跡である。」と総括されている。指定後，50 数年を経て，指定以降に明ら

かになったことも含め，福山城の特徴を改めてまとめる。

①　日本城郭の最高到達点に位置する巨大な城

　福山城は備後国 ( 広島県東半部 ) の南東部 10 万石を治める城であったが，その城郭構成

は五重天守と 5 棟の三重櫓，16 棟の二重櫓があり，本丸のほぼ全周と二之丸の一部を取り

巻く多門櫓は，総延長が 291 間 ( 約 570 ｍ ) 余りにも及び，全国有数の城郭 (大阪城・名古

屋城・江戸城などの幕府系の大城郭や熊本城・姫路城に次ぐもの )であった。

　このような大規模な城であった理由は，備後国の西には 42 万 6 千石の浅野氏の居城する

広島城があり，東には 31 万 5 千石の池田氏の居城する岡山城が位置していた中で，関ケ原

合戦以降，西国に置かれた初めての譜代大名であったことから，水野勝成には西国の有力外

様大名のまっただ中に派遣された幕府の監察官という使命があった。このため，山陽地方の

有力外様大名が築いた大城郭に引けをとらない威厳を示す必要があったためである。

　しかし，城の背面である北側は，堀は全くなく，石垣も低くて二段しかなかった。本丸北

寄りに建てられた天守の背後は，城外の丘陵が間近に迫り，背面側の防備は南正面とは対照

的に全くの無防備であった。そうした点からすれば，福山城は実際に戦うために築かれた城

ではなく，幕府の権威を外様大名に見せつけ，反乱の抑止を目的とする城だったといえる。

限られた築城経費で最大限の抑止効果を発揮できるように，外様大名が目にする正面側に石

垣・堀・城郭建築を集中させたのである。元和の泰平の世の永続が築城目的だったとみれば，

費用対効果の観点からしても日本城郭の最高到達点に位置する城と評価されるのである。

　

②　山を造成した三段の総石垣

　福山城は幕府から助成を受け，大々的に普請が行われた。山を完全に造成して三段の石垣

で ( 現状では最下段は埋没 )，あたかも人工的な山として築き直し，そこを雛壇状に本丸・

二之丸として数多くの櫓や城門を建て並べた。三段の石垣で構成される平山城は，江戸時代

の軍学では「一二三段」と呼ばれ，最も望ましい城の形態とされていた。一二三段の石垣と

おびただしい数の櫓や城門を建て並べた往時の威容は，日本三大平山城に比肩しうるものと

考えられる。

　明治以降に埋め立てられて現存しないが，当時，城の正面側 (東・南・西面 )には，内堀

と外堀という二重の水堀を巡らせ，厳重に作られていた。内堀と外堀の間が三之丸である。
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通常，外様の大城郭でも三之丸は石垣で作らず，土居 (土塁 )のままにしておかれるが，福

山城では三之丸も石垣で築かれており，その壮大さには驚かされる。

③　伏見櫓等の現存建物遺構の希少性・貴重性

　福山城には天守，御殿を始めとして数多くの建物が密集して建てられていたが，藩主の交

代や明治維新後の城郭建造物の払い下げ，太平洋戦争の戦災などによってその多くは失われ

た。しかし，災禍をくぐり抜けてきた伏見櫓と筋鉄御門は国の重要文化財に，鐘櫓は市の重

要文化財に指定され，現存する石垣とともに往時を十分しのぶことができる。本丸の南西隅

に現存する伏見櫓は，福山城築城に際して勝成が幕府から拝領した伏見城の建物の一つであ

る。

　伏見城は豊臣秀吉の命令で築かれ，関ケ原の戦いの直前に西軍に攻められて落城焼失し，

徳川家康の命令で再建された巨大城郭であった。いわば国政を執り行った城であった。伏見

城の廃城にともなって，二条城・大阪城・江戸城などへ建物が移築 (櫓は伏見櫓と呼ばれた )

されたが，福山城へ移築された建物は，二条城へ移築された天守に次ぐ格式のもので，福山

城を幕府が重要視していたことが分かる。

　その二階の梁に「松ノ丸ノ東やく□ ( 松の丸の東櫓 )」という刻銘があり，伏見城松の丸

から移築されたことが明確である。全国に伏見城の遺構と伝えられる建物が多数所在してい

るが，確実なものはこの伏見櫓だけである。

　伏見櫓は三重三階の大型の櫓で，他城の三重天守に匹敵する規模がある。細長い平面の一

階と二階を同大に作り，入母屋造の屋根を架け，その上に屋根の向きを変えて三階を載せた

古い形式である。一階と二階の外壁は，天守最上階と同じように柱の形を見せており，全国

に現存する櫓の中で最高格式である。家康によって再建されたものとしても現存最古の櫓だ

が，関ケ原の戦い以前のものが残っていたとすれば，現存唯一の秀吉の櫓になる。いずれに

しても全国に現存する櫓で最も価値が高いものである。

（２）新たな価値評価の視点の明示

①　空襲の痕跡を残す戦争遺跡としての価値

　史跡福山城跡には，太平洋戦争中の「福山空襲」で被災した痕跡が石垣に残っている。

1945（昭和 20）年 8月 8日，午後 10 時 25 分から約１時間にわたって米軍のＢ 29 爆撃機 91

機による焼夷弾投下が行われ，国宝の天守・御湯殿など貴重な歴史的建物が焼失した。その

猛烈な被熱によって，東二之丸南側石垣や天守石垣では，石垣が赤黒く変色して大きく剝が

れているところがある。戦争の悲惨さを物語る痕跡であり，平和の大切さを未来へ伝える貴

重な戦争遺跡である。
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図58　福山城東ニ之丸南側石垣に残る戦災跡 図59　福山城天守石垣に残る戦災跡

②観光資源としての価値

　史跡福山城跡周辺は，ＪＲ福山駅が近接するとともに，駅前広場が市内各地からの路線バ

スや高速バス，観光バスの乗降場となっていることから，福山城は福山市を訪れる来訪者の

ランドマークとなっており，観光資源として大きな価値を持っている。

第２節　構成要素の特定

　史跡の保存・活用及び整備においては，史跡の本質的価値を構成する要素と，それ以外の

要素を特定し，現状変更等の取扱方針や基準の検討に加え，それらの取扱いを検討する必要

がある。

　このうち，本質的価値を構成する要素以外については，要素の性質，史跡やその保存・活

用との係わり合いを考慮し，これらを分類・特定して，その状況や役割等に応じて保存や保

護，活用・整備の対応策を検討する。

　これらの構成要素の特定は，史跡指定地内，史跡指定地外の城郭域，城郭周辺に区分する。

それぞれの細かい内容については第 14 表にまとめる。

　　

① 史跡の本質的価値を構成する要素

・　史跡の指定要件に関わる要素で，それが失われた場合，指定解除の検討要因となる要素，

　及び史跡指定地以外の地域に存在する関連遺構等で，追加指定の可能性に関わる要素。

　具体的には，城郭を構成している地形や石垣などの遺構，歴史的建造物，城郭に関係す

　る史跡や地下遺構などである。

対応：史跡指定地内においては，保存のための復旧・整備や，活用のための取組を行う。

　　　史跡指定地外については，追加指定をするなど保存・活用・整備について検討する。
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②歴史的環境を構成する要素

・　史跡指定地内や，その周囲に存在し，史跡の本質的価値以外の歴史的環境や歴史的経緯，

　 立地的好条件などを背景に，築城から現在までに蓄積された要素。

　 具体的には，史跡指定地内に存在する三蔵稲荷神社，福山市福寿会館（国登録有形文化

　  財），福山城の城郭域内に存在する神社，福山城の城郭域外に広がる城下町の遺構や寺社，

　　藩関係用地跡などである。

対応：史跡の本質的価値を構成する要素との関係を考慮し，必要に応じて保存・活用・整備

　　　のあり方を検討する。

③自然環境を構成する要素

・　史跡指定地内や，その周辺において自然環境を構成する要素。

対応：史跡の本質的価値を構成する要素や史跡の本質的価値以外の歴史的環境を構成する

　　　要素との関係，景観や環境，安全や防災などを考慮しながら，必要に応じて保存・活

　　　用・整備のあり方を検討する。

④保存・活用に関わる要素

・　史跡の価値の顕在化及び保存・活用に有効または必要な要素。

・　史跡を維持・管理していく上で必要な要素。

　　具体的には，復元・復興された城郭関連建物，説明板や案内板，史跡の活用を促進する

　　文化施設，公園施設・設備として設置されたものや防火防災設備などである。

対応：史跡の本質的価値を構成する要素との関係や利便性，景観，劣化状況などを考慮し

　　　ながら，そのあり方や活用・整備の内容を考える。

⑤ その他の要素

・　上記の①～④に該当しない要素であり，史跡と無関係な施設，または公園利用や運営 ･

　　管理において相応しくない施設や植生等を指す。　

対応：状況に応じて，施設の更新や移設，景観に適合する修景などの措置を考える。
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第14表　福山城の構成要素の分類
福山城の構成要素の分類（１／２）

①

史跡の本質的価値を

構成する要素
区分

史跡の本質的な価値を構成する要素（①）以外の諸要素

②

歴史的環境を

構成する要素

④

保存・活用に

関わる要素

③

自然環境を

構成する要素

⑤

その他の要素

○地形：本丸・二之丸などの城郭とし

て構成された地形，縄張り。　

○石垣：天守台，天守曲輪石垣，本丸

の内周石垣及び外周石垣，二之丸外周

石垣

○切岸：切岸（三蔵稲荷神社北側）

○建物：伏見櫓・筋鉄御門（いずれも

国指定重要文化財），鐘櫓（市指定重

要文化財）

○工作物：井戸，棗木門跡礎石

○地下遺構・遺物：本丸御殿跡，月見

櫓跡，鏡櫓跡，玉櫓跡，塩櫓跡，内六

番櫓跡，荒布櫓跡，人質櫓跡，火打櫓跡，

御台所門。二之丸神辺一番櫓跡，神辺

二番櫓跡，神辺三番櫓跡，神辺四番櫓

跡，乾櫓跡，鬼門櫓跡，東三階櫓跡，

鹿角菜櫓跡，西坂口門跡，西腰郭門跡，

水の手門跡，蔵口門跡，東上り楯門跡，

坂上番所跡，五千石蔵跡）。本丸・二

之丸の多門櫓跡，番所跡，井戸，塀跡

など。その他遺物。

○三蔵稲荷神

社

○福山市福寿

会館

( 国登録有形

文化財）

○戦災石垣：

天 守 台 石 垣，

東二之丸石垣

など

○本丸 ･ 二之

丸 の 植 樹 林，

自生した樹木

○三蔵稲荷神

社社叢

○福山市福寿

会館庭園

○備後護国神

社（旧阿部神

社）

○内藤家長屋

門（移築建物，

市重要文化財）

○小丸山（市

史跡）の植樹

林・自然林

○天神山の社

叢：備後護国

神社（旧阿部

神社）境内

○西三之丸公

園内及び周辺

歩道の植樹林

○復元石垣：二之丸南側

石垣，三之丸外堀石垣な

ど

○復元石段：南側正面上

り口など

○復元遺構，地下遺構等

の説明板，遺構の位置表

示プレート：舟入跡，御

水門跡，大手前二重櫓台

石垣，築切，入川等の説

明板，位置表示プレート

○広島県立歴史博物館

○ふくやま美術館

○ふくやま文学館

○福山市人権平和資料館

○観光案内施設：福山駅

構内の観光案内所

○ JR 福山駅

○バス発着場

○駐車場

○多目的広場

○水泳プール

○テニスコート

○民間住宅，そ

の他の建物

○民間敷地内の

樹木・植栽など

○道路，側溝

○電柱・電線

○ガス管

○復元・復興建物：本丸

（復元御湯殿，復興天守〔小

天守，付櫓含む〕，復興月

見櫓，復興鏡櫓，復興多

門櫓〔福山城管理事務所〕，

復興番所，復興塀），二之

丸（復興塀）

○復元石垣：南側石垣な

ど

○復元石段：西側上り口

など

○遺構表示：本丸御殿跡

等遺構外郭を芝生植栽に

より平面表示したもの

○福山市立福山城博物館

○福山市埋蔵文化財収蔵

庫

○車両進入路：北側道路

○歩道：本丸南側入り口，

東側階段，西側階段（美

術館側），西側擬木階段（美

術館側）など

○史跡説明板

○ベンチ

○トイレ

○公園管理倉庫

○城内照明設備

○消防・防災設備

○記念植樹

○石碑：記念植

樹石碑，歌碑な

ど

○公園遊戯施設

○上下水道施設

○給電設備・電

柱・電線

○ガス管

○駐車場

○テニスコート

○地形：二之丸の一部，三之丸，小丸

山（市史跡），天神山などの城郭とし

て構成された地形，縄張り

○石垣：北御門外桝石塁跡・西御門櫓

台跡（いずれも市史跡），三之丸物見

櫓台石垣，三之丸外堀石垣，大手前二

重櫓台（一部復元）

○切岸：切岸（二之丸北西側）

○水路：三蔵稲荷神社北側水路

○地下遺構・遺物：二之丸中段石垣（北

西側一部），水の手門，内堀，三之丸（二
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第60図　城郭域周辺の主な構成要素の位置図（黒太線：城下町の範囲）
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第Ⅳ章　現状と課題

第１節　保存の現状と課題

（１）保存の現状

①　概要

　史跡指定地は都市公園「福山城公園」にも位置付けられており，建設局都市部公園緑地課（以

下「公園緑地課」という。）が史跡及び都市公園の日常的な維持管理（清掃，毀損箇所の点検・

修繕等）を行っている。また，史跡内に所在する施設（復興天守〔福山城博物館〕，復興鏡櫓〔文

書館〕，復興月見櫓〔貸会場〕，復元御湯殿〔貸会場〕，福寿会館〔貸会場〕）の管理について

は経済環境局文化観光振興部文化振興課（以下「文化振興課」という。）が担当し，指定管

理者制度により（公財）ふくやま芸術文化振興財団がその運営を担っている。

　史跡指定範囲については，一部施設を除いて公開しており，「福山城公園」として日常的

に多くの市民・観光客が訪れ広く親しまれている。

②　法的措置

【現状変更等の許可】

　現状変更等の許可については，文化財保護法（以下「法」という。）第 125 条及び文化財

保護法施行令（昭和 50 年政令第 267 号。以下「施行令」という。）第 5 条の規定に基づき，

文化庁長官の許可が必要なものは広島県教育委員会を経由して，文化庁長官に許可申請を行

い，許可を得ることとなり，福山市教育委員会の権限で許可できるものについては，福山市

教育委員会管理部文化財課（以下「文化財課」という。）に許可申請を行い，許可を得るこ

ととなる。

　これまでに許可を受けて行われた現状変更は，1）史跡整備事業（石垣修理等）及び都市

公園整備事業に係るもの，2）史跡内で行われるイベント等に関するもの（仮設物の設置等），

3）史跡及び都市公園の維持管理に係るもの（園路補修，樹木伐採等）の３つに大別される。

【都市公園法，福山市都市公園条例，福山市風致地区内における建築等の規制に関する条例

に基づく管理】

　史跡福山城跡の範囲は，都市公園「福山城公園」の範囲に含まれており，都市公園法及び

福山市都市公園条例（昭和 41 年条例第 64 号），福山市風致地区内における建築等の規制に

関する条例（平成 24 年条例第 80 号）により，文化財・施設建築物を除く都市公園の管理を

公園緑地課が行っている。また，これら条例により都市公園における制限行為・禁止行為が

定められており，公園緑地課・都市計画課がその事務を取り扱っている。
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○福山市都市公園条例（抄）

　(行為の制限 )

第 4条　公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けな

　ければならない。

　(1)　物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

　(2)　業として写真又は映画を撮影すること。

　(3)　興業を行なうこと。

　(4)　競技会、展示会、集合その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を一

　　　 時的に独占して使用すること。

　(5)　花火等火気を使用すること。

　(6)　前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為で、市長が公示

　　　 したもの

　(行為の禁止 )

第 6 条　公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第 4 条第 1

　項若しくは第 3項、法第 5条第 1項又は法第 6条第 1項若しくは第 3項の許可に係る行

　為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

　(1)　鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

　(2)　竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

　(3)　ごみその他の汚物を捨て、又はその他の不衛生的行為をすること。

　(4)　土地を掘り起こし、土石類を採取し、その他土地の形質を変更すること。

　(5)　公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。

　(6)　公園内に居住すること。

　(7)　工作物を設けること。

　(8)　土石、木材等の物件を堆積すること。

　(9)　広告その他これに類するものを掲げ、又は散布すること。

　(10)　立入禁止区域に立ち入ること。

　(11)　指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、又はとめ置くこと。

　(12)　危険のおそれのある行為又は他人の迷惑になるような行為をすること。

　(13)　前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

③　行政の取組

【指定地の公有化】

　史跡指定地の多くは公有化（国有地，市有地）されているが，一部が神社の所有地となっ

ている。

【日常的な維持管理に関する施策と実施】

　史跡福山城跡の日常的な維持管理は，公園緑地課，文化振興課，文化財課の 3課が次のと

おり分担して所管している。

・　都市公園の維持管理については，公園緑地課が都市公園内の除草，清掃，樹木剪定，巡

　　回等を実施している。
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・　復元復興建造物や福寿会館，照明設備等については，文化振興課が管理運営を担当して

　　いる。

・　文化財指定建造物や史跡等については，文化財課が所管し，保存・現状変更の許可を行

　　っている。

【保存に係る施設の設置，毀損の復旧（修理）】

　法第 115 条第 1項の規定により設置すべき「標識」については二之丸南側入口に設置済み

であるが，史跡全体の概要を示す「説明板」，史跡の範囲を示す「境界標」は未設置である。

　防災施設は，指定文化財である「伏見櫓」・「筋鉄御門」・「鐘櫓」を中心として設置してお

り，消火栓，自動火災報知設備などが設置済みである。また，復元建造物の「御湯殿」や，

復興建造物の「天守（福山市立福山城博物館）」・「月見櫓」・「鏡櫓」にも自動火災報知設備，

消火器等が設置済みである。

【現状復旧】

　史跡に毀損が生じた際の復旧については，小規模なものについては文化庁に毀損届及び復

旧届を提出した上で実施することとしている。

④　調査研究

　文化財課や同課歴史資料室が福山城跡に関する文献史料・古絵図等を収集し ,資料目録作

成等の基礎的な整理作業，史料の調査研究を行っている。また，文化振興課が所管する福山

市立福山城博物館，福山城博物館友の会なども独自に調査・研究を行い，その成果を刊行物

として公表している。

（２）保存に関する課題

・　史跡の保存活用計画が策定されておらず，史跡の本質的価値の保存に重要な役割を果た

　　す現状変更等の取扱いに関する基準がない。

・　法の規定により設置が義務付けられている史跡の範囲を示す「境界標」及び全体の概要

　　を示す「説明板」が未設置である。

・　樹木の繁茂による文化財保存への悪影響，眺望の阻害等が生じている。

・　外堀や入川といった福山城跡の全体像を理解する上で必要な箇所が未指定であることな

　　ど，追加指定に向けた調査研究が求められる。

・　史跡を含む丘陵地は，福山城公園や風致地区として景観が保護されているが，その南側

　　は JR 福山駅に接し，東側は商業施設の高度集積を図るため，商業地域，近隣商業地域

　　に指定されており，マンション等の高層建物が立地し，歴史的景観を阻害している。
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第２節　活用の現状と課題

（１）活用の現状

①　公開

　史跡の指定範囲は，一部の神社所有地を除き公有化されており公開されている。また史跡

指定範囲は都市公園「福山城公園」に含まれ，本丸部分は朝 6 時から夜 10 時まで公開され

ており，日々多くの市民・観光客が訪れている。

【伏見櫓（国指定重要文化財）】

　伏見櫓は明治維新による廃城や太平洋戦争による空襲をくぐり抜け今日まで残されてきた

貴重な文化財である。現在，通常内部は非公開とされているが，11 月 3 日（文化の日）に

限定し一般公開を行っている。

【筋鉄御門（国指定重要文化財）】

　筋鉄御門も伏見櫓と同じく築城当時から現在まで変わらぬ姿を伝えてきた貴重な文化財で

ある。内部は非公開である。

【復興天守】

　1945（昭和 20）年の福山空襲により焼失したが，1966（昭和 41）年の市制施行 50 周年を

記念して再建工事が行われ，SRC 造りで復興された。内部は「福山市立福山城博物館」とし

て福山城に関する史資料の展示や福山市内の文化財に関する展示が行われている。

【復興月見櫓】

　復興天守と同じく 1966（昭和 41）年に RC 造りで復興され，外観が復元された。現在は貸

会場として一般公開されている。

【復元御湯殿】

　京都伏見城内にあった伏見御殿に付随した建物で，戦前は国宝に指定されていた。建築の

一部は石垣上に張り出し，内部は物見の段と風呂の間に分かれていた。

　1945（昭和 20）年の戦災により焼失したが，1966（昭和 41）年秋，天守とともに外装，

内部ともに木造復元され，現在は貸会場として一般公開されている。

【復興鏡櫓】

　本丸の東側に位置する櫓で，東南隅の月見櫓から北へ続く塀でつながれている。1873（明

治 6）年の廃城の後に取り壊されたが， 1973（昭和 48）年 RC 造りで外観復元された。

1974（昭和 49）年から，内部は福山に関係する文書・記録類を整理・保存し，閲覧・公開

する施設（福山城博物館附属鏡櫓文書館）として活用されている。

【鐘櫓（市指定重要文化財）】

　2 階建ての櫓で，当時は鐘を吊り，太鼓を懸け，時の鐘と半刻（1 時間）の太鼓を打って

いたと言われており，時を告げる以外にも緊急時に武士を招集する役割などもあった。鐘は

儒学者山室如斎，菅茶山の銘を刻んだものであったが，現在は無銘である。

　明治時代以降たびたび補修を繰り返していたが原形を留めないほど荒廃が激しかったた

め，1979（昭和 54）年，銅板葺きで修復された。現在，櫓内には鐘のみが設置され，今で
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も 1日に 4回，自動で時の鐘を突いている。内部は非公開である。

②　活用

【市民の憩いの場】

　福山城跡の本丸・二之丸のオープンスペースは，都市公園の広場や散策路として広く市民

に親しまれ，春の桜のシーズンには多くの人が訪れる。

【ボランティアガイド】

　福山城博物館では，観光客に対するガイドをボランティア団体が担っており，「福山城博

物館友の会」による天守やその周辺のガイドが行われている。

【避難場所・広域避難場所の指定】

　災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定により福山市防災会議が作成した地域

防災計画（2017（平成 29）年度版）では，福山城公園は次のとおり避難場所・広域避難場

所に定められている。

○福山城公園

・　避難場所（津波：浸水想定区域外の広い場所や浸水想定区域内及び周辺の施設等）

・　避難場所（地震：地震から身を守ることができる広い場所）

・　広域避難場所（仮設住宅の設置など多目的に利用できる広い公園等（地震時等の避難

　　場所としても利用））

※　避難場所＝切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所。広域避難場所＝地

　　震時の避難場所のほか，災害時に仮設住宅等を設置して避難所とするなど多目的に利用。

（２）活用に関する課題

　福山城跡は，ＪＲ福山駅に近い市街地に位置し，周辺には博物館・美術館・文学館等の文

化施設が充実していることや，緑豊かな都市公園であることにより，多くの観光客や市民が

訪れている。

　訪れる目的は様々であるが，多様な目的で訪れた人々にも史跡としての本質的な価値を伝

えることが重要である。しかし，福山城跡の本質的な価値である石垣や縄張りについて伝え

る説明板や解説板が少ないため，史跡としての本質的な価値を分かりやすく伝える整備が必

要であるとともに，ソフト面での事業展開も検討する必要がある。
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第３節　整備の現状と課題

（１）整備の現状

　福山城跡の整備については，1966（昭和 41）年の市制施行 50 周年記念事業として天守 (復

興 )，月見櫓 ( 復興 )，御湯殿 ( 復元 ) が整備された。1967（昭和 42）年には「福山城跡整

備計画（第 1 次）」が策定され，御殿跡の整備，土塀（保護塀）の設置（筋鉄御門～御湯殿

～月見櫓），棗木御門跡の整備（石垣復旧），冠木門の設置，管理事務所の設置，鐘櫓及び石

垣の修復，伏見櫓及び筋鉄御門の防災設備の設置，二之丸南東部分土塀（保護塀）の設置，

天守礎石の保存施設の設置ほかが盛り込まれた。しかし，これらには許可されても実現され

なかったものもあり，1969（昭和 44）年に「福山城整備計画（第 2 次）」が策定された。こ

れには，鐘櫓の復元，本丸御殿跡芝生植栽（平面遺構表示），天守曲輪石垣修理，棗木御門

桝形石塁，石段修復ほかが計画された。この後 1971（昭和 46）年には修正された「福山城

整備計画（第 3 次）」が策定されている。その後も 1973（昭和 48）年から 1975（昭和 50）

年にかけて整備計画が策定され，植栽修景や動物舎の撤去，休憩施設の設置がなされていっ

た。

　これら一連の整備計画のもと，現在の姿がほぼ整備された。

　また，1990（平成 2）年には，福山市の諮問に対し，史跡福山城跡及び周辺保存整備検討

委員会から「史跡福山城跡及び周辺保存整備について」が答申されている。

史跡福山城跡及び周辺保存整備について (答申 )

史跡福山城跡及び周辺保存整備計画検討委員会

1.　史跡指定地域内は，史跡として最も重要で，公園としての整備にあたっては，史跡の認識のもとに

　　計画実施されたい。

2.　史跡指定地域内に於ける福山城遺構は，建造物並びに埋蔵遺構について現状変更はなさざること (但

　　し，文化財価値を高めるもの，旧規に復する場合を除く )。周辺地域に於いても，福山城跡にかか

　　わる遺構は保存につとめる。

3.　近代に改変された箇所・構造物は，できるだけ取り除き，史跡としての整備を行うこと。

4.　整備にあたっては，明治廃城以前 (安永古図 ) の姿に復元することが望ましい。

5.　植栽の樹木は，福山城跡に江戸時代から存在した樹種を選び，近代的な造園はしないこと。

6.　公園整備にあたっては，福山市文化財保護審議会に協議する。

　　また，史跡指定地と周知の埋蔵文化財包蔵地については，所定の手続を行い，関係機関の答申・ 副

　　申を付して，文化庁の許可・指導を受けた後に実施すること。



90

【主要な整備】

・　1980（昭和 55）年，本丸の復旧事業として最後まで残っていた石鎚神社と城守稲荷神社

　　及び石造物を三蔵稲荷神社へ移転。

・　1981（昭和 56）年と 1995（平成 7）年の 2回にわたり，二之丸東北の福寿会館東側石垣

　　を崩落に伴い修理。

・　1992（平成 4）年，筋鉄御門の建具（蝶番軸摺）を改修。

・　2002（平成 14）年，公園利用者の安全のため，城の北側と西側二之丸へ照明設備設置。

・　2013（平成 25）年，1967（昭和 42）年に設置した重要文化財 伏見櫓・筋鉄御門の防災

　　施設に関する送水管と電気配線を全面交換し，併せて易操作性消火栓を 3基新設。

（２）整備に関する課題

・　様々な要因により，石垣や切岸等の遺構が毀損した場合や，今後毀損・劣化を招くこと

　　が考えられる箇所について，適切な保存措置を図る必要がある。また，併せて遺構の保

　　存・管理方法，保存技術について調査・検討を行う必要がある。

・　城郭としての価値に関する要素の保存に努めるとともに，景観や公園としての価値に関

　　連する要素も適切に保全する必要がある。

・　石垣の孕み出しやズレなど傷みが著しい箇所については積み直しが必要となってくるが，

　　石垣の実測図や写真等，基礎的な資料の収集がされておらず，石垣カルテを作成する必

　　要がある。また，これに基づく経年変化の測定も必要で，適宜，石垣カルテの更新に努

　　めることが重要である。

・　樹木の繁茂が著しく，枯死及び台風，大雪，地震等の自然災害による倒木により，文化

　　財の毀損が発生するおそれがある。

・　史跡指定地内には説明板，解説板，道標などのサイン類が設置されているものの，史跡

　　として城郭の価値を伝えるサインは少ない。石垣や縄張り構造など福山城跡の価値を誰

　　にでも理解できるよう分かりやすく伝える工夫をする必要がある。

・　福山城公園内には様々なデザインのサインが存在する。目的や設置主体が違うことによ

　　るもので，利用者にとっては分かりづらい。史跡の指定範囲内だけでなく，都市公園と

　　しての福山城公園や文化ゾーンも含めて統一した方針とデザインによるサインの設置が

　　望まれる。

・　史跡指定地内には休憩施設としてベンチや東屋が設置されている。しかし，老朽化が目

　　立つものも多く，危険なだけでなく景観上も問題があり，撤去や改修が必要である。

・　1965（昭和 40）年代に行われた福山城整備によって設置された水道，電線等のライフラ

　　インは，設置後 50 年を経過し老朽化による水漏れ，電気の不点灯等が生じており，更

　　新時期を迎えている。

・　本丸及び二之丸の広場には排水施設が無いため，降雨の度に自然流下する箇所の土砂が

　　流出して地面に凹凸が生じ，利用者の歩行に支障をきたしている。
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・　東側上り坂道の老朽化により本丸広場へアクセスする路面に窪みが生じている。

・　 現在，福山城の地図は都市計画図（1／ 2500）を使用しているが，整備を行うためには，

　　詳細な測量図を作成する必要がある。

第４節　運営・体制の現状と課題

（１）運営・体制の現状

　福山城跡の保存・活用・整備に関する事項は文化財課が所管し，都市公園としての日常的

な維持管理については公園緑地課が担当している。

　指定地内にある天守（福山市立福山城博物館）など諸施設は，文化振興課が所管し，指定

管理者である（公財）ふくやま芸術文化振興財団が管理を行っている。また，活用面では福

山城博物館友の会がボランティアガイドとして博物館や城内の観光案内を行っている。

　なお，現在，福山市は法第 113 条第 1項に規定する管理団体には指定されていない。

○文化財保護法（抄）

(管理団体による管理及び復旧 )

第百十三条　史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所

有者若しくは第百十九条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管

理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適

当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な

管理及び復旧 (当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当

該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。) を

行わせることができる。

（２）運営・体制の課題

　福山城跡の各種事業の実施に当たっては，教育委員会事務局だけでなく建設局，経済環境

局など関係する福山市の様々な部局の相互連携の強化が必要である。更に，行政機関のみな

らず，市民，地元自治会，関連団体，観光団体，文化財や城郭の専門家など，多様な関係者

が連携し，様々な取組を推進していくための体制の構築が必要である。

　また，史跡指定範囲内には民間の所有地（三蔵稲荷神社）が含まれているため，史跡の一

体的な保存・管理，活用を進めるためには，福山市が管理団体となるよう指定に向けて取り

組む必要がある。
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第Ⅴ章　大綱・基本方針

　福山城跡は，近世においては備後福山藩の政治・経済の中心として，また明治以降は地域

の有志や多くの市民により公園として維持され，約 400 年もの長きにわたり大切にされてき

た。明治維新の変革や太平洋戦争の戦禍といった苦難にあっても，市民自らの力で支え，復

興してきた。

　先人が大切にしてきたこの“福山の宝”を，適切に保存し確実に未来へ継承するため，「福

山城の価値と魅力を引き出し，行政・市民・地域で守り，活かす」ことを基本理念として，保存・

管理及び活用・整備を図ることとし，大綱・基本方針を次のとおり定める。

本質的価値の維持・保存と活用

　史跡福山城跡としての本質的価値を尊重し，史跡を構成する要素の規模，形態，性質など

を考慮して，持続可能な体制を整え，保存・管理及び活用を行う。

保存・管理の方法の提示と現状変更等に関する取扱基準の明確化

　史跡福山城跡を構成する要素の適切な保存・管理の方向性と方法を示すとともに，今後予

想される史跡内における各種現状変更等の行為に対しての取扱いの方針と具体的な基準を定

める。

周辺環境の保全

　史跡福山城跡と一体として捉えることができる周辺地域の環境保全に向けての取組を行う

とともに，周辺地域に分布する関連遺跡の調査を進め，保存・管理の方針を示す。

遺跡の特性や現状に即した保存・管理と活用・整備

　史跡福山城跡は，市街地の中心に位置し，市民の日々の生活の中にある遺跡であるという

特性から，変化を必要とすることも考えられる。史跡としての本質的価値に鑑み，“許容で

きる変化”と“守り残さなければならない根本的な価値”を見極め，地域の方々の生活との

折り合いをつけながら，次世代に継承するための適切な保存・管理と活用・整備の方針を示す。

運営・体制の整備

　地域に根差した包括的な保存・管理と活用・整備を進めるためには，行政だけでなく地域

住民，団体等の協力が不可欠である。史跡としての本質的価値の継承と地域ニーズへの対応

の両立を図るため，効果的で持続可能な事業の運営・体制の整備の方向性と方法を示す。
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第Ⅵ章　保存・管理

第１節　方向性

　福山城跡の本質的価値を適切に保存するとともに，必要に応じて史跡の追加指定を行い，

城跡の適切な保護を図る必要がある。このため福山城跡の本質的価値をより明確にする継続

的な調査研究を確実に進めるとともに，福山城跡を形づくる城地の自然環境 ･景観の保全を

図る。また，福山城下町と連携した歴史学習の場としての一体的な保存・管理と活用・整備

を図るため，保存管理体制を確立し，市民の参画・協力の推進に努めることとし，保存・管

理の基本的な方向性は次のとおりとする。

○　福山城跡を構成する本質的価値（石垣，櫓，門など）を確実に保存継承する。また現

　存遺構に加え地下遺構や指定地外の遺構についても調査研究を進め，保存・活用・整備

　を図る。

○　都市公園でもある史跡福山城跡は，文化財的価値の保存及び歴史的景観の保全を前提

　として，植生の管理と公園機能の充実に努め，市民の憩いの場としての活用と文化財保

　護の両立を図る。

第２節　方法

（１）保存管理

①　保存管理の共通事項

・　遺構の保存 ･管理や活用を目的とした整備上の理由を除き，土地形質の変更，建築行 

　　為，設備等の設置，新規の植栽は行わないことを原則とする。

②　日常的な維持管理

・　石垣や曲輪などが毀損している場合には，学術的調査等の成果を踏まえて，適切な復　旧・

　　修理を行う。

・　現在行っている維持管理を継続し，顕在遺構の保存，史跡及び都市公園としての良好

　　な環境，景観の維持に努める。

③　毀損箇所等の把握

・　常的な維持管理に加え，定期的に史跡内の毀損及びそのおそれのある箇所の把握を　

　　行い，毀損の未然防止と被害の拡大を防ぐ。

④　計画的な修理の実施

・　石垣等，経年劣化により修理が必要となっている箇所については，計画的に修理を実　

　　施する。修理に当たっては，史跡の本質的価値を損なわないよう，事前に発掘調査，文

　　献調査等を十分に行うとともに，修理範囲は必要最小限のものとし，可能な限り江戸時

　　代のままの遺構を保存するよう留意する。

・　石垣の日常的な管理については，文化庁文化財部記念物課が監修した『石垣整備のてびき』
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　　（2015 年 1 月発行）の「第 6 章 2. 日常的な維持管理」にまとめられており，これを　

　　基準として管理を行うものとする。

2. 日常的な維持管理

（１）意義・目的

　石垣の日常的な維持管理は，石垣の状態を常に良好に維持し，管理することである。それは，ア．見回り・

清掃，イ．雑草・実生木の除去，樹木管理，ウ．石材管理，エ．排水管理の４つから成り，それぞれの

性質に応じてある一定の周期の下に行うものである。

（２）総括的事項

　日常的な維持管理を継続的に行うことは，石垣の緩み・孕みの進行を防止又は抑制する効果を持つ。

それは，結果的に経費面の節約においても効果をもたらす。石垣の復旧（修理）の前後に関わらず，日

常的な観察を通じて行う概況調査と並行して実施することが重要である。維持管理の実施内容は，石垣

カルテにも反映されることとなる。

（３）維持管理の基本的な考え方

　実施時期，対象範囲，間詰め石の安定状況，排水機能の維持の状況等の項目を定め，記録する。日常

的な観察（概況調査）と同時並行で行う場合には，地方公共団体の職員が自ら記録することとなるが，

内外の機関・部局等に委託する場合には，留意事項を定めるなど，統一した記録の作成に努める必要が

ある。

（４）維持管理の内容

ア．見回り・清掃

　石垣の上面・表面・基部にはゴミが捨てられたり，放置されたりする可能性もあることから，定期的

に見回りを行い，清掃に努める。

　常に清掃・整頓された状態に維持されていることは，人が親しみやすい石垣の周辺環境を創造する上

での前提となる。したがって，石垣付近に限ることなく，城跡全体においても，日常的な見回り・清掃

は重要である。

　常勤・非常勤の監視員，外部機関への業務委託，ボランティア活動によるものなどがある。

イ．雑草・実生木の除去，樹木管理

　石垣の上面・表面・基部に叢生する雑草・実生木の除去，植栽樹木の適切な管理を行う。

　雑草・実生木を放置すると，表面に付着した根が石材を表面から劣化させたり，石垣の裏込め（栗石・

砂利層）にまで及ぶことにより，石垣の安定性に重大な影響を及ぼしたりする可能性がある。したがって，

それらの除去は年間最低 2 回行うことが望ましい。特に，高石垣の表面に叢生した雑草・実生木の除去

作業は危険を伴うことから，外部の専門的な機関に委託して実施することが多い。ただし，雑草の叢生

箇所は地下水の浸潤の経路を示している可能性もあることから，除草の前に丁寧に観察し，石垣の緩み・

孕みと雑草の生え方及び水の浸潤経路との関係を推測することも必要である。

　また，石垣の上面・基部には，城跡の整備の一環として，マツ・サクラ等の樹木が植栽されている場

合が多い。それらの中には，長い年月が経過する過程で根が張り，石垣の安定性に悪影響を及ぼしてい

るものも見られる。しがたって，日常的に樹木の根張りと石垣との関係を観察し，顕著な影響を及ぼし

ていると判断できる場合には，移植するなどの適切な処置が必要となる。その際には，根張りによって

緩み・孕みが顕著に生じている石垣の範囲を特定し，解体修理を行う必要がある。

　樹木は，城跡の良好な景観又は来訪者にとっての快適な環境を創造し，生物の生息環境を維持する上

でも重要な役割を果たしている。したがって，それらの伐採・除去にあたっては，樹木が果たすこれら

の多くの機能にも留意が必要である。特に，伐採・除去の明確な理由を事前に看板・広報等を通じて公

表し，その合理性について市民合意を得るよう努めることも重要である。

　樹木は生長するものであり，時間とともに根が石垣の安定性に影響を及ぼすことは必至である。した

がって，石垣の上面・基部など石垣の直近の位置には，できる限り樹木植栽を差し控えることが求めら

れる。
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ウ．石材管理

　観察・維持管理とも関連して，石垣を構成する個々の石材，解体修理後に再使用せずに他所にて保管

した石材の管理を行う。

　個々の石材が雑草・蘚苔類・地衣類等により劣化していないか，割れ等を生じるなど顕著な劣化・風

化が進んでいないかについて，確認・把握を行う。

エ．排水管理

　石垣の上面・基部における排水溝が正常に機能しているか，排水されずに湿潤な状態のまま継続する

ことがないか等の点について確認・把握を行う。

　特に石垣上面の排水が適切に行われていない場合には，石垣の裏込め（栗石・砂利層）に土砂が流入し，

目詰まりを引き起こすことにより，石垣の緩み・孕みの遠因となる可能性もある。したがって，排水溝

が詰まったり，土砂が堆積して埋まったりしている場合には，排水機能の回復のために定期的に清掃を

行う。

　また，豪雨時の排水状況を確認することにより，現時点での排水系統の最大許容度を把握することが

できる。

（出典；『石垣整備のてびき』監修：文化庁文化財部記念物課 2015年 1月（一部編集））

⑤　植生管理

・  福山城跡の重要な構成要素に悪影響を与える樹木は，その必要に応じて伐採や剪定な

　　ど適切な管理を行う。

・　枯死や腐朽によって倒木のおそれがある樹木は，早い時期に伐採を行う。また，近現

　　代に植樹された樹木で，その立地環境により史跡としての理解に誤解を与えるおそれ

　　があるものや，景観上著しく違和感があるものについては，伐採や移植を検討する。

・　樹木の根などが石垣や曲輪などの史跡の本質的価値を構成する諸要素の保全を脅か　

　　す場合には，保全を優先した対策をとるものとする。

・　樹木密度が高過ぎる場所や枝が茂り過ぎている樹木については，伐採や剪定を行い，  

　　良好かつ安全な環境を形成するとともに，花木を楽しむことを目的として植栽された

　　公園修景樹木についても，遺構に影響を及ぼさないものについては維持を図る。

⑥　史跡境界標の設置

・　法第 115 条第 1項の規定により設置が義務付けられている史跡境界標を設置する。
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第３節　現状変更及び保存に影響を及ぼす行為の取扱方針並びに取扱基準

（１）制度の概要

　法第 125 条の規定により，史跡内で「現状を変更する行為」または史跡の「保存に影響を

及ぼす行為」（以下「現状変更等」という。）については，原則として文化庁長官の許可が必

要である。「現状を変更する行為」とは，掘削を伴う工事など，史跡に物理的な変更を加え

る行為を，「保存に影響を及ぼす行為」とは，物理的に史跡の現状を変更するものではない

が将来にわたり支障をきたす行為を指す。これら現状変更等により，史跡の価値が損なわれ

ることがないよう，法において上記の規定が設けられ，史跡の保存が図られている。

　現状変更等については，原則として文化庁長官の許可が必要であるが，法第 125 条第 1項

ただし書きに，許可が不要である事項が示されている。また，法第 184 条第 1項第 2号の規

定に基づき，現状変更等のうち重大なものを除くものについては都道府県・市の教育委員会

に権限が委譲されており，その範囲が文化財保護法施行令 ( 昭和 50 年政令第 267 号 ) 第 5

条第 4項第 1号に示されている。更に，この規定に基づく現状変更等許可の具体的な取扱基

準として，「文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからルまでに掲げる史跡名勝天然記

念物の現状変更等の許可の事務の処理基準について」（庁保記第 226 号平成 12 年。以下「事

務処理基準」という。）が定められている。

（２）法令上定められている基準

①　現状変更等を許可できない場合

　事務処理基準により，以下の場所については現状変更等を許可することができないとされ

ている。

・　史跡の適切な保存活用等のために策定された「保存活用計画」（本計画）に定めら

　　れた保存（保存管理）の基準に反する場合。

・　史跡の滅失，毀損又は衰亡のおそれがある場合。

・　史跡の景観又は価値を著しく減じると認められる場合。

②　現状変更等の許可が不要な行為

　法第 125 条第 1 項ただし書きに，「維持の措置」，「非常災害のために必要な応急措置を執

る場合」，「保存に影響を及ぼす行為のうち影響の軽微な場合」については，現状変更等の許

可を要しないこととされている。

　「維持の措置」の範囲は，「特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等

の許可申請等に関する規則」（昭和 26 年文化財保護委員会規則第 10 号。以下「許可申請に

関する規則」という。）第 4 条に以下のとおり定められている。ただし，毀損が生じた際に

は法第 33 条による毀損届，毀損箇所の復旧を行う場合は法第 127 条による復旧届を文化庁

長官に提出する必要がある。

・ 史跡が毀損し，又は衰亡している場合において，その価値に影響を及ぼすことなく当該

　史跡をその指定当時の原状（指定後において現状変更等の許可を受けたものについては，
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　当該現状変更等の後の原状）に復するとき。

・　史跡が毀損し，又は衰亡している場合において，当該毀損又は衰亡の拡大を防止するた

　　め応急の措置をするとき。

・　史跡の一部が毀損し，又は衰亡し，かつ，当該部分の復旧が明らかに不可能である場合

　　において，当該部分を除去するとき。

（３）史跡福山城跡における現状変更等の取扱いの基本方針

　史跡の本質的価値を構成する要素に対して悪影響を与える行為，大規模な地形の改変，史

跡の景観に悪影響を及ぼす行為については原則として認めないことを前提とし，現状変更等

の取扱いの基本方針を下記のとおりとする。

・　史跡の保存整備等，利用者の利便を図るための施設整備に係る行為等の現状変更等に対

　　応できる許可基準を定める。

・　現状変更等を行う場合は，周囲の景観や利用者・見学者への影響に配慮することとする。

・　現状変更等を許可する場合は，遺構面を保存すること等の条件を付すとともに，掘削を

　　伴う場合等，必要に応じて事前に，文化財課による発掘（遺構確認）調査若しくは立会

　　調査を実施することとする。

・　史跡の保存のための修理，活用のための復元整備，史跡・公園の管理及び公共・公益上

　　必要な施設の設置・改修については，その必要性や史跡の本質的価値に及ぼす影響等に

　　応じて判断する。

・　史跡指定地外（隣接地）に所在する埋蔵文化財包蔵地については，他の埋蔵文化財包蔵

　　地と同様の保護措置（発掘調査，工事立会等）を実施し，重要な遺構が確認された場合

　　は現状保存等の措置も検討する。

・ 　史跡内に境内地を所有する三蔵稲荷神社がその敷地内で行う宗教上必要なもの以外の現

　　状変更は認めない。

（４）現状変更等の取扱基準

　 史跡福山城跡における現状変更等の取扱基準を次のように定める。

・　現状変更等許可が不要な行為の具体的な事例

　　上記の法第 125 条第 1項ただし書き及び「許可申請に関する規則」に規定される現状変

　更等許可が不要な行為について，その具体的な事例は以下のとおりである。

【維持の措置】

・　史跡の毀損，衰亡時の原状復旧

　　  石垣の築石が部分的に外れた場合にそれをもとの位置に戻す行為，土坡の一部が流出，

　　崩れた場合に元の形状に復旧する行為等

・　史跡の毀損，衰亡箇所の復旧が明らかに不可能である場合における，当該部分の除去

　　　ただし，人命に危害が及ぶ危険性のある場合や公益上必要性のある場合を除き，毀損
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　　等箇所の復旧を可能な限り図ることが必要であるため，この項目は原則として適用しな

　　いこととする。

【非常災害のために必要な応急措置を執る場合】

　地震，台風，火災等の非常災害の際の，石垣，建造物の被害箇所の応急措置，被害拡大防

止措置，立ち入り禁止柵等の工作物の設置，被災した市民・観光客の避難・安全確保のため

のテント・プレハブ等仮設物の一時的な設置等

【保存に影響を及ぼす行為のうち影響の軽微な場合】

　指定地内の清掃，除草等日常的な維持管理行為，植栽樹木の剪定などの維持管理，倒木の

除去（抜根は伴わないもの），危険枝の除去，水たまり等小規模不陸箇所への土砂の補充，

史跡内建築物・工作物の小規模な修繕，土地の形状の変更を伴わない一時的な仮設看板の設

置等

（５）福山市教育委員会による許可が必要な行為

　法第 184 条第 1項第 2号及び施行令第 5条第 5項第 1号により，福山市教育委員会に現状

変更等の許可，取消し，停止命令の権限が委譲されている行為は以下のとおりである。これ

ら以外の現状変更等については，重大な現状変更等として，文化庁長官の許可が必要となる。

なお，「土地の形状の変更」とは，土地の掘削，盛土，切土その他の行為をいう。

【小規模建築物で 2年以内の期間を限って設置されるものの新築，増築，改築】

　「小規模建築物」とは，階数が二以下かつ地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であ

って，建築面積（増築又は改築にあっては，増築又は改築後の建築面積）が 120 ㎡以下のも

のをいう。

　なお，建築とは，建築物を新築し，増築，改築，又は移転することをいい，建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）第 2条第 13 号に以下のように定められているものである。

・　新築とは，新たに建物を建築するもので，増築，改築又は移転に該当しない建築をいう。

・　増築とは，既存の建築物の床面積を増加させることをいい，次のいずれにも該当するも

　　のをいう。

　　ア  既存の建築と同一敷地内であること。

　　イ  既存の建築と用途が不可分であること。

・　改築とは，建築物の全部又は一部を除去し，用途，規模及び構造の著しく異ならないも  

　  のを造ることをいう。

・　移転とは，同一敷地内で建築物を解体しないで別の場所に移すことをいう。

【工作物（建築物を除く）の設置・改修】

　土地の形状の変更を伴わないものに限る。また，改修については，その工作物の設置の日

から 50 年を経過していないものに限る。

【道路の舗装・修繕】

　土地の形状の変更を伴わないものに限る。
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【法第 115 条第 1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修】

　史跡の管理に必要な施設とは，史跡標柱，史跡境界標，史跡説明板，囲い柵を指し，これ

らについて史跡への影響が最小限のものについて許可する。

【電柱，電線，ガス管，水道管，下水管その他これらに類する工作物の設置，改修】

【建築物等の除去】

　建築又は設置の日から 50 年を経過していないものに限る。

【木竹の伐採】

【史跡の保存のため必要な試験材料の採取】

　

　これらの行為については，1）史跡の保存管理，活用，整備，景観の保全に必要なもの，2）

公益上必要なもの，3）私有地にあっては所有者の生活上必要なものであって，史跡の遺構

及び景観に与える影響が最小限であるものについて，福山市教育委員会文化財担当職員によ

る工事立会等を条件に付して許可することとする。

（６）文化庁長官の許可が必要な行為

　上記の現状変更等許可が不要な行為の具体的な事例及び福山市教育委員会による許可が必

要な行為以外の行為については，文化庁長官の許可が必要となる。史跡福山城跡において今

後想定される事例について，事務処理基準に基づく許可基準は次のとおりである。

　また，必要に応じて事前の発掘調査，工事立会等を実施することも求められている。

【発掘調査等学術目的に実施する行為】

　調査の目的が史跡福山城跡の保存，活用を図る上で必要若しくは寄与するものであること，

また，調査範囲がその目的のため必要最小限のものであるものは許可する。

【史跡の修理，復元整備】

　発掘調査・文献調査等により史実を確認し，その内容について有識者による整理検討会等

で十分に検討したものについては許可する。また，修理は必要最小限の範囲とする。

【地形の改変】

　復元整備，遺構の保護等の史跡整備を目的としたもの以外の盛土，地面の削平，水面の埋

め立て等の地形の改変は認めないことを原則とする。

【建築物の新築，改築，移転，除却】

　新築，改築，移転，除却については，史跡の保存・活用・整備，防災等公益上必要であり，

史跡及び景観に与える影響が最小限のものについては許可する。

【工作物の新設，改修，修繕，除却】

　史跡の保存管理，史跡及び公園としての保存管理・活用・整備，防災等公益上必要なもの

を目的とし，史跡の遺構及び景観に与える影響が最小限のものについて許可する。

【地下埋設物の設置，改修】

　改修は，史跡及び公園としての保存管理・活用・整備及び防災等は公益上必要なものにつ
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いて，地下遺構に与える影響が必要最小限のもののみ許可する。新設は，史跡及び公園とし

ての保存管理・整備及び防災等は公益上必要なものについて，必要に応じて事前に発掘調査，

史料調査を行い，史跡に与える影響が最小限の箇所を可能な限り選定した上で許可する。

【木竹の植栽，抜根】

　新たな植栽に関しては，植栽箇所の地下遺構の状況を勘案し，史跡の保存・整備上必要な

法面保護，修景，立入り防止等のためのものについては，防根シート設置等地下遺構の保存

を図った上で，認めることとする。既存樹木の枯損等に伴う更新，史跡整備に伴う移植につ

いては，地下遺構の状況に応じて判断する。

　抜根については，史跡の修理，整備に伴うものを除き，地下遺構への影響を考慮し，原則

としてはその必要性と，残置した場合と抜根した場合の双方の影響について検討した上で，

必要最小限の範囲について発掘調査により行う場合に許可する。

第４節　史跡指定地外の区域の保存

（１）現状変更及び保存に影響を及ぼす行為の取扱方針並びに取扱基準

　史跡指定地範囲外の区域については，現状変更等許可申請は必要としないが，福山城の全

体構造，歴史的経緯などを総合的に理解するためには重要な地域と考える。そのため，地域

住民や土地所有者等には文化財保護に対する理解・協力を求め，遺構の保護や景観の保全に

努めることとし，取扱方針等を次のとおりとする。

①　保存管理方針

　法が定める「周知の埋蔵文化財包蔵地」に含まれることから，埋蔵文化財包蔵地であるこ

とを地域住民や土地所有者等に周知・啓発し，遺構や地形の保存，景観の保全に対する理解

を促し，現状の維持に努める。

②　保存管理方法

　「周知の埋蔵文化財包蔵地」であることから，開発行為等については遺構を損なうことが

ないよう関係者と十分協議し，保護に対する理解・協力を求め，遺構の保護と景観の保全に

努める。

③　現状変更等の取扱基準

　史跡指定範囲外の区域であるため，現状変更等の許可申請は必要とせず，法が定める「周

知の埋蔵文化財包蔵地」として取り扱うものとし，地形の改変を伴う住宅，店舗等の建築物・

工作物の新築・増築・改築・除却等については，事前に法による届出等による手続きが必要

であるほかは，原則として規制はしない。

　ただし，届出等に基づき，現状変更等の規模や施工方法等について事前に協議を行うほか，

開発行為に伴う事前の発掘調査等を地権者等の協力を得て実施し，実態を明らかにした上で，
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遺構への適切な保護措置や景観の保全が図られるよう理解を求めることとする。

第５節　追加指定と公有化

（１）追加指定の必要性

　福山城跡の外堀の内側である城内区域については，福山城の構造及び全体像を理解するた

めに重要な区域である。現在，史跡指定地を除く城郭区域内には「広島県立歴史博物館」や「ふ

くやま美術館」などの文化施設のほか一般の市街地も含まれる。これまでの発掘調査等の結

果から，地下には城郭の遺構が残っているところもあることが分かっている。今後はこれら

区域内の遺構の状況の調査を実施し，重要な遺構が発見されたところについては，地権者及

び関係者の同意を得られるよう調整し，環境が整ったところから史跡の追加指定を図ってい

く必要がある。

　また，外堀から福山湾に通じていた「入川」（「周知の埋蔵文化財包蔵地」）についても，

終戦後に埋め立てられ，その多くは道路や宅地となっている。この区域についても城郭区域

内と同様に地下遺構が残されているところがあることが判明しており，重要な遺構について

は史跡の追加指定を図る必要がある。

（２）追加指定後の公有化

　史跡指定範囲内に民有地が存在する場合，史跡の保存と管理を確実にし，適切な公開，活

用を目的として史跡指定地を整備するに当たって，当該民有地を公有化する必要がある。

　史跡指定地が民有地であっても，市などの地方公共団体が管理団体となり，指定地に対す

る管理等の措置を施すことも可能ではある。しかし，文化財の保存・整備を確実に進め，整

備後の維持管理等にも十分対応するためには公有化を図ることが望ましい。今後，重要な遺

構が発見され追加指定が行われる場合には，地権者等関係者と協議し，公有化を図っていく

ことが必要である。
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第Ⅶ章　活用・整備

第１節　活用・整備の方向性

　福山城跡を次世代へ確実に伝達していくためには，福山市が中心となり，本質的価値と構

成要素を明確化しながら，市民や関係者との連携を図り，適切に保護していかなければなら

ない。その上で，福山城跡が有する本質的価値を適正に保存することを前提に，本質的価値

を最大限に引き出しながら整備し，公開・活用することが必要であるため，活用・整備の基

本的な方向性は次のとおりとする。

○　福山城跡内の遺構・遺物を確実に保存し，周辺環境及び景観を適正に保全することによ

　　り，本質的価値を将来にわたって守り伝える。

○　福山城跡の本質的価値の保存を最優先にした活用・整備を実施する。

○　福山城跡の本質的価値を広く伝え活用するため，福山城博物館などのガイダンス施設や

　　城跡周辺の利便施設の整備充実を行う。

○　福山城跡の調査研究を継続することによって城跡本来の姿を解明し，適正な保存や新た

　　な価値の発見につなげる。　

○　子どもたちの歴史文化の学習に資するよう，「ふるさと学習」など地域の歴史学習の機

　　会を捉え，学校教育のカリキュラムと連携して相乗効果を生み出すことができるよう情

　　報発信する。

○　福山城跡を訪れる市民が安心 ･安全に利用できるように，本丸や二之丸の広場・回遊路

　　の整備，老朽化したライフラインの更新を行う。

第２節　活用の方法

（１）学校教育における活用

　小学校や中学校においては地域の歴史や文化を学んでおり，福山城跡や福山城博物館が学

校教育の生きた教材として活用されることが望まれる。なお，文部科学省では学校教育法等

に基づき小学校及び中学校の教育課程の編成を行うに際しての基準として学習指導要領を定

めており，学習の目標やその内容の取扱いについて次のとおりとしている。

【小学校　社会科・生活科】

　社会科（第 6 学年）では，「我が国の歴史上の主な事象について，人物の働きや代表的な

文化遺産を中心に遺跡や文化財，資料などを活用して調べ，歴史を学ぶ意味を考えるように

するとともに，自分たちの生活の歴史的背景，我が国の歴史や先人の働きについて理解と関

心を深めるようにする。」が目標とされ，指導計画の作成や内容の取扱いに当たっては，「博

物館や郷土資料館等の施設の活用を図るとともに，身近な地域及び国土の遺跡や文化財など

の観察や調査を取り入れるようにすること」に配慮するものとしている。

　また，生活科（第 1 学年及び第 2 学年）では，「公共物や公共施設を利用し，身の回りに
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はみんなで使うものがあることやそれを支えている人々がいることなどが分かり，それらを

大切にし，安全に気を付けて正しく利用することができるようにする」といったことも学習

しており，指導計画の作成や内容の取扱いに当たっては，「自分と地域の人々，社会及び自

然とのかかわりが具体的に把握できるような学習活動を行うこととし，校外での活動を積極

的に取り入れること。」に配慮するものとしている。

【中学校　社会科】

　社会科（歴史的分野）では，「国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした

歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を，その時代や地域との関連において理解させ，尊重

する態度を育てる。」ことを目標とし，内容の取扱いについては「日本人の生活や生活に根

ざした文化については，政治の動き，社会の動き，各地域の地理的条件，身近な地域の歴史

とも関連付けて指導したり，民俗学や考古学などの成果の活用や博物館，郷土資料館などの

施設を見学・調査したりするなどして具体的に学ぶことができるようにすること」に配慮を

求めている。

【総合的な学習の時間（小学校・中学校）】

　総合的な学習の時間では，小学校・中学校ともに「学校図書館の活用，他の学校との連携，

公民館，図書館，博物館等の生涯学習施設や生涯学習関係団体等の各種団体との連携，地域

の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと」を指導計画の作成に当たって配慮

することとしている。

　このように学校教育現場での文化財や生涯学習施設の活用が望まれており，生涯学習施設

と協働した教育プログラムや教材の開発，社会科見学や体験学習の実施等に取り組むことが

求められる。なお，福山市教育委員会では，2015（平成 27）年度から自分たちの住む福山

を知り，福山が大好きな子どもたちを育てるための副読本「大好き！福山～ふるさと学習～」

を刊行しており，これらの教材を積極的に活用し，福山城跡の魅力と価値の発見や，地域の

歴史の理解促進を図って行く。

（２）生涯学習における活用

　福山城跡では，文化財課や福山城博物館を中心に，ボランティアガイドによる城内の案内

第61図　福山城内の史跡めぐり 第62図「伏見櫓」の一般公開
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や重要文化財「伏見櫓」の一般公開，小中学生対象の「探検福山城」の実施，本物の甲冑や

火縄銃に触れるなどの体験学習のほか，福山城や福山に関する各種講習会を開催している。

また，都市中心部にある豊かな自然環境を広く周知する事業（樹木と野鳥の観察会やネイ

チャーゲームなど）など，幅広い学習ニーズに応じた事業を積極的に展開し，市民の学びの

場として地域における文化財愛護の啓発に努めるものとする。

第15表　福山城内利用状況（社会教育行事）

※史跡福山城跡の敷地内で行われる行事のうち、福山市の広報誌「広報ふくやま」に掲載し、市民に周知した行事を中心に掲載

（３）中心市街地活性化，観光振興における活用

　福山城跡は，地域のアイデンティティを構築する上で重要な要素となることは間違いなく，

「福山市総合計画」を始めとする市の各種まちづくりに関する計画において位置付けられて

いる。市街地の中心であり駅前という最高の立地であるという地理的，地勢的，また市民の

精神的ランドマークとして大切な存在である。

　このように福山市にとって中心的存在である「福山城跡」は中心市街地活性化また観光振

興の拠点の一つとして，市や地域が行う各種振興施策と連携し活用を展開していく。

・　福山城跡を学びの場として活用し，福山城跡の価値や魅力を様々なかたちで発信してい

　　く。

・　市民の憩いの場である都市公園としての機能の維持を図りながら，地域振興・観光振興

　　の拠点としての活用との調整を進める。

年 月 日 曜 事業名称 主催 ジャンル 1 ジャンル 2 対象 会場

2016 平成 28 5 3 ～ 5
火・祝～
木・祝

福山城ボランティアガイド 福山城博物館 文化財 見学会 本丸・二之丸

2016 平成 28 5 25・26 水・木 第 74 期名人戦七番勝負 日本将棋連盟 将棋 教養 福寿会館

2016 平成 28 7 3 日
福山市市制施行 100 周年記念式典・記念
ステージ記念イベント「世良公則ライ
ブ」コンサート

福山市 音楽 イベント 本丸広場

2016 平成 28 7 17 日 わがまち祭り“ふくやま 100”イベント 福山市
音楽・ジャ
ズダンス

イベント 本丸

2016 平成 28 7 24 日 君は福山城探検隊 福山城博物館 文化財 体験学習
小中学生一
般

本丸・二之丸

2016 平成 28 8 2・3 火～水 ひろしま総合文化祭将棋大会
第 40 回全国高等学校総合文化
祭広島県実行委員会

将棋 イベント 福寿会館

2016 平成 28 8 28 日
夏休み親子体験教室「親子で生花を学
ぶ」

福寿会館 花道 体験学習
小中学生と
保護者

福寿会館

2016 平成 28 9 4 日
文化財課職員「登録有形文化財福寿会館
について」

福寿会館 文化財 講演会 福寿会館

2016 平成 28 9 18 日 水野勝之「知られざる水野勝成像」 福山城博物館 歴史 講演会 県立歴史博物館

2016 平成 28 9 18 日 コトノネ福山城コンサート コトノネプロジェクト 音楽（邦楽）
イベントコ
ンサート

本丸広場

2016 平成 28 9 19 月・祝 福山城幸盛ナイト 2016 福山城幸盛ナイト実行委員会 音楽・映像 イベント 本丸広場

2016 平成 28 10 2 日 落合偉州「徳川家康公と九能山東照宮」 福山城博物館 歴史 講演会 県立歴史博物館

2016 平成 28 10 9 日 福山城を描く会 福山城博物館 美術 講習会
幼児～高校
生

福寿会館

2016 平成 28 10 10 月 メモリアルデー「琴の演奏とお茶席」 福寿会館 趣味 イベント
福寿会館で
挙式した夫
婦と家族

福寿会館

2016 平成 28 10 16 日 市民茶会 福寿会館 趣味 趣味の会 福寿会館

2016 平成 28 11 2 ～ 3 水・木 ふくやまうずみフェスタ 2016 福山ブランド創出市民会議 イベント イベント 本丸広場

2016 平成 28 11 3 木・祝 伏見櫓公開 文化財課 文化財 見学会 福山城伏見櫓

2016 平成 28
10 ～

11
21 ～

14
金～月 菊花展 福山菊花同好会 趣味 展覧会 本丸広場

2016 平成 28 12 4 日 絵手紙 (年賀状 )講習会 福寿会館 趣味 講習会 福寿会館

2016 平成 28 12 4 日 粟田純二「福山城石の声を聞く」 広島県建築士会福山支部 文化財 講演会
ふ く や ま 文 学
館・本丸広場

2017 平成 29 1 5 ～ 7 木～土 福山城あかりまつり 福山商工会議所青年部 音楽・映像 イベント 本丸広場

2017 平成 29 1 9 月 新春百人一首かるた大会 福寿会館 伝統遊戯 教養
小 学 生 ( 先
着 30 名 )

福寿会館

2017 平成 29 3 12 日 市民茶会 福寿会館 茶道 教養 福寿会館



105

・　駅前であるという最高の立地を活かし，市民にとって常に中心的存在と感じてもらえる

　　よう，多様な団体と連携し，イベントや活動の場としての活用を促す。（「月見櫓」や本

　　丸の広場での飲食店関連組合等との協働での観月会など）

・　福山城跡を新たな視点から PR する。（公園内には多くの猫やハヤブサの生息も確認され

　　ている。ヒトの目線ではなく猫やハヤブサの“目線”で普段人間では見ることのできな

　　い角度からの城内を紹介・案内する動画やストリートビュー，VR（バーチャルリアリティ）

　　などの開発と積極的な情報発信に取り組む。土塀の上や床下，伏見櫓や筋鉄御門の梁の

　　上といった「猫」の目線，上空からの景観や，急降下する「ハヤブサ」の目線，これら

　　は通常では見ることのできないものであり，ドローンなどの空中写真や動画を利用した

　　インパクトのある映像は，新たな視点からの福山城を見せることができる。

・　城内だけの活用ではなく，市内各所から福山城を見ることができる“ビューポイント”

　　“フォトポイント”を設定し整備する。これにより市民や観光客の回遊性を高め，SNS（ソー

　　シャルネットワーキングサービス）を介して情報の発信・周知を図る。

・　現在の福山城跡や福山城公園の“使われ方”を調査し，今後の活用や整備に向けた情報

　　の収集，解析を行う。（現地での聞き取り調査，市民・観光客へのアンケートなど）

第３節　整備の方法

（１）主として保存のための整備の方法

　福山城跡を確実に保存し，後世に引き継いでいくため，日常的な維持管理を適切に行うと

ともに，将来的に復旧が必要となる箇所をあらかじめ把握し，毀損の未然防止，拡大防止と

復旧を計画的に実施する。

・　日常的な維持管理とともに，保存のための整備（修理）を必要としている箇所，将来に

　　必要となる箇所をあらかじめ把握する。

・　上記調査の結果に基づき計画的に整備を実施する。整備に当たっては，史跡の本質的価

　　値を損なうことなく維持することを前提とし，現状の記録や発掘調査等の調査・記録を

　　行い，これに基づいて修理を行う。地震や大雨等の災害に起因する毀損が発生した場合

　　は，速やかに被害の拡大防止措置を執るとともに，毀損の程度・発生原因等の詳細を把

　　握した上で，復旧の方法を検討し実施する。

・　史跡地内の保存整備や環境整備に際しては，本計画に示す基本方針を踏まえ，発掘調査

　　等の調査研究結果に基づく整備計画を策定し，学識経験者の指導を受けながら整備を実

　　施する。

・　石垣の整備に関しては，詳細な測量図，石垣実測図，石垣カルテ等を作成し，現状保存

　　すべき箇所の把握など現況の調査を経た上で検討しなければならないため，これらの基

　　礎資料の収集も含め，改めて整備計画を策定し対応する。なお石垣の整備は，現状保存

　　を第一に考え，やむを得ない場合に関してのみ，積み直し等の整備を検討する。

・　遺構の平面的表示や立体的表示を工夫し，また，これに伴う園路等の整備を行うことで
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　　適切な遺構表現や維持管理を行い，歴史的風致の維持と向上に努める。

・　遺構に悪影響を及ぼすおそれのある樹木や，石垣等の遺構から生えている樹木について

　　は，枝払いや伐採を検討する。なお管理に当たっては，生育状況を把握し樹木の記録を

　　取る等「樹木カルテ」を作成し市民に対し情報提供を図り，継続的な植生の管理を行う。

・　史跡としての本質的価値に関する要素の保存を優先的に考えるとともに，景観・都市公

　　園としての価値に関する要素も適切に保全する。

（２）主として活用のための整備の方法

①　整備の考え方

　史跡等に関わる施設設置については，文化庁文化財部記念物課が監修した『史跡等整備の

てびき（2005 年 6 月発行）』の「第 4 章第 3 節 3. 史跡等に関わる施設設置の考え方」に次

のとおりまとめられており，これを基準として整備を行うものとする。

【「便益施設」「案内・解説施設」の設置】

　適切で系統的な全体の配置計画に基づくこと。計画を定めたものであっても，事前の発掘

調査の結果，重要な遺構が発見され，当該施設の設置が遺構の保存に影響を及ぼす可能性の

ある場合又は史跡等の景観に影響を及ぼす可能性がある場合には，当該施設を設置してはな

らない。また，設置位置としては，史跡等の中核部でない周縁の地域で，かつ学術的な観点

から想定される機能上の役割や領域に抵触しない位置を選択すること。

【公開活用施設のうち「園路，広場」の設置】

　上記に準じたものとすること。更に，史跡等の本質的価値を構成する諸要素との整合性に

ついても配慮するため，発掘調査等によって往時の動線等の位置が明らかになった場合には，

可能な限りそれらを尊重した配置とすること。

【「維持・管理施設」の設置】

　景観を損なわず，かつ史跡等の保存に影響を与えない位置，設備，工法を選択すること。

【その他の施設のうち「駐車場」の設置】

　原則として指定地外とすること。ただし，次の５つの条件を満たすものについては「史跡

等活用専用駐車場」として必要最小限の規模で，指定地内に例外的に認めることがある。

　　ア )　史跡等の面積が広大な場合又は隣接地に用地の確保が困難な場合で，指定地　　

　　　　　内に駐車場がないと活用上著しい支障が生じると判断されていること。

　　イ )　史跡等の全体及びその周辺を含む適正な保存管理計画及び整備活用計画が策定さ

　　　　　れていること。

　　ウ )　特に整備活用計画において「史跡等活用専用駐車場」を計画する場合には，周辺

　　　　　の交通体系，土地利用の在り方等をも視野に入れた適正な計画であること。

　　エ )　外形的に史跡等活用専用駐車場であることが明確となっており，かつ史跡等活用

　　　　　専用として運用されること。

　　オ )　「史跡等活用専用駐車場」の規模・形態・位置等については，法に基づき現状変
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　　　　　更等の許可が可能な範囲内であること。

②　安全・快適に利用できる環境の整備

【城内広場，園路，ライフライン等の整備】

　遺構の保存や景観に留意しながら広場や園路を適切に維持管理し，安全性・快適性を向上

するための整備（城内排水施設，ライフラインの更新，土系舗装の修繕，石段の改修，スロー

プ・手すり・照明の設置等）を検討する。なお，手すり・スロープ等の管理施設については，

設置の必要性，望ましいあり方を検討し，適切な措置を図る。

　更に，来訪者の歴史的理解を深めるための動線及び都市公園としての散策・レクリエーショ

ンのための動線等，様々な動線を確保し，多方面から城跡の魅力を体感できる園路整備を実

施する。

　また，雨水の処理方法を検討し，快適に利用できるよう改善を図る。

【解説板・案内板・道標等のサイン類の整備】

　サインの第一義的使命は確実に正確な情報を伝達することである。そのため，分かりやす

い表現や表示内容に努めることや，表現や表示の共通性・連続性が求められる。

　史跡としての価値を顕在化させ魅力を伝えるためにも解説板や案内板といったサインの設

置は大切である。しかし，情報を提供するメディアには様々なものがあり，それぞれ長所・

短所を有している。サインの場合，訪れれば誰もがいつでも利用できるという長所がある反

面，表示面が有限であり提供できる情報量も限られる。単一のメディアで全ての情報を提供

しようとすることは困難である。メディア相互の補完（メディアミックス）により，効果的

かつ合理的な案内機能を果たすべきであり，サインもそれに適した役割で活用することが望

まれる。

　サインは，年齢・性別・言語・障がいの有無などに関わらず多様な人々が利用するもので，

多くの人々が利用可能となるよう工夫する必要がある。そのため，誰もが使いやすい身の回

りの生活空間を設計するユニバーサルデザインの考え方を積極的に導入する。また，利用者

の利用目的は様々であり，サインの設置主体の目的もそれぞれ異なるが，それぞれの設置主

体が連携し，統一したサイン設置を計画することが重要である。

　このようにサインは，公共性の高い情報伝達手段であるため，利用者に対し正確な情報を

提供するとともに安心感も提供しなくてはならない。

③　史跡の価値を的確に伝達するための整備

【遺構の表現】

・　調査研究の成果に基づき，真実性を確保した適切な手法を用いて，来訪者に往時の福山

　　城の状況を想起させる遺構の表現を行う。

・　遺構の平面表示等の整備に当たっては，事前に古絵図，文献史料等の調査研究または発

　　掘調査を実施し，史実に基づいた整備のための十分な学術的根拠を得た上で，文化庁，
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　　広島県教育委員会，福山市文化財保護審議会等の指導を踏まえて実施する。

・　歴史的建造物の復元については，調査研究の成果に基づき，適切な手法を用い，文化庁

　　が示す「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」に基づき，慎重に検討する。

【遺構の顕在化】

・　地表に露出した城郭遺構の適切な保存方法や公開方法を検討し，城郭を魅せる見どころ

　　づくりを行う。

・　福山城跡の全体像を理解する上で，石材が抜き取られ裏込めが露呈している二之丸西側

　　石垣の復旧等は必要であり，発掘調査や文献調査等を実施した上でその方策を検討する。

・　崩落の危険性がある切岸について，工法等を調査し，保護・保全の方策を検討する。

・　遺構の視認性の確保のために，伐採・剪定等適切な樹木管理を行う。

【既存建造物等の移転】

・　福山城跡の持つ価値を理解する上で支障をもたらす可能性のある建造物等（テニスコー

　　ト等）は，遺構や史跡景観への影響，その歴史的価値，立地性，必要性の観点から，移

　　転，撤去等の対応を検討する。この場合において，必要に応じて発掘調査等を実施する。

④　市民，観光客などが福山城跡の存在を身近に感じるための整備

・　福山城跡を身近に感じることのできるサインや案内，説明板等の表示を市内各所へ設置

　　することを検討する。これまで外堀や内堀の一部を標示する石標の設置や，開発行為に

　　伴う発掘調査で出土した遺構（石垣等）を協議の上，現地にて部分的に復元展示するな

　　ど行ってきた。今後も都市機能との調整を図りながら，市民や観光客に分かりやすい表

　　示方法の開発を進め，福山城跡の規模や構造を身近に感じてもらえる整備を行う。

・　市内各所から福山城が良好に見える場所を選定し，“ビューポイント”“フォトポイント”

　　として整備し周知を図る。これにより中心市街地での観光客や市民の回遊性を向上させ

　　活性化を進めるとともに，観光客や市民自ら SNS 等を通じて情報を発信できる場の整備

　　を行う。現在，福山城にはモバイル WiFi ルーターが設置され，情報発信・情報発信の

　　環境が整備されている。

第63図　ビューポイント・フォトポイントの例（左：JR福山駅新幹線ホームより，右：福寿会館より）
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第Ⅷ章　運営・体制の整備

第１節　運営・体制の整備の方向性

　福山城跡の管理に当たり，文化庁，広島県教育委員会の指導 ･助言のもと，史跡の保存管

理に関する事務及び史跡内の歴史的建造物（重要文化財等指定・登録文化財）の保存管理に

ついては，文化財課が担当している。一方，福山城公園の維持管理については，公園緑地課

が担当しており，樹木管理や緑化及び園路の整備を連携して行っている。なお，史跡内に所

在する施設の管理運営については文化振興課が担当している。また，史跡内には国有地や神

社所有地がある。こうした関係者・関係機関同士が史跡の保存管理及び整備活用において密

接な連携を相互にとることができる体制を整備する必要がある。

　福山城跡の現在までの経緯と対応・分析を踏まえながら，適切な保存と公開・活用を進め

ていくには，「史跡保護」を最重要事項として位置づけ，市民や関係機関との連携や協力を

図り，魅力ある史跡として後世に伝えるため，将来に向けた体制整備が不可欠であり，その

ための方向性を以下に示す。

○　史跡の確実な保存，整備を計画的かつ効果的に推進するための体制の検討及びそれに基

　　づく活用を継続して行うために，十分な体制の確保を図る。

○　日常の維持管理，調査研究，保存，活用，整備を着実に推進するための体制を整える。

○　文化財部局のみならず，まちづくり推進部，文化観光振興部，都市部，環境部など，福

　　山城跡に関係する福山市の様々な部局間の相互連携を強化するとともに，整備に向けた

　　組織づくり，人材確保等についての検討を行う。

○　市民との連携を強化し円滑な史跡の保存・公開・活用を進めるため，「福山城博物館友

　　の会」などの市民団体を中心に，市民に福山城跡を保護し活用する取組への参加を呼び

　　かけるとともに，福山城跡を地域の誇りとするための情報発信や人材育成を進める。

第２節　運営・体制の整備の方法

（１）管理者・管理団体

　史跡福山城跡の土地所有は , 本丸部分を財務省（旧大蔵省）と文部科学省（旧文部省）,

二之丸の大部分を福山市が所有し ,二之丸北端部を三蔵稲荷神社が所有している。具体的に

は「土地・建物等の所有者としての管理」及び「文化財としての管理」に加えて ,「公園と

しての管理」が重層的に発生することから ,それぞれの「管理」における各管理主体の責任

や役割を整理した上で役割分担等の調整を行い ,効果・効率的な管理運営の実現を図ること

が必要である。当面は，これまでのように福山市と民間所有者が連携しながら管理していく

こととするが，将来的には福山市と国の機関，民間所有者が協議し，管理団体（福山市）の

指定に向けて取り組む。
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（２）日常的な維持管理，保存，公開に関する運営・体制の整備

　日常的な維持管理・公開については，現在の体制を当面維持するが，運営・体制は，史跡

としての保存・活用・公開を行う文化財課と，都市公園としての維持管理を行う公園緑地課，

更に福山城博物館などの施設管理は文化振興課であり，その運営は指定管理者制度により外

部に委託されている。日頃からの連絡を密にし，互いに考え方に齟齬が生じないよう，関係

者間の連携に努めることが大切である。

（３）整備事業に関する運営・体制の整備

　整備事業の推進に当たっては，適切な推進体制の確立が必要である。また，今後必ず生じ

てくる石垣修理等は，長期的な展望のもとに継続的に取り組む必要があり，計画的に実施で

きるよう建設部局と文化財部局の一体的な組織体制を検討し，整備する必要がある。

（４）運営・体制整備に向けて

　福山城跡の適正な保存・活用を進めていくには「史跡の保護」を最重要事項として位置付

け，市民や関係機関との連携を図り，魅力ある史跡として保存・活用を進めるための将来に

向けた体制整備が不可欠である。体制整備の基本的な考え方を次に示す。

①　行政内部における体制の確立

・　城跡の保存・活用・整備は，まちづくり，観光，自然環境，防災などと関連するため，

　　関連部局間の連携を強化し，十分な検討・調整を図ることができる体制を確立し，事業

　　の円滑な推進を図る。

・　城跡を適切に保存・活用していくためには，継続的な調査研究が必要であり，文化財専

　　門職員等の人材を確保するとともに，城郭や石垣に関する研究会・協議会等への参加を

　　通じて，職員の資質向上に努める。

②　関係機関との連携を強化

・　史跡の保存・活用・整備は専門的な側面を有するため，専門家や有識者による検討委員

　　会を設置し，保護の方向性や手法等を検討する。

③　市民との連携を強化

・　福山城博物館友の会は，ボランティアガイドとして博物館の活動を支援しながら，福山

　　の歴史と文化に関する資料（美術工芸・民俗・文書記録類）を収集し研究するとともに，

　　講演会，体験学習などの開催・参加，史跡めぐり，名城めぐり等のイベント開催を行っ

　　ている。福山城跡の保存・活用において欠かせない存在であり，今後も協働に努める。

・　福山城跡の保存・活用においては，歴史や文化財に関心のある団体だけでなく，多様な

　　団体との連携が重要である。特に活用面においては，各種団体との協働による活用を図

　　り，市民や観光客に，福山城が福山市の成り立ちや特色を示す中心的存在であることが

　　認識されるよう努める。
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第Ⅸ章　施策の実施計画の策定・実施

第１節　実施すべき施策とそれに掛かる期間

　本計画において定めた第Ⅴ章の大綱・基本方針と，第Ⅵ章～第Ⅷ章で述べた方向性・方法

を具体化するため，実施する施策の目標を整理し，それらの実施期間・道程などを示す。

　実施すべき施策には，史跡の調査研究・整備・活用・運営・体制整備など多岐にわたるが，

それに掛かる期間については，史跡福山城跡の本質的価値を構成する要素の復元・整備を優

先的かつ着実に実施していくため，これらの整備事業の目標年度と整備内容を 5年毎の計画

で設定する。なお，史跡指定範囲外にある城郭遺構についても，史跡の保存・活用と密接に

関係するため，今後の取扱いも含めて施策に反映させる方向で，これに含める。　　

　まず，2018（平成 30）年度から福山城築城 400 年に当たる 2022（平成 34）年度を第 1 期

事業期間（以下，「第 1 期」という。）とする。また，それ以降については 2027（平成 39）

年度までを第 2期事業期間（以下，「第 2期」という。）として，第 1期で積み残した指定地

内の整備に取り組むとともに，指定地周辺において関係する遺構の整備について検討を行

う。2027（平成 39）年度より後については，その時点で整備の状況や新たな課題等を踏まえ，

整備の内容や期間の検討を行う。

（１）第 1期〔2018（平成 30）年度～ 2022（平成 34）年度〕

　第 1期では，福山城を計画的に整備し，市民の誇りとなる史跡として公開・活用するため，

本計画で定めた基本方針を基に「整備基本計画」を 2018（平成 30）年度に策定し，次年度

にそれを実施するための具体的な「実施計画」を策定する。

　これと連動して，本史跡の本質的価値を構成する「石垣」が大きく抜き取られている二之

丸西側の上段部分について発掘調査を行い，遺構を確認した上で，文献資料・城絵図等の絵

画資料を基に復元・整備を検討し，遺構の顕在化に取り組む。これとともに，史跡指定範囲

外に延びる二之丸西側石垣の延長部について，追加指定と整備の検討を行う。　

　また，御台所門や棗木御門付近，明治以降の園路設置により石材が抜き取られた二之丸東

側石垣部分など，過去の改変により築城当初の石垣が変更されている箇所については，文献

資料・城絵図等の絵画資料を収集し，復元方法を検討する。

　石垣整備に当たっては「石垣整備計画」を策定し，優先順位を決め，計画的整備を行う。

このため，史跡全体の詳細な測量図を作成する。また，石垣カルテ等の診断を，福山城の石

垣全てについて順次計画的に継続して行い，石垣の基礎資料を収集するよう努める。

　「切岸」については，二之丸北側に当たる三蔵稲荷神社北側の斜面が崩落を起こしており，

市道に近接していることから，早急に安全対策や保存方法等の資料を収集し，整備に向けて

検討する。

　史跡指定範囲内の建築物については，現存する伏見櫓・筋鉄御門・鐘櫓については，適

切な維持管理を行うとともに，定期的な診断調査を行い，計画的に保存修理を行う。
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　また，失われた神辺一番櫓や，伏見櫓と筋鉄御門を繋ぐ多門櫓など，福山城の価値を高め

る効果が高いと考えられる建造物については，将来的な復元も視野に入れながら各種調査と

検討を行う。

　史跡内の復元・復興建造物については，天守・御湯殿・月見櫓・鏡櫓の耐震診断を 2017

（平成 29）年度に行っており，その結果を基に，耐震補強等を含む既存建物の改修や，電気・

上下水道・ガスといったインフラ整備などの対応策を検討する。併せて，天守・月見櫓・鏡

櫓については文化庁が示す「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」に基づく資

料収集や調査に取り組む中で，将来的な保存整備の在り方について検討を行う。また，土塀

についても診断・点検を実施し，外観の塗り替えや修理・補修実施の必要性を見極める。

　植生については，植生調査や樹木カルテの作成を行い，これを基に史跡の景観・公園とし

ての見せ方を念頭に置き，樹木の在り方について整備計画を検討する。

　史跡の活用については，史跡内の説明板や案内板の整備，パンフレットや SNS，VR 技術の

導入など，理解しやすい説明や表現方法を展開することで福山城の魅力が伝えられるよう工

夫し，歴史学習，社会教育，健康づくり，観光，市民の憩いの場として，幅広い活用促進に

取り組む。

　体制整備については，国・県・市が連携した取組を図るとともに，福山市の管理団体指定

に向けて検討する。地域に於いては，福山市立福山城博物館やボランティア団体，観光協会

などの関係団体や関係部局，関係機関と密接に連携・協議し，相互に情報を共有することに

よって史跡の保存・整備と有効活用ができるような体制を目指す。

　「整備基本計画」や「実施計画」の策定，整備実施に当たっては，関連分野の専門家，研

究者，学識経験者，地域住民の代表などからなる「（仮称）福山城整備検討委員」を設置して，

内容等の検討を行った上，整備を順次実施し，史跡福山城跡の保存と活用を進める。

第16表　 第１期事業計画

建築 400 年関係
入封
400 年

築城
400 年

項目

保存活用計画策定

計画期間区分 保存活用計画策定期間

整備基本計画策定

実施計画

文献・絵画等資料収集，
石垣・建築物診断等調査

発掘調査

保存・活用整備

管理・運営体制整備

2016
年度

2017
年度

第 1期事業期間

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度
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実施計画の総括表（1/2）

実施期間

備考第１期 第２期 第２期以降

2018-2022 2023-2027 2028-

基礎的な取組

○計画の策定 整備基本計画，実施計画，石垣整備計画等

○調査・研究
文献調査，発掘調査

測量図作成

○管理・運営体制
管理団体の指定の検討

国，県，市，地域活動団体等との連携

史跡指定地の保存・活用・整備に係る取組

○遺構の保存・整備

遺構の保存・
整備

石垣の整備

二之丸西側上段部分の石垣遺構の確認，石
垣復元

石垣の実測調査，石垣カルテの作成 以降 5年毎

石垣整備計画に基づく整備の実施

切岸の整備
三蔵稲荷北側切岸の保護 ･保安の検討，対
策実施

遺構表示・ 
復元

本丸御殿跡 ･神辺一番櫓跡・多聞櫓跡等の
遺構表示及び復元の検討

史跡境界標，
史跡全体の概
要を示す説明
板の設置

文化財保護法上義務付けられている史跡境
界標の設置及び史跡全体の概要を示す説明
板の設置

○建造物の保存 ･整備

歴史的建造物の保存・整備
伏見櫓，筋鉄御門，鐘櫓の保存 ･修理

上記建造物の経年劣化調査 ･耐震診断カル
テ作成等の実施

以降 5年毎

復元・復興建造物の整備

既存の復元建造物(御湯殿)･復興建造物(天
守，月見櫓，鏡櫓，多門櫓，番所，塀等 )
の維持 ･修理

上記建造物の耐震診断・経年劣化調査等の
実施，改修の検討

既存の天守等復興建物，新規に復元する神
辺一番櫓や多聞櫓等の資料収集，調査，検
討

本質的価値以外の 
要素の取り扱い

テニスコート等の移転の検討

第17表　 実施計画の総括表（1/2）

（２）第 2期〔2023（平成 35）年度～　2027（平成 39）年度〕及びそれ以降

　引き続き，保存活用計画に基づき，第 1期で積み残した指定地内の整備に取り組むととも

に，発掘調査や文献資料等の調査を継続して実施し，縄張りや遺構の解明を進める。これと

ともに，史跡の価値を高めるための遺構整備や，歴史的建造物の保存と復元，建造物の安全

確保，史跡内の施設及び環境整備を進める。また，指定地周辺において関係する遺構の整備

について検討を行う。

　2027（平成 39）年度より後については，その時点での整備の進捗状況や，整備手法・技

術の進展，新たな課題等を踏まえ，整備の内容や期間の検討を行う。

　

第２節　施策の実施計画の総括表

　これまでに述べた具体的な実施すべき施策を整理し，各施策の概要・実施期間を総括表と

して第 17 表にまとめる。
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第17表　 実施計画の総括表（2/2）

実施計画の総括表（2/2）

実施期間

備考第１期 第２期 第２期以降

2018-2022 2023-2027 2028-

史跡指定地の保存 ･活用・整備に係る取組

○環境整備

自然環境

史跡や歴史的建物への影響を考えた適切な植
栽計画に基づく樹木管理

樹木カルテの作成，樹木整備計画策定の検討

広場・道路の整備

広場 ･道路 ･階段の整地及び舗装，排水施設
等の整備 ･保守

バリアフリー化の検討

施設の整備

博物館，文書館，貸館（福寿会館，月見櫓等）
の生涯学習施設の整備

利便施設の整備（ベンチ，トイレ等）

上下水道，電気，ガス等インフラ施設整備 ･
保守 ･点検

園路照明，ライトアップ照明等照明設備設置
･保守 ･点検

防犯カメラ等防犯設備の設置・保守 ･点検

消火栓，防火水槽，自動火災報知機等消防設
備設置 ･保守 ･点検

6箇月毎点検

救急設備，危機・安全マニュアルの作成等緊
急対応対策

○公開活用

情報発信
ホームページ，パンフレットや SNS 等による
福山城や城下町の歴史に関する情報提供の促
進

啓発 ･学習

歴史講演会・史跡見学会・体験学習会の開崔

福山城博物館等ガイダンス施設の整備・充実

ボランティアガイドの支援と育成

案内表示 説明板・サインの設置・保守

活用状況の把握 利用者へのアンケート調査等の実施

史跡指定地外に広がる城郭域の保存・整備に係る取組

○指定地外の保存・整備

城郭遺構の明示
外堀・内堀等城郭関連遺構の標識・説明板等
の検討，設置

史跡の追加指定 ･公有化

二之丸西側上段部分（未指定部分）の追加指
定

三之丸 ･外堀 ･内堀等遺構にかかる追加指定
の調査と検討

○史跡周辺の環境整備

動線の整備・対策
公共交通機関利用者への対策（誘導案内等），
駐車場整備の検討

自然環境整備
史跡 ･歴史的建物 ･景観への影響を考えた適
切な樹木管理

福山城の眺望整備
ビューポイント・フォトポイント等の設定 ･
整備
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第Ⅹ章　経過観察

第１節　経過観察の方向性

　史跡福山城跡を確実に保存し，有効に活用するためには，将来にわたり持続的・継続的に

維持管理に取り組むとともに，計画的に公開・活用や整備を行っていく必要がある。

　このため，保存・管理，公開・活用，整備，運営体制，調査研究等の各分野について定期的・

日常的に点検することが必要であり，施策・事業の進捗状況を個別的及び全体的に把握し評

価することにより，的確な改善方法を抽出し，次の施策・事業に反映させることができる。

　この経過観察は，文化財課が中心となって，福山城跡に関わる施策・事業の経過観察を全

体的に取りまとめ，教育や観光，まちづくりなどの関係部局とも連携し，その成果・結果を

活用していく。

課題の把握

と改善

自己点検

評価

保存 / 活用・整備

の推進

体制の整備
情報共有 計画の策定

記録

現状把握と

内容の確認

活用・点検

のサイクル

活用・点検

のサイクル

保存の

サイクル

保存の

サイクル

第64図　経過観察のイメージ
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第２節　経過観察の方法

　経過観察の方法については，関係する担当部局が責任を持って行う事業を，文化財課が全

体的な取りまとめを行い管理することとし，大きく次の３段階で行う。

　　　　　　　　　　【第１段階】現状把握及び施策・事業の実施状況の確認

　　　　　　　　　　【第２段階】実施した施策・事業の妥当性・効果の確認・評価

　　　　　　　　　　【第３段階】保存・活用の基本理念への寄与に係る評価と課題の把握

　　　　　　　　　　　　　事業の見直しや改善，実効性のある施策への展開

　実際に経過観察を行う際には，保存・管理，公開・活用，整備，運営体制，調査研究等の

各分野について，施策・事業の進捗状況，実績の点検，課題の抽出などの点検指標を明示し

たチェックシート（自己点検表）を利用する。評価は三段階（例：①未取組，②計画中，③

取組済）で行い，取組の現状 ･目的 ･成果等を付記する。

　経過観察結果の評価は，文化財課や関係部署等の内部評価の他，外部評価として文化財保

護審議会や，文化財保護指導員，福山城の整備を検討する「（仮称）史跡福山城跡保存整備

検討委員」や，史跡整備等各分野の専門家の意見を伺う。また，幅広い意見を評価に反映さ

せるため，観察分野に応じて，関係する地域団体の意見や，来訪者や利用に対して行うアン

ケートやヒアリングを実施し，こうして得た評価結果を文化財課が取りまとめる。

【第１段階】

現状把握及び施策・事業の実施状況の確認

　保存活用の理念に対し，各項目について施策や事業がどの程度達成できているかを点

検し確認することで，現状を把握し，目標を明らかにする。

　経過観察の指標，方法，観察時期・期間については，第 18 表のとおりである。
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第18表　経過観察の点検指標，観察の手法，観察時期・期間（1/2）

分野 経過観察の点検指標となる項目
観察の点検 ･ 
確認等の方法

実施する 
時期・期間

保存
管理
関係

①指定地内の遺構や歴史的建造物が確実に保護され
ているか

・文化財課，公園緑地課による点
検・記録

年４回（季節毎）

・文化財保護指導員の巡視による
点検 ･記録

年２回

②史跡の本質的な価値を有しないその他の要素につ
いて検討や対応が行われているか

・文化財課，関係部局による確認
（文化財課で集約・整理）

年度末

③樹木等植栽管理が適切に実施されているか

・公園緑地課，文化財課による点
検 ･記録

年４回（季節毎）

・文化財保護指導員の巡視による
点検 ･記録

年２回

④指定地及びその周辺地域の環境美化がなされてい
るか

・公園緑地課，文化財課等関係部
局による点検・記録（文化財課
で集約・整理）

年４回（季節毎）

・文化財保護指導員の巡視による
点検記録

年２回

⑤現状変更に対する対応が適切に行われているか ・文化財課による点検・記録 年４回（季節毎）

⑥保存活用計画に基づいた年次計画に沿って事業が
実施されているか

・文化財課による確認 原則年２回集約・分析

⑦計画実施において問題点が発生していないか ・文化財課による確認 原則年２回集約・分析

⑧防火・災害等の対策が適切に取り組まれているか ・文化財課による点検・記録
６箇月毎に１回（消防法
及び同法施行規則に基づ
く）

⑨追加指定に向けての検討が実施されているか ・文化財課による確認 年２回集約・分析

⑩遺構や歴史的建造物の劣化状況や保存環境に係る
検討はされているか

・文化財課による確認 年２回

公開
活用
関係

①情報発信や公開が適切に実施され，その活用状況
が把握されているか

・文化財課，関係部局による 
把握（文化財課で集約・整理）

年度末に集約

②見学会・体験学習等は計画的に実施されているか
・文化財課，文化振興課等関係部
局による確認（文化財課で集約・
整理）

月毎集計し年度末に集約

③来訪者数の実態が把握されているか
・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

月毎集計し年度末に集約

④福山市立福山城博物館や近隣の文化施設との連携
が図られているか

・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

月毎集計し年度末に集約

⑤学校教育や生涯学習などでの利用状況が把握され，
活用に生かされているか

文化振興課，文化財課，教育部
局等関係部局による把握（文化
財課で集約・整理）

月毎集計し年度末に集約

⑥他の歴史的文化遺産と連携した活用が行われてい
るか

・文化財課による把握 原則年２回集約・分析

⑦ボランティア団体の活動把握や支援が行われてい
るか

・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

月毎集計し年度末に集約

⑧ガイダンス等の施設が検討され，整備されている
か

・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

毎年度末集約

⑨多言語（外国人向けの）対応がなされているか
・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

毎年度末集約

⑩見学会・体験学習等は計画的に実施されているか
・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

月毎集計し年度末に集約

⑪史跡等の本質的価値を学び理解する場となってい
るか

・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

毎年度末集約

⑫文化的観光資源としての活用がなされているか
・文化財課，文化振興課等関係部
局による把握（文化財課で集約・
整理）

毎年度末集約
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第18表　経過観察の点検指標，観察の手法，観察時期・期間（2/2）

※表中の「文化財保護指導員」とは，福山市文化財保護条例第 14 条に定める委嘱員で，同条第 2 項に福

山市の「文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関

する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとす

る。」と定めている。

分野 経過観察の点検指標となる項目
観察の点検 ･ 
確認等の方法

実施する 
時期・期間

整備

関係

①史跡の本質的価値を有する要素の保存修理は行わ

れているか
・文化財課による把握 原則年２回集約 ･分析

②保存・活用を十分検討した整備が行われているか ・文化財課による把握 原則年２回集約 ･分析

③史跡の遺構表現等は発掘や文献調査等の史実に基

づいているか
・文化財課による点検・確認 原則年２回集約 ･分析

④遺構等に影響が及ばないように整備されているか ・文化財課による点検・確認 原則年２回集約 ･分析

⑥復元や修復を行う際，適切な技術で実施できたか ・文化財課による点検・確認 復元修復時確認

⑦復元や修復整備後に修復の状況を管理しているか ・文化財課による点検・確認 復元修復後定期的に実施

⑧分かりやすい整備が行われているか ・文化財課による点検・確認 常時確認

⑨整備基本計画に基づいた整備が実施されているか ・文化財課による点検・確認 修復後

⑩照明設備やトイレ等の利便施設及び道路やライフ

ラインの維持管理は適切に行われているか

・文化財課，文化振興課等関係部

局による把握（文化財課で集約・

整理）

毎年度末集約

⑪公開活用施設や利便施設，園路・広場の整備が歴

史的景観と調和しているか
・文化財課による点検・確認 毎年度末集約・分析

運営

体制

関係

①保存・管理・活用のための体制は整っているか ・文化財課，関係部局による確認 年度末毎

②市民や地域の活動団体との連携，協働の取組が行

われているか
・文化財課による点検・確認 年度末毎

③史跡等周辺の環境保全のため地域住民や関係機関

との連携が図られているか

・文化財課，関係部局による 

確認（文化財課で集約・整理）
年２回

④市の関係部局との連携が図られているか ・文化財課による点検・確認 年度末毎

⑤国・広島県との連携が図られているか ・文化財課による点検・確認 年度末毎

調査

研究

体制

①文献等の調査・研究が実施されているか ・文化財課による確認 毎年度末集約

②発掘等により遺構の調査・研究が実施されている

か
・文化財課による確認 毎年度末集約

③遺構や歴史的建造物の劣化状況や保存環境に係る

調査はされているか
・文化財課による確認 毎年度末集約

④今後の整備に向けての基礎調査が実施されている

か
・文化財課による確認 毎年度末

【第２段階】

実施した施策・事業の妥当性，効果の確認と評価

　第１段階での点検結果をふまえ，分野別に実施した施策・事業は円滑に進んでいるか，

事業の内容は妥当だったか，効果を発揮しているか等を確認し，次の指標で評価を行う。

○保存に関わる施策 ･事業の妥当性と効果

〔評価の基本的指標〕

　・本質的価値を構成する要素となる石垣や歴史的建造物の保存は適切な方法で行われてい
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　　るか。

　・歴史的環境や背景を構成する要素となる建造物の保存修理の方法は適切か。

　・自然環境や景観を構成する要素の保存方法は適切か。

　・調査・研究の方法や内容は適切に行われているか。

　・史跡の点検方法や記録の整理，それによって得られた結果の活用や公開が適切か。

○活用に関わる施策 ･事業の妥当性と効果

〔評価の基本的指標〕

　・来訪者や利用者の史跡に関する知識や理解，及び満足度が得られているか。

　・来訪者や利用者数は増加しているか。

　・情報発信の内容や方法は適切に行われ，効果を発揮しているか。

　・ボランティアガイドの利用が増えているか。

　・学校教育や生涯教育などで歴史学習の場として利用され，効果を発揮しているか。

○整備に関わる施策 ･事業の妥当性と効果

〔評価の基本的指標〕

　・本質的価値を構成する要素となる石垣や歴史的建造物の保存修理や遺構の表現は，適切

　　な方法で行われ，保存 ･活用に効果を発揮しているか。

　・遺構の復元や表現は，本質的価値を顕在化するとともに，来訪者等の理解につなが

　　るものとなっているか。

　・自然環境 ･景観を構成する要素の整備は適切に行われているか。

　・公開 ･活用のための施設等は，利用者の利便性に適し，満足度が得られているか。

　　また，これらの施設 ･設備が遺構に影響を与えず，歴史的景観と調和した整備となっ

　　ているか。

○運営 ･体制の整備に関わる施策・事業の妥当性と効果

〔評価の基本的指標〕

　・保存 ･管理，活用 ･整備についての体制は適切に組織され，効果を発揮しているか。

　・文化財の情報発信や，啓発，地域活動への支援等の体制は適切に組織され，効果を

　　発揮しているか。

　・市民や地域の活動団体との連携，協働の取組等が行われ，効果を発揮しているか。

　・国 ･広島県と情報を共有し，連携するための方法と内容が適切か。

○調査研究に関わる施策・事業の妥当性と効果

〔評価の基本的指標〕

　・福山城の歴史を再構築できるような文献調査，発掘調査が行われているか。
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　・史跡や建造物の保存 ･復元，整備 ･活用に資する成果を提供することができたか。

　・調査研究によって新たな知見が見出されたか。

第２段階の評価の方法と時期

　・評価

　　　内部評価：文化財課や関係課により実施。

　　　外部評価：文化財保護審議会，文化財保護指導員，（仮称）史跡福山城跡保存整備

　　　　　　　　検討委員，史跡整備等各分野の専門家により実施。

　　　　　　　　なお，活用，整備，運営・体制にかかわる分野については，関係する

　　　　　　　　地域団体，来訪者や利用者に対してアンケートやヒアリング調査を一

　　　　　　　　定の期間を設けて実施する。　

　・評価の時期：第１段階の結果整理後の次年度において事業の妥当性，効果の確認と

　　　　　　　　評価を行う。

【第３段階】

保存・活用の基本理念への寄与に係る評価と課題の把握

　第２段階の評価を受け，実施した施策や事業が「福山城の価値と魅力を引き出し，行政・

市民・地域で守り，活かす」といった基本理念にどの程度寄与しているかの評価を行う。ま

た，これまでの過程で確認された課題を把握する。

〔視点〕

　・目指すべき史跡の保存 ･活用等の姿を実現することができたか

　・まちづくりや地域のアイデンティティの創出に寄与しているか

第３段階の評価の方法と時期

　１段階，２段階で関わってきた文化財保護審議会，（仮称）史跡福山城跡保存整備検討委

員や史跡整備等各専門家，その他学識経験者や地域活動団体の意見を踏まえながら，文化財

課が中心となって関係課による協議 ･検討を行い，総合的に評価 ･判断する。

第３節　経過観察により把握された課題の解決

　経過観察の評価と，把握された課題を踏まえ，基本理念に沿った事業が達成できるよう個

別の施策や事業計画，運営体制等の見直しを１期事業計画期間（５年）毎に行う。また，本

計画においても，施策や事業の進捗，新たに把握された課題を踏まえ，必要と判断された場

合は見直しを行うこととする。



資　料　編
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１．関係資料

●福山城跡空中写真　１

史跡福山城跡遠景（南側）

重文　伏見櫓屋根近景（南側）

重文　伏見櫓屋根近景（東側）

重文　伏見櫓屋根近景（北側）

重文　伏見櫓屋根近景（西側）
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史跡福山城跡遠景（北側）

重文 筋鉄御門屋根近景（北側） 重文 筋鉄御門屋根近景（北側）

重文 筋鉄御門屋根近景（東側） 重文 筋鉄御門屋根近景（西側）

●福山城跡空中写真　２
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●福山城跡石垣現況調査一覧表　１

A オリジナル（築城時またはそれに近い時期に積まれた石垣）

B 一部オリジナル（基本的にはオリジナルが残るが、一部に改変・積み直し等が見られる石垣）

C 近世後半に改修

D 改変（近代・現代において改変を受けた石垣）

台帳番号 地区 時期 積み方 石加工 石垣延長(m) 備　　　考

1-1 天守台 A 布積崩し 割石 28 石垣延長は台帳番号(1-1)＋ (1-2)の長さ

8 天守台 A 布積崩し 割石 6

7 天守台 A 布積崩し 割石 4 下半乱積みあり

6 天守台 A 布積崩し 割石 23 一部乱積みあり

5 天守台 A 布積崩し 割石 25

4 天守台 A 布積崩し 割石 16

3 天守台 A 布積崩し 割石 7

2 天守台 A 布積崩し 割石 13

1-2 天守台 A 布積崩し 割石 石垣延長は台帳番号(1-1)＋ (1-2)の長さ

13-1 天守台 D 38 石垣延長は台帳番号(13-1)＋ (13-2)の長さ

13-2 天守曲輪 D 石垣延長は台帳番号(13-1)＋ (13-2)の長さ

14 天守曲輪 D 27

64 本丸（内） A 布積み 割石 8 筋鉄御門

63 本丸（内） A 布積み 割石 8 〃

62-1 本丸（内） A 布積み 割石 25 〃、石垣延長は(62-1)＋ (62-2)の長さ

60 本丸（内） A 乱積み 割石 5

62-2 本丸（内） A 乱積み 割石 25 〃、石垣延長は(62-1)＋ (62-2)の長さ

61 本丸（内） A 乱積み 割石 14

49 本丸（内） A 布積み 割石 10

48-1 本丸（内） A 布積み 割石 11 石垣延長は(48-1)＋ (48-2)の長さ

48-2 本丸（内） A 布積み 割石 石垣延長は(48-1)＋ (48-2)の長さ

48-3 本丸（内） B 布積み 割石 5 一部（北側）改変

47-1 本丸（内） B 布積み 割石 6

47-2 本丸（内） D 16

46-1 本丸（内） D 18 石垣延長は(46-1)＋ (46-2)＋ (46-3)の長さ

46-2 本丸（内） D 石垣延長は(46-1)＋ (46-2)＋ (46-3)の長さ

46-3 本丸（内） D 石垣延長は(46-1)＋ (46-2)＋ (46-3)の長さ

40,41,42 本丸（内） A ― 割石 57 多聞櫓石垣残石（２石のみ）

39 本丸（内） D 6

38-1 本丸（内） D 14 石垣延長は(38-1)＋ (38-3)の長さ

38-2 本丸（内） A 布積み 割石 13 合坂奥石垣、石垣延長は(38-2)＋ (38-4)の長さ

38-3 本丸（内） D 乱積み 割石 石垣延長は(38-1)＋ (38-3)の長さ

38-4 本丸（内） A 布積み 割石 合坂奥石垣、石垣延長は(38-2)＋ (38-4)の長さ

38-5 本丸（内） B 乱積み 割石 12 隅角部改変

37 本丸（内） D 1

36-1 本丸（内） A 布積み 割石 10 合坂奥石垣

36-2 本丸（内） D 7

35 本丸（内） D 7

31 本丸（内） D 8

27 本丸（内） D 9 陸軍改修

26 本丸（内） D 15

25 本丸（内） B 乱積み 割石 16

24 本丸（内） A 乱積み 割石 8

23 本丸（内） A 乱積み 割石 1

22 本丸（内） B 乱積み 割石 29 両端のみ現存

21 本丸（内） B 乱積み 割石 2 隅角部のみ現存

20 本丸（内） B 乱積み 割石 7 隅角部のみ現存

19 本丸（内） D 15

18 本丸（内） D 6

17 本丸（内） D 18

16 本丸（内） D 4

15 本丸（内） D 2

85 本丸（内） D 5

84 本丸（内） D 13

83 本丸（内） D 8

500 本丸（内） D 2

77,79 本丸（内） D 10

76 本丸（内） D 6

75 本丸（内） D 18

70 本丸（内） D 8

68 本丸（内） D 19

66 本丸（内） A 布積み 割石 5 筋鉄御門

65 本丸（内） A 布積み 割石 8 筋鉄御門

43-1 本丸（内） D 21 石垣延長は(43-1)＋ (43-2)の長さ

43-2 本丸（内） D 石垣延長は(43-1)＋ (43-2)の長さ

111 本丸（外） A 布積み 切石 3 筋鉄御門

112 本丸（外） A 布積み 割石 10

113 本丸（外） A 布積み 割石 30 伏見櫓

114 本丸（外） A 布積み 割石 23 〃

115 本丸（外） A 布積み 割石 16 〃

116 本丸（外） A 乱積み 割石 6

調査日：2017.3.9～ 10【石積時期について】



124

117 本丸（外） A 乱積み 割石 37

118 本丸（外） B 乱積み 割石 18

119 本丸（外） B 乱積み 割石 8 2/3上部改変

120-1 本丸（外） C 布積み崩し 割石 11 幕末台所門埋め殺し石垣

120-2 本丸（外） A 乱積み 割石 7 一部欠損

122 本丸（外） A 乱積み 割石 14

123 本丸（外） A 布積み 割石 2

124 本丸（外） A 布積み崩し 割石 12 上部欠損

125 本丸（外） A 乱積み 割石 18 一部改変

126 本丸（外） A 乱積み 割石 3 上部欠損・積み直し

127 本丸（外） A 布積み 割石 8 上部欠損・積み直し

129 本丸（外） B 乱積み 割石 54 櫓台は積み替え

30 本丸（外） D 10

28 本丸（外） D？ 9

29 本丸（外） D？ 4

86 本丸（外） D？ 8

87 本丸（外） A 布積み 割石 2

88 本丸（外） A 乱積み 割石 18

89 本丸（外） B 乱積み 割石 18 天端改変

90 本丸（外） B 乱積み 割石 16

91 本丸（外） B 乱積み 割石 5 隅角部に改変

92 本丸（外） A 乱積み 割石 25

93 本丸（外） A 布積み 割石 2

94 本丸（外） A 乱積み 割石 14

95 本丸（外） A 乱積み 割石 18

96 本丸（外） A 乱積み 割石 7

97 本丸（外） A 乱積み 割石 28

98 本丸（外） B 乱積み 割石 8 天端改変

99 本丸（外） B 乱積み 割石 42 天端改変、上2/3改変

100 本丸（外） D 11 公園整備に伴う改変

101 本丸（外） D 11 〃

102 本丸（外） A 布積み 割石 20

103 本丸（外） A 布積み 割石 5

104 本丸（外） B 布積み 割石 43 天端一部改変か？

105 本丸（外） A 乱積み 割石 4

106 本丸（外） A 乱積み 割石 16

107 本丸（外） A 乱積み 割石 17

108 本丸（外） A 布積み 割石 2

109 本丸（外） A 布積み崩し 割石 8

110 本丸（外） A 布積み 割石 3

223 二之丸 B 乱積み 割石 10

222 二之丸 B 乱積み 割石 102

221 二之丸 B 乱積み 割石 4

220 二之丸 B 乱積み 割石 21

219 二之丸 B 乱積み 割石 9 西半分改変

208 二之丸 D 6

207 二之丸 B 布積み 割石 8 隅角部上2/3が改変

203 二之丸 B 乱積み 割石 19

202 二之丸 A 乱積み 割石 4 上部3段改変

201 二之丸 A 布積み 割石 17

204 二之丸 A 乱積み 割石 18

205 二之丸 B 乱積み 割石 15 東1/2は改変

501 二之丸 B 乱積み 割石 21 天端一部改変

200 二之丸 B 乱積み 割石 12 〃

196 二之丸 A 布積み崩し 割石 23

194 二之丸 A 布積み崩し 割石 6

192 二之丸 A 布積み崩し 割石 105

191 二之丸 A 乱積み 割石 37

140 二之丸 A 布積み 割石 6

141 二之丸 A 布積み 割石 41 天端一部改変か

142 二之丸 A 布積み 割石 29

154 二之丸 A 乱積み 割石 35

153 二之丸 A 布積み 割石 17

149 二之丸 A 布積み 割石 12

150 二之丸 B 布積み 割石 9 下2列のみA

152 二之丸 D 14

151 二之丸 B 乱積み 割石 10 隅角部改変

144 二之丸 B 乱積み 割石 18 築石が同心円状に積む

502 二之丸 B 乱積み 割石 10 上半分改変

503 二之丸 B 布積み 割石 4 〃

504 二之丸 A 布積み崩し 割石 55 下部に土留め？

505 二之丸 A 乱積み 割石 31

506 二之丸 D 27

507 二之丸 B 乱積み 割石 3 下2石ほどにオリジナルが現存

508 二之丸 B 乱積み 割石 7 下3石ほどにオリジナルが現存

190 二之丸 A 乱積み 割石 18 石の加工が少ない

189 二之丸 A 乱積み 割石 72 一部空襲により火を受ける

188 二之丸 D 24

186 二之丸 D 36

185 二之丸 D 10

184 二之丸 D 50

509 二之丸 D 30

181,182 二之丸 B 乱積み 割石 73 北1/3はD

●福山城跡石垣現況調査一覧表　２
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●福山城跡石垣評価図
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福山城跡石垣現況図
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●樹木調査表 1
仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

1 仮1 マツ 10.2 0.6 12.6 

2 仮2 マツ 10.2 1.7 14.7 

3 仮3 マツ 15.8 1.0 7.2 

4 仮4 マツ 17.0 2.1 10.7 

5 仮5 サクラ 6.5 86.9 9.7 

6 仮6 サクラ 6.2 1.9 88.5 

7 仮7 サクラ 6.8 1.4 7.4 

8 仮8 サクラ 5.9 2.2 8.1 

9 仮9 サカキ 2.5 0.3 2.0 

10 仮10 ネズミモチ 3.0 0.2 2.2 2本

11 仮11 マツ 3.2 0.3 2.4 

12 仮12 クスノキ 9.8 1.1 7.3 

13 仮13 クスノキ 10.0 1.3 7.5 

14 仮14 クスノキ 9.5 1.1 7.5 

15 仮15 マツ 2.3 0.3 2.3 

16 仮16 マツ 2.5 0.2 2.2 

17 仮17 マツ 4.8 0.5 3.0 

18 仮18 マツ 4.5 0.6 5.1 

19 仮19 マツ 3.5 0.5 3.9 

20 仮20 マツ 2.5 0.4 3.7 

21 仮21 マツ 8.3 1.3 11.8 

22 仮22 マツ 15.5 1.3 7.1 

23 仮23 マツ 12.5 1.1 7.2 

24 仮24 クロガネモチ
16.5 1.1 6.8 

2本
16.5 1.1 3.8 

25 仮25 ヤマモモ
13.2 0.7 3.9 

2本
13.2 0.9 5.7 

26 仮26 マツ 27.0 1.1 5.2 

27 仮27 マツ 6.0 0.3 2.6 

28 仮28 ハルニレ

9.0 0.9 6.9 

3本10.0 0.8 0.4 

11.0 0.9 7.9 

29 仮29 クスノキ 11.0 1.1 11.2 

30 仮30 イヌツゲ 0.7 1.4 

31 仮31 マメツゲ 0.7 0.7 

32 仮32 マツ 30.0 1.6 8.2 

33 仮33 マツ 32.0 1.4 9.3 

34 仮34 マツ 32.0 1.4 7.2 

35 仮35 イチョウ 37.0 2.9 15.3 

36 仮36 マツ 8.3 1.5 6.8 

37 仮37 サクラ 3.5 0.7 6.5 

38 仮38 マツ 9.4 1.1 4.5 

39 仮39 マツ 17.0 2.5 12.2 

40 仮40 サクラ 5.0 0.2 2.5 

41 仮41 マツ 4.7 0.6 6.4 

42 仮42 マツ 17.0 2.8 10.4 

43 仮43 マツ 16.0 1.5 4.5 

44 仮44 サクラ 3.5 0.2 2.8 

45 仮45 サクラ 5.8 1.5 5.6 

46 仮46 サクラ 4.6 1.6 7.0 空洞

47 仮47 サクラ 3.8 0.3 2.7 

48 仮48 サクラ 2.5 1.5 6.4 

49 仮49 サクラ 2.9 1.0 4.0 

50 仮50 サクラ 4.1 1.1 6.0 

51 仮51 マツ 15.8 2.4 6.6 

52 仮52 サクラ 4.3 0.2 1.5 

53 仮53 サクラ 8.6 1.8 5.6 

54 仮54 サクラ 4.8 0.3 1.4 

55 仮55 サクラ 8.1 1.5 4.9 

56 仮56 サクラ 6.6 1.1 6.6 

57 仮57 サクラ 5.2 1.4 5.8 

58 仮58 サクラ 3.7 0.6 4.5 

59 仮59 サクラ 4.2 0.3 2.6 

60 仮60 サクラ 5.5 2.3 8.3 

61 仮61 サクラ 7.0 1.5 8.3 

62 仮62 サクラ 7.4 1.9 8.6 

63 仮63 サクラ 5.3 1.1 5.7 

64 仮64 サクラ 5.3 1.3 6.6 

65 仮65 サクラ 5.8 1.2 6.6 

66 仮66 マツ 16.3 1.4 5.9 

67 仮67 マツ 14.8 1.3 6.6 

68 仮68 サクラ 4.8 0.3 2.3 

69 仮69 サクラ 4.0 0.2 2.7 

70 仮70 サクラ 4.0 0.3 1.9 

71 仮71 サクラ 4.4 0.2 

72 仮72 エノキ 14.4 3.4 9.8 

仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

73 仮73 サクラ 5.3 0.8 4.2 

74 仮74 サクラ 5.4 0.3 3.5 

75 仮75 サクラ 6.1 1.3 6.1 

76 仮76 サクラ 5.3 0.3 3.5 

77 仮77 サクラ 7.5 1.6 7.6 

78 仮78 マツ 19.0 2.4 10.1 

79 仮79 マツ 14.0 2.6 12.8 

80 仮80 マツ 5.6 1.1 8.0 

81 仮81 サクラ 5.4 0.8 5.4 

82 仮82 マツ 18.1 1.4 6.6 

83 仮83 サクラ 5.7 0.6 7.0 

84 仮84 サクラ 1.8 0.3 3.0 

85 仮85 マツ 16.0 1.6 6.2 

86 仮86 サクラ 1.5 0.3 3.0 

87 仮87 サクラ 1.1 0.3 2.0 

88 仮88 サクラ 2.3 0.3 4.3 

89 仮89 サクラ 7.3 0.6 7.0 

90 仮90 サクラ（しだれ） 1.3 0.5 4.0 

91 仮91 マツ 17.3 2.1 7.5 

92 仮92 アカマツ 2.0 0.8 6.0 

93 仮93 サクラ 1.7 0.3 3.8 

94 仮94 サクラ(しだれ) 2.0 0.4 5.0 

95 仮95 マツ 19.0 3.3 6.7 

96 仮96 マツ 16.3 1.6 5.6 

97 仮97 マツ 18.0 2.5 8.2 

98 仮98 マツ 17.0 1.9 4.2 

99 仮99 クスノキ 18.5 2.5 22.2 

100 仮100 クスノキ 14.8 2.0 14.0 

101 仮101 マツ 16.3 1.5 3.4 

102 仮102 クロガネモチ 7.5 0.7 5.1 

103 仮103 クロガネモチ 7.8 0.8 7.2 

104 仮104 クスノキ
15.3 1.0 5.2 

3本
15.8 0.8 1.3 

105 仮105 マツ 3.9 1.2 3.6 

106 仮106 マツ 16.3 1.4 18.7 

107 仮107 イチョウ 17.5 1.7 8.6 

108 仮108 マツ 14.5 0.8 5.7 

109 仮109 マツ 19.5 1.6 8.3 

110 仮110 カイヅカ 4.1 0.4 2.6 

111 仮111 マツ 10.8 2.1 8.0 

112 仮112 トベラ 4.0 27.2 5.8 計測値確認要

113 仮113 カイヅカ 2.5 12.8 3.5 計測値確認要

114 仮114 カイヅカ 3.0 0.2 2.8 

115 仮115 カイヅカ 2.7 0.3 2.0 

116 仮116 サクラ 4.4 1.1 3.9 

117 仮117 サクラ 5.1 0.8 5.0 

118 仮118 マテバシイ 7.5 1.1 5.7 

119 仮119 ネズミサシ 3.6 0.3 1.3 

120 仮120 ネズミサシ 4.0 0.3 2.3 

121 仮121 マツ 13.3 2.1 6.0 

122 仮122 マテバシイ 5.0 0.6 6.1 

123 仮123 マツ 10.0 1.5 7.2 

124 仮124 カイヅカ(9本) 5.0 6.2 8.7 

125 仮125 サカキ 5.0 0.4 2.8 

126 仮126 サクラ 0.3 2.1 

127 仮127 サクラ 0.4 4.6 

128 仮128 サクラ 1.0 5.1 

129 仮129 マツ 16.5 1.6 9.8 

130 仮130 マツ 17.0 1.1 6.7 

131 仮131 サクラ 2.0 0.5 3.3 

132 仮132 カイヅカ（寄） 6.4

133 仮133 マツ 15.0 1.5 6.0 

134 仮134 キリ 14.0 1.9 8.3 

135 仮135 サツキ 1.6 2.2

136 仮136 クスノキ 16.3 1.3 7.7 

137 仮137 カイヅカ 9.8 1.3 7.0 

138 仮138 カイヅカ 12.3 2.0 8.5 

139 仮139 スギ 9.8 0.5 2.5 

140 仮140 サクラ 0.2 24.0 

141 仮141 マツ 20.0 2.2 5.0 

142 仮142 マツ 16.0 1.3 5.2 

143 仮143 マツ 16.3 1.7 7.0 

144 仮144 マツ 17.3 1.6 13.4 

145 仮145 マツ 14.0 1.1 5.6 

146 仮146 マツ 19.3 5.9 1.5 

147 仮147 マツ 14.3 1.7 10.0 
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●樹木調査表 2
仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

148 仮148 マツ 9.3 0.9 8.1 

149 仮149 エノキ 12.3 1.4 10.2 

150 仮150 クスノキ 12.3 1.0 8.5 

151 仮151 クスノキ 12.0 0.8 10.8 

152 仮152 マツ 14.3 1.3 11.9 

153 仮153 マツ 12.3 1.0 8.2 

154 仮154 クスノキ
17.3 2.2 14.4 

2本
1.9 

155 仮155 マツ 17.3 1.2 5.9 

156 仮156 クスノキ 0.8 9.0 

157 仮157 イヌマキ 13.3 1.9 6.4 

158 仮158 クスノキ 6.9 0.8 6.9 

159 仮159 クロガネモチ 11.0 1.9 10.0 

160 仮160 フジ 3.6 0.5 6.7 

161 仮161 マツ 4.1 0.4 2.7 

162 仮162 クロガネモチ
6.3 0.6 4.8 

2本
6.3 0.7 

163 仮163 マツ 6.1 0.7 4.9 2本

164 仮164 マツ 5.1 0.5 4.2 

165 仮165 マツ 4.1 0.6 5.3 

166 仮166 クロガネモチ 4.3 0.9 6.7 

167 仮167 マツ 12.3 2.1 14.3 

168 仮168 フジ 3.0 0.2 3.8 

169 仮169 クロガネモチ 6.3 0.8 5.9 

170 仮170 クスノキ 14.3 1.6 12.0 

171 仮171 クロガネモチ 6.2 0.6 3.9 

172 仮172 サクラ 6.6 1.4 9.7 

173 仮173 マツ 8.0 2.1 6.3 

174 仮174 サクラ 0.5 1.4 

175 仮175 サクラ 0.3 5.2 

176 仮176 マツ 16.3 2.0 12.5 

177 仮177 クロガネモチ 8.0 0.9 8.5 

178 仮178 ソテツ 6.0 1.4 4.7 

179 仮179 ソテツ 6.0 1.0 7.3 

180 仮180 ソテツ 6.0 6.2 8.4 

181 仮181 チシャノキ 7.8 0.5 10.6 

182 仮182 エノキ 10.8 1.6 9.4 

183 仮183 エノキ 10.8 1.3 9.8 

184 仮184 ツバキ 5.5 3.6 

185 仮185 チシャノキ 10.1 2.0 8.0 

186 仮186 キンモクセイ 5.6 5.6 

187 仮187 サクラ 7.1 4.3 4.2 

188 仮188 マツ 18.8 2.1 9.7 

189 仮189 サクラ(シダレ) 3.5 0.3 2.8 

190 仮190 サクラ 4.3 0.3 3.0 

191 仮191 サクラ 3.3 0.2 2.1 

192 仮192 サクラ 4.0 0.2 1.9 

193 仮193 サクラ 5.5 0.8 4.7 

194 仮194 サクラ 6.3 1.1 7.4 

195 仮195 サクラ 4.0 0.2 1.8 

196 仮196 サクラ 4.3 0.2 2.6 

197 仮197 マツ(アイグロ) 8.6 0.5 5.7 

198 仮198 マツ(アイグロ) 8.9 0.5 5.0 

199 仮199 サクラ 6.6 0.6 6.5 

200 仮200 サクラ 4.6 0.5 3.6 

201 仮201 サクラ 5.0 0.8 6.8 

202 仮202 サクラ 5.0 0.8 7.4 

203 仮203 クロガネモチ 7.3 0.9 5.9 

204 仮204 マツ 16.3 1.3 7.6 

205 仮205 マツ 16.5 1.4 10.5 

206 仮206 マツ 16.0 2.0 11.6 

207 仮207 アカマツ 17.6 1.6 9.1 

208 仮208 マツ 17.0 1.0 6.5 

209 仮209 マツ 13.0 1.6 10.4 

210 仮210 マツ 8.7 0.6 5.0 

211 仮211 マツ 15.5 1.4 7.3 

212 仮212 マツ 16.3 2.2 9.8 

213 仮213 マツ 16.3 2.4 8.0 

214 仮214 マツ 7.0 1.5 5.6 

215 仮215 マツ 12.6 1.5 8.6 

216 仮216 マツ 14.3 1.5 8.6 

217 仮217 マツ 9.3 1.5 6.8 

218 仮218 マツ 16.3 1.2 8.5 

219 仮219 サクラ 5.5 0.6 8.5 

二之丸

220 仮220 マツ 17.0 1.4 8.5 

仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

221 仮221 マツ 19.0 1.9 5.8 

222 仮222 マツ 15.5 0.9 5.9 

223 仮223 マツ 17.0 2.1 9.4 

224 仮224 マツ 16.5 2.2 11.2 

225 仮225 マツ 17.0 1.2 5.5 

226 仮226 マツ 16.0 1.5 9.7 

227 仮227 サクラ 6.0 0.9 7.4 

228 仮228 クスノキ

12.0 0.6 5.6 

3本0.5 

0.6 

229 仮229 サクラ 3.5 0.4 4.6 

230 仮230 クスノキ 12.0 0.8 8.0 

231 仮231 クスノキ 12.3 0.8 8.5 

232 仮232 クスノキ 12.0 0.7 3.6 

233 仮233 サクラ 5.0 0.3 2.6 

234 仮234 クスノキ 7.0 0.7 5.6 

235 仮235 クスノキ 12.0 0.6 3.0 

236 仮236 クスノキ 7.0 0.7 6.6 

237 仮237 サクラ 0.5 3.2 

238 仮238 サクラ 4.0 0.5 5.2 

239 仮239 クスノキ 9.5 0.7 3.1 

240 仮240 クスノキ 10.5 0.8 4.0 

241 仮241 サクラ 3.7 0.8 5.0 

242 仮242 サクラ 5.8 0.7 5.7 

243 仮243 サクラ 5.0 0.5 6.2 

244 仮244 クスノキ 10.0 0.8 7.0 

245 仮245 クスノキ 10.5 0.9 11.0 

246 仮246 クスノキ 11.3 1.0 10.6 

247 仮247 サクラ 3.9 0.9 7.6 

248 仮248 サクラ 5.1 0.4 5.1 

249 仮249 クスノキ 9.8 0.9 6.2 

250 仮250 サクラ 5.0 0.3 3.2 

251 仮251 クスノキ 10.3 1.2 7.3 

252 仮252 クスノキ 10.0 1.4 6.2 

253 仮253 サクラ 4.0 0.3 2.9 

254 仮254 サクラ 3.7 1.1 4.5 

255 仮255 サクラ 4.0 0.4 3.5 

256 仮256 クスノキ 3.8 0.3 3.7 

257 仮257 クスノキ 4.5 0.4 3.1 

258 仮258 サクラ 4.1 0.3 2.2 

259 仮259 サクラ 3.8 0.3 4.0 

260 仮260 サクラ 5.3 0.4 3.9 

261 仮261 サクラ 3.8 0.3 2.1 

262 仮262 サクラ 4.9 0.4 3.8 

263 仮263 サクラ 3.6 0.7 4.4 

264 仮264 サクラ

5.9 0.6 4.2 

3本0.7 

0.7 

265 仮265 サクラ

5.1 0.5 6.5 

3本0.5 

1.0 

266 仮266 サクラ 5.1 1.6 4.0 

267 仮267 クスノキ 12.0 0.9 6.5 

268 仮268 クスノキ 12.0 1.2 11.3 

269 仮269 クスノキ 12.0 0.7 5.2 

270 仮270 クスノキ 12.0 1.2 10.0 

271 仮271 クスノキ 12.0 0.8 6.1 

272 仮272 エノキ 10.5 1.4 8.4 

273 仮273 サクラ
5.4 1.1 5.8 

2本
0.7 

274 仮274 クスノキ 12.5 0.8 5.5 

275 仮275 クスノキ 12.6 0.9 10.0 

276 仮276 クスノキ 12.0 1.1 9.0 

277 仮277 サクラ 4.5 0.6 3.9 

278 仮278 サクラ 4.5 0.7 4.9 

279 仮279 サクラ 4.8 0.2 2.4 

280 仮280 クロガネモチ 8.0 1.2 10.3 

281 仮281 サクラ 4.8 0.3 2.5 

282 仮282 サクラ 6.0 0.8 7.0 

283 仮283 サクラ 2.5 0.9 1.5 

284 仮284 サクラ 7.0 1.0 5.3 

285 仮285 モミジ
7.1 0.9 10.6 

2本
0.9 

286 仮286 サクラ 3.5 3.5 

287 仮287 サクラ 6.1 1.4 6.2 

288 仮288 サクラ 6.0 0.3 2.2 

289 仮289 サクラ 5.3 0.3 2.7 
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仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

290 仮290 サクラ
5.7 1.0 5.1 

２本
0.9 

291 仮291 サクラ 4.9 1.2 5.2 

292 仮292 サクラ 5.7 1.3 7.1 

293 仮293 サクラ 3.7 0.8 4.4 

294 仮294 サクラ 4.3 1.0 5.3 

295 仮295 サクラ 4.3 0.5 4.1 

296 仮296 サクラ 6.4 0.6 5.7 

297 仮297 サクラ 5.6 0.5 5.2 

298 仮298 サクラ 5.3 0.4 4.0 

299 仮299 サクラ 4.6 1.0 8.5 

300 仮300 マツ 21.0 1.4 9.8 

301 仮301 マツ 21.0 1.6 9.2 

302 仮302 サクラ 5.6 0.7 6.7 

303 仮303 サクラ 4.3 0.3 3.3 

304 仮304 サクラ 5.0 0.8 7.3 

305 仮305 クロガネモチ 9.8 1.4 9.8 

306 仮306 サルスベリ 3.0 1.6 

307 仮307 サルスベリ 4.2 2.4 

308 仮308 サクラ 4.6 0.6 6.1 

309 仮309 サクラ 5.1 0.5 5.3 

310 仮310 サクラ 6.2 0.7 5.8 

311 仮311 サクラ 6.0 0.9 6.1 

312 仮312 サクラ 5.8 0.5 4.7 

313 仮313 サクラ 6.3 0.5 5.1 

314 仮314 サルスベリ 2.2 2.3 

315 仮315 サルスベリ 3.8 3.1 

316 仮316 サンゴジュ 6.3 0.8 4.6 

317 仮317 ニセアカシア 4.8 0.8 5.1 

318 仮318 マツ 8.8 2.5 14.0 

319 仮319 サクラ 5.0 0.6 4.1 

320 仮320 マツ 8.8 1.6 16.3 

321 仮321 サクラ 6.8 0.9 4.6 

322 仮322 マツ 13.0 0.7 5.7 

323 仮323 サクラ 5.8 0.9 5.1 

324 仮324 マツ 14.3 2.5 12.1 

325 仮325 モミジ
4.8 0.5 10.5 

2本
0.5 

326 仮326 モミジ 5.4 0.7 4.1 

327 仮327 マツ 6.0 0.6 2.6 

328 仮328 サクラ 4.8 0.3 3.8 

329 仮329 サクラ 4.9 0.3 3.4 

330 仮330 サクラ 4.6 0.2 2.6 

331 仮331 モミジ 5.5 0.9 11.4 

332 仮332 サクラ 3.4 0.2 2.5 

333 仮333 ゴモジュ 3.8 3.0 3.3 

334 仮334 サクラ 6.5 0.5 3.8 

335 仮335 サクラ 7.1 0.4 5.8 

336 仮336 ツバキ 2.9 0.2 2.0 

337 仮337 ヒラドツツジ 4.5 2.6 

338 仮338 サザンカ 3.9 0.3 2.6 

339 仮339 シラカシ
16.8 1.2 10.9 

2本
0.8 

340 仮340 シラカシ
15.3 0.8 7.5 

0.6 

341 仮341 カイヅカ 7.6 10.2 

342 仮342 シラカシ 10.3 1.7 12.4 

343 仮343 クスノキ 15.2 1.7 10.4 

344 仮344 サクラ 4.2 0.6 3.0 

345 仮345 サクラ 4.8 0.3 3.3 

346 仮346 サクラ 5.0 6.2 

347 仮347 サクラ 3.6 0.3 4.0 

348 仮348 サクラ 4.2 0.2 2.9 2本

349 仮349 サクラ 4.2 1.4 6.1 

350 仮350 マツ 13.6 2.0 12.5 

351 仮351 サクラ 4.9 0.3 2.2 

352 仮352 サクラ 3.9 1.6 3.9 

353 仮353 サクラ 3.4 0.2 2.4 

354 仮354 サクラ 8.6 0.8 8.2 5本

355 仮355 サクラ 8.0 0.7 6.0 2本

356 仮356 サクラ 7.6 2.0 0.6 

357 仮357 サクラ 7.0 0.6 9.8 5本

358 仮358 サクラ 5.7 0.4 3.6 

359 仮359 サクラ 5.6 0.5 6.2 2本

360 仮360 サクラ 5.6 0.4 5.5 3本

361 仮361 サクラ 5.8 7.1 ２本

362 仮362 サクラ 6.1 7.2 3本

363 仮363 サクラ 4.6 0.5 6.3 

364 仮364 サクラ 4.6 5.5 4本

365 仮365 キンモクセイ 4.3 2.5 6本

366 仮366 トベラ 5.2 5.0 5本

367 仮367 カイヅカ 8.5 5.2 

368 仮368 エノキ 9.0 10.4 2本

369 仮369 カイヅカ 5.8 13.5 7.4 

370 仮370 カイヅカ 9.3 1.9 8.7 

371 仮371 カイヅカ 9.3 7.1 2本

372 仮372 カイヅカ 9.6 1.7 10.4 

仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

373 仮373 カイヅカ 9.7 1.7 8.6 

374 仮374 サクラ 4.1 7.8 2本

375 仮375 サクラ 4.0 3.6 3本

376 仮376 サクラ 5.3 11.4 3本

377 仮377 サクラ 3.6 0.4 5.7 

378 仮378 ニセアカシア 14.5 8.6 2本

379 仮379 ニセアカシア 15.0 1.9 7.4 

380 仮380 サクラ 5.8 0.2 6.4 

381 仮381 サクラ 6.8 6.5 2本

382 仮382 サクラ 8.3 7.6 5本

383 仮383 ヒラドツツジ 2本

384 仮384 サザンカ 4.0 5.2 10本以上

385 仮385 サクラ 4.0 1.3 6.8 

386 仮386 サンゴジュ 7.3 5.9 3本

387 仮387 サンゴジュ 7.3 4.8 2本

388 仮388 サクラ 7.3 8.2 3本

389 仮389 サクラ 6.3 5.7 3本

390 仮390 サクラ 5.0 5.1 3本

391 仮391 マツ 18.6 1.9 10.9 

392 仮392 サクラ 3.8 0.2 2.1 

393 仮393 サクラ 3.8 0.2 3.0 

394 仮394 サクラ 5.0 0.4 4.6 

395 仮395 モクセイ(群) 4.3 7.1 

396 仮396 マツ 15.6 1.7 8.4 

397 仮397 サクラ 6.3 5.3 2本

398 仮398 サクラ 4.5 4.0 2本

399 仮399 サクラ 4.8 5.7 3本

400 仮400 モクセイ(群) 3.0 7.5 

401 仮401 サクラ 4.3 5.9 3本

402 仮402 マツ 18.0 1.8 9.3 

403 仮403 マツ 17.6 1.6 7.5 

404 仮404 クスノキ 15.8 1.4 14.5 

405 仮405 マツ 14.5 

406 仮406 マツ 17.0 1.3 11.4 

407 仮407 サクラ 8.4 8.4 6本

408 仮408 サクラ 4.8 0.3 3.2 

409 仮409 サクラ 4.3 0.3 2.5 

410 仮410 モクセイ(群) 3.8 6.0 

411 仮411 マツ 17.5 1.5 6.2 

412 仮412 クスノキ 17.8 1.6 13.7 

413 仮413 マツ 18.1 1.6 12.7 

414 仮414 サクラ 3.8 0.2 2.2 

415 仮415 サクラ 4.1 0.8 6.0 

416 仮416 サクラ
6.2 0.5 4.7 

2本
0.6 

417 仮417 サクラ 4.3 0.3 3.6 

418 仮418 サクラ 4.8 0.2 2.1 

419 仮419 サクラ 4.7 0.2 2.0 

420 仮420 サクラ 5.1 0.9 4.2 

421 仮421 マツ 13.3 1.3 5.2 

422 仮422 サクラ 5.6 1.2 4.4 

423 仮423 サクラ 4.1 0.2 2.1 

424 仮424 サクラ 5.3 0.3 2.6 

425 仮425 サクラ 4.2 0.2 2.4 

426 仮426 サクラ 5.0 0.7 

427 仮427 クヌギ 11.0 1.6 16.8 

428 仮428 クスノキ 14.5 3.7 25.1 

429 仮429 クスノキ 19.5 2.6 19.6 

430 仮430 エノキ 0.9 7.0 

431 仮431 クスノキ 17.5 2.3 12.4 

432 仮432 クスノキ 13.5 1.2 16.2 

433 仮433 クスノキ 13.5 1.9 19.7 

434 仮434 クスノキ 10.0 0.7 3.8 

435 仮435 クスノキ 15.5 1.4 17.1 

436 仮436 クスノキ 18.5 2.0 12.9 

437 仮437 クスノキ 18.5 2.1 8.7 

438 仮438 クスノキ 4.5 8.3 5.5 

439 仮439 クスノキ 1.9 15.5 

440 仮440 クスノキ 8.5 0.5 1.4 

441 仮441 クスノキ 8.0 0.7 7.3 

442 仮442 クスノキ

15.5 1.5 7.5 

3本7.5 

0.8 

443 仮443 クスノキ 22.5 2.5 18.6 仮442とくっついている

444 仮444 エノキ
8.3 0.6 

2本
0.6 

445 仮445 クスノキ 9.0 0.7 7.0 

446 仮446 クスノキ 19.5 1.9 16.3 

447 仮447 クスノキ 12.5 1.0 19.0 

448 仮448 クスノキ 15.5 2.3 15.5 

449 仮449 クスノキ 12.5 1.1 14.9 

450 仮450 クスノキ 17.5 2.3 20.9 

451 仮451 エノキ 7.0 0.6 4.7 

452 仮452 クスノキ 17.5 2.3 20.9 

453 仮453 クスノキ 15.5 2.8 19.8 

454 仮454 ニセアカシア 9.0 0.5 5.8 

455 仮455 アラカシ 9.5 0.4 

●樹木調査表 3
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仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

456 仮456 アラカシ 10.5 0.3 

457 仮457 アラカシ

12.3 0.8 

3本0.9 

0.8 

458 仮458 クスノキ 10.5 2.2 11.5 

459 仮459 アラカシ 10.5 8.8 6本

460 仮460 アラカシ
8.5 0.4 3.1 

0.5 

461 仮461 ゲッケイジュ 7.1 0.5 7.2 

462 仮462 アラカシ 5.8 6本

463 仮463 クロガネモチ 0.8 4.2 

464 仮464 ヒイラギモクセイ 5.0 0.4 3.8 

465 仮465 キンモクセイ 5.2 2.6 4本

466 仮466 ヒイラギモクセイ 5.5 3.5 3本

467 仮467 ヒイラギモクセイ 4.8 3.1 3本

468 仮468 アラカシ 7.1 4.5 3本

469 仮469 アラカシ 8.4 4.4 

470 仮470 ヒイラギモクセイ 4.4 5.2 3本

471 仮471 ヒイラギモクセイ 5.9 0.6 5.8 

472 仮472 キンモクセイ 4.4 3.0 4本

473 仮473 クロガネモチ 6.6 0.7 3.1 

474 仮474 クロガネモチ 6.7 0.7 2.5 

475 仮475 キンモクセイ 5.0 2.8 4本

476 仮476 キンモクセイ 7.2 4.3 6本

477 仮477 クロガネモチ 6.8 6.0 

478 仮478 キンモクセイ 3.5 0.4 2.1 

479 仮479 キンモクセイ 2.4 2.1 2本

480 仮480 クロガネモチ 9.9 0.8 2.6 

481 仮481 クロガネモチ 6.8 1.0 2.9 

482 仮482 クロガネモチ 7.7 0.9 4.3 

483 仮483 サクラ 3.9 1.1 4.1 

484 仮484 サクラ 3.8 3.1 6本以上

485 仮485 サクラ 4.9 2.0 2本

486 仮486 サクラ 4.9 2.0 6本以上

487 仮487 サクラ 4.0 0.5 4.2 

488 仮488 クスノキ 15.0 1.5 9.5 

489 仮489 ウバメガシ
10.4 0.8 8.0 

2本
0.5 

490 仮490 ウバメガシ
10.4 0.8 8.6 

2本
0.6 

491 仮491 サクラ 6.2 1.0 8.4 

492 仮492 マツ 15.0 1.4 14.9 

493 仮493 カイヅカ 10.0 0.8 4.1 

494 仮494 マツ 18.0 1.7 10.7 

495 仮495 クスノキ 13.2 1.6 11.5 

496 仮496 ツバキ 0.3 3.7 

497 仮497 ネズミモチ 0.3 

498 仮498 クスノキ 17.5 2.1 16.3 

499 仮499 トウネズミモチ 9.0 6.4 4本

500 仮500 トウネズミモチ 9.0 2.5 

501 仮501 マツ 12.0 1.3 8.2 

502 仮502 サクラ 7.5 0.9 3.0 

503 仮503 サクラ 6.7 8.3 2.9 

504 仮504 サクラ 11.0 1.2 7.7 

505 仮505 センダン 16.8 3.1 18.9 

506 仮506 イチョウ 22.2 0.5 7.6 

507 仮507 スギ 11.8 0.3 2.4 

508 仮508 イチョウ 12.0 0.4 4.6 

509 仮509 イチョウ 9.0 0.2 4.8 

510 仮510 イチョウ 18.3 2.0 4.9 

511 仮511 イブキ？ 11.9 1.4 4.6 

512 仮512 オガタマノキ 10.3 1.3 3.0 

513 仮513 クスノキ 14.1 1.6 4.7 

514 仮514 オガタマ 14.6 1.3 3.7 

515 仮515 クスノキ 10.5 1.4 5.9 

516 仮516 クスノキ 17.1 1.2 3.9 

517 仮517 クスノキ 21.1 2.6 8.7 

518 仮518 サカキ 6.6 0.5 1.9 

519 仮519 カナメモチ 7.2 0.6 3.9 

520 仮520 サクラ 4.0 0.4 2.3 

521 仮521 イロハモミジ 5.6 0.8 3.4 

522 仮522 イロハモミジ 6.5 0.7 4.6 

523 仮523 イロハモミジ 7.0 0.5 3.8 

524 仮524 イロハモミジ 8.1 0.7 3.1 

525 仮525 サルスベリ 3.3 0.2 1.1 

526 仮526 サルスベリ 2.6 0.3 1.5 

527 仮527 サルスベリ 2.2 0.2 0.9 

528 仮528 サルスベリ 3.6 0.4 1.2 

529 仮529 サルスベリ 2.9 0.3 1.6 

530 仮530 サルスベリ 3.4 0.3 1.2 

531 仮531 ツバキ 2.0 0.2 1.2 

532 仮532 サルスベリ 2.0 0.3 1.4 

533 仮533 サクラ 6.9 0.8 4.0 

534 仮534 サクラ 10.9 1.0 4.8 

535 仮535 サクラ 5.7 0.5 1.2 

仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

536 仮536 ウメ 2.0 0.6 1.0 

537 仮537 サクラ 6.6 0.7 3.0 

538 仮538 クスノキ 12.7 1.3 5.5 

539 仮539 クスノキ 14.7 2.3 6.8 

540 仮540 クスノキ 14.1 1.8 6.2 

541 仮541 カジカエデ 13.0 1.3 4.6 

542 仮542 サクラ 2.2 0.3 1.4 

543 仮543 サクラ 2.0 0.2 1.5 

544 仮544 ユリノキ？ハンカチノキ？ 15.7 2.3 5.5 

545 仮545 クスノキ 14.7 1.6 6.8 

546 仮546 エノキ 20.5 1.2 5.1 

547 仮547 サクラ 1.8 0.2 1.1 

548 仮548 エノキ 13.5 1.8 5.0 

549 仮549 サクラ 6.9 0.5 2.9 

550 仮550 サクラ 6.2 0.5 2.5 

551 仮551 エノキ 9.2 0.6 5.0 

552 仮552 エノキ 9.1 0.8 3.9 

553 仮553 エノキ 10.8 0.7 1.5 

554 仮554 エノキ 13.2 0.6 4.3 

555 仮555 エノキ 12.3 0.7 4.4 

556 仮556 クスノキ 19.8 1.4 4.3 

557 仮557 クスノキ 21.7 1.0 2.8 

558 仮558 カジカエデ 11.2 1.3 5.0 

559 仮559 カジカエデ 13.9 1.6 3.6 

560 仮560 カジカエデ 12.3 1.3 4.1 

561 仮561 サクラ 10.5 0.7 5.4 

562 仮562 エノキ 12.2 0.9 3.2 

563 仮563 エノキ 10.8 0.7 2.5 

564 仮564 クスノキ 14.9 0.7 5.6 

565 仮565 クスノキ 16.6 1.9 5.6 6本

566 仮566 アラカシ 13.9 2.3 6.3 

567 仮567 サクラ 2.3 0.6 2.4 

568 仮568 サクラ 3.0 0.9 3.6 

569 仮569 サクラ 1.8 1.2 3.1 

570 仮570 サクラ 8.6 0.4 3.5 

571 仮571 サクラ 5.1 0.7 3.9 

572 仮572 サクラ 7.9 0.9 3.1 

573 仮573 サクラ 7.2 0.5 2.7 

574 仮574 サクラ 2.7 0.3 1.6 

575 仮575 サクラ 7.8 1.1 3.3 

576 仮576 アカマツ 18.5 2.2 5.7 

577 仮577 サクラ 5.6 0.7 2.4 

578 仮578 サクラ 6.8 0.7 2.6 

579 仮579 サクラ 8.9 0.7 3.3 

580 仮580 サクラ 9.3 0.8 4.1 

581 仮581 サクラ 2.5 0.3 1.5 

582 仮582 アカマツ 1.7 1.1 4.4 

583 仮583 アカマツ 13.1 2.0 4.9 

584 仮584 アカマツ 2.1 0.3 0.8 

585 仮585 アカマツ 2.1 0.3 1.0 

586 仮586 サクラ 5.4 0.8 2.1 

587 仮587 アカマツ 2.0 0.3 1.0 

588 仮588 アカマツ 2.0 0.4 1.3 

589 仮589 アカマツ 1.9 0.5 1.3 

590 仮590 アカマツ 2.0 0.4 0.9 

591 仮591 アカマツ 2.0 0.4 1.2 

592 仮592 サクラ 2.5 0.8 2.7 

593 仮593 クスノキ 17.2 1.3 8.3 4本

594 仮594 アカマツ 2.0 0.4 0.8 

595 仮595 サクラ 5.6 0.7 3.2 

596 仮596 サクラ 5.2 0.9 3.4 

597 仮597 サクラ 6.3 1.0 4.1 

598 仮598 アカマツ 2.0 0.4 1.2 

599 仮599 アカマツ 2.5 0.5 1.1 

600 仮600 サクラ 1.8 0.5 2.8 

601 仮601 サクラ 3.0 0.2 1.2 

602 仮602 サクラ 5.0 0.3 1.3 

603 仮603 サクラ 3.0 0.2 0.8 

604 仮604 サクラ 5.7 0.3 1.8 

605 仮605 サクラ 1.8 0.4 1.4 

606 仮606 サクラ 2.0 0.2 1.0 

607 仮607 サクラ 6.9 0.5 2.2 

608 仮608 サクラ 2.0 0.5 1.0 

609 仮609 サクラ 2.0 0.6 2.4 

610 仮610 サクラ 1.8 0.5 1.6 

611 仮611 サクラ 5.2 0.3 1.4 

612 仮612 サクラ 5.6 0.2 1.4 

613 仮614 サクラ 3.6 0.6 1.3 

614 仮615 サクラ 4.6 0.6 3.2 

615 仮616 サクラ 1.7 0.4 0.5 

616 仮617 サクラ 2.0 0.2 0.6 

617 仮618 サクラ 2.2 0.2 0.6 

618 仮619 サクラ 5.5 0.5 3.0 

619 仮620 サクラ 5.8 1.0 3.2 

620 仮621 サクラ 6.4 0.9 4.2 
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仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

621 仮622 サクラ 5.6 0.8 3.3 

622 仮623 サクラ 6.1 1.0 3.5 

623 仮624 サクラ 7.2 0.7 3.1 

624 仮625 サクラ 3.3 0.5 2.3 

625 仮626 サクラ 4.3 0.7 2.4 

626 仮627 サクラ 3.7 0.6 2.5 

627 仮628 サクラ 5.4 0.4 1.8 

628 仮629 アカマツ 15.8 1.9 3.5 

629 仮630 クスノキ 4.0 0.5 1.9 

630 仮631 エノキ 4.3 0.4 4.2 

631 仮632 エノキ 10.5 2.3 4.9 

632 仮633 クロガネモチ 7.2 1.2 5.0 

633 仮634 クロガネモチ 7.0 0.8 2.7 

634 仮635 クロガネモチ 6.1 0.6 2.5 

635 仮636 サクラ 3.0 0.4 1.7 

636 仮637 サクラ 2.0 0.4 1.7 

637 仮638 サクラ 6.5 0.3 1.4 

638 仮639 アカマツ 17.6 1.4 2.3 

639 仮640 アオギリ 9.3 0.6 2.8 

640 仮641 マサキ 3.1 0.5 1.6 

641 仮642 トベラ 4.8 0.4 2.6 

642 仮643 アオギリ 7.0 0.8 1.5 

643 仮644 トベラ 6.0 0.4 4.8 

644 仮645 ケヤキ 12.2 1.0 2.6 

645 仮646 アカマツ 3.9 1.1 3.1 

646 仮647 アカマツ 11.2 1.3 3.8 

647 仮648 サクラ 2.0 0.6 2.8 

648 仮649 サクラ 7.7 1.0 3.5 

649 仮650 サクラ 3.3 0.7 3.6 

650 仮651 サクラ 6.2 0.9 4.2 

651 仮652 サクラ 8.0 0.7 3.0 

652 仮653 アカマツ 8.3 0.7 1.4 

653 仮654 サクラ 11.0 1.1 3.3 

654 仮655 サクラ 11.1 0.9 3.3 

655 仮656 クロガネモチ 5.4 1.0 2.5 

656 仮657 クロガネモチ 11.9 0.4 2.0 

657 仮658 アカマツ 6.5 0.5 1.7 

658 仮659 アカマツ 5.8 0.6 1.9 

659 仮660 アカマツ 4.8 0.5 1.8 

660 仮661 アラカシ 15.1 1.9 7.0 

661 仮662 クスノキ 14.5 3.6 8.7 

662 仮663 サクラ 5.2 0.5 2.9 

663 仮664 サクラ 4.6 0.7 3.2 

664 仮665 サクラ 4.9 0.6 2.2 

665 仮666 サクラ 5.3 0.9 3.0 

666 仮667 サクラ 6.3 0.3 2.1 

667 仮668 サクラ 7.0 0.4 2.6 

668 仮669 サクラ 5.7 0.4 1.6 

669 仮670 サクラ 4.9 0.3 2.1 

670 仮671 サクラ 4.9 0.4 2.5 

671 仮672 エノキ 12.6 0.6 5.9 

672 仮694 シュロ 2.0 0.5 1.1 

673 仮695 シュロ 7.9 0.5 0.9 

674 仮696 イロハモミジ 5.8 0.4 3.0 

675 仮751 クスノキ 9.6 2.2 8.3 

676 仮752 メタセコイア 24.1 2.5 

677 仮753 メタセコイア 20.1 2.7 

678 仮754 シュロ 2.9 0.5 1.2 

679 仮755 ネズミモチ 3.2 0.2 2.2 

680 仮756 クロガネモチ 8.2 0.3 2.4 

681 仮757 スギ 23.2 1.2 4.2 

682 仮758 アカマツ 21.7 1.1 4.6 

683 仮759 フジ 2.0 0.5 1.7 

684 仮760 フジ 2.0 0.5 1.5 

685 仮761 フジ 2.0 0.3 1.0 

686 仮762 フジ 2.0 0.4 1.6 

687 仮763 フジ 2.0 0.4 1.7 

688 仮764 フジ 2.3 0.2 1.5 

689 仮765 アカマツ 10.9 1.8 4.0 

690 仮766 アカマツ 16.8 2.0 2.8 

691 仮767 フジ 3.0 0.4 1.8 

692 仮768 フジ 2.0 0.5 1.8 

693 仮770 フジ 2.0 0.8 2.2 

694 仮771 フジ 2.0 0.4 1.8 

695 仮772 フジ 2.0 0.4 1.5 

696 仮773 アカマツ 4.5 1.5 3.1 

697 仮774 フジ 2.0 1.0 1.2 

698 仮775 アカマツ 4.6 1.1 1.8 

699 仮776 フジ 2.0 0.5 1.3 

700 仮777 アカマツ 16.3 2.1 3.3 

701 仮778 フジ 2.0 0.5 2.1 

702 仮779 アカマツ 5.5 1.0 6.0 

703 仮780 アカマツ 8.7 1.3 5.5 

704 仮781 サクラ 6.3 0.4 2.7 

705 仮782 サクラ 6.4 0.6 2.7 

仮番号 植物名 H（m） 周径(m) W（m） L 備考

706 仮783 サクラ 3.9 0.3 1.7 

707 仮784 サクラ 4.6 0.5 3.2 

708 仮785 クスノキ 22.7 4.4 11.5 

709 仮786 ケヤキ 10.1 1.8 6.2 

710 仮787 サクラ 6.0 0.5 3.1 

711 仮788 サクラ 7.7 0.5 4.1 

712 仮789 サクラ 6.7 0.6 3.8 

713 仮790 サクラ 7.6 0.4 2.4 

714 仮791 カイヅカイブキ 7.4 0.9 2.3 

715 仮792 カイヅカイブキ 8.1 1.0 2.0 

716 仮793 カイヅカイブキ 6.5 0.9 2.5 

717 仮794 カイヅカイブキ 6.3 0.9 2.0 

718 仮795 カイヅカイブキ 6.1 0.9 1.6 

719 仮796 カイヅカイブキ 5.6 0.8 1.4 

720 仮797 カイヅカイブキ 5.4 0.7 2.1 

721 仮798 サンゴジュ 2.0 0.3 1.2 

722 仮799 サンゴジュ 2.0 0.2 1.1 

723 仮800 サンゴジュ 2.0 0.1 1.1 

724 仮801 サンゴジュ 2.0 0.1 1.1 

725 仮802 サンゴジュ 3.0 0.2 1.2 

726 仮803 サンゴジュ 2.1 0.1 1.1 

727 仮804 サンゴジュ 2.0 0.1 1.1 

728 仮805 サンゴジュ 2.0 0.1 1.2 

729 仮806 サンゴジュ 3.0 0.2 1.0 

730 仮807 サンゴジュ 2.0 0.1 1.0 

731 仮808 サンゴジュ 2.0 0.2 1.0 

732 仮809 サンゴジュ 2.0 0.2 1.1 

733 仮810 サンゴジュ 2.0 0.2 0.7 

734 仮811 シラカシ 11.1 1.7 6.0 

735 仮812 シラカシ 13.8 0.9 5.1 

736 仮813 シュロ 4.0 0.4 1.6 

737 仮814 シラカシ 10.2 2.0 7.0 

738 仮815 アキニレ 5.5 0.5 3.3 5本

739 仮816 アキニレ 8.9 0.4 3.1 3本

740 仮817 アキニレ 8.1 0.2 3.2 9本

741 仮818 アキニレ 7.0 0.2 3.6 2本

742 仮819 サクラ 5.4 1.1 3.8 

743 仮820 アオギリ 8.6 0.7 2.6 

744 仮821 アオギリ 8.5 0.7 2.9 

745 仮822 アオギリ 8.0 0.8 2.6 

746 仮829 スギ 15.0 1.3 3.0 

747 仮830 カイヅカイブキ 6.0 1.5 3.8 

748 仮831 サクラ 9.5 0.6 3.0 

749 仮832 カイヅカイブキ 9.5 1.0 2.8 

750 仮833 カイヅカイブキ 9.6 1.1 2.6 

751 仮834 サクラ 8.9 0.9 5.5 

752 仮836 イチョウ 7.9 0.7 2.9 

753 仮837 イロハモミジ 4.5 0.4 3.7 

754 仮838 アカマツ 11.6 1.9 5.4 

755 仮839 イロハモミジ 3.6 0.3 2.6 

756 仮840 クロガネモチ 9.0 0.5 3.9 

757 仮841 クスノキ 14.8 0.8 4.3 

758 仮843 クスノキ 12.5 0.9 3.2 

759 仮844 アラカシ 11.6 0.9 5.3 

760 仮845 サクラ 8.1 0.7 6.0 

761 仮846 ケヤキ 11.0 1.0 7.2 

762 仮847 サクラ 5.2 0.4 4.5 

763 仮848 サクラ 6.2 0.4 3.6 

764 仮849 イロハモミジ 5.8 0.5 3.8 

765 仮851 サクラ 5.5 0.8 3.3 

766 仮852 アカマツ 19.4 1.5 5.1 

767 仮853 クロガネモチ 6.8 0.5 3.5 

768 仮854 クロガネモチ 5.5 0.5 2.7 

769 仮855 クロガネモチ 7.4 0.6 2.7 

770 仮856 イチョウ 7.8 0.6 1.0 

771 仮857 イチョウ 13.5 0.9 4.3 

772 仮858 アカマツ 17.0 1.5 3.0 

773 仮859 イロハモミジ 4.3 0.2 2.7 

774 仮860 アカマツ 11.7 1.4 2.8 

775 仮861 イチョウ 15.4 0.8 4.2 

776 仮862 クスノキ 17.6 1.8 5.2 

777 仮863 エノキ 18.0 1.6 4.9 

778 仮864 アカマツ 17.1 1.6 4.4 

779 仮865 クスノキ 14.4 0.9 3.1 

780 仮866 アカマツ 18.0 1.3 1.7 

781 仮867 アカマツ 18.2 1.0 3.4 

782 仮868 クスノキ 11.3 1.6 7.1 

783 仮869 クスノキ 10.4 0.6 3.4 

784 仮870 クロガネモチ 4.7 0.5 3.2 

785 仮871 トベラ 5.4 0.3 2.5 

786 仮872 トベラ 3.9 0.4 2.9 

787 仮873 ウバメガシ 8.8 0.8 3.4 

788 仮874 ウバメガシ 9.7 0.9 4.1 

789 仮875 ウバメガシ 7.8 0.5 3.4 

790 仮876 シュロ 5.3 0.5 1.1 

791 仮877 ウバメガシ 8.8 0.7 3.5 

●樹木調査表 5
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●過去の調査による樹種の同定　１

1983 年 3 月調査※ 1 1990 年 1 月～ 2月※ 2

あ アオキ

アオギリ

アカマツ

アジサイ

アセビ

アベリア

アラカシ

アンズ

アオキ

アオギリ

アカマツ

アジサイ

アセビ

アベリア ( ハナドノツ

クバネウツギ、ハナツ

クバネウツギ )

アラカシ

アンズ

い イチイ

イチョウ

イチジク

イヌツゲ

イヌマキ

イブキ

イチイ

イチジク

イチョウ

イヌツゲ

イヌマキ

イブキ ( イブキビャク

シン )

イロハカエデ(モミジ、

タカオカエデ )

う ウバメガシ

ウメ

ウバメガシ

ウメ

え エノキ エノキ

お オガタマノキ オオシマザクラ

オオヤエクチナシ

オガタマノキ

オカメザサ

オリーブ

か カイヅカ

カイドウ

カキ

カナメモチ

カヤ

カリン

カイヅカイブキ

カイドウ ( ハナカイド

ウ )

カキノキ

カナメモチ

カヤ

カリン

き キャラ

キョウチクトウ

ギョリュウ

キリ

キンモクセイ

キミガヨラン

キャラボク

キョウチクトウ

ギョリュウ

キリ

キンシバイ

キンモクセイ

ギンモクセイ

1983 年 3 月調査※ 1 1990 年 1 月～ 2月※ 2

く クサギ

クスノキ

クチナシ

クヌギ

グミ

クロガネモチ

クサギ

クスノキ

クチナシ

クヌギ

クルメツツジ

クロガネモチ

クロマツ

け ゲッケイジュ

ケヤキ

ゲッケイジュ

こ コデマリ

コナラ

コノテガシワ

ゴマギ

コメツガ

コウゾ

コクチナシ

コデマリ

コナラ (ナラ、ハハソ )

コノテガシワ

コモジュ

ゴヨウマツ

さ サカキ

サクラ

ザクロ

サザンカ

サツキ

サルスベリ

サンゴジュ

サカキ

ザクロ

サザンカ

サツキツツジ

サルスベリ

サワラ

サンゴジュ

サンシュユ

し シノブヒバ

シャリンバイ

シュロ

シラカシ

シロダモ

シンジュ

ジンチョウゲ

シトラス (ミカン Sp)

シノブヒバ

シモクレン

シャリンバイ

シュロ

シラカシ

シロダモ

シンジュ

ジンチョウゲ

す スギ

スイリョウヒバ

スイリュウヒバ

スギ

せ センダン センダン

そ ソテツ ソテツ

ソメイヨシノ

ソヨゴ

た タイサンボク

タケ

タマミズキ

タイサンボク

タマイブキ

タマミズキ
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計 118 種類 計 140 種類

1983 年 3 月調査※ 1 1990 年 1 月～ 2 月※ 2

ち チシャノキ

チャ

チシャノキ

チャノキ

つ ツバキ ツガ

と トウカエデ

トウネズミモチ

トベラ

トウカエデ

トウネズミモチ

トゲナシアカシア

トベラ

な ナギ

ナギイカダ

ナンテン

ナンキンハゼ

ナギ

ナギイカダ

ナワシログミ

ナンキンハゼ

ナンテン

に ニセアカシア

ニオイシュロラン

ニオイシュロラン

ニセアカシア

ぬ ヌルデ ヌルデ (フシノキ )

ね ネズミサシ

ネズミモチ

ネムノキ

ネザサ

ネズ（ムロノキ）

ネズミモチ

の ノイバラ

は ハクチョウゲ

ハマヒサカキ

ハルニレ

バラ

ハクチョウゲ

ハクモクレン

ハマヒサカキ

ハルニレ

ひ ヒイラギ

ヒササキ

ヒマラヤスギ

ヒムロ

ヒラドツツジ

ビワ

ピラカンサス

ヒイラギ

ヒイラギナンテン

ヒイラギモクセイ

ヒサカキ

ヒノキ

ヒマラヤスギ

ヒムロ

ピラカンサ ( タチバナ

モドキ )

ヒラドツツジ

ビワ

ふ フジ

プラタナス

プラタナス

へ ベニカナメ

1983 年 3 月調査※ 1 1990 年 1 月～ 2月※ 2

ほ ボタン

ホンツゲ

ホソバヒイラギナンテ

ン

ボタン

ま マサキ

マテバシイ

マツ

マメツゲ

マユミ

マンリョウ

マサキ

マテバジイ

マメツゲ

マユミ

マンリョウ

み ミカン

む ムクゲ ムクゲ

ムクノキ

め メタセコイア メタセコイア ( アケボ

ノスギ )

も モクセイ

モッコク

モミジ

モチノキ

モチノキ

モッコク

や ヤシャブシ

ヤツデ

ヤナギ

ヤブニッケイ

ヤマモモ

ヤエザクラ

ヤケキ

ヤシャブシ

ヤツデ

ヤブコウジ

ヤブツバキ

ヤブニッケイ

ヤマザクラ

ヤマボウシ

ヤマモモ

ゆ ユキヤナギ

ユッカ

ユキヤナギ

ユリノキ

ら ラカンマキ

り リュウノヒゲ

リョウブ

リョウブ

れ レンギョウ レンギョウ

ろ ロウバイ

※1　福山市　「史跡福山城跡保存活用計画策定にかかる植生調査業務委託基礎データー(1983(昭和 58)年3月現在 )　   

　　 福山市丸之内一丁目」

※2　史跡福山城跡及び周辺保存整備計画検討委員会「史跡福山城跡及び周辺保存整備について（答申）1990」　

●過去の調査による樹種の同定　２
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●樹木分布図
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●建造物一覧１

位置 番号 分類 名称 別称 構造 規模 現状 補足

本 

　 

丸

1

櫓

天守

天守
御天守
　―
天守閣

五重五階地下一階 ９間×８間 現存せず，復興
天守代現存，現・市立福山城博物
館，礎石移築現存

2 天守付櫓

天守付櫓
付御櫓
　―
天守付櫓

二重二階地下一階 ５間×３間 現存せず，復興
付櫓台現存，現・市立福山城博物
館

3 月見櫓

月見櫓
内一番二重御櫓
月見御櫓
月見櫓

二重二階 ６間×５間 現存せず，復興
現・貸会場，伏見城からの移築説
あり

4 鏡櫓

　―
内二番二重御櫓
　―
鏡櫓

二重二階 ６間×４間 現存せず，復興 亭櫓まで多門櫓付属，減・文書館

5 亭櫓

亭櫓
内三番御物見
御化粧櫓
亭櫓

二重二階 ２間２尺６丁×３間 現存せず 多門櫓付属

6 玉櫓

玉櫓
内四番二重御櫓
　―
玉櫓

二重二階 ５間５尺×３間２尺 現存せず 櫓台現存

7 塩櫓

塩櫓
内五番二重御櫓
　―
塩櫓

二重二階 ５間半×４間 現存せず 櫓台現存

8 二重櫓

　―
内六番二重御櫓
　―
内六番櫓

二重二階 ３間×３間 現存せず 櫓台現存，多門櫓付属

9 荒布櫓

荒布櫓
内七番二重御櫓
　―
荒布櫓

二重二階 ５間×４間 現存せず 棗木御門まで多門櫓付属

10 人質櫓

人質櫓
内八番二重御櫓
　―
人質櫓

二重二階 ６間×３間 現存せず
一部櫓台現存，神辺城からの移築
説あり

11 火打櫓

火打櫓
内九番二重御櫓
　―
火打櫓

二重二階 ４間半×２間半 現存せず
櫓台現存，御台所門まで多門櫓付
属

12 伏見櫓

三階櫓
内十番三重御櫓
伏見御櫓
伏見三階櫓

三重三階 ８間×４間半 現存 重要文化財，伏見城からの移築櫓

13 鐘櫓

鐘撞堂
鐘撞堂
　―
鐘撞楼

二重二階 ２間×２間 一部現存
市指定重要文化財，1979（昭和
54）年修理・復元

14

城門

棗木御門

棗門
棗木御門
　―
棗木御門

内枡形，櫓門 ６間×３間 現存せず 西側石垣現存，礎石あり

15 御台所門

台所門・雑魚門・馬出門
御台所門
　―
御台所御門

内枡形，櫓門 ８間×３間 現存せず 人質櫓まで多門櫓付属

16 筋鉄御門

筋鉄門
筋鉄御門
　―
筋鉄御門

内枡形，櫓門 ９間×２間半 現存
重要文化財，伏見城からの移築説
あり

17

御殿

本丸御殿

御屋形
御屋敷
御殿
伏見御殿

平屋 現存せず 一部礎石あり

御湯殿

御風呂屋
御風呂屋・物見
　―
御湯殿

平屋 ７間×４間半 復元 伏見城からの移築説あり

二 

 

之 

 

丸

18

櫓

鉄砲櫓

鉄砲櫓
御渡櫓
　―
鉄砲櫓

平屋 ６間半×３間 現存せず 遺構消滅

19 槍櫓

槍櫓
御渡櫓
　―
鑓櫓

平屋 ４間×２間半 現存せず 遺構消滅

20 櫛形櫓

櫛形櫓
外九番二重御櫓
　―
櫛形櫓

二重二階 ８間４尺×４間 現存せず
遺構消滅，神辺城からの移築説あ
り

21 神辺一番櫓

神辺一番櫓
外八番三重御櫓
　―
神辺一番櫓

三重三階 ７間×４間半 現存せず
櫓台のみ現存，神辺城からの移築
説あり

22 神辺二番櫓

神辺二番櫓
外七番二重御櫓
　―
神辺二番櫓

二重二階 ５間×４間 現存せず
遺構消滅，神辺城からの移築説あ
り

23 神辺三番櫓

神辺三番櫓
外六番三重御櫓
　―
神辺三番櫓

三重三階 ６間×４間 現存せず
遺構消滅，神辺城からの移築説あ
り
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●建造物一覧２

二 

 

之 

 

丸

24

櫓

神辺四番櫓

神辺四番櫓
外五番二重御櫓
　―
神辺四番櫓

二重二階 ４間×２間 現存せず
遺構消滅，神辺城からの移築説あ
り，多門櫓付属

25 乾櫓

　―
外四番三重御櫓
　―
乾櫓

三重三階 ５間半×３間半 現存せず
遺構消滅，神辺四番櫓まで多門櫓
付属

26 鬼門櫓

鬼門櫓
外三番三重御櫓
鬼門御櫓
鬼門櫓

三重三階 ５間×４間 現存せず
櫓台のみ現存，蔵口門まで多門櫓
付属

27 東坂三階櫓

東坂三階櫓
外二番三重御櫓
　―
東坂三階櫓

三重三階 ５間半×５間 現存せず
櫓台のみ現存，鬼門櫓まで二重多
門櫓付属

28 鹿角菜櫓

鹿角菜櫓
外一番二重御櫓
　―
鹿角菜櫓

二重二階 ４間半×３間 現存せず
櫓台のみ現存，神辺城からの移築
説あり

29

城門

鉄門

鉄門
鉄御門
鉄御門
鉄御門

外枡形，渡櫓門 １２間×３間 現存せず
遺構消滅，伏見城からの移築説あ
り，多門櫓付属

30 西坂口御門

西坂口門
西坂口御門
西坂口御門
西坂口御門

外枡形，渡櫓門 ８間２尺×３間 現存せず
遺構消滅，神辺二番櫓と神辺一番
櫓まで多門櫓付属

31 水ノ手門

　―
水ノ手御門
　―
水の手御門

外枡形，高麗門 ２間 現存せず 遺構消滅

32 蔵口門

蔵口門
御蔵口御門
　―
御蔵口御門

平入，渡櫓門 ５間半×３間 現存せず 遺構消滅，乾櫓まで多門櫓付属

33 東上り楯御門

東坂口門
東揚楯御門
東揚楯御門
東上り楯御門

外枡形，渡櫓門 ８間×２間 現存せず 石垣のみ現存

34 四つ足門

　―
四足御門
　―
四ツ足門

薬医門カ １間半 現存せず 遺構消滅

三 

 

之 

 

丸

35

櫓

二重櫓

櫓勘定所の内壹ヶ所
二重御櫓
　―
二重櫓

二重二階 ５間×５間 現存せず 遺構消滅

36 二重櫓

櫓内藤角右衛門屋敷ニ壹ヶ所
二重御櫓
　―
二重櫓

二重二階 ４間半×２間 現存せず 遺構消滅

37 物見櫓

櫓御屋形東方ニ壹ヶ所
二重御櫓
　―
御物見櫓

二重二階 ４間半×２間半 現存せず 一部石垣のみ現存

38

城門

北御門

北門
北御門
　―
北御門

外枡形， 
渡櫓門

９間半×３間 現存せず
外升石塁跡（市史跡）の石垣のみ
現存

39 東御門

東門
東御門
　―
東御門

外枡形， 
渡櫓門

６間×３間 現存せず 遺構消滅

40 御水門

　―
御水門
　―
御水門

内枡形舟入，高麗門 ｗ２間半 現存せず
発掘調査で遺構の位置と規模を確
認

41 大手門

大手門
追手門
　―
追手御門

外枡形，渡櫓門 １３間×４間 現存せず 遺構消滅

42 西御門

西門
西御門
　―
西御門

内枡形，渡櫓門 １１間×３間 現存せず
西御門櫓台跡（市史蹟）の石垣の
み現存

43

御殿

三之丸御殿

御屋形
三之御丸御屋鋪
御屋敷
御屋形

平屋 一部現存
発掘調査で石垣，石組み暗渠等の
遺構を確認

注：別称について

・一行目は，福山藩士 宮原直倁が元文末年（1740年頃）から約30年間にわたって著述した『備陽六郡志』に書かれている名称。

　（得能正道 編『備後叢書（一）』昭和3（1928）年～昭和10（1935）年所収）， 

・二行目は，福山藩士 内藤角右衛門が安永3（1774）年に描いた『備後州深津郡福山御城図』の絵図に書かれている名称。

　櫓の名称は，本丸の月見櫓から始まり，反時計回りに内（本丸）と外（二之丸）に別けて番号で表記されている。

・三行目は，上記の図に付された説明書きに書かれている名称。 

・四行目は，濱本鶴賓 著『国宝・史蹟　福山城誌』昭和11（1936）年に書かれている名称。
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●建造物一覧対照図
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2．福山城古写真

（文化財課蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

図３　外堀東側から三之丸御屋敷と天守を望む

　　　　　　　　　　　　　　　(明治後期)

図５　北西側御池方面から天守を見る(明治後期)

図２　外堀西側から見た伏見櫓・神辺一番櫓等

　　　　　　　　　　　　　　　　　(明治初期)　

図１　外堀西側から見た城内と女学校

　　　　　　　　　　　(明治 37年 )

図４　外堀東側から城内天守を見る(明治初期)

図 6　外堀東側から天守と三之丸を見る

　　　　　　　　　　　　　(明治後期)

●戦災前福山城外観（外堀周辺から見た状況）
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　図９　外堀南側から見た大手門付近の様子(明治初期)

　　　　　　

（文化財課蔵）

図７　南東側から城内を遠望（明治初期）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

図11　外堀南東側からの遠景（明治初期）

図8　外堀南東側から二之丸高石垣を見る

　　　　　　　　　　　　　(明治 21年頃 )

図 10　外堀南側から天守を望む（明治7年頃）

図12　外堀北東側から天守を見る

　　　　　　　　　　(昭和初期)
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図13　天守東南側遠景(明治中頃)

　図 15天守西南側(最上階修理中)

　　　　　　　　　(大正 11年頃 )

　図 17　天守東南側遠景(明治後期頃)

図 14　天守南東面近影(昭和 10年代 )

図 16　天守東南側(明治 40年 )

●戦災前天守

（文化財課蔵）

（文化財課蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）
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図18　天守北東面(明治 24年 1月元日)

　図 20天守東南絵はがき(明治後期頃)

図 22　天守北東面(昭和５年)

図 19　天守東南部(明治後期頃)

図 21　天守南東面(昭和 10年代 )
（文化財課蔵） （文化財課蔵）

（文化財課蔵）

（文化財課蔵）

（福山城博物館蔵）
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●戦災前天守部分

図23　天守東南面(明治前期)

　図 25　天守南側部分

　　　　(昭和 10年代）

図27　天守北面部分(鉄板貼付)(明治後期)

図 24　天守西南面(大正後期～昭和初期)

図 26　天守東南側部分

　　　　(明治後期頃)

（文化財課蔵）

（文化財課蔵）

（文化財課蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）
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●戦災前天守内部

図28　西側部分(昭和前期) 図 29　天守西側部分

　　　　　(昭和前期)

図 30天守入口部分

　　　　(昭和前期)

図31　天守内写真(大正～昭和初期)

図 32　天守内写真(大正～昭和初期)

図 33　天守内写真(大正～昭和初期) 図 34　天守内写真(大正～昭和初期)

（文化財課蔵）

（文化財課蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵） （福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）
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図35　天守内写真(大正～昭和初期) 図 36　天守内写真(大正～昭和初期)

図 37　天守内写真(大正～昭和初期) 図 38　天守内写真(大正～昭和初期)

　図 39　福山城写真(昭和 30年頃 )　 図 40　福山城天守入口(昭和 30年頃 )

●戦災後天守石垣

（文化財課蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵） （福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）
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　図41　天守内写真(昭和 30年頃 ) 図 42　福山城天守地階石垣内面(昭和 30年頃 )

図 43　福山城天守地階東階段(昭和 30年頃 )

　図 44　外堀南東から見た福山城(明治 30年頃 )　 図 45　入川に架かる天下橋(本橋 )(明治初期)

●城及び周辺写真

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵） （福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）
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図46　入川に架かる木綿橋(新橋 )(昭和初期) 図 47　本丸南より見た城内と天守(昭和前期)

図 48　天守より西外堀北側を見る(1)(昭和初期) 　図49　天守より西外堀北側を見る(2)(明治7年頃)

図 50　入川内から福山城遠望(昭和前期)

図 52　南東入川・築切方面から(明治初期)

図 51　入川口から福山城遠望(昭和前期)

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵） （福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（文化財課蔵）

（文化財課蔵）
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図53　福山城古絵図（江戸時代中期～末期に書写か）

図54　福山城城絵図（寛永末年～正保・慶安年間頃）

3．福山城関係絵図

　●福山城城絵図

（福山市蔵）

（広島市中央図書館蔵）
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図55　備後国福山城図［正保城絵図］（正保年間）

図56　福山城古絵図（天和～元禄年間頃）

（国立公文書館蔵）

（福山城博物館蔵）
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図57　福山城内図（貞享元年（1648年））

図 58　福山城下家中町絵図　（元禄～宝永年間頃）

（福山城博物館蔵）

（福山誠之館同窓会蔵）



149

図59　福山城絵図［安永城絵図］（安永三年（1774年））

図 60　備後国福山城水野日向守殿時代城下絵図（嘉永元年 （1848年））

（福山城博物館蔵）

（福山市蔵）
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図61　文化文政時代福山城下図（文化・文政年間頃）

図62　福山御城下図（天保四年（1833年））

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）
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図63　福山三十町町割水道図（江戸時代初期）

図64　福山城三之丸御屋形平面図（江戸時代中期） 図65　嘉永七年誠之館諸稽古場惣体百歩一絵図

　　　　　　　　　　　（嘉永七年（1854年））

　●福山城指図等

（福山城博物館蔵）

（福山城博物館蔵）

（福山誠之館同窓会蔵）
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図66　城北松山勇鷹神社・松山天神社図（文化年間）

図67　福山城本丸御殿指図（水野時代の図を阿部時代に写したもの）

（福山城博物館蔵）

（福山市蔵）
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図69　廃藩直前福山城下地図（廃藩（明治四年）直前の絵図を写したもの）

図68　明治二年備後国福山城下絵図（1869年（明治二年））

　●幕末・明治期の福山城下図

（福山市蔵）

（福山城博物館蔵）



154

福山城関係絵図資料一覧

№ 掲載箇所 名称 制作年代 寸法（cm） 所蔵者 備考

1 本文第20図 備後福山城図 元禄年間 108.2× 103.8 岡山大学附属図書館 池田家文書

2 資料編図53 福山城古絵図
江戸時代中期～
末期に書写か

71.7× 65.8 福山市 東京阿部家文書

3 資料編図54 福山城城絵図
寛永末年～正保・慶安
年間頃

40.2× 27.7 広島市中央図書館
浅野文庫所蔵  
諸国当城之図

4 資料編図55
備 後 国 福 山 城 図 
（正保城絵図）

正保年間 208.0× 239.0 国立公文書館 内閣文庫

5 資料編図56 福山城古絵図 天和～元禄年間　 96.7× 67.7 福山城博物館 小場家文書

6 資料編図57 福山城内図 貞享元年（1648年） 180.0 × 180.0
　 福山城博物館

7 資料編図58 福山城下家中町絵図 元禄～宝永年間頃 223× 234 福山誠之館同窓会

8 資料編図59
福 山 城 絵 図 
（安永城絵図）

安永三年（1774年） 251.08× 236.0 福山市 東京阿部家文書

9 資料編図60
備後国福山城水野日
向守殿時代城下絵図

嘉永元年 （1848年） 95.5× 128.5 福山城博物館 濱本文庫1151

10 資料編図61
文化文政時代福山城
下図

文化・文政年間頃 77.5× 101.5 福山城博物館 濱本文庫520

11 資料編図62 福山御城下図 天保四年（1833年） 95.0× 107.0 福山城博物館 高田文庫548

12 資料編図63
福山三十町町割水道
図

江戸時代初期 93.0× 141.0 福山城博物館 濱本文庫527

13 資料編図64
福山城三之丸御屋形
平面図

江戸時代中期 170.0× 170.6 福山城博物館 濱本文庫526

14 資料編図65
嘉永七年誠之館諸稽
古場惣体百歩一絵図

嘉永七年（1854年） 196.0× 138 福山誠之館同窓会

15 資料編図66
城北松山勇鷹神社・
松山天神社図

文化年間 55.5× 106.0 福山城博物館 濱本文庫533

16 資料編図67 福山城本丸御殿指図
水野時代の図を阿部時
代に複写したもの

41.3× 55.6 福山市 東京阿部家文書

17 資料編図68
明治二年備後国福山
城下絵図

明治二年(1869年 ) 77.0× 79.0 福山城博物館 濱本文庫523

18 資料編図69
廃藩直前福山城下地
図

廃藩（明治四年）直前
の絵図を写したもの

59.0× 83.5 福山市

参考文献

　　・岡山大学附属図書館 『絵図にみる中国四国地方の城下町』 2010（平成22）年

　　・原田伴彦・矢守一彦 『浅野文庫諸国当城之図』 新人物往来社 1980（昭和55）年

　　・福山城博物館 『絵地図で見る福山』 2001（平成13） 年

    ・福山市教育委員会 『福山城関連資料目録』 2014（平成26）年
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昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号）

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号

第一章　総則  

（この法律の目的） 

第一条  　この法律は、文化財を保存し、且つ、

その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資

するとともに、世界文化の進歩に貢献すること

を目的とする。 

（文化財の定義） 

第二条  　この法律で「文化財」とは、次に掲

げるものをいう。 

一  　建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、

古文書その他の有形の文化的所産で我が国にと

つて歴史上又は芸術上価値の高いもの（これら

のものと一体をなしてその価値を形成している

土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及

びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有

形文化財」という。） 

二  　演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文

化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価

値の高いもの（以下「無形文化財」という。） 

三  　衣食住、生業、信仰、年中行事等に関す

る風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに

用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我

が国民の生活の推移の理解のため欠くことので

きないもの（以下「民俗文化財」という。） 

四  　貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その

他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価

値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳

その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観

賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖

地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）

及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている

土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の

高いもの（以下「記念物」という。） 

五  　地域における人々の生活又は生業及び

当該地域の風土により形成された景観地で我が

国民の生活又は生業の理解のため欠くことので

きないもの（以下「文化的景観」という。） 

六  　周囲の環境と一体をなして歴史的風致

を形成している伝統的な建造物群で価値の高い

もの（以下「伝統的建造物群」という。） 

２  　この法律の規定（第二十七条から第

二十九条まで、第三十七条、第五十五条第

一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第

百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規

定を除く。）中「重要文化財」には、国宝を含

むものとする。 

３  　この法律の規定（第百九条、第百十条、

第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一

項第四号、第百五十三条第一項第七号及び第八

号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を

除く。）中「史跡名勝天然記念物」には、特別

史跡名勝天然記念物を含むものとする。 

（政府及び地方公共団体の任務） 

第三条  　政府及び地方公共団体は、文化財が

わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠く

ことのできないものであり、且つ、将来の文化

の向上発展の基礎をなすものであることを認識

し、その保存が適切に行われるように、周到の

注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなけ

ればならない。 

（国民、所有者等の心構） 

第四条  　一般国民は、政府及び地方公共団体

がこの法律の目的を達成するために行う措置に

誠実に協力しなければならない。 

２  　文化財の所有者その他の関係者は、文化

財が貴重な国民的財産であることを自覚し、こ

れを公共のために大切に保存するとともに、で

きるだけこれを公開する等その文化的活用に努

めなければならない。 

３  　政府及び地方公共団体は、この法律の執

行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊

重しなければならない。 

（滅失、き損等） 

第三十三条  　重要文化財の全部又は一部が

４．文化財保護に係る関連法令

●文化財保護法(抜粋 )
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滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたときは、所有者（管理責

任者又は管理団体がある場合は、その者）は、

文部科学省令の定める事項を記載した書面をも

つて、その事実を知つた日から十日以内に文化

庁長官に届け出なければならない。 

第六章　埋蔵文化財  

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命

令）     　

第九十二条  　土地に埋蔵されている文化財

（以下「埋蔵文化財」という。）について、その

調査のため土地を発掘しようとする者は、文部

科学省令の定める事項を記載した書面をもつ

て、発掘に着手しようとする日の三十日前まで

に文化庁長官に届け出なければならない。ただ

し、文部科学省令の定める場合は、この限りで

ない。 

２  　埋蔵文化財の保護上特に必要があると

認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係

る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指

示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止

を命ずることができる。 

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指

示） 

第九十三条  　土木工事その他埋蔵文化財の

調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文

化財を包蔵する土地として周知されている土地

（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を

発掘しようとする場合には、前条第一項の規定

を準用する。この場合において、同項中「三十

日前」とあるのは、「六十日前」と読み替える

ものとする。 

２  　埋蔵文化財の保護上特に必要があると

認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する

前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘

前における埋蔵文化財の記録の作成のための発

掘調査の実施その他の必要な事項を指示するこ

とができる。 

（国の機関等が行う発掘に関する特例） 

第九十四条  　国の機関、地方公共団体又は

国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政

令の定めるもの（以下この条及び第九十七条に

おいて「国の機関等」と総称する。）が、前条

第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵

地を発掘しようとする場合においては、同条の

規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、

当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あ

らかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなけれ

ばならない。 

２  　文化庁長官は、前項の通知を受けた場合

において、埋蔵文化財の保護上特に必要がある

と認めるときは、当該国の機関等に対し、当該

事業計画の策定及びその実施について協議を求

めるべき旨の通知をすることができる。 

３  　前項の通知を受けた国の機関等は、当該

事業計画の策定及びその実施について、文化庁

長官に協議しなければならない。 

４  　文化庁長官は、前二項の場合を除き、第

一項の通知があつた場合において、当該通知に

係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護

上必要な勧告をすることができる。 

５  　前各項の場合において、当該国の機関

等が各省各庁の長（国有財産法 （昭和二十三年

法律第七十三号）第四条第二項 に規定する各

省各庁の長をいう。以下同じ。）であるときは、

これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、

文部科学大臣を通じて行うものとする。 

第七章　史跡名勝天然記念物  

（指定） 

第百九条  　文部科学大臣は、記念物のうち

重要なものを史跡、名勝又は天然記念物（以下

「史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定す

ることができる。 

２  　文部科学大臣は、前項の規定により指

定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要な

ものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物

（以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。）

に指定することができる。 

３  　前二項の規定による指定は、その旨を官

報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然

記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権

原に基づく占有者に通知してする。 

４  　前項の規定により通知すべき相手方が

著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合
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には、文部科学大臣は、同項の規定による通知

に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡

名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在

地の市（特別区を含む。以下同じ。）町村の事

務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示する

ことができる。この場合においては、その掲示

を始めた日から二週間を経過した時に前項の規

定による通知が相手方に到達したものとみな

す。 

５  　第一項又は第二項の規定による指定は、

第三項の規定による官報の告示があつた日から

その効力を生ずる。ただし、当該特別史跡名勝

天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又

は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規

定による通知が到達した時又は前項の規定によ

りその通知が到達したものとみなされる時から

その効力を生ずる。 

６  　文部科学大臣は、第一項の規定により名

勝又は天然記念物の指定をしようとする場合に

おいて、その指定に係る記念物が自然環境の保

護の見地から価値の高いものであるときは、環

境大臣と協議しなければならない。 

（仮指定） 

第百十条  　前条第一項の規定による指定前

において緊急の必要があると認めるときは、都

道府県の教育委員会（当該記念物が指定都市の

区域内に存する場合にあつては、当該指定都市

の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この

章において同じ。）は、史跡名勝天然記念物の

仮指定を行うことができる。 

２  　前項の規定により仮指定を行つたとき

は、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を

文部科学大臣に報告しなければならない。 

３  　第一項の規定による仮指定には、前条第

三項から第五項までの規定を準用する。 

（所有権等の尊重及び他の公益との調整） 

第百十一条  　文部科学大臣又は都道府県の

教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項

の規定による指定又は前条第一項の規定による

仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所

有権、鉱業権その他の財産権を尊重するととも

に、国土の開発その他の公益との調整に留意し

なければならない。 

２  　文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又

は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備に

関し必要があると認めるときは、環境大臣に対

し、意見を述べることができる。この場合にお

いて、文化庁長官が意見を述べるときは、文部

科学大臣を通じて行うものとする。 

３  　環境大臣は、自然環境の保護の見地から

価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用

に関し必要があると認めるときは、文部科学大

臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官

に対して意見を述べることができる。 

（解除） 

第百十二条  　特別史跡名勝天然記念物又は

史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合そ

の他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又

は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指

定を解除することができる。 

２  　第百十条第一項の規定により仮指定さ

れた史跡名勝天然記念物につき第百九条第一項

の規定による指定があつたとき、又は仮指定が

あつた日から二年以内に同項の規定による指定

がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。 

３  　第百十条第一項の規定による仮指定が

適当でないと認めるときは、文部科学大臣は、

これを解除することができる。 

４  　第一項又は前項の規定による指定又は

仮指定の解除には、第百九条第三項から第五項

までの規定を準用する。 

（管理団体による管理及び復旧） 

第百十三条  　史跡名勝天然記念物につき、所

有者がないか若しくは判明しない場合又は所有

者若しくは第百十九条第二項の規定により選任

された管理の責めに任ずべき者による管理が著

しく困難若しくは不適当であると明らかに認め

られる場合には、文化庁長官は、適当な地方公

共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝

天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧

（当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な

施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記

念物の所有者の所有又は管理に属するものの管

理及び復旧を含む。）を行わせることができる。 

２  　前項の規定による指定をするには、文化

庁長官は、あらかじめ、指定しようとする地方

公共団体その他の法人の同意を得なければなら
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ない。 

３  　第一項の規定による指定は、その旨を官

報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念

物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定

しようとする地方公共団体その他の法人に通知

してする。 

４  　第一項の規定による指定には、第百九条

第四項及び第五項の規定を準用する。 

第百十四条   　前条第一項に規定する事由が

消滅した場合その他特殊の事由があるときは、

文化庁長官は、管理団体の指定を解除すること

ができる。 

２  　前項の規定による解除には、前条第三項

並びに第百九条第四項及び第五項の規定を準用

する。 

第百十五条   　第百十三条第一項の規定によ

る指定を受けた地方公共団体その他の法人（以

下この章及び第十二章において「管理団体」と

いう。）は、文部科学省令の定める基準により、

史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明

板、境界標、囲いその他の施設を設置しなけれ

ばならない。 

２  　史跡名勝天然記念物の指定地域内の土

地について、その土地の所在、地番、地目又は

地積に異動があつたときは、管理団体は、文部

科学省令の定めるところにより、文化庁長官に

その旨を届け出なければならない。 

３  　管理団体が復旧を行う場合は、管理団体

は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期につ

いて当該史跡名勝天然記念物の所有者（所有者

が判明しない場合を

除く。）及び権原に基づく占有者の意見を聞か

なければならない。 

４  　史跡名勝天然記念物の所有者又は占有

者は、正当

な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは

復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措

置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

第百十六条   　管理団体が行う管理及び復旧

に要する費用は、この法律に特別の定めのある

場合を除いて、管理団体の負担とする。 

２  　前項の規定は、管理団体と所有者との協

議により、管理団体が行う管理又は復旧により

所有者の受ける利益の限度において、管理又は

復旧に要する費用の一部を所有者の負担とする

ことを妨げるものではない。 

３  　管理団体は、その管理する史跡名勝天然

記念物につき観覧料を徴収することができる。 

第百十七条   　管理団体が行う管理又は復旧

によつて損失を受けた者に対しては、当該管理

団体は、その通常生ずべき損失を補償しなけれ

ばならない。 

２  　前項の補償の額は、管理団体（管理団体

が地方公共団体であるときは、当該地方公共団

体の教育委員会）が決定する。 

３  　前項の規定による補償額については、第

四十一条第三項の規定を準用する。 

４  　前項で準用する第四十一条第三項の規

定による訴えにおいては、管理団体を被告とす

る。 

第百十八条   　管理団体が行う管理には、第

三十条、第三十一条第一項及び第三十三条の規

定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第

三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が

指定され、又はその指定が解除された場合には、

第五十六条第三項の規定を準用する。 

（所有者による管理及び復旧） 

第百十九条  　管理団体がある場合を除いて、

史跡名勝天然記念物の所有者は、当該史跡名勝

天然記念物の管理及び復旧に当たるものとす

る。 

２  　前項の規定により史跡名勝天然記念物

の管理に当たる所有者は、特別の事情があると

きは、適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名

勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下

この章及び第十二章において「管理責任者」と

いう。）に選任することができる。この場合には、

第三十一条第三項の規定を準用する。 

第百二十条   　所有者が行う管理には、第

三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第

三十三条並びに第百十五条第一項及び第二項

（同条第二項については、管理責任者がある場

合を除く。）の規定を、所有者が行う管理及び

復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定

を、所有者が変更した場合の権利義務の承継に

は、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が

行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、

第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第

四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。 



159

（管理に関する命令又は勧告） 

第百二十一条  　管理が適当でないため史跡

名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又

は盗み取られるおそれがあると認めるときは、

文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任

者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置そ

の他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告す

ることができる。 

２  　前項の場合には、第三十六条第二項及び

第三項の規定を準用する。 

（復旧に関する命令又は勧告） 

第百二十二条  　文化庁長官は、特別史跡名

勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合

において、その保存のため必要があると認める

ときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧

について必要な命令又は勧告をすることができ

る。 

２  　文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物

以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰

亡している場合において、その保存のため必要

があると認めるときは、管理団体又は所有者に

対し、その復旧について必要な勧告をすること

ができる。 

３  　前二項の場合には、第三十七条第三項及

び第四項の規定を準用する。 

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の

復旧等の施行） 

第百二十三条  　文化庁長官は、次の各号のい

ずれかに該当する場合においては、特別史跡名

勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、

き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をするこ

とができる。 

一  　管理団体、所有者又は管理責任者が前二

条の規定による命令に従わないとき。 

二  　特別史跡名勝天然記念物がき損し、若し

くは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰

亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合

において、管理団体、所有者又は管理責任者に

復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止

の措置をさせることが適当でないと認められる

とき。 

２  　前項の場合には、第三十八条第二項及び

第三十九条から第四十一条までの規定を準用す

る。 

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合

の納付金） 

第百二十四条  　国が復旧又は滅失、き損、衰

亡若しくは盗難の防止の措置につき第百十八条

及び第百二十条で準用する第三十五条第一項の

規定により補助金を交付し、又は第百二十一

条第二項で準用する第三十六条第二項、第

百二十二条第三項で準用する第三十七条第三項

若しくは前条第二項で準用する第四十条第一項

の規定により費用を負担した史跡名勝天然記念

物については、第四十二条の規定を準用する。 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 

第百二十五条  　史跡名勝天然記念物に関し

その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ

す行為をしようとするときは、文化庁長官の許

可を受けなければならない。ただし、現状変更

については維持の措置又は非常災害のために必

要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす

行為については影響の軽微である場合は、この

限りでない。 

２  　前項ただし書に規定する維持の措置の

範囲は、文部科学省令で定める。 

３  　第一項の規定による許可を与える場合

には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規

定による許可を受けた者には、同条第四項の規

定を準用する。 

４  　第一項の規定による処分には、第百十一

条第一項の規定を準用する。 

５  　第一項の許可を受けることができな

かつたことにより、又は第三項で準用する第

四十三条第三項の許可の条件を付せられたこと

によつて損失を受けた者に対しては、国は、そ

の通常生ずべき損失を補償する。 

６  　前項の場合には、第四十一条第二項から

第四項までの規定を準用する。 

７  　第一項の規定による許可を受けず、又は

第三項で準用する第四十三条第三項の規定によ

る許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念

物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ

す行為をした者に対しては、文化庁長官は、原

状回復を命ずることができる。この場合には、

文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をす
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ることができる。 

（関係行政庁による通知） 

第百二十六条  　前条第一項の規定により許

可を受けなければならないこととされている行

為であつてその行為をするについて、他の法令

の規定により許可、認可その他の処分で政令に

定めるものを受けなければならないこととされ

ている場合において、当該他の法令において当

該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受

けた者は、当該処分をするときは、政令の定め

るところにより、文化庁長官（第百八十四条第

一項の規定により前条第一項の規定による許可

を都道府県又は市の教育委員会が行う場合に

は、当該都道府県又は市の教育委員会）に対し、

その旨を通知するものとする。 

（復旧の届出等） 

第百二十七条  　史跡名勝天然記念物を復旧

しようとするときは、管理団体又は所有者は、

復旧に着手しようとする日の三十日前までに、

文部科学省令の定めるところにより、文化庁長

官にその旨を届け出なければならない。ただし、

第百二十五条第一項の規定により許可を受けな

ければならない場合その他文部科学省令の定め

る場合は、この限りでない。 

２  　史跡名勝天然記念物の保護上必要があ

ると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出

に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的

な指導と助言を与えることができる。 

（環境保全） 

第百二十八条  　文化庁長官は、史跡名勝天

然記念物の保存のため必要があると認めるとき

は、地域を定めて一定の行為を制限し、若しく

は禁止し、又は必要な施設をすることを命ずる

ことができる。 

２  　前項の規定による処分によつて損失を

受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき

損失を補償する。 

３  　第一項の規定による制限又は禁止に違

反した者には、第百二十五条第七項の規定を、

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項

までの規定を準用する。 

第百二十九条  　管理団体である地方公共

団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の

指定に係る土地又は建造物その他の土地の定

着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物

の保存のため特に買い取る必要があると認め

られるものを買い取る場合には、国は、その

買取りに要する経費の一部を補助することが

できる。 

２  　前項の場合には、第三十五条第二項

及び第三項並びに第四十二条の規定を準用す

る。 

（保存のための調査） 

第百三十条  　文化庁長官は、必要があると

認めるときは、管理団体、所有者又は管理責

任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は

管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報

告を求めることができる。 

第百三十一条   　文化庁長官は、次の各号

のいずれかに該当する場合において、前条の

報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関

する状況を確認することができず、かつ、そ

の確認のため他に方法がないと認めるとき

は、調査に当たる者を定め、その所在する土

地又はその隣接地に立ち入つてその現状又は

管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実

地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他

調査のため必要な措置をさせることができ

る。ただし、当該土地の所有者、占有者その

他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそ

れのある措置は、させてはならない。 

一  　史跡名勝天然記念物に関する現状変

更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請

があつたとき。 

二  　史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰

亡しているとき。 

三  　史跡名勝天然記念物が滅失し、き損

し、衰亡し、又は盗み取られるおそれのある

とき。 

四  　特別の事情によりあらためて特別史

跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物と

しての価値を調査する必要があるとき。 

２  　前項の規定による調査又は措置によ

つて損失を受けた者に対しては、国は、その

通常生ずべき損失を補償する。 
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３  　第一項の規定により立ち入り、調査する

場合には、第五十五条第二項の規定を、前項の

場合には、第四十一条第二項から第四項までの

規定を準用する。 

（登録記念物） 

第百三十二条  　文部科学大臣は、史跡名勝

天然記念物（第百十条第一項に規定する仮指定

を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。）

以外の記念物（第百八十二条第二項に規定する

指定を地方公共団体が行つているものを除く。）

のうち、その文化財としての価値にかんがみ保

存及び活用のための措置が特に必要とされるも

のを文化財登録原簿に登録することができる。 

２  　前項の規定による登録には、第五十七

条第二項及び第三項、第百九条第三項から第五

項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用す

る。 

第百三十三条   　前条の規定により登録され

た記念物（以下「登録記念物」という。）につ

いては、第五十九条第一項から第五項まで、第

六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び

第三項並びに第百十三条から第百二十条までの

規定を準用する。この場合において、第五十九

条第一項中「第二十七条第一項の規定により重

要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九

条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指

定したとき（第百十条第一項に規定する仮指定

を都道府県の教育委員会（当該記念物が指定都

市の区域内に存する場合にあつては、当該指

定都市の教育委員会）が行つたときを含む。）」

と、同条第四項中「所有者に通知する」とある

のは「所有者及び権原に基づく占有者に通知す

る。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で

個別に通知し難い事情がある場合には、文部科

学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき

事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務

所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示するこ

とができる。この場合においては、その掲示を

始めた日から二週間を経過した時に当該通知が

相手方に到達したものとみなす」と、同条第五

項中「抹消には、前条第二項の規定を準用する」

とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の

告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、

当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有

者に対しては、前項の規定による通知が到達し

た時又は同項の規定によりその通知が到達した

ものとみなされる時からその効力を生ずる」と、

第百十三条第一項中「不適当であると明らかに

認められる場合には」とあるのは「不適当であ

ることが明らかである旨の関係地方公共団体の

申出があつた場合には、関係地方公共団体の意

見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中

「第三十条、第三十一条第一項」とあるのは「第

三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準

用する。この場合において、第三十一条第一項

中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及

び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及び

これに基づく文部科学省令に従い」と読み替え

るものとする」と、第百十八条中「第三十五条

及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、

又はその指定が解除された場合には、第五十六

条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、

第百二十条中「第三十五条及び第四十七条の規

定を、所有者が変更した場合の権利義務の承

継には、第五十六条第一項」とあるのは「第

四十七条第四項」と読み替えるものとする。 

●文化財保護法施行令(抜粋 )

 （昭和五十年九月九日政令第二百六十七号）

最終改正：平成二八年一二月二六日政令第

三九六号

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 

第五条  

４  　次に掲げる文化庁長官の権限に属する

事務は、都道府県の教育委員会（第一号イから

リまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域

（法第百十五条第一項 に規定する管理団体（以

下この条において単に「管理団体」という。）

が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理の

ための計画（以下この条において「管理計画」

という。）を当該都道府県の教育委員会が定め

ている区域を除く。以下この項において「特定

区域」という。）内において行われる場合、同

号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族

館が特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規

定する指定区域が特定区域内に存する場合にあ

つては、当該市の教育委員会）が行うこととす
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る。 

一  　次に掲げる現状変更等（イからチまで

に掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物

の指定に係る地域内において行われるものに限

る。）に係る法第百二十五条 の規定による許可

及びその取消し並びに停止命令

イ　小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地

階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつ

て、建築面積（増築又は改築にあつては、増築

又は改築後の建築面積）が百二十平方メートル

以下のものをいう。ロにおいて同じ。）で二年

以内の期間を限つて設置されるものの新築、増

築又は改築

ロ　小規模建築物の新築、増築又は改築（増築

又は改築にあつては、建築の日から五十年を経

過していない小規模建築物に係るものに限る。）

であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘク

タール以上である史跡名勝天然記念物に係る都

市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第八条第

一項第一号 の第一種低層住居専用地域又は第

二種低層住居専用地域におけるもの

ハ　工作物（建築物を除く。以下このハにおい

て同じ。）の設置若しくは改修（改修にあつては、

設置の日から五十年を経過していない工作物に

係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修

繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土

地の形状の変更を伴わないものに限る。）

ニ　法第百十五条第一項 （法第百二十条 及び

第百七十二条第五項 において準用する場合を

含む。）に規定する史跡名勝天然記念物の管理

に必要な施設の設置又は改修

ホ　電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その

他これらに類する工作物の設置又は改修

ヘ　建築物等の除却（建築又は設置の日から

五十年を経過していない建築物等に係るものに

限る。）

ト　木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に

係る木竹については、危険防止のため必要な伐

採に限る。）

チ　史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試

験材料の採取

リ　天然記念物に指定された動物の個体の保護

若しくは生息状況の調査又は当該動物による人

の生命若しくは身体に対する危害の防止のため

必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該

捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着

又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の

採取

ヌ　天然記念物に指定された動物の動物園又

は水族館相互間における譲受け又は借受け

ル　天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱

に作られたもの（現に繁殖のために使用され

ているものを除く。）の除却

ヲ　イからルまでに掲げるもののほか、史跡

名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定

区域（当該史跡名勝天然記念物の管理計画を

都道府県の教育委員会（当該管理計画が市の

区域（管理団体が当該都道府県である史跡名

勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限

る。）又は町村の区域を対象とする場合に限

る。）又は市の教育委員会（当該管理計画が

特定区域を対象とする場合に限る。）が定め

ている区域のうち当該都道府県又は市の教育

委員会の申出に係るもので、現状変更等の態

様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官

が指定する区域をいう。）における現状変更

等

二  　法第百三十条 （法第百七十二条第五

項 において準用する場合を含む。）及び第

百三十一条 の規定による調査及び調査のた

め必要な措置の施行（前号イからヲまでに掲

げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項 

の規定による許可の申請に係るものに限る。） 

●国宝及び重要文化財指定基準並びに特

別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然

記念物指定基準(抜粋 )

(昭和二十六年文化財保護委員会告示第二

号)

最終改正：平成八年一〇月二八日文部省告示

第一八五号

史跡

左に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい

理解のために欠くことができず、かつ、その

遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学

術上価値あるもの

一　貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡
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二　都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡そ

の他政治に関する遺跡

三　社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関す

る遺跡

四　学校、研究施設、文化施設その他教育・学

術・文化に関する遺跡

五　医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・

生活に関する遺跡

六　交通・通信施設、治山・治水施設、生産施

設その他経済・生産活動に関する遺跡

七　墳墓及び碑

八　旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

九　外国及び外国人に関する遺跡

特別史跡

史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文

化の象徴たるもの

名勝

左に掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美

として欠くことのできないものであつて、その

自然的なものにおいては、風致景観の優秀なも

の、名所的あるいは学術的価値の高いもの、ま

た人文的なものにおいては、芸術的あるいは学

術的価値の高いもの

一　公園、庭園

二　橋梁、築堤

三　花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場

所

四　鳥獣、魚虫などの棲息する場所

五　岩石、洞穴

六　峡谷、瀑布、溪流、深淵

七　湖沼、湿原、浮島、湧泉

八　砂丘、砂嘴、海浜、島嶼

九　火山、温泉

十　山岳、丘陵、高原、平原、河川

十一　展望地点

特別名勝

名勝のうち価値が特に高いもの

天然記念物

左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上

貴重で、わが国の自然を記念するもの

一　動物

(一 )日本特有の動物で著名なもの及びその棲

息地

(二 )特有の産ではないが、日本著名の動物と

してその保存を必要とするもの及びその棲息地

(三 )自然環境における特有の動物又は動物群

聚

(四 )日本に特有な畜養動物

(五 )家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖

され現時野生の状態にある著名なもの及びその

棲息地

(六 )特に貴重な動物の標本

二　植物

(一 )名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の

原木、並木、社叢

(二 )代表的原始林、稀有の森林植物相

(三 )代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

(四 )代表的な原野植物群落

(五 )海岸及び沙地植物群落の代表的なもの

(六 )泥炭形成植物の発生する地域の代表的な

もの

(七 )洞穴に自生する植物群落

(八 )池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水

草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

(九 )着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(十 )著しい植物分布の限界地

(十一 )著しい栽培植物の自生地

(十二 )珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

三　地質鉱物

(一 )岩石、鉱物及び化石の産出状態

(二 )地層の整合及び不整合

(三 )地層の褶曲及び衝上

(四 )生物の働きによる地質現象

(五 )地震断層など地塊運動に関する現象

(六 )洞穴

(七 )岩石の組織

(八 )温泉並びにその沈澱物

(九 )風化及び侵蝕に関する現象

(十 )硫気孔及び火山活動によるもの

(十一 )氷雪霜の営力による現象

(十二 )特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

四　保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定

の区域(天然保護区域)

特別天然記念物

天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特
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に高いもの

●特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天

然記念物の管理に関する届出書等に関する

規則(抜粋 )

（昭和二十六年三月八日文化財保護委員会規則

第八号）

最終改正：平成一七年三月二八日文部科学省令

第一一号

（管理責任者選任の届出書の記載事項） 

第一条  　文化財保護法 （昭和二十五年法律

第二百十四号。以下「法」という。）第百十九

条第二項 で準用する法第三十一条第三項 の

規定による管理責任者を選任したときの届出の

書面には、次に掲げる事項を記載するものとす

る。 

一  　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名

勝（特別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記

念物（特別天然記念物を含む。以下同じ。）の

別及び名称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　管理責任者の氏名及び住所 

六  　管理責任者の職業及び年令 

七  　選任の年月日 

八  　選任の事由 

九  　その他参考となるべき事項 

（管理責任者解任の届出書の記載事項） 

第二条  　法第百十九条第二項 で準用する法

第三十一条第三項 の規定による管理責任者を

解任したときの届出の書面には、次に掲げる事

項を記載するものとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　管理責任者の氏名及び住所 

六  　解任の年月日 

七  　解任の事由 

八  　新管理責任者の選任に関する見込みそ

の他参考となるべき事項 

（所有者変更の届出書の記載事項等） 

第三条  　法第百二十条 で準用する法第

三十二条第一項 の規定による所有者が変更

したときの届出の書面には、次に掲げる事項

を記載するものとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名

称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　旧所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　新所有者の氏名又は名称及び住所 

六  　所有者の変更が指定地域の一部に係

る場合は、当該地域の地番、地目及び地積 

七  　変更の年月日 

八  　変更の事由 

九  　その他参考となるべき事項 

２  　前項の書面には、所有権の移転を証明

する書類を添えるものとする。 

（管理責任者変更の届出書の記載事項） 

第四条  　法第百二十条 で準用する法第

三十二条第二項 の規定による管理責任者を

変更したときの届出の書面には、次に掲げる

事項を記載するものとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名

称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　旧管理責任者の氏名及び住所 

六  　新管理責任者の氏名及び住所 

七  　新管理責任者の職業及び年令 

八  　変更の年月日 

九  　変更の事由 

十  　その他参考となるべき事項 

（所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称

又は住所変更の届出書の記載事項） 

第五条  　法第百二十条 で準用する法第

三十二条第三項 の規定による所有者又は管

理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更

したときの届出の書面には、次に掲げる事項

を記載するものとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名

称 

二  　指定年月日 
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三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　管理団体がある場合は、その名称及び事

務所の所在地 

五  　変更前の氏名若しくは名称又は住所 

六  　変更後の氏名若しくは名称又は住所 

七  　変更の年月日 

八  　その他参考となるべき事項 

（史跡、名勝又は天然記念物の滅失、き損等の

届出書の記載事項等） 

第六条  　法第百十八条 、第百二十条及び第

百七十二条第五項で準用する法第三十三条 の

規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又

は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又

はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの

届出の書面には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　管理責任者がある場合は、その氏名及び

住所 

六  　管理団体がある場合は、その名称及び事

務所の所在地 

七  　滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難（以下「滅

失、き損等」という。）の事実の生じた日時 

八  　滅失、き損等の事実の生じた当時におけ

る管理の状況 

九  　滅失、き損等の原因並びにき損の場合

は、その箇所及び程度 

十  　き損の場合は、き損の結果当該史跡、名

勝又は天然記念物がその保存上受ける影響 

十一  　滅失、き損等の事実を知つた日 

十二  　滅失、き損等の事実を知つた後に執ら

れた措置その他参考となるべき事項 

２  　前項の書面には、滅失、き損等の状態を

示すキヤビネ型写真及び図面を添えるものとす

る。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第七条  　法第百十五条第二項 （法第百二十

条 及び第百七十二条第五項 で準用する場合

を含む。）の規定による土地の所在等の異動の

届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲

げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地

目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地

目又は地積その他参考となるべき事項を記載し

た書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内

に行わなければならない。 

２  　地番、地目又は地積の異動が分筆による

場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登

記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添

えるものとする。 

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物

の管理に関する通知書の記載事項等） 

第八条  　国の所有に属する史跡、名勝又は

天然記念物の管理に関する通知の書面につい

ては、法第百六十七条第一項第一号 及び第二

号 の場合に係るときは第三条 の規定を、法

第百六十七条第一項第三号 の場合に係るとき

は第六条 の規定を、法第百六十七条第一項第

七号 の場合に係るときは前条の規定を準用す

る。 

●特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天

然記念物の復旧の届出に関する規則

(抜粋 )

（昭和二十九年六月二十九日文化財保護委員会

規則第九号）

最終改正：平成一七年三月二八日文部科学省令

第一一号

（復旧の届出） 

第一条  　文化財保護法 （昭和二十五年法

律第二百十四号。以下「法」という。）第

百二十七条第一項 の規定による届出は、次に

掲げる事項を記載した書面をもつて行うものと

する。 

一  　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）名

勝（特別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記

念物（特別天然記念物を含む。以下同じ。）の

別及び名称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　権原に基づく占有者の氏名又は名称及

び住所 



166

六  　管理団体がある場合は、その名称及び事

務所の所在地 

七  　管理責任者がある場合は、その氏名及び

住所 

八  　復旧を必要とする理由 

九  　復旧の内容及び方法 

十  　復旧の着手及び終了の予定時期 

十一  　復旧施工者の氏名及び住所又は名称

及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 

十二  　その他参考となるべき事項 

２  　前項の届出の書面には、左に掲げる書

類、写真及び図面を添えるものとする。 

一  　設計仕様書 

二  　復旧をしようとする箇所を表示した当

該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所

の写真及び図面 

三  　復旧をしようとする者が管理団体であ

るときは、所有者及び権原に基く占有者の意見

書 

（届出書及びその添附書類等の記載事項等の変

更） 

第二条  　前条第一項の届出の書面又は同条

第二項の書類又は写真若しくは図面に記載し、

又は表示した事項を変更しようとするときは、

あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なけれ

ばならない。 

（終了の報告） 

第三条  　法第百二十七条第一項 の規定によ

り届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了し

たときは、その結果を示す写真及び図面を添え

て、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するも

のとする。 

（復旧の届出を要しない場合） 

第四条  　法第百二十七条第一項 ただし書の

規定により届出を要しない場合は、次の各号の

いずれかに該当する場合とする。 

一  　法第百十八条 又は第百二十条 で準用

する法第三十五条第一項 の規定による補助金

の交付を受けて復旧を行うとき。 二  　法第

百二十二条第一項 又は第二項 の規定による

命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。 

三  　法第百二十五条第一項 の規定による現

状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。 

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物

の復旧の通知） 

第五条  　法第百六十七条第一項第五号 の規

定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通

知には、第一条から第三条までの規定を準用す

る。 

２  　法第百六十七条第一項第五号 括弧書の

規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧に

ついて通知を要しない場合は、次の各号のいず

れかに該当する場合とする。 

一  　法第百六十八条第一項第一号 又は第二

項 の規定による同意を得て復旧を行うとき。 

二  　法第百六十九条第一項第二号 の規定に

よる勧告を受けて復旧を行うとき。 

●特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天

然記念物の現状変更等の許可申請等に関す

る規則(抜粋 )

（昭和二十六年七月十三日文化財保護委員会規

則第十号）

最終改正：平成二七年一二月二一日文部科学省

令第三六号

（許可の申請） 

第一条  　文化財保護法 （昭和二十五年法

律第二百十四号。以下「法」という。）第

百二十五条第一項 の規定による許可を受け

ようとする者（以下「許可申請者」という。）

は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を

文化庁長官（法第百八十四条第一項第二号 及

び文化財保護法施行令 （昭和五十年政令第

二百六十七号。以下「令」という。）第五条第

四項第一号 の規定により当該許可を都道府県

又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道

府県又は市の教育委員会）に提出しなければな

らない。 

一  　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名

勝（特別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記

念物（特別天然記念物を含む。以下同じ。）の

別及び名称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　所有者の氏名又は名称及び住所 

五  　権原に基づく占有者の氏名又は名称及
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び住所 

六  　管理団体がある場合は、その名称及び事

務所の所在地 

七  　管理責任者がある場合は、その氏名及び

住所 

八  　許可申請者の氏名及び住所又は名称及

び代表者の氏名並びに事務所の所在地 

九  　史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又

は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」

という。）を必要とする理由 

十  　現状変更等の内容及び実施の方法 

十一  　現状変更等により生ずる物件の滅失

若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等

が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関

する事項 

十二  　現状変更等の着手及び終了の予定時

期 

十三  　現状変更等に係る地域の地番 

十四  　現状変更等に係る工事その他の行為

の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の

氏名並びに事務所の所在地 

十五  　その他参考となるべき事項 

２  　埋蔵文化財の調査のための土地の発掘

を内容とする現状変更等の場合における許可申

請書には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲

げる事項を記載するものとする。 

一  　発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴 

二  　出土品の処置に関する希望 

（許可申請書の添附書類等） 

第二条  　前条の許可申請書には、左に掲げる

書類、図面及び写真を添えなければならない。 

一  　現状変更等の設計仕様書及び設計図 

二  　現状変更等に係る地域及びこれに関連

する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 

三  　現状変更等に係る地域のキヤビネ型写

真 

四  　現状変更等を必要とする理由を証する

に足りる資料があるときは、その資料 

五  　許可申請者が所有者以外の者であると

きは、所有者の承諾書 

六  　許可申請者が権原に基く占有者以外の

者であるときは、その占有者の承諾書 

七  　管理団体がある場合において、許可申請

者が管理団体以外の者であるときは、管理団体

の意見書 

八  　管理責任者がある場合において、許可申

請者が管理責任者以外の者であるときは、管理

責任者の意見書 

九  　前条第二項の場合において、許可申請者

が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当

者の発掘担当承諾書 

２  　前項第二号の実測図及び同項第三号の

写真には、現状変更等をしようとする箇所を表

示しなければならない。 

（終了の報告） 

第三条  　法第百二十五条第一項 の規定によ

る許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更

等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁

長官（法第百八十四条第一項第二号 及び令第

五条第四項第一号 の規定により当該許可を都

道府県又は市の教育委員会が行つた場合には、

当該都道府県又は市の教育委員会）に報告する

ものとする。 

２  　前項の終了の報告には、その結果を示す

写真又は見取図を添えるものとする。 

（維持の措置の範囲） 

第四条  　法第百二十五条第一項 ただし書の

規定により現状変更について許可を受けること

を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又

は衰亡している場合において、その価値に影響

を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念

物をその指定当時の原状（指定後において現状

変更等の許可を受けたものについては、当該現

状変更等の後の原状）に復するとき。 

二  　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又

は衰亡している場合において、当該き損又は衰

亡の拡大を防止するため応急の措置をすると

き。 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損

し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明ら

かに不可能である場合において、当該部分を除

去するとき。 

（国の機関による現状変更等） 

第五条  　各省各庁の長その他の国の機関が、
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史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等につい

て、法第百六十八条第一項第一号 又は第二項 

の規定による同意を求めようとする場合には第

一条 及び第二条 の規定を、法第百六十八条第

一項第一号 又は第二項 の規定による同意を

受けた場合には第三条 の規定を準用する。 

２  　法第百六十八条第三項 で準用する法第

百二十五条第一項 ただし書の規定により現状

変更について同意を求めることを要しない場合

は、前条各号に掲げる場合とする。 

（管理計画） 

第六条  　令第五条第四項 の管理計画には、

次に掲げる事項を記載するものとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  　指定年月日 

三  　史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  　管理計画を定めた教育委員会 

五  　史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況 

六  　史跡、名勝又は天然記念物の管理に関す

る基本方針 

七  　史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等

の許可の基準及びその適用区域 

八  　その他参考となるべき事項 

２  　管理計画には、史跡、名勝又は天然記念

物の許可の基準の適用区域を示す図面を添える

ものとする。 

●文化財保護法施行令第五条四項第一号イ

からルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の

現状変更等の許可の事務の処理基準（抜粋）

(庁保記第二二六号　 平成一二年四月

二八日

 都道府県教育委員会あて　文化庁次長通知)

最終改正：平成二七年一二月二一日

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245

条の 9第 1項及び第 3項の規定に基づき、 文

化財保護法施行令（昭和 50年政令第 267 号。

以下「令」という。）第 5条第 4項第 1号イか

らルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変

更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変

更等」という。）の許可の事務を都道府県又は

市の教育委員会が処理するに当たりよるべき基

準を次のとおり定める。

I 共通事項

(1)現状変更等が「市」と当該市以外の「市」

又は「町村」とにまたがって行われる場合に

は、 現状変更等の許可申請は、許可の権限を

有するそれぞれの都道府県又は市の教育委員

会が受理し、許可の事務を行う。この場合に

は、関係教育委員会相互間において、必要に

応じ、 適宜連絡調整を行うものとする。な

お、令第 5条第 4項の規定により同項各号

に掲げる事務のうち市の区域に係るものを都

道府県の教育委員会が行う場合においては、

「市」と当該市以外の「市」又は「町村」と

にまたがって行われる場合であっても、現状

変更等の許可申請は、許可の権限を有する都

道府県の教育委員会が受理し、許可の事務を

行う。

(2)次の場合には、当該現状変更等を許可す

ることができない。

①史跡名勝天然記念物の適切な保存活用等の

ために策定された「保存活用計画（保存管理

計画）」に定められた保存（保存管理）の基

準に反する場合

②史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡

のおそれがある場合

③史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著し

く減じると認められる場合

④地域を定めて指定した天然記念物に関し、

指定対象である動植物の生息環境又は生態系

全体に対して著しい影響を与えるおそれがあ

る場合

(3)都道府県又は市の教育委員会に対する現

状変更等の許可申請の審査のため、地方公共

団体等が事前に発掘調査を行う場合は、当該

発掘調査の実施につき文化財保護法（昭和

25年法律第 214号。以下「法」という。）第

125条第 1項の規定による文化庁長官の許可

を要する。

(4)都道府県又は市の教育委員会が現状変更

等の許可をするに当たっては、法第 125 条

第 3項において準用する法第 43条第 3項の

規定により、許可の条件として次の例のよう

な指示をすることができる。なお、当該許可

の条件として指示した発掘調査の実施につい

ては、改めて現状変更等の許可を要しない。

①当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこ
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と。

②当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職

員の立会いを求めること。

③重要な遺構などが発見された場合は、設計変

更等により、その保存を図ること。

④当該現状変更等の実施に当たっては、関係教

育委員会の指示を受けること。

⑤当該現状変更等の許可申請書又は添附した書

類、図面若しくは写真の記載事項又は表示事項

のうち、現状変更等の内容及び実施の方法の変

更、許可申請者の変更などの実質的な変更につ

いては、改めて現状変更等の許可を申請するこ

と。ただし、許可申請者の住所や事務所の所在

地の変更など実質的な変更ではないものについ

ては、その旨を報告すること。

⑥ 当該現状変更等を終了したときは、遅滞な

くその旨を報告すること。

 II 個別事項

1　令第5条第 4項第 1号イ関係

(1)「建築面積」とは、建築基準法施行令（昭

和 25年政令第 338号）第 2条第 1項第 2号に

定める建築面積をいう。

(2)次の場合は、本号による許可の事務の範囲

には含まれない。

①新築については、小規模建築物の設置期間の

更新があらかじめ予想される場合

②増築又は改築については、増築又は改築部分

の設置期間が本体である建築物の新築を完了し

た日から2年を超える場合

③新築、増築又は改築については、当該新築等

に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形

状の変更が、当該新築等に必要な最小限度のや

むを得ない規模を超える場合

(3)新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴

う場合には、当該木竹の伐採について、別途、

法第 125条第 1項の規定による文化庁長官の

許可又は令第 5条第 4項第 1号トによる都道

府県又は市の教育委員会の許可を要する（法第

125条第 1項ただし書の維持の措置である場合

を除く。）。

(4)新築、増築又は改築の際に除却を伴う場合

には、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改

築及び除却」として許可の申請をさせ、除却と

併せて許可をするものとする。

2 令第 5条第 4項第 1号ロ関係

(1)新築、増築又は改築に伴う土地の掘削、盛

土、切土その他土地の形状の変更が、新築等に

必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場

合には、本号による許可の事務の範囲に含まれ

ない。

(2)新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴

う場合には、当該木竹の伐採について、別途、

法第 125条第 1項の規定による文化庁長官の

許可又は令第 5条第 4項第 1号トによる都道

府県又は市の教育委員会の許可を要する（法第

125条第 1項ただし書の維持の措置である場合

を除く。）。

3　令第5条第 4項第 1号ハ関係

(1)「工作物」には、次のものを含む。

①小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀

②既設の道路に設置される電柱、道路標識、信

号機又はガードレール

③小規模な観測・測定機器

④木道

(2) 「道路」には、道路法（昭和 27年法律第

180 号）第 3条各号に掲げる道路（ただし、

道路と一体となってその効用を全うする施設及

び道路の附属物で当該道路に附属して設けられ

ているものを除く。）のほか、農道、林道、漁

港関連道を含む。

(3)「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路

の舗装をいう。

(4)「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗

装の道路の破損、劣化等に対応して行われる部

分的な修復その他これに類する工事をいう。

(5)道路についての「土地の形状の変更」には、

道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及

び道路の構造の変更に伴うものを含む。

(6) 工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採

を伴う場合には、当該木竹の伐採について、 別

途、法第 125 条第 1項の規定による文化庁長

官の許可又は令第5 条第 4項第 1 号トによる

都道府県又は市の教育委員会の許可を要する

（法第 125条第 1項ただし書の維持の措置であ

る場合を除く。）。

4　令第5条第 4項第 1号ニ関係

(1)「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」

とは、法第115条第1項の標識、説明版、境界標、

囲さくその他の施設をいう。
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(2)設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切

土その他土地の形状の変更が、設置等に必要な

最小限度のやむを得ない規模を超える場合に

は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。

(3)標識、説明版、標柱、注意札、境界標又は

囲さくその他の施設であって、史跡名勝天然記

念物標識等設置基準規則（昭和 29年文化財保

護委員会規則第7号）に定める基準に合致しな

いものについては、その設置又は改修の許可を

することができない。

5　令第5条第 4項第 1号ホ関係

(1)「電線」には、配電管内の電線及び電話線

等の通信線を含む。

(2)「その他これらに類する工作物」には、側溝、

街渠、集水ます及び電線共同溝を含む。

(3)設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切

士その他土地の形状の変更が、設置又は改修に

必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場

合には、本号による許可の事務の範囲に含まれ

ない。

6　令第5条第 4項第 1号ヘ関係

(1)除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他

土地の形状の変更が、除却に必要な最小限度の

やむを得ない規模を超える場合には、本号によ

る許可の事務の範囲に含まれない。

(2)除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当

該木竹の伐採について、別途、法第125条第 1

項の規定による文化庁長官の許可又は令第5条

第4項第1号トによる都道府県又は市の教育委

員会の許可を要する（法第 125 条第 1項ただ

し書の維持の措置である場合を除く。）。

7　令第5 条第 4項第 1号ト関係

(1)「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝

を切断して除去することをいう。

(2)「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木

や落枝によって人身又は建物に危害が及ぶ危険

性の高い場合における危険防止に必要な最小限

度のやむを得ない程度の伐採をいう。

(3)木竹の伐採が、法第125条第 1項ただし書

の維持の措置である場合には、許可を要しない。

8　令第5条第 4項第 1号チ関係

(1)「保存のため必要な試験材料の採取」とは、

その保存を目的として史跡名勝天然記念物の現

状を適切に把握するために行われる土壌、植物、

鉱物等のサンプル採取をいう。

(2)学術研究のために行われるものなど、史

跡名勝天然記念物の保存を目的としない試験

材料の採取については、本号による許可の事

務の範囲に含まれない。

9　令第5条第 4項第 1号リ関係

(1)「個体の保護のため必要な捕獲」とは、

天然記念物に指定された動物が傷ついている

場合や生命の危険にさらされている場合など

に当該動物の個体の安全を確保するため、や

むを得ず捕獲することをいう。

(2)「生息状況の調査のため必要な捕獲」と

は、学術調査、公共事業の事前又は事後の環

境影響評価のための調査等のため、必要な最

小限度のやむを得ない程度の一時的な捕獲を

いう。

(3)「人の生命若しくは身体に対する危害の

防止のため必要な捕獲」とは、人の生命若し

くは身体に対する危害の防止の必要性が具体

的に生じている場合の捕獲をいい、財産に対

する危害を防止するための捕獲を含まない。

(4)「捕獲」には、 捕殺を含む。

(5)「その他の組織の採取」には体毛及び羽

毛の採取を含む。

(6) 次の場合には、本号による許可の事務

の範囲に含まれない。

①「捕獲」と「飼育」、「標識又は発信機の装着」

又は「血液その他の組織の採取」とが、 許可

の事務を行う都道府県又は市の区域を超えて

行われる場合

②「捕獲」、「捕獲及び飼育」、「捕獲及び標識

又は発信機の装着」又は「血液その他の組織

の採取」以外に、移動等天然記念物に指定さ

れた動物に対する他の現状変更等を併せて行

う場合

(7)「標識又は発信機の装着」については、

標識又は発信機の大きさ、材質又は装着の方

法が天然記念物に指定された動物に著しい影

響を与えるおそれがある場合には、許可をす

ることができない。

(8)「血液その他の組織の採取」については、

その方法や量が天然記念物に指定された動

物に著しい影響を与えるおそれがある場合に

は、許可をすることができない。

10　令第 5条第 4項第 1号ヌ関係

(1)「動物園」又は「水族館」とは、博物館法（昭
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和 26年法律第 285 号）第 10条の規定により

登録を受けた博物館、同法第 29条の規定によ

り指定された博物館に相当する施設又はそれ以

外の公益社団法人日本動物園水族館協会の正会

員である動物園又は水族館をいう。

(2)本号による譲受け又は借受けの許可の場合

には、天然記念物に指定された動物の譲渡若し

くは貸出しを行う動物園又は水族館において

は、当該譲渡又は貸出しについての許可を受け

ることを要しない。

(3)天然記念物に指定された動物の輸出につい

ては、法第 125条第 1 項の規定による文化庁

長官の許可を要する。

11令第 5条第 4項第 1号ル関係

天然記念物に指定された烏類で、電柱に巣を作

るものとしては、例えば、天然記念物カササギ

生息地におけるカササギがある。

Ⅲ その他

この裁定は、平成28年 4月 1日から適用する。

●史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

（抜粋）

（昭和二十九年六月二十九日文化財保護委員会

規則第七号）

最終改正：平成二七年九月一一日文部科学省令

第三〇号

（標識） 

第一条  　文化財保護法 （昭和二十五年法律

第二百十四号。以下「法」という。）第百十五

条第一項 （法第百二十条 及び第百七十二条第

五項 で準用する場合を含む。以下同じ。）の規

定により設置すべき標識は、石造とするものと

する。ただし、特別の事情があるときは、金属、

コンクリート、木材その他石材以外の材料をも

つて設置することを妨げない。 

２  　前項の標識には、次に掲げる事項を彫

り、又は記載するものとする。 

一  　史跡、名勝又は天然記念物の別（特別史

跡、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示す

ることを妨げない。）及び名称 

二  　文部科学省（仮指定されたものについ

ては、仮指定を行つた都道府県又は地方自治法 

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二

条の十九第一項 の指定都市の教育委員会の名

称）の文字（所有者又は管理団体の氏名又は名

称を併せて表示することを妨げない。） 

三  　指定又は仮指定の年月日 

四  　建設年月日 

３  　第一項の標識の表面の外、裏面又は側面

を使用する場合には、前項第二号から第四号に

掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を

使用する場合には、前項第二号に掲げる事項は

裏面に前項第三号及び第四号に掲げる事項は側

面に、それぞれ表示するものとする。 

（説明板） 

第二条  　法第百十五条第一項 の規定により

設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易

な表現を用いて記載するものとする。 

一  　特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しく

は名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物

の別及び名称 

二  　指定又は仮指定の年月日 

三  　指定又は仮指定の理由 

四  　説明事項 

五  　保存上注意すべき事項 

六  　その他参考となるべき事項 

２  　前項の説明板には、指定又は仮指定に

係る地域を示す図面を掲げるものとする。但し、

地域の定がない場合その他特に地域を示す必要

のない場合は、この限りでない。 

（標柱及び注意札） 

第三条  　前条第一項第四号又は第五号に掲

げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定

の場所又は物件に係る場合で特に必要があると

きは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又

は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事

項を記載した注意札を設置するものとする。 

（境界標） 

第四条  　法第百十五条第一項 の規定により

設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造

とする。

２  　前項の境界標は、十三センチメートル

角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチ

メートル以上とするものとする。 

３  　第一項の境界標の上面には指定又は仮
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指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側

面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界

の文字（特別史跡境界、特別名勝境界又は特別

天然記念物境界の文字とすることを妨げない。）

及び文部科学省の文字を彫るものとする。 

４  　第一項の境界標は、指定又は仮指定に係

る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上

の主要な地点に設置するものとする。 

（標識等の形状等） 

第五条  　第一条から前条までに定めるもの

の外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標

の形状、員数、設置場所その他これらの施設の

設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は

天然記念物の管理のため必要な程度において、

環境に調和するよう設置者が定めるものとす

る。 

（囲いその他の施設） 

第六条  　法第百十五条第一項 の規定により

設置すべき囲いその他の施設については、前条

の規定を準用する。 

●史跡に建立する石碑の取扱いについて

（昭和 43 年 1 月文化財保護委員会通知）

最近、史跡に石碑を建立したいという申請が多

くありますが、これを安易に許可することは、

史跡の性格上、好ましいものではありません。

したがって、県教委におかれては、これまで通

り原則として許可しないよう指導して頂きた

く、もし万一止むを得ないと判断されるものに

ついては、史跡全体の整備計画の進行に応じて、

左の条件を付して、申請書を受付けられるよう

お取り計らい下さい。

申請条件

１ 建立の主旨及び内容

建立の主旨及びその内容が当該史跡に関係ぶか

いもので、史跡の品位に十分合致するものに限

る。

２ 建立団体

当地域社会より十分な支持を受ける団体に限

る。

３ 建立場所

重要遺構を避け、かつ史跡の景観を害しない

場所に限定する。

４ 石碑の高さ

3 メートル以下

５ 石碑の占有面積

10 ㎡以下

なお、申請にあたっては、建立場所、碑文は

もちろん、設計図面を添付すること。

●文化財保護法及び文化財保護法施行令

の一部改正について(抜粋 )

(庁保伝第一四号　平成一二年三月一〇日　 

各都道府県教育委員会あて　文化庁次長通

知)

第三　史跡名勝天然記念物関係

一　史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

等

史跡名勝天然記念物の現状変更等に関する事

務(法第八〇条)は、次のとおり、都道府県

又は市の教育委員会が決定受託事務として行

うこととしたこと(法第九九条第一項第二号

並びに令第五条第一項第二号、第四項第一号、

第五項及び第六項)。

○　都道府県又は市の教育委員会が史跡名勝

天然記念物の現状変更等の許可等の事務を処

理するに当たりよるべき基準(新地方自治法

第二四五条の九)については、追って定める

予定である。

○　史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

等に関する資料の提出については、別途依頼

する予定である。

○　史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

又は不許可の処分についての不服申立てに対

する裁決又は決定は、公開による意見の聴取

をした後でなければしてはならない (法第

八五条の三)(第八　二参照)。

○　都道府県又は市の教育委員会が行った史

跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務

によって損失を受けた者に対する損失補償に

ついては、当該事務が法定受託事務であるこ

とから、国が行うこととなる(法第九九条第

四項)(第八　四参照)。

(一 )　史跡名勝天然記念物の現状変更等の
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許可等

(1)　史跡名勝天然記念物に関し、指定地域内

において行われる次に掲げる現状変更等に係る

許可及びその取消し並びに停止命令は、都道府

県 (市の区域内における現状変更等について

は、当該市)の教育委員会が行う(法第九九条

第一項第二号及び令第五条第四項第一号イから

ヘまで)。

①　三か月以内の期間を限って設置される小規

模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有し

ない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面

積が一二〇 m2以下のものをいう。[cir2 ] に

おいて同じ。)の新築、増築、改築又は除却(同

号イ)

②　指定面積が一五〇ヘクタール以上の史跡名

勝天然記念物の指定地域内の第一種及び第二種

低層住居専用地域における小規模建築物の新築

又は建築後五〇年以内の小規模建築物の増築、

改築若しくは除却(同号ロ)

③　土地の形状を変更しないで行われる、1)

建築物以外の工作物の設置若しくは設置後五〇

年以内の建築物以外の工作物の改修若しくは除

却又は2)道路の舗装若しくは修繕(同号ハ)

④　管理団体等による史跡名勝天然記念物の管

理に必要な標識その他の施設の設置、改修又は

除却(同号ニ)

⑤　埋設されている電線、ガス管、水管又は下

水道管の改修(同号ホ)

⑥　木竹の伐採(名勝又は天然記念物に関して

は、危険防止のため必要な伐採に限る。)(同

号へ )
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