
事業名 実施日 実施場所
従事者の

人数

受益対象者の

範囲及び人数
支出額

①町並み保全

のための

空き家再生

事業

尾道瀬戸際不動産 通年

尾道食糧市内全

域　　　　①小林和

作旧居

②小野鐵之助邸

5人 不特定多数 1,347,730

尾道空き家談議 0

尾道市空き家バンク 通年
窓口は空きP事務

所
5人 不特定多数 1,904,068

サポートメニュー事業 通年
窓口は空きP事務

所
3人 19人 277,222

土嚢の会 0

NPO法人 尾道空き家再生プロジェクト 2021年度 事業報告書

2021年8月1日〜2022年7月31日まで

未開催

未開催

                                                                             NPO法人 尾道空き家再生プロジェクト
１ 事業の成果

（1）   特定非営利活動に係る事業

これまでに培った空き家再生のノウハウを活かし、、明治、大正、昭和と住

み継がれてきた歴史とその土地の風土に適した建物がより良い形で地域

に住み継がれ,その土地のモデルケースとなることを目指し、空き家の再

生、不動産事業を新たにスタートし、年間6軒ほどの文化財級の建造物の

相談に乗った。

①小林和作旧居：画家・小林和作の命日である 11 月 4 日前後の 11 月 3

日から 16 日までの土日祝に「和作ウィーク」と称して、NPO 法人尾道空き

家再生プロジェクトが市のプロポーザルを経て取得した小林和作旧居を

中心に、旧小野産婦人科医院と高橋家の 3 箇所を公開するイベントを開

催した。5日間の開催期間中、関連トークやツアー、ワークショップも行い、

今後の活用について考える機会とした。真野研究室が実施を担当した

ワークショップ「アイデア編」には高校生から 70 歳代までの幅広い年代の

方が参加。3 チームに分かれ、アイデアを練り、最後に発表を行って活用

案を共有した。

②小野鐵之助邸：小野鐡之助は小林和作の親友であり、尾道の文化的土

壌の発展に大きく貢献した人物。旧小野産婦人科は、鐡之助が産婦人科

医として開業していた近代建築(1938 年築)であり、見所は、1 階の当時待

合室であった壁面に直接描かれた小林和作の大きな壁画。また、3 階の

襖には 和作の書も残されている。老朽化により解体が迫っていたが、尾

道にとって重要な建物であることをお話しさせて頂いたところ、ご親族のご

理解により解体を免れ、我々が長期で賃貸することでの再生活用を実施す

るに至った。また、再生費用にはコロナ禍で資金難であることから、経済

産業庁の「事業再構築補助金」に申請。「簡易宿泊業からワーケーション

や移住支援のための中期滞在型施設提供への展開」として採択された。

R4 年末の完成を目指して工事、R5 年春には、1階は店舗、2階が中期滞

在型施設としてオープン予定。国の登録有形文化財を目指し、調査・申請

中。

②定住促進と

コミュニティの

確立を図る

事業

事業内容

尾道市からの空き家バンクの委託事業の中に入っていない片付け隊の派

遣、作業補助、道具貸し出しなどをサポートメニューとして随時対応。今年

度も、亡くなられた大林監督の東土堂町のご実家や看護寮などの周辺整

備、昇福亭、廣瀬邸、西川邸などのお手伝いもさせてもらった。この一年で

15 軒の建物に携わり、年間述べ 138 日、246 人工分のサポートした。

尾道市からの委託事業。空き家バンク窓口業務全般、毎月の相談会の開

催、新規登録物件の登録業務等行った。この一年の新規利用登録は 87

名、新規登録物件数は 11 軒(再登録物件 21 件を除く。)、成約 7 軒(年度

を跨いだ。

R4 年 8 月にプラス成約 6 件あり)。割合は、6 件が売買契約、1件が賃貸

契約。空き家バンクの WEB ページを R4 年末頃にリニューアル予定。移住

再生事例として、4 件ほどのインタビューを真野研究室と共に実施。

今年度も引き続き、コロナの影響を昨年以上に大きく受けた1年だったが、各種補助金も頼りつつ、感染が落ち着いている時には、様々な企画も開

催したり感染の波とうまく付き合いながら可能な限りの活動を推し進めることが出来た。また、今年度は既存の施設のバージョンアップやこれからの

時代に沿った設備投資なども行い、夏以降の繁忙期にその成果が出つつある。また、尾道瀬戸際建築事業もたくさんの相談に乗りながら、利用の

基準を整えていくことができた。その中でもとりわけ尾道の名誉市民の洋画家・小林和作旧居では、お披露目会やお茶会、新たな研究会も立ち上

がり、再生活用に向けて着実に進めることができている。それから、旧小野産婦人科の建物の再生も本格的に始まり、新たな事業展開が見込まれ

コロナ後の活動の活性化に期待が持てる。

２ 事業の実施に関する事項



空き地再生ピクニック 毎月
東土堂町

あちきこうえん
2人 不特定多数 97,620

尾道まちづくり発表会 0

空きプレスの発行 0

尾道瀬戸際建築

スケッチ旅
12月25日 旧小野産婦人科 6人 不特定多数 12,420

交流・発信事業 随時 10人 不特定多数

広報活動 通年 5人 不特定多数

あなごのねどこ 通年 土堂2丁目 20人 不特定多数 29,763,503

近隣の親子連れが安心して遊べる手作り公園として、月 1 回ずつ交流イ

ベントとしてピクニックを開催。今年度はコロナの感染状況を見ながら、メン

テナンス作業(草刈りや花壇の手入れなど)を随時行い、落ち着いている時

期には、プール遊び、CONEL さんを講師に青空陶芸教室、芋煮会、しめ

縄作り、芝生貼り、餅つき、金柑の収穫と甘露煮作りのワークショップなども

開催し、四季折々の交流を試みた。また三上清人と元山悠祐のふたりに

よる地域の竹を使った屋根づくりも進められ、場のポテンシャルがどんどん

上がってきている。

②定住促進と

コミュニティの

確立を図る

事業

ゲストハウスの方は、引き続きコロナ禍での厳しい運営となった。狭い路

地裏物件でのドミトリー ( 相部屋 ) 型宿泊に特化していた点や、物件自体

に景色などの一般的な分かりやすい観光消費ポイントが少ない点などが、

浮かび上がる形になった。逆にその弱みを把握し、物件内部にここにしか

ない「風景」を作り込むことが、今後の店作りの重要な方向性になることも

同時に明らかになったとも言える。そうした考えの下、12 月には助成金を

利用し、施設内にデザイン性のある設備をさらに増やし強化 ( 寝床長デ

ザインによる壁画 2 点、ベンチなど ) し、すでにゲストからも好評を得てい

る。機能性での設備面でも、個室部分を大幅改築し使いやすさを改善し

た。また、あなごのねどこの特徴である親しみやすさ、懐かしさ、民家のよ

うな距離感、文化系の雰囲気などを引き続きベースとしてさらに新しく演出

していきたい。現在、新年度 8 月以降はコロナ前の客足に戻りつつある。

カフェのほうは、今年度もコロナの影響は大きく、長期間の緊急事態宣言

やまん防で思うように営業ができない一年であった。経営的には厳しい結

果となったが、その中でも、情報の発信の方法やメニューの組み立てなど、

新しい取り組みを試みることができ、今後につながっていくと思う。10 年を

迎えるにあたり、改めて店の魅力を見直し、続けていくこと、変えていくこと

を考えていきたい。

コロナ 2 年目ともなると zoom による講演会なども増え、感染が落ち着い

ているタイミングを目掛けて、視察や修学旅行などが徐々に増えてきた。対

応実績としては、講演 13 回、視察 27 回、雑誌や学生ヒアリングなど 30

回。大学生コロナ 2 年目ともなると zoom による講演会なども増え、感染

が落ち着いているタイミングを目掛けて、視察や修学旅行などが徐々に増

えてきた。対応実績としては、講演 13 回、視察 27 回、雑誌や学生ヒアリ

ングなど 30 回。大学生のゼミや高校生の修学旅行などの対応が増えてき

て、町歩きと大広間を使ったレクチャーなどの組み合わせのものやリピー

ターの学校も増えてきた。今年も地元の尾道市立大学の尾道学の外部講

師授業を zoom で行い、300 人近い聴講があり活動の PR にも繋がった

また、日本建築士連合会による「第 11 回まちづくり大賞」を受賞したこと

により、全国の建築士会からの視察なども増えてきた。

今年も引き続き、学芸出版社で発行予定の空き P 本も進行中で、間取り

図作成や聞き取り調査など今年度は渡邉義孝氏や東京工業大学の真野

研究室のみなさんのご協力のお陰で素材がかなり集まり、あと一息の所ま

で来ている。来春には発行予定。

三軒家アパートメントの古物屋を共有してもらっている尾道フィルムラボの

皆さんの繋がりもあり、ラボさんの繋がりもあり、映画のロケ地や小道具な

ど協力しつつ、尾道のよい PR にも繋がった。

今年もコロナの行動規制で県外との行き来や交流が難しい一年だった

が、一部の役員で愛媛県の三津浜町と香川県の三豊市に視察研修に

行った。また、福武財団の助成団体との zoom による交流会や AIR の招

聘作家の横谷奈穂さんやシュシー・スライマンとの交流などもあった。ま

た、尾道市や大学や小学校などの教育機関、観光協会などの各種委員も

務めており、年間 34 回の会議に出席し、団体としての存在感を PR し続

けている。

日々気づかないうちに、尾道の時代を生き抜いてきた大切な建造物が簡

単に取り壊され、その歴史的価値や存在意義を問われることもなく、風景

がどんどん変わっていく現代社会に物申す新企画。失ってしまっては二度

と戻ってこない尾道のかけらに思いを馳せ、次の世代に繋いでいくための

一助となることを目指す。これ尾道に残したいな!と思う建造物を旅する建

築家・渡邉 義孝さんに熱く語ってもらった後、1 時間ほどのスケッチタイ

ム、その後みんなで近くの再生事例でお茶をしながら講評会の開催。第 2

回目は、中浜通りの小野鐵之助氏の元産婦人科の建物で、交流のあった

小林和作の珍しい壁画や襖の書が残されていたが、相続問題で解体され

かけていた。5 人の参加でスケッチの後、再生物件の「あくびカフェー」で講

評会をした。

③新たな文化

とネットワーク

構築事業

未発行

コロナのため未開催

④再生空き家

を活用した

宿泊事業

143288



みはらし亭 通年 東土堂町 11名 不特定多数 21,641,196

北村洋品店 通年 三軒家町 2名 不特定多数

三軒家アパートメント 通年 三軒家町 9名 不特定多数

森の家 通年 東土堂町 1名 1人

前田荘 通年 三軒家町 1名 3人

路地の家 通年 土堂１丁目 1名 2人

坂の家 通年 西土堂町 1名 23人

旧堅山医院 通年 久保2丁目 1名 入居者

旧料亭・竹内 通年 久保2丁目 1名 入居者

ゲストハウスのコロナ禍での運営は、引き続き貸切予約中心で行った。毎

月の予約から売上見込みを立て効率的・戦略的に営業・休業を切り替える

ことで去年度も何とか雇用調整助成金以外の助成をほぼ残すことができ

た。去年度は広島県の宿泊施設向けの助成金を使って裏庭のテラスカフェ

エリアを整備し、繁忙期のテイクアウトも増やせるようになった。また、2階

の大部屋の6畳部分にエアコンを取り付け、仕切りの襖を新調して施錠可

能に変更して独立した部屋として予約受付を開始、また離れのキッチン・

シャワー室の部分にもエアコンを取り付け、各部屋には読書灯などを備え

付けるなどアメニティの充実を図った。さらに、掃除専用用に洗濯機・乾燥

機を導入することによって効率の良い運営を可能とした。営業としては、

貸切予約を中心としたことで、コロナ以前の客層とは違った客層を開拓で

きた印象。同時にコロナ前のバックパッカー中心の客層とは違ったニーズ

などの気づきもあり、今年度はそのような気づきをもとに、さらにお客さん

の満足度を上げていく努力が必要である。閑散期の 1 〜 2 月の 3 週間を

「ライターズ・イン・レジデンス尾道」を開催し、コロナで旧なキャンセルも

あったが、外国人ライターさんの初参加も含め全国から総勢 16 人のライ

ターさんに利用いただき、大変盛況に終わった。

カフェの方は、夏のかき入れどきを直撃した緊急事態宣言やまん防による

アルコール類の販売停止などの対応に振り回されたが、スタッフ一人一人

が確認しつつ取り組んでいった。テイクアウト強化や裏庭の整備を進め、5

月の売上は近年でも高かった。7 月から QR 決算を導入。お客様とスタッ

フ双方の負担が軽減したように感じる。春からカフェスタッフとして 2 名雇

用。今後それぞれの個性を生かした活躍を期待している。今後の急務とし

ては、セットメニューを作成し、より多くの価値をお客様に感じていただきた

い。お客様がカフェで抱いた印象がそのまま宿泊にも影響していくような好

循環を生み出したい。

尾道市との移住支援提携がなくなったこともあり、旅館業の営業許可取得

後は1棟貸しの宿泊施設として稼働中。県の補助金を使い、トイレ簡易水

洗化工事を実施し、さらに快適になった。また新たに専用 HP も作成。移

住希望者、長期滞在希望者に向けてこれからも活用していく。昨年度利用

実績 4 週間 7人。

古着屋「TASTE MAKER」さんが引き続き活用。

「うろろじ」の愛称で移住者などがルームシェアをして活用中。診察室部分

は古本屋「弐拾 dB」が入居。入居率は変わらず高く、最近は 20 代の若者

の入居が多い。移住だけでなくワーケーションとしての利用もある。

アーティストさんのアトリエとして引き続き活用中。お庭を使った展覧会を開

催されていた。

④再生空き家

を活用した

宿泊事業

「もくさん」の愛称で移住者がルームシェアをして活用中。移住者の最初の

足掛かり的な立ち位置になっており、ここから新たな住居を尾道で見つけ

引っ越す人も多い。もう一つの「うろろじ」の住人ともコミュニケーションが

多く、仲良く暮らしている。

⑤再生空き家

を活用した

不動産賃貸

事業

尾道駅裏に取り残された昭和の風呂無しトイレ共同アパートをものづくり

の拠点としてリノベーションし活用。2022 年 6 月で「パンパカンパニ」が退

去。その後空き部屋には「古着屋MINT」が新しく入居。かわらず満室を維

持している。ハード面では、東館で雨漏りが発生。保険を適用し屋根の板

金修理を行った。また今まで中庭に設置していたタープを取り払い、新た

にパラソルを設置。雨などにも強くより快適になった。ギャラリーでは「渾身

の猫展」、「鉄道写真展」など一般の方から写真を募集した企画を実施し、

大いに盛り上がった。その他にも絵画やイラスト、ジオラマやカレー回文な

どの展示を行った。その他、中庭・卓球場では恒例となった「三軒家鉄道」

や、「Sy lokk」さんによるライブを 2 回行ったほか、定期的に古着販売や

お菓子販売の出店利用があった。

昨年度より引き続き1階は「尾道お散歩きもの乙女屋」、「古着屋ミミズク」

の2店舗が入居中。2階も現在満室。

子づれママの井戸端サロンとし、1 階が交流スペース、2 階は貸しスペー

スとバザーコーナー及び NPO 事務所として活用。主催イベントは現在

行っていないが、スタッフの子連れ出勤の際や小さなお子さん連れの空き

家バンク登録の際には役立っている。空き家相談会や視察、ミーティング

会場としても併用。

7,794,044



松翠園・大広間 通年 西土堂町 3名 不特定多数

通称ガウディハウス 通年 三軒家町 1人 不特定多数

現地でチャリティ 蚤の市 0

たてもの探訪編

久々開催の町歩きツアーは新しい 2 つのコースで開

催。第1回はヘリテージマネージャーの資格も持つ1級

建築士の渡邉 義孝氏講師による「尾道の古社寺巡

り」で、天寧寺、西国寺、浄土寺の3つの塔を訪ね歩

き、尾道の歴史的景観を渡り歩いた。第2回目は尾道

市立大学の小野 環氏と東京工業大学の真野 洋介

氏の W 講師による「長江エリアと失建築」コースで、す

でに失われてしまった映画館や名店など、失建築の

跡地を古写真や古地図とともに探訪、解体寸前だっ

た瀬戸際建築の旧小野産婦人科と和作旧居も内部

見学し、失われるも物と何とか解体を免れた物を考

察した。

①5月15日

②5月28日

旧市街地圏内一

円
5人 42人 72,840

再生現場編

久々の現場ワークショップの開催は和作旧居で地元

尾道市立大学の学生さんや県内の学生インターン生

を中心に 2 日間で延べ 15 人で行った。大工の豊田

訓嘉氏に講師として、床組や床貼りなどを教えてもら

いながら、和作旧居の茶室横の部屋の修復を行い、

畳も新調した。また、余った時間で茶室の障子の張り

替えワークショップも開催し、かなり良い状態にまで持

ち上げた。

和作旧居 5人 15人 0

地域資源開発販売事業 通年 3人 不特定多数 0

63,053,931

事業名 実施日 実施場所
従事者の

人数

受益対象者の

範囲及び人数
支出額

①物品販売

事業
通年 みはらし亭 2名 不特定多数 636,815自動販売機でのドリンク販売

事業内容

未開催

尾道建築塾

移住者してきてくれた会員さんのスキルを活かしたデザインや手作りの

グッズを制作販売。廃材を利用して尾道在住の作家さんとコラボした作品

を制作、ネット販売など新たな試みを始めるが、今年度は新製品は無し。

2019 年度より本格的に運用を開始し、今年度で 3 年目に突入。前半はコ

ロナの影響もあり利用は少なかった。2022 年に入り徐々に利用が増加。

外部から人を招いての講演会、トークショーや、マルシェ的イベントなどの

利用があった。また今年度は県外の高校、大学などの校外学習の場とし

て街歩きとセットでの利用も多く、尾道外の方に大広間という場所を知って

もらういい機会となった。主催のイベントとしては 10 月 30 日に講師を招

いてストレッチのイベントやゲストハウスみはらし亭の「ライターズ・イン・レ

ジデンス尾道」に合わせ 1 月 21 日にライターの綿貫さんを迎え ” お茶の

間ドラマ談義 「ボクたちのドラマシリーズ」” を開催。盛況を博した。また尾

道映画祭に合わせ 6 月 19 日には尾道フィルムラボ主催で、” 尾道映画

談Vol.2「映画で未来は変えられるか !?」” というトークイベントも開催され

た。その他にも 2021 年 12 月には AIRONOMICHI 主催で舞台や作品展

示を交えたアートイベントが約 2 週間にわたり開催された。コロナ禍での

スペース利用減少に対するべく、2022 年より新たに宿泊事業を開始、県

の宿泊事業者向け補助金を有効活用し大広間下にあった茶室を茶室付

き浴室に改修。大広間にエアコンも設置するなど大きな変貌を遂げた。現

在までに宿泊の利用は数組にとどまっているが、今後はより一般向けに

PR していき、利用を増やして天井画の制作 WS を 2021 年 8 月に開催。

尾大生やその OB の協力のもと新たに5 枚を制作。合計で 40 枚となっ

た。工事面ではキッチン裏に洗濯機を増設。宿泊用のシーツ、タオルなど

の選択に活用。その他は昨年同様、日々生い茂る雑草や落ち葉と格闘

し、建物の維持に努めている。

（２）その他の事業

⑥その他

①〜⑤の事業

を推進する為

の事業

ほとんどなく、活動のことをよく知ってくれている人によって、少しずつ利用

しはじめてもらっている。今後コロナ下でも、月 1 組くらいの予約ペースに

持っていきたいと考える。また、広島県の宿泊事業者向け補助金を使っ

て、カメレオンワークスさんに公式ホームページを制作してもらった。今年

度は、宿泊利用 1 回、貸しスペース利用が 1 回でアイヌ刺繍展を共催と

いう形で開催。来場者数 3 日間で 220 人。刺繍のワークショップや絵本の

会、あいぬごはんなど盛りだくさんの内容で、大広間も連携してわらべ歌

の会も開催。小さいお子さんからお年寄りまで幅広い層に来てもらうきっ

かけとなった。その他週1回ペースで視察やツアーでの内覧があり喜ばれ

ている。

⑤再生空き家

を活用した

不動産賃貸

事業

7,794,044









63,053,931
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