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Ⅰ 景観特性の把握 

上島町の景観特性を町全体及び旧町村単位の地区ごとに、自然景観、まちなみ（集落）

景観、港の景観、歴史的景観、公共施設、その他に分類し整理します。 

 

１ 上島町全体の景観特性 

○ 瀬戸内海のほぼ中央に位置する上島町は、瀬戸内海国立公園の中にあり、町を構

成する島々が有する異なる景色を融合して、内海離島の景観を形成しています。 

そこには、青い海と緑の島々、そこを行き来する大小の船、こうした特徴のある

瀬戸内の風景が展開しています。 

○ 主となる島には展望台があり、そこ

からはそれぞれに芸予諸島の多島海美

の景観を望むことができ、その眺望景

観は上島町の重要な景観資源となって

います。 

○ 各島から望む夕日や夕焼け、さらに

朝日の光景は、季節や見る場所により

その姿を変え、島なみや海と一体とな

って、見る者を惹きつける魅力のある

景観であり、これからも変わらずあり

続ける景観資源です。 

 

２ 各地区の景観特性 

① 弓削地区（弓削島、佐島、豊島、百貫島） 

○自然景観 

・弓削地区は、弓削大橋で結ばれる弓削

島と佐島を中心とし、面積的には上島

町の約４割を占め、弓削島と佐島を合

わせて 30.3km の海岸線を有します。 

・弓削島東側の浜都湾に面する法王ヶ原

は、県指定の名勝で約 22ha の松林が

広がり、隣接する松原海水浴場は、環

境省により「快水浴場百選」に選定さ

れています。 

また、法王ヶ原内には弓削神社が鎮座し、このエリア一帯は上島町を代表する景

観ポイントです。 

第２章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

弓削島 浜都湾 

弓削島から朝日を望む 
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・弓削島の西側は芸予の島々を間近に見る多島海美の風景で、東側は海が開け遠く

四国側の島や山を見渡せる風景が広がっています。 

 

○まちなみ（集落）景観 

・歴史的なまちなみ景観はありませんが、少ない平地を宅地として有効利用した集 

落が形成されており、下弓削地区と上

弓削地区の２つの集落を中心に、島内

に集落が点在しています。特に下弓削

地区の中心部は住宅の密集したまちな

み景観を形成しています。 

・上弓削地区の一部には、なまこ壁の蔵

や住宅、白壁や石積みの塀など古い建

物がいくつか残っており、焼杉の外壁

の家と一体となっている通りを見るこ

とができます。 

 

○港の景観 

・弓削港は、上島町の玄関口として新た

に整備したもので、「せとうち交流館」

や「消防庁舎」「ショッピングモール」

などの近代的施設が建ち、船と人の行

き交う賑わいのある新しい景観を創出

しています。 

 

 

 

 

○歴史的景観 

・弓削島は、中世の「塩の荘園」として有名ですが、今はその形跡を見ることはで

きません。 

しかし、大きな集落ごとに神社・寺院

があり、その建物や境内は歴史的な景

観を伝える役割を果たしています。 

・定光寺の観音堂は、室町時代中期の建

立で国の重要文化財に指定されている

歴史的建造物であり、建築物としての

景観資源となっています。 

 

上弓削地区 

弓削港 

定光寺観音堂 
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○公共施設 

・弓削島と佐島を結ぶ弓削大橋は、島の

景観に配慮した斜張橋形式であり、周

辺の景観に調和し、自然美と人工美が

融合した架橋景観を創り出していま

す。 

・下弓削地区の広いエリアを占めて建つ

弓削商船高等専門学校は、多くの船乗

りを輩出してきた長い歴史と伝統か

ら弓削の景観として定着しています。 

 

○その他 

・標高 142ｍの久司山頂上の展望台は、

燧灘や芸予諸島を眺望できる弓削地区

のビューポイントとなっています。 

・島の中央にそびえる石灰山は、弓削島

のシンボル的景観となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 生名地区（生名島） 

○自然景観 

・生名島は、瀬戸を挟んで至近距離で岩城島、佐島、因島と接し、四方を島で囲ま

れた島として一風変わった立地にあり、周囲の島と一体的に芸予諸島の景観を構成

しています。 

・生名地区の特徴的な景観は、生名島周

辺に点在する大小９つの小島であり、

海に浮かぶ自然な景色は重要な景観

資源となっています。 

・立石山は、この附近では特異な山全体

に岩肌を見せる岩の景観に特徴があ

り、山頂展望台からは間近に周囲の島

を眺望できます。 

弓削商船高等専門学校 

久司山展望台から石灰山を望む 

点在する小島 
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○まちなみ（集落）景観 

・集落は、山に囲まれた盆地状の平地や

谷沿い、海岸沿いに形成され、他の３

地区の密集した集落とは異なり、分散

した集落景観となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

○港の景観 

・立石港は、対岸の因島土生港と瀬戸を

挟んで至近距離で面しており、そこを

行き来する渡船の光景は、明治時代の

ろ漕ぎ舟から続く長い歴史をもち、生

名島ならではの風景です。 

・立石港とその周辺は、生名橋架橋後の

海上交通の拠点として整備が進められ

ており、完成後は新たな景観資源とし

て期待されます。 

 

 

○歴史的景観 

・立石山山頂の遺跡や三秀園のメンヒル、

ガール石などの巨石群は、島の古代を

偲ばせる歴史景観資源です。 

 

 

 

 

 

 

立石港 

立石山山頂の遺跡 
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○公共施設 

・旧生名村時代に「スポーツ合宿村」と

して整備された「スポレク公園」「蛙

石荘」「サウンド波間田」などのスポ

ーツ施設は、生名地区の景観要素とな

っています。 

 

 

 

 

 

○その他 

・現在、生名島と佐島を結ぶ生名橋の架

橋工事が進んでおり、平成２２年の完

成後には橋による新しい島の景観の

創出が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 岩城地区（岩城島、赤穂根島、津波島） 

○自然景観 

・「青いレモンの島」として知られるとおり、レモンをはじめとする柑橘類果樹園の

風景が岩城島の特徴です。 

・岩城島の中央部にそびえる「積善山」

は、町内最高峰で標高は 369.8ｍあり

頂上の展望台からは上島全島、芸予の

島々、さらには四国・中国の山々を眺

望できる絶好のビューポイントです。 

・積善山の登山道沿いに植えられた桜は

「三千本桜」と呼ばれ、花の時期には

島外からも多くの人が桜の景色を求め

て訪れています。

スポレク公園 

生名橋工事風景 

積善山の桜と眺望 
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○まちなみ（集落）景観 

・岩城港周辺に島の中心集落が形成され

ており、密集した住宅地の中を狭い路

地が縦横に走る島の集落景観がみら

れ、また、集落内にはいくつかの寺院

が点在し、境内の庭園とともにまちな

み景観を構成しています。 

・西部地区の集落は、住家（農家）と柑

橘園が一体となった農村的風景が残っ

ています。 

 

 

○港の景観 

・島の玄関口となる岩城港周辺は岩城島

の中心部であり、公共施設や商店、民

宿などが立地し、賑わいのある空間と

なっています。 

・岩城港の他に、長江港、小漕港があり、

各港とも島の生活に欠かせない海上交

通の拠点であり、フェリーの発着風景

など島の景観を構成しています。 

 

 

○歴史的景観 

・岩城八幡神社は、岩城港に面した小高

い丘の上の中世の城跡に建てられてお

り、村上水軍の昔を偲ばせる風情があ

ります。 

・祥雲寺の観音堂は、室町時代中期の建

立で国の重要文化財に指定されている

歴史的建造物であり、境内の県指定天

然記念物「舟形ウバメガシ」と併せて

重要な景観資源となっています。 

西部地区の集落 

岩城港 

岩城港から岩城八幡神社を望む 
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○公共施設 

・西部地区の集落内道路１km 程を「青いレモンの散歩道」と名づけ、レモンやみか

んなどの島特産の柑橘畑の風景を楽しめる散策コースを設定しています。 

 

○その他 

・岩城島内には４つの造船所があり、岩

城地区の景観に特徴をもたせる、島の立

地を活かした地場産業の風景を形成し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 魚島地区（魚島、高井神島、江ノ島、瓢箪島） 

○自然景観 

・燧灘の真ん中に浮かぶ魚島・高井神島

は、ともに上島町の中でも特に離島性

の感じられる景観が特徴です。 

・魚島の南の沖合いに浮かぶ瓢箪島は魚

島を代表するビューポイントです。 

 

 

 

 

○まちなみ（集落）景観 

・港に接してすぐに集落が位置し、背後

の山に沿って住宅が密集している光

景は、魚島地区の集落景観の特徴です。 

・集落内の道路（路地）は、人が通れる

程度の道幅しかなく、道沿いの石積み

の擁壁と併せて他では見られない景

観要素となっています。 

造船所 

弓削島から「高井神島」「魚島」「江ノ島」を望む 

 

石積みの擁壁 
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○港の景観 

・漁業が中心産業の島であることから、

漁港とそこに繋留された漁船、漁師た

ちの作業風景は活気ある景観を創出し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

○歴史的景観 

・魚島、高井神島とも神社が島の山手に

あり、周りの景色に溶け込んで、重要

な景観要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公共施設 

・主な公共施設が港に隣接して集中して

建っており、港や背後の集落と調和し

て特徴のある景観を創り出していま

す。 

・人口約５０人の高井神島に建つ小・中

学校は、木造平屋建ての古い小さな校

舎で、島の集落の中にあって重要な景

観要素であり、また、歴史的価値も有

します。 

魚島港 

関道神社（高井神島） 

魚島漁港と公共施設 
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○その他 

・漁港に舫う漁船、港沿いに並べられたタコ漁用の蛸壺、イカ漁用のイカ巣などの

漁具、魚島特産のデベラを干す光景など魚島ならではの風景は重要な生活文化的

景観です。 

・高井神島の北側の山の中腹に立つ灯台は、海と空を背景にその白い外観が映える

他ではあまり見られない景観資源であり、観光資源的価値も高いものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛸壺 

高井神島灯台 
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Ⅱ 景観形成上の課題の整理 

上島町の良好な景観形成を図っていくうえで、解決していく必要のある景観形成上の

課題を整理します。 

 

 

１ 景観意識の醸成（まちの景観への関心と理解の向上） 

高度経済成長期を経て、多くの国民が豊かさを享受できる生活環境が整った今、

国民はゆとりややすらぎ、心の豊かさを求めるようになり、美しい自然や景観、歴

史や文化などへの関心の高まりは全国的な傾向にあります。 

上島町民を対象に、今回実施した景観アンケート調査においても回収率が 57.6％

と比較的高く、景観への関心の高さが伺えます。しかし、良好な景観形成が地域の

活性化や地域力の向上に資するという「景観まちづくり」という意識にはまだ結び

ついていない状況にあると考えられます。 

「景観づくり」＝「まち（地域）づくり」を実現していくためには、一人でも多

くの町民の方に景観への関心を持ってもらい、理解を深めてもらうことが重要であ

り、様々な機会や手法を用いて景観意識の醸成を図っていくことが必要です。 

 

２ 地域人口の減少（少子・高齢化）への対策 

上島町における景観阻害要因として、山林や農地の荒廃による自然景観の悪化、

住宅や塀の老朽化（破損）、廃屋の放置などによるまちなみ景観の悪化が挙げられま

す。 

これらを引き起こしている要因のひとつは、上島町における人口の減少・高齢化

の深刻な進展が挙げられます。人口の減少・高齢化により山林や農地の手入れがで

きなくなる、また、建物などの手入れも行き届かなくなるといった事態から景観が

悪化してきていると考えられます。 

こうした状況を打開するためには、個人の力では対応が難しく、地域全体での協

力体制の確立など新たな取り組みが必要です。また、こうした取り組みを推進して

いくためには、若者の定住促進、移住者の増加などを図る必要があり、これらを推

進するためには魅力あるまちにしていく必要があります。景観づくりはその対策の

一つとなるものです。 

 

３ 自然環境の変化への対応 

近年、上島町においても、地球温暖化や上記した山林や農地の荒廃などにより、

自然環境が大きく変化してきています。こうした環境の変化は、竹林の拡大や松喰

虫による枯松など自然景観を大きく変化させる要因になっています。 

上島町の景観の最大のセールスポイントは、海と山の自然景観であり、またこれ

らを一望する眺望景観にあると考えられます。自然環境の変化は、このセールスポ

イントを大きく後退させるものです。 
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こうしたことから、自然環境を保全していくための新たな取り組みが必要となり、

町民、行政が一体となって取り組む仕組み（組織づくりなど）が必要です。 

 

４ 景観づくり活動の推進 

上島町においては、まちづくりにおける各種の住民組織活動の実績があり、また、

ボランティア団体や地域をあげての清掃美化活動、さらにはＮＰＯによる環境活動

も盛んに行われています。町民の意識としても、景観アンケート調査の中で、「景観

を守り・創り・育てるための活動に参加するか」という問いに対して、半数以上

（55.6％）の人が「積極的に参加したい」「時間等の都合がつけば参加したい」と

答えている結果が出ています。 

「まちづくり」・「自然環境の保全・育成」＝「景観づくり」であるとの理解を広

め、こうした景観意識の高さが発揮できるような活動の環を広げ、上島町の良好な

景観づくりを推進していく必要があります。 

 

５ 身近な景観づくりの推進 

上島町全域において良好な景観形成を早期に実現することは難しく、ある程度の

年月をかけて取り組む必要があります。 

良好な景観形成の第一歩として、町民各自ができる範囲の中で身近な景観づくり

を行っていくことが重要です。景観アンケート調査においても、「景観を守り・創り・

育てるためにどんなことなら協力できるか」という問いに対して、半数以上

（53.1％）の人が「自宅の緑や花を増やす（27.4％）」「落書きやゴミのポイ捨てな

どをなくす（25.7％）」と身近な景観づくりについては協力できるとしています。 

身近な景観づくりとして何ができるかを提案し、上島町全域の良好な景観形成に

つなげていくことを考えていくことが必要です。 
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Ⅲ 景観形成の目標 

高齢化や少子化の進展が著しい上島町においては、若い世代の定着や移住の促進、観

光客の増加など、地域人口、交流人口の拡大が大きな課題のひとつです。こうした課題

を解決するためには、医療・福祉体制の充実を図るとともに、住んでみたくなるように

生活環境を魅力アップする必要があります。今ある良好な景観資源を積極的に保全する

とともに、豊かな自然を活かした美しい景観づくりにより、魅力アップを図ります。ま

た、これらの景観づくりを町民と行政が一体となって進めることにより、地域力の向上

が期待できます。地域力の向上は今後のまちづくりに大きな力を発揮すると考えられま

す。 

また、上島町では交流人口を拡大させる施策として「ツーリズムの振興」を掲げてお

り、その振興につながるように、町外から多くの来訪者を惹きつけられるような上島町

らしい景観づくりを推進していきます。上島町における観光の最大のセールスポイント

は、海辺が美しい島、自然が美しい町であることから、来町した人がきれいな町だと思

うとともに、上島町の特徴である農漁村風景を体感・体験できるように、清掃活動・美

化活動などの身近な景観づくりを住民活動として推進し、その活動の環を広げていくこ

とで、地域力を活かした景観資源の保全と活用に町を挙げて取り組みます。 

こうした上島町における景観形成の方向や総合計画におけるまちづくりの将来像を

受けて、これからの上島町の景観づくりの方向性を示すため、次の景観形成の目標を設

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<めざすべき上島町の姿> 

元気島・上島町 
上島町は、人が元気。 
上島町は、自然が元気。 
上島町は、業わいが元気。 

 
<まちづくりキャッチフレーズ> 

住んでよし 来てよし 元気島 
 

<景観に関する基本計画> 
景観の保全と創造 

[総合計画に示されたまちづくりの将来像] 

[景観形成の目標] 

美しい瀬戸内の島の景観の保全・育成と眺望景観の活用 

 
１ 優れた景観の形成      ２ 景観づくりの体制整備 

① 集落景観の保全       ① 景観計画の策定 
② 公共施設・空間の整備 

<取り組み> 


