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広島市の概要 

広島は市内に 6 本の美しい川が流れることから「水の都」と呼ば

れ、その起源は、天正 17 年（1589 年）に毛利輝元が太田川デルタ

の大きな三角州に広島城(別名「鯉城」)を築いた時にさかのぼりま

す。その後、広島は毛利、福島、浅野氏の城下町として栄え、西国

一の賑わいを見せました。 

市の中心部にある名勝縮景園は江戸時代、広島城主だった浅野

長晟が別邸の庭として築成したもので、当時の回遊式庭園として親しまれています。 

昭和 20 年(1945 年)8 月 6 日、広島は人類史上初めての原爆の惨禍を受け、約 14 万人が亡くなりまし

た。壊滅的な被害の中からめざましい復興を遂げた広島は、人類の恒久平和を希求してきました。広島平

和記念資料館には年間約 170 万人が訪れ、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑をはじめ多くの慰霊碑で

は、手を合わせる人や献花が絶えることがありません。平成 8 年(1996 年)には原爆ドームがユネスコの世

界遺産リストに登録され、世界中から広島を訪れる人に平和の尊さを訴えています。 

現在では中国四国一の大都市となった広島は「水の都ひろしま」とも呼ばれ、元安橋たもと発着の河川

遊覧船や元安川や京橋川などの河岸緑地で営業する水辺のオープンカフェが訪れた人を楽しませていま

す。また、平成 21 年（2009 年）3 月に完成した広島の新しいシンボル「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広

島」には、砂かぶり席やパーティーフロアなど多彩な観客席があり思い思いのスタイルで観戦できるほか、

コンコース上にぐるり立ち並ぶショップでグルメを楽しむこともできます。 

人口（令和元年８月末現在の住民基本台帳人口） 

合計 男 女 世帯 

1,195,846 人 579,208 人 616,638 人 568,672 世帯 

面積（平成 30 年 10 月１日現在） 

 906.68k ㎡  
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広島の歴史 

■概要 

（１） 原始・古代 

 現在、市街地がある太田川下流域は、ほとんどが海中にあり、牛田・矢野・五日市や広島湾に浮かぶ島

であった比治山に縄文時代の遺跡が、また、中小河川による沖積地を見下ろす丘陵を中心に、市内各地

域に弥生時代の遺跡があります。 

 古墳時代前期になると、口田の中小田古墳群、緑井の宇那木山古墳群、神宮山古墳群など太田川流域

に大型の古墳が築造されるようになり、後期になると可部や白木などの内陸地域でも古墳が盛んにつくら

れるようになりました。 

 律令制度下の地方政治は国府を中心に行われていました。 

 安芸国では西条（東広島市）又は府中（安芸郡府中町）に国府が設けられ、平安時代中期には府中にあ

ったとされています。白木の三田郷などは国府と関係がありました。 

 律令制度がくずれてくると、貴族・寺社や皇室は荘園を所有するようになり、８世紀末には牛田荘が大和

国西大寺領となったほか、可部荘（可部）、三入荘（三入）、田門（たと）荘（口田周辺）などが設けられまし

た。 

 当時の太田川河口付近であった祇園地区の山本周辺には、内陸部にあった厳島神社の荘園からの物

資を運び出すための倉敷地がありました。 

 （２） 中世 

 承久の乱（1221 年）後、新たに安芸国守護職となった武田氏は、武田山に築いた銀山（かなやま）城（安

佐南区）に本拠をおきました。 

 城下付近には市が立つなど、にぎわいをみせるようになり、政治の中心も府中から移ってきました。武田

氏は、南北朝時代に入ると、足利尊氏の誘いに応じ、毛利・吉川・熊谷氏などを味方にし、矢野城（安芸

区）などで、反幕府勢力と激しい抗争を続けました。 

 その後、武田氏は守護職を追われましたが、15 世紀の初めには、太田川流域を支配する分郡守護とし

て復活しました。 

 このころ、現在の市街地のあたりは太田川によって運ばれた土砂が堆積し、砂洲や自然堤防ができて、

次第にデルタを形成するようになり、漁撈を生業とする人々が生活を営むようになりました。やがてこの地

域は、広島湾頭における武田氏と山口の大内氏の勢力争いにまきこまれるなど次第に政治的・経済的に

重要性をおびるようになりました。この地が、文書にはじめて出てくるのは、応永４年（1397 年）のことで、

厳島神社領安摩（あま）荘（矢野周辺）の付属地五ケ浦として名がでてきます。 

 天文 10 年（1541 年）武田氏は滅亡し、代わって毛利氏が次第に勢力を伸ばし、弘治元年（1555 年）の厳

島合戦で陶（すえ）氏を破ると、急速に勢力を中国地方に拡大しました。豊臣秀吉が天下を取ると、その勢

力下に入り、中国地方の大半を領有する 112 万石の大名となりました。 
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 この広大な領地経営の中心は、毛利氏の本拠地である吉田の郡山城（安芸高田市）でしたが、軍事・政

治・経済等あらゆる面で、海陸交通の要衝の地に本拠を移すことが必要となってきました。 

 （３） 近世 

 天正 17 年（1589 年）毛利輝元は、当時五ケ（五ケ村）といわれた太田川デルタの上に築城を始め、この

地を「広島」と命名したといわれています。その後、約２か年の歳月を費やして築城工事は完成し、天正 19

年（1591 年）、輝元は家臣を従えて入城するとともに、領内各地から職人や商人を招くなどして、京都・大

坂にならい城下町の建設を行いました。 

 豊臣秀吉の没後、慶長５年（1600 年）に起こった関ケ原の戦に敗れた毛利輝元は、防長２か国に移さ

れ、代わって尾張清洲（愛知県）の福島正則が芸備 49 万８千石の領主となりました。福島氏は毛利時代

に引き続き城下町の拡張や整備を行うとともに、西国街道（山陽道）を城下に通し、出雲・石見国への雲石

街道の整備を図りました。 

 しかし、福島氏は幕府から広島城の無断修築の罪で改易され、元和５年（1619 年）紀州（和歌山県）から

浅野長晟（ながあきら）が、安芸一国と備後８郡 42 万６千石を領して入城しました。 

 江戸時代には、広島城下の南方の干潟は次々と干拓されていき、文政年間（1820 年ごろ）には新開の

町村数は 35 を数えました。 

 このころ、町・新開の人口は４万８千人を超え、これに武家・寺社の推定人口２万人を加えると、城下の総

人口は７万人前後となり、江戸・大坂・京都・名古屋・金沢に次ぐ大都市でした。 

 また、内海航路沿いの最大都市として、本川や元安川沿いは他国船でにぎわいをみせ、なかでも中島界

隈は街道沿いに大店が並ぶ商業の中心地でした。 

 城下近郊では沿岸地域で綿が、太田川流域では麻苧（まちょ）・紙・竹細工・野菜、広島湾では海苔・かき

などが生産され、多くが広島城下に集められたのち、上方へ積み出されました。 

 なお、浅野藩の藩主は、浅野長晟（ながあきら）－光晟（みつあきら）－綱晟（つなあきら）－綱長（つなな

が）－吉長（よしなが）－宗恒（むねつね）－重晟（しげあきら）－斉賢（なりかた）－斉粛（なりたか）－慶熾

（よしてる）－長訓（ながみち）－長勲（ながこと）と続きました。 

（４） 明治・大正時代 

 明治４年（1871 年）７月、新政府による廃藩置県が行われ、翌５年（1872 年）４月、広島城下は広島県第

一大区となり、続いて 11 年（1878 年）11 月、郡区町村編制法の実施により、広島区と改められました。 

 次いで、21 年（1888 年）４月市制町村制が公布され、翌 22 年（1889 年）４月１日、広島は全国で最初の

市の一つとして市制を施行しました。その時の面積は約 27 平方キロメートル、戸数は２万 3,824 戸、人口

は８万 3,387 人でした。 

 明治 22 年（1889 年）11 月には、千田貞暁県令（県知事）の努力により、17 年（1884 年）９月以来、５か年

に及んだ宇品港の築港工事が完成し、皆実新開以南、宇品島へ至る青海原は広大な陸地となりました。

さらに、27 年（1894 年）６月には、山陽鉄道が広島まで開通しました。 

 同年８月に日清戦争が始まると、広島－宇品間の軍用鉄道（宇品線）が２週間余りの突貫工事により開

通し、宇品港から広島の第５師団をはじめ多くの兵士や兵器、食糧が大陸へ送り出されました。 

 同年９月には大本営が広島城内に移され、10 月には臨時帝国議会も開かれるなど広島は臨時首都の

様相を呈しました。 
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 以後、37・38 年（1904・1905 年）の日露戦争など相次ぐ戦争により、軍関係の諸施設が次々と設置され、

本市は、軍事拠点としての性格を強めていきました。一方で明治 35 年（1902 年）の広島高等師範学校の

設置をはじめとし、広島高等工業学校、広島高等学校、広島女子専門学校、広島文理科大学などの学校

が設置され、文教施設が充実していきました。こうして本市は次第に中国地方における政治・経済・文教・

交通の中心都市となっていきました。 

 相次ぐ軍事施設の設置などにより上水道の敷設など都市施設の整備も進みました。なかでも城濠の埋

立ては、その一部に電車軌道が敷設されるなど街の景観を大きく変貌させました。 

 大正元年（1912 年）11 月、広島電気軌道株式会社経営の市内電車が、広島駅－紙屋町－相生橋線な

ど４路線で開通し、従来の乗合馬車に代り市内の主要交通機関となりました。 

 4 年（1915 年）4 月には御幸橋－宇品線、6 年（1917 年）11 月、左官町－横川線が開通するに及び、市

内の交通は一段と便利になり、八丁堀・紙屋町付近が、城下町時代からの経済的中枢であった中島本

町・堺町付近と肩を並べ、後には、これらをしのぐ繁華街となっていきました。 

 なお、明治・大正年間を通じ、明治 37 年（1904 年）9 月の仁保島村字宇品島を市域に編入（新町名：元

宇品町）した以外に町村合併による市域の拡張はありませんでした。 

（５） 昭和・平成時代 

 広島市は、大正８年（1919 年）に制定された都市計画法の適用を受けて、本市とともに都市計画区域と

なった隣接町村に合併を働きかけ、昭和４年（1929 年）４月、隣接７か町村（仁保村・矢賀村・牛田村・三篠

町・己斐町・古田村・草津町）との合併が実現しました。これにより、人口は 27 万人を超え、全国で７番目

に人口の多い市となりました。 

 ７年（1932 年）太田川改修工事に着手、また宇品港は広島港と名を改め、翌８年（1933 年）には広島港

の修築が始まり、15 年（1940 年）からは工業港建設と埋立地を臨海工業地帯とする事業が始まりました。

一方で、６年（1931 年）９月の満州事変ぼっ発から 20 年（1945 年）８月の第二次世界大戦終結まで、軍事

施設の新設・拡充が行われ、全国から集められた多くの兵士が宇品から海外へ派遣されました。 

 昭和 20 年（1945 年）８月６日、市の中心部上空約 600m で炸裂した１発の原子爆弾により、最盛時の人

口約 42 万人を数えた本市は一瞬にして焦土と化し、75 年間（あるいは 70 年間）不毛の地となると言われ

ました。  

 瞬時に壊滅し、廃墟の街となった本市の復興は、鉄道・電車などの輸送機関や通信・電力などの復旧か

ら始まりました。市民も食糧や物資の欠乏に苦しめられながらも生活の再興をすすめていきました。一方、

市は、昭和 21 年（1946 年）の秋には、復興都市計画を決定しましたが、資金難などによりなかなかすすみ

ませんでした。こうした状況を打開したのが、昭和 24 年（1949 年）８月６日に公布された我が国最初の特

別法「広島平和記念都市建設法」でした。これにより道路・橋梁・住宅などの整備が本格的に進むこととな

り、高度経済成長前夜の市域拡張期を迎えました。 

 昭和 28 年（1953 年）町村合併促進法、31 年（1956 年）新市町村建設促進法により、町村合併は全国的

機運となりました。この動きに呼応し、広島市は 30 年（1955 年）４月安芸郡戸坂村、31 年（1956 年）４月安

芸郡中山村、同年 11 月佐伯郡井口村と合併を行い、翌 32 年（1957 年）には人口 40 万人を超えました。

33 年（1958 年）末には、戦前の最高を突破し、39 年（1964 年）４月には人口 50 万人を超えました。 

 また、36 年（1961 年）の広島空港（元広島西飛行場）開港、39 年（1964 年）の山陽本線全線電化開通、

40 年（1965 年）の太田川放水路通水、広島民衆駅完成、41 年（1966 年）の国道２号新広島バイパス開通

を契機として市勢は一段と伸長し、広島都市圏が形成されるようになりました。 
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 その結果、市域を超えて広がった日常生活圏内の諸問題を一体的に処理するため、周辺町村との合併

機運が高まりました。 

 33 年（1958 年）には「大広島」構想を発表し、本市を中核に広域都市圏を建設しようという構想を相次い

で打ち出しました。こうした動きのなかで、43 年（1968 年）１月、周辺 19 か町村による広島地区広域行政

懇談会が設置され、45 年（1970 年）３月、広島市基本構想策定により、周辺町村との合併は一挙に進み

ました。 

 46 年（1971 年）４月の安佐郡沼田町との合併を始めとして、同年５月安佐郡安佐町、47 年（1972 年）４

月安佐郡可部町、同年８月安佐郡祇園町、48 年（1973 年）３月安佐郡安古市町、佐東町、高陽町及び安

芸郡瀬野川町、同年 10 月高田郡白木町、49 年（1974 年）11 月安芸郡熊野跡村、安芸町、50 年（1975

年）３月安芸郡矢野町、船越町の計 13 か町村が本市と合併しました。 

 そして、55 年（1980 年）４月１日には、全国で 10 番目の政令指定都市となりました。その後、60 年（1985

年）３月に、佐伯郡五日市町と合併して人口は 100 万人を超え、平成 17 年（2005 年）４月には佐伯郡湯来

町と合併して人口は 115 万人を超えました。 

 昭和 49 年（1974 年）バスセンターのオープン、50 年（1975 年）山陽新幹線の全線開通、53 年（1978 年）

７月基町地区再開発事業を完了、54 年（1979 年）広島空港（元広島西飛行場）へのジェット機乗り入れ、

57 年（1982 年）西部開発事業の竣工など、相次ぐ社会資本の整備とともに本市経済も順調に伸びました。 

 アストラムラインが開通した平成６年（1994 年）にはアジア競技大会、８年（1996 年）にはひろしま国体・

おりづる大会ひろしまを開催し、12 月に原爆ドームの世界遺産一覧表への登録が決定しました。 

13 年（2001 年）には紙屋町地下街「シャレオ」が開業し、広島高速４号線（広島西風新都線）が開通しまし

た。 

 18 年（2006 年）７月には広島平和記念資料館の本館が国の重要文化財に、19 年（2007 年）２月には平

和記念公園が国の名勝に指定されました。 

 21 年（2009 年）３月には、新しい広島市民球場（MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島）が完成しました。 

■城・神社・寺院 

〈広島城〉 

広島城は、中国地方の大半を領有する戦国大名・毛利元就の

孫輝元によって、天正 17 年(1589 年)太田川デルタに築城を開始

されました。同時に城下町の建設も進められました。関ヶ原の合

戦後、毛利氏に代わって入城した福島正則は、広島城の整備をさ

らに進め、西国街道を町人町に引き込むなど城下町の拡充を図

りました。しかし、城郭の修築届の不備をとがめられ、元和 5 年

(1619 年)に福島氏は改易され、その後和歌山から浅野長晟が城

主として入城しました。以後、浅野氏が 12 代に渡り城主を勤めま

した。 

 廃藩置県後は城内に陸軍の施設が置かれ、広島城の建築物の大半は失われていきましたが、天守閣

や、いくつかの城門、二の丸の櫓群などは残されていました。しかし、昭和 20 年(1945 年)8 月 6 日の原子

爆弾投下により、これらの建物は壊滅しました。現在の天守閣は昭和 33 年(1958 年)に外観を復元して建
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てられ、内部は武家文化を中心に紹介する歴史博物館となっています。広島城関連遺跡からほぼ完全な

形で出土した貴重な金箔鯱瓦は常設展示しています。人気の体験コーナーでは、よろいかぶとや、裃、打

掛などの時代衣装を身に着けて記念写真の撮影もできます。 

 昭和 28 年(1953 年)に史跡指定された城跡内では、往時の石垣や残された内堀を見ることができます。

また、平成 6 年(1994 年)までに二の丸の建物が木造で再建され、内部を見学することができます。 

〈嚴島神社〉 

 平成 8 年(1996 年)12 月、ユネスコ第 20 回世界遺産委員会メリダ会議で、嚴島神社を含む宮島全島の

14%を占める広い範囲が、世界文化遺産に登録されました。（指定範囲:社殿を中心とする嚴島神社と、前

面の海および背後の弥山原始林(天然記念物)を含む森林の区域/約 431.2 ヘクタール） 

 宮島は、「神をいつきまつる島」から「厳島」と呼ばれるようになったと言われています。古くから島全体が

神として信仰され、豊かな自然や伝説が数多く残っている島です。島の最高峰である弥山は原始林におお

われ、その山裾には四季折々に美しい峡谷が訪れる人を魅了しています。また、瀬戸内海国立公園の中

にあり特別史跡・特別名勝、風致地区、天然記念物などの指定を受けている他、山海の変化に富んだ風

光は多くの人に愛され、松島、天橋立とともに日本三景のひとつに数えられています。 

 

 宮島の歴史は、嚴島神社の歴史に始まるといっても過言ではありません。かつては、人が住むことを許さ

れなかった宮島も、中世になると嚴島神社に仕える人々の家が建てられ、戦国時代には神社の関係者以

外の人も住むようになりました。江戸時代には、参拝者が多く訪れ、島内は観光地として賑わっていきま

す。 

 この島の潮の満ち引きするところに社殿が創建されたのは、推古天皇の時代(6～7 世紀)だといわれてい

ますが、今のような優雅な姿に改められたのは 12 世紀で、仁安 3 年(1168 年)に平清盛によって社殿が修

造されました。その後、たびたび火災や高潮、台風、土石流などの被害を受けましたが、そのつどその

時々の人たちにより復興。現在の本社本殿は元亀 2 年(1571 年)に毛利元就により再建されたもので、本

社を中心に、客神社、門客神社、大国神社、天神社などの各社が配置され、朝座屋、高舞台、楽房、能舞

台などが、その間に設けられています。ほとんどの社殿が朱色なのに、色の違う建物が点在しているの

は、建てられた時代が違うからです。また、内侍橋、長橋、反橋などの橋が架けられ、東西あわせて約

300m の廻廊がこれらを結んでいます。 

 満潮時には、海に浮かぶように見える嚴島神社。潮の干満を利用した設計は、海上木造建築物としては

例がなく、国際的にみても珍しいものです。世界文化遺産の登録に際しては、建造物と自然の一体的な価

値の高さが評価されました。社の後ろにそびえる弥山、前面に広がる瀬戸内海の雄大さと寝殿造りの荘厳

華麗な建築美は、訪れる人を宮廷文化へと誘います。 

 

 厳かにそそり立つ弥山を背景に、朱塗の大鳥居が海にそびえています。この鳥居は前後に袖柱を建て

た両部鳥居で、現在のものは平安時代から数えると八代目、明治 8 年(1875 年)に建立されました。素材

は楠の自然木で、土に埋めることなく自然の重みで立っています。高さは約 16 メートル、棟の長さ約 23.3

メートル、柱の根回りは約 10 メートルです。大鳥居に掲げられた額も、縦約 2.7 メートル、横約 1.8 メートル

という巨大なもので、海側は「嚴島神社」、神社側は「伊都岐島神社」と書かれています。 
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■周辺の名所 

五重塔 

 高さ約 27.6 メートルにもおよぶ檜皮葺の五重塔が、高台にそびえています。応永 14 年(1407 年)の創建

と伝えられ、内部は通常公開されていませんが、上部が金らん巻の装飾絵で、内壁には仏画が描かれて

いて彩色も鮮やか。和様と唐様の粋を巧みに調和させた見事な構成美を見せています。 

豊国神社（千畳閣） 

 天正 15 年(1587 年)、豊臣秀吉が千部経を読誦するために着工したものの、10 余年後に建立を命じた

秀吉の死によって未完成のまま今に至っています。梁には、かつて嚴島神社に奉納されていた絵馬が掛

けられています。 

紅葉谷公園 

 弥山の麓にある、その名のとおり紅葉の名所です。自然の渓谷のように見えますが、実は人工的に造ら

れたもの。嚴島神社は度々土石流に見舞われてきたため、災害復旧時に渓谷の位置を今の場所に移し、

限りなく自然に見えるよう工夫して整備しています。 

〈大聖院〉 

正式な呼び名は多喜山水精寺大聖院。霊峰・弥山の麓にある真言宗御室派の大本山で、明治の神仏

分離令までは十二坊の末寺を有し、嚴島神社の別当職として祭祀を司ってきた宮島の総本坊です。寺伝

によれば、大同元年(806 年)に弘法大師空海が三鬼大権現を勧請して弥山を開基して以来 1200 年の歴

史をもち、弥山山頂の霊火堂や三鬼堂、求聞持堂などの管理にも携わってきました。本堂は鳥羽天皇の

勅願道場として創建されたことから、鳥羽天皇の第五皇子である覚性法親王が門跡を務めた京都・仁和

寺や歴代皇室との結びつき深く、安土桃山時代には後奈良天皇の御子で仁和寺第二十世任助法親王が

法流相伝のために逗留、明治天皇の厳島行幸の際には行在所となっています。今日嚴島神社の年中行

事として行われている八月の玉取祭や大晦日の鎮火祭は、任助法親王が京より伝え天正年間に大聖院

から始まったもの。また天下統一を果たした豊臣秀吉がここで盛大な歌会を催し、祈不動堂を再建して念

持仏の波切不動明王を奉納したことでも知られています。 （出典：宮島観光公式サイト） 

〈世界平和記念聖堂〉 

原子爆弾・戦争の犠牲者への追悼と世界平和祈願を目的に建設されたキリスト教の教会堂(カトリック

幟町教会)です。広島で被爆したフーゴー・ラサール神父が、ローマ法王をはじめ世界中の人々の協力を

得て昭和 25 年(1950 年)8 月 6 日に着工、4 年の歳月をかけ昭和 29 年(1954

年)8 月 6 日に落成し「世界平和記念聖堂」と名付けられました。設計は常陸

宮邸や兵庫県宝塚市庁舎を手がけた村野藤吾で、戦後の建築物として初め

て平和記念資料館と共に重要文化財に指定されました。 
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〈三瀧寺〉 

境内には、三瀧寺の名の由来ともなった三つの滝が流れています。

三滝観音としても親しまれている三瀧寺は、四季折々の自然に囲まれ、

深山幽谷の趣きも深く、市民の憩いの場所として参拝に訪れる人も多

いです。特に秋の紅葉はみごとで、広島の名所のひとつです。境内には

県の重要文化財である多宝塔があり、国の重要文化財である木造阿弥

陀如来坐像もお堂に安置されています。 

〈浅野氏入城 400 年〉 

元和 5 年(1619 年)5 月末から京都伏見城に滞在していた将軍徳川秀忠は、6 月 2 日に福島正則を転

封(てんぽう)した後、7 月 15 日和歌山藩主浅野長晟の広島 42 万 6 千石余への転封を決めました。 

長晟に正式な命が下ったのは 7 月 18 日のことです。その際、秀忠はいつも寝所としている奥座敷に長

晟を呼び、5 万石を加増のうえ芸備を与える旨を親しく申し渡した後、「浅野家は長政以来将軍家に忠節を

尽くして遺漏(いろう)がなく、そのうえ振姫との婚姻により一度は縁続きとなった間柄(振姫は元和 3 年 

(1617 年)に死去)でもあり、しかも広島は「中国の要(かなめ)」ともいうべき重要な地であるだけに、めったな

者に与えるわけにはいかないが、その点お前ならば安心して任すことができる」(『芸藩輯要』より)と言った

といわれています。 

7 月 22 日(23 日という説もあり)和歌山に帰城した長晟は、27 日に浅野左衛門佐知近(さえもんのすけと

もちか)ら数十名を広島城請取(うけと)りのため先発させ、自らは嫡子岩松(のちの光晟(みつあきら))と家臣

団を率いて 8 月 4 日海路西に向かい、6 日には備後の鞆(現在の福山市鞆町)に到着しました。鞆には新

しい福山藩主水野勝成に領知の引渡しを終えたばかりの幕府の上使が待機しており、新領知の引渡しを

受けた後、再び海路で広島に向かいました。 

長晟一行は、8 月 8 日に広島に上陸し、天神町(現在の中区中島町)の天神坊(満松院、現天満神社)で

休憩の後、たそがれ時に広島城に入城したと伝えられています。 

平成 31 年(2019 年)は長晟一行が広島城に入城して 400 年を迎える記念すべき年となっています。 

〈浅野藩政〉 

長晟は、広島入りした直後の元和 5 年(1619 年)8 月 10 日、家臣 12 名等を郡中に派遣して、代官割(だ

いかんわり)(郡を支配する代官の振り分け)が行われるまでは、いっさい田畑作物の刈り上げを差止め、福

島氏時代の年貢・小物(こもの)成(なり)(雑税の総称)で郷蔵(ごうぐら)に保管されているものの明細を書き

出させ、百姓の他国への出国を厳禁し、竹林の伐採を厳重に取り締まることなどを通達しました。 

続いて、四家老を三次・三原・小方(おがた)(現在の大竹市)・東城の要地に配備し、郡村には約 1 万石

を単位に代官を置き、各種奉行を配しました。この際、三次の拝領に異議を唱えた家老の浅野左衛門佐

知近は、紀伊国時代から長晟の軍令に背くなど不義の振舞いが多かったこともあり、元和 5 年(1619 年)11

月 26 日に城内で成敗されました。 

家臣団に対しては、元和 6 年(1620 年)に一般藩士の知行割を行い、行政組織についても寛永 18 年

(1641 年)から家老を世襲(せしゅう)制として執政の地位につかせ、数名の加判役(かはんやく)を加えて藩
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政を取り仕切らせたのをはじめ、郡奉行以下の諸奉行を新設して職制機構を大幅に充実させ、官僚制度

的な整備を図りました。 

領国支配においては、町方(まちかた)と在方(ざいかた)・浦方(うらかた)を区別しました。町方は、広島・

三次・三原城下と尾道・宮島を町に指定し、町奉行一町年寄・組頭(くみがしら)(町により支配機構が若干

異なる)の町方支配の機構としました。在方は農業を行う郡村のことで、年貢徴収の基盤であり、郡奉行-

郡廻り-代官-大庄屋(享保(きょうほう)年間以降は割庄屋)-庄屋・組頭を在方支配の機構としました。浦方

は沿岸部・島しょ部の郡村を指定し、船奉行の支配下に置かれました。 

寛永 9 年(1632 年)に領石高 5 万石の三次藩が分知(ぶんち)(分家)されたのを契機に、これらの郡村に

おいて、寛永 15 年(1638 年)と正保 3 年(1646 年)に地詰(じづめ)(検地)が行われました。 

このようにして、浅野氏による広島藩政は徐々に確立されていきました。 
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平和 

■原爆被害の概要 

 昭和 20 年(1945 年）８月６日、月曜日の朝は快晴で、真夏の太陽がのぼると、気温はぐんぐん上昇しま

した。 

 深夜零時２５分に出された空襲警報が午前２時１０分に解除され、ようやくまどろみかけていた人々は、

午前７時９分、警戒警報のサイレンでたたき起こされました。この時はアメリカ軍機１機が高々度を通過し

ていっただけだったため、警報は午前７時３１分に解除されました。一息ついた人々は、防空壕や避難場

所から帰宅して遅い朝食をとったり、仕事に出かけたりと、それぞれの１日を始めようとしていました。 

 この時、広島中央放送局では、情報連絡室から突如、警報発令合図のベルが鳴りました。古田アナウン

サーは、警報事務室に駆け込んで原稿を受け取り、スタジオに入るなりブザーを押しました。 

 「中国軍管区情報！ 敵大型３機、西条上空を・・・」と、ここまで読み上げた瞬間、メリメリというすさまじ

い音と同時に、鉄筋の建物が傾くのを感じ、体が宙に浮き上がりました。 

 昭和 20 年(1945 年）８月６日午前８時１５分。人類史上最初の原子爆弾が、広島に投下されました。  

 原子爆弾は、投下から４３秒後、地上約６００メートルの上空で目もくらむ閃光を放って炸裂し、小型の太

陽ともいえる灼熱の火球を作りました。火球の中心温度は摂氏１００万度を超え、１秒後には最大直径２８

０メートルの大きさとなり、爆心地周辺の地表面の温度は 3,000～4,000 度にも達しました。 

 爆発の瞬間、強烈な熱線と放射線が四方へ放射されるとともに、周囲の空気が膨張して超高圧の爆風と

なり、これら３つが複雑に作用して大きな被害をもたらしました。 

 原爆による被害の特質は、大量破壊、大量殺りくが瞬時に、かつ無差別に引き起こされたこと、放射線に

よる障害がその後も長期間にわたり人々を苦しめたことにあります。 

 被爆当時、広島には約 35 万人の市民や軍人がいたと考えられています。これは、住民、軍関係者、建

物疎開作業に動員された周辺町村からの人々などを合わせた数字です。当時日本の植民地だった朝鮮、

台湾や、中国大陸からの人々が含まれ、その中には強制的に徴用された人々もいました。また、少数の、

中国や東南アジアからの留学生や、アメリカ軍捕虜などの外国人も、含まれていました。 

 原爆によって死亡した人の数については、現在も正確にはつかめていません。しかし、放射線による急

性障害が一応おさまった昭和 20 年（1945 年）12 月末までに、約 14 万人が死亡したと推計されています。 

 爆心地から 1.2 キロメートルでは、その日のうちにほぼ 50％が死亡しました。それよりも爆心地に近い地

域では 80～100％が死亡したと推定されています。また、即死あるいは即日死をまぬがれた人でも、近距

離で被爆し、傷害の重い人ほど、その後の死亡率が高かったようです。  
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■平和記念公園 

 平和記念公園は広島市の中心部にある広大な公園で、世界

の恒久平和を願って爆心地に近いこの場所に建設されました。

園内には、原爆投下当時の広島の様子を展示した広島平和記

念資料館、世界遺産に登録されている原爆ドーム、原爆死没者

慰霊碑、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館、広島国際会議

場などがあります。平和への願いを込めて鳴らされる平和の鐘

の音は、環境省が選んだ、残したい日本の音風景 100 選にも選

ばれています。 

■平和記念式典 

 毎年 8 月 6 日に、原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を祈念するため、平和記念公園の原爆死没

者慰霊碑(広島平和都市記念碑)前において、原爆死没者の遺族をはじめ、市民多数の参加のもとに平和

記念式典を挙行しています。式典の中で広島市長によって行われる平和宣言は、世界各国に送られ、核

兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けています。 

 また、原爆の投下された 8 時 15 分には平和の鐘やサイレンを鳴らして、式典会場、家庭、職場で原爆死

没者に哀悼の意を表し、あわせて恒久平和の実現を祈り、１分間の黙とうを行っています。 

■広島平和記念資料館 

 広島平和記念資料館は、原子爆弾による被害の実相を世界

中の人々に伝え、ヒロシマの心である核兵器廃絶と世界恒久

平和の実現に寄与することを目的に、1955 年(昭和 30 年)に開

館しました。 

 1945 年(昭和 20 年)8 月 6 日午前 8 時 15 分、広島は世界で

初めて原子爆弾による被害を受けました。まちはほとんどが破

壊され、多くの人々の生命が奪われました。かろうじて生き残

った人も、心と体に大きな痛手を受け、多くの被爆者が今なお苦しんでいます。 

 平和記念資料館は、東館・本館からなり被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料を収集・展示す

るとともに、広島の被爆前後の歩みや核時代の状況などについて紹介しています。平成 23 年度から平和

記念資料館の東館・本館を合わせた常設展示の全面的な更新を行い、平成 31 年（2019 年）4 月 25 日

（木）に本館をリニューアルオープンしました。 

 また、被爆者による被爆体験講話会などを実施するほか、平和学習のための資料の貸出しも行っていま

す。 
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 ■国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は、国として、原爆死没者

の尊い犠牲を銘記し、永遠の平和を祈念するとともに、原爆の惨

禍に関する全世界の人々の理解を深め、被爆体験を後代に継承

することを目的として、平成 14 年（2002 年）8 月に開館しました。 

 館内には、平和祈念・死没者追悼空間があり、爆心地である「島

病院」付近からみた被爆後の街並みをパノラマで表現しています。

遺影コーナーでは、原爆死没者のお名前と遺影(写真)を公開し、原爆で多くの人々が亡くなった事実を伝

えます。体験記閲覧室では、被爆体験記や被爆証言映像等の資料を閲覧・視聴できます。また、情報展

示コーナーでは、企画展を開催しています。特定のテーマで、被爆体験記を中心に展示を行い、被爆の実

相を伝えます。 

 さらに、被爆体験記や原爆詩による被爆体験記朗読会も開催しています。情景を思いながら朗読を聴

き、自ら声を出して読むことにより、被爆の様子が臨場感を持って伝わってきます。 

■広島平和都市記念碑（原爆死没者慰霊碑） 

 世界最初の原子爆弾によって壊滅した広島市を、平和都市として再建

することを念願して建立されたこの碑は、東京大学教授(当時)丹下健三

が設計したものです。 

 原爆犠牲者の霊を雨露から守りたいという気持ちから、屋根の部分が

はにわの家型をしています。 

 碑には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という碑文

がきざまれており、中央の石室には、国内外を問わず、亡くなった原爆

被爆者の名前を記帳した原爆死没者名簿が納められています。名簿は関係者の申し出により書き加えら

れ、令和元年(2019 年)8 月 6 日現在で、117 冊(319,186 人の名前が記帳された 116 冊と「氏名不詳者多

数」と記された 1 冊)になっています。 

■原爆の子の像 

2 歳の時被爆し、10 年後に白血病を発病して亡くなった佐々木禎子さん。その死

に衝撃を受けた同級生たちが、「原爆で亡くなったすべての子どもたちのために慰

霊碑をつくろう」と全国へ呼びかけ、全国 3,100 校余りの生徒と、イギリスをはじめ世

界 9 か国からの支援により、完成したのが、高さ 9 メートルのこのブロンズ像です。 

 三脚のドーム型の台座の頂上に金色の折り鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像が立

ち、左右には明るい未来と希望を象徴する少年少女の像があります。像の下にお

かれた石碑には、「これはぼくらの叫びです これは私たちの祈りです 世界に平和

をきずくための」という碑文が刻まれています。 



「ひろしま通」認定試験 公式テキスト web版 

 

13 

 

 像の制作は、当時東京芸術大学教授だった菊池一雄さん。塔の内部には、子どもたちの気持ちに感動し

たノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹博士が寄贈した古代の銅鐸を模した鐘と金色の鶴がつるされ、風

鈴式に音が出るようになっています。(現在この鐘と鶴は、収蔵庫に保管されています。) 

■平和の灯 

 東京大学教授(当時)丹下健三氏が設計したものです。台座は、

手首を合わせ、手のひらを大空にひろげた形を表現しており、水

を求めてやまなかった犠牲者を慰め、核兵器廃絶と世界恒久平

和への願いをこめています。 

 この火は、昭和 39 年(1964 年)8 月 1 日に点火されて以来ずっ

と燃え続けており、「核兵器が地球上から姿を消す日まで燃やし

続けよう」という反核悲願の象徴となっています。 

 各種行事において平和のシンボルとして採火されています。 

■広島県産業奨励館（原爆ドーム） 

 明治後期の広島では、伝統工業のほか軍需に結びついた近

代工業が発達し、特に明治 37 年（1904 年）に起きた日露戦争を

契機として、大量の軍需品の地元調達が行われたことなどによ

って、経済は活況を呈しました。このような経済的発展に伴い、

国内での激しい市場競争に耐える製品の開発、品質向上、販路

拡大等を図るための拠点づくりが求められていました。 

 原爆ドームのもとの建物は、チェコ人のヤン・レツルの設計によ

り、大正 4 年（1915 年）4 月、広島県物産陳列館として竣工しま

した。 

 この建物は、一部鉄骨を使用した煉瓦造の建築で、石材とモルタルで外装が施されていました。全体は

窓の多い 3 階建てで、正面中央部分は 5 階建ての階段室、その上に銅板の楕円形ドーム（長軸約 11 メ

ートル、短軸約 8 メートル、高さ 4 メートル）が載せられていました。第 1 階は主に事務用、第 2 階及び第

3 階が陳列用に当てられました。庭園の広さは約 500～600 坪あり、樹木が植えられ、洋式庭園には八方

から水を吐く噴水を備えた池、和風庭園には四阿（あずまや）も作られていました。建坪面積は 310 坪、陳

列場は 620 坪でした。 

 そのころの広島は、都心部のほとんどは木造 2 階建ての建築であり、大胆なヨーロッパ風の建築デザイ

ンによる物産陳列館のような建物は非常に珍しく、その出現は市民にとって大変な驚きであり、川面に映

える姿の美しさとあいまって、広島名所の一つに数えられました。 

 館の業務は県内の物産、他府県からの参考品の収集・陳列、商工業に関する調査及び相談、取引の紹

介に関する図書・新聞・雑誌の閲覧、図案調製等でした。 

 同館は、産業奨励だけでなく、会場を提供することで博物館・美術館の役割も果たし、広島の文化振興

の場として大きな役割を担っていました。 
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 館の名称は、大正 10 年（1921 年）に広島県立商品陳列所、さらに昭和 8 年（1933 年）からは広島県産

業奨励館と改称されています。 

 しかし、戦争の激化につれて、より産業奨励に重点を置いた運営がなされるようになりました。さらに戦

争が激しくなると、館内の展示も次第に縮小の一途をたどり、ついに昭和 19 年（1944 年）3 月 31 日、館業

務は廃止され、内務省中国四国土木出張所や広島県地方木材株式会社など、官公庁や統制組合の事務

所に使用されることになりました。 

 昭和 20 年（1945 年）8 月 6 日、一発の原子爆弾により広島市街の建物は一瞬にして倒壊し、灰燼に帰

しました。産業奨励館は爆心地から北西約 160 メートルの至近距離で被爆し、爆風と熱線を浴びて大破

し、天井から火を吹いて全焼しましたが、爆風が上方からほとんど垂直に働いたため、本屋の中心部は奇

跡的に倒壊を免れました。当時この建物の中にいた内務省中国四国土木出張所や広島県地方木材株式

会社・日本木材株式会社広島支社・広島船舶木材株式会社等の職員は全員即死しました。 

 戦後、旧産業奨励館の残骸は、頂上の円蓋鉄骨の形から、いつしか市民から原爆ドームと呼ばれるよう

になりました。  

 当時、原爆ドームについては、記念物として残すという考え方と、危険建造物であり被爆の悲惨な思い出

につながるということで取り壊すという二つの考え方がありました。  

 散発的に出ていたこの存廃論議は、市街地が復興し、被爆建物が次第に姿を消していく中で、次第に本

格化し、原爆投下をどう考えるか、被爆体験や肉親などの惨事をどう伝えるか、核兵器をめぐる世界の情

勢をどう考えるか等の議論と重なりをみせていきました。  

 原爆ドームは、昭和 28 年（1953 年）、広島県から広島市に譲与され、ほぼ被爆後の原形のまま保存さ

れていましたが、年月とともに、周辺には雑草が生い茂り、建物も壁には亀裂が走るなどの傷みが進行

し、小規模な崩壊・落下が続いて危険な状態となりました。そのため、昭和 37 年（1962 年）以降は周囲に

金網がはられて内側への立ち入りが禁止されました。  

 保存を求める声が高まる中で、広島市は昭和 40 年（1965 年）7 月から広島大学工学部建築学教室に依

頼して原爆ドームの強度調査を行いました。翌昭和 41 年（1966 年）7 月、広島市議会が原爆ドームの保

存を要望する決議を行い、これを踏まえ、広島市は保存工事のための募金運動を開始、国の内外から 6，

619 万 7，816 円の寄附金等の浄財が寄せられました。そして、昭和 42 年（1967 年）、第 1 回保存工事が

行われました。 

 平成 4 年（1992 年）9 月、日本の世界遺産条約加盟を契機として、原爆ドームを世界遺産に登録しようと

いう声があがってきました。これを受け、広島市議会が「原爆ドームを世界遺産リストに登録することを求

める意見書」を採択し、広島市も国へ要望書を提出しました。 

 当初、国は、「原爆ドームは国内法（文化財保護法）の保護を受けていないので世界遺産に推薦する要

件を備えていない。また、文化財に指定するには歴史が浅すぎる。」という見解を示していました。 

 こうした中、平成 5 年（1993 年）6 月、市民団体からなる「原爆ドームの世界遺産化をすすめる会」が結成

され、原爆ドームの世界遺産化を求める国会請願のための全国的な署名運動が展開されました。この請

願は、平成 6 年（1994 年）1 月参議院で、6 月衆議院でそれぞれ採択されました（署名は最終的に 165 万

3，996 名）。 

 地域をあげての運動の結果、国は平成 7 年（1995 年）3 月、史跡の指定基準を改正するとともに、6 月に
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原爆ドームを史跡に指定し、9 月には世界遺産として登録するよう世界遺産委員会に推薦しました。その

後、国際記念物遺跡会議などの審査を経て、平成 8 年（1996 年）12 月、メキシコで開催された世界遺産委

員会において、原爆ドームの世界遺産登録が決定しました。 

■旧大正屋呉服店（レストハウス） 

 昭和 4 年(1929 年)、大阪の大正屋呉服店が建設したもので、当時と

しては珍しい鉄筋コンクリートのモダンな建物でした。1 階から 3 階まで

は売り場となっており、当時では珍しく、履き物のまま上がれる構造に

なっていました。昭和 18 年(1943 年)、繊維統制令により呉服屋は閉

鎖。その後、広島県燃料配給統制組合が取得しました。爆心地から

170 メートルの至近距離で被爆。地下室を除いて全焼しましたが、建物

としての基本的形態はとどめました。戦後は補修されて、燃料会館や市の東部復興事務所として使用され

ていましたが、昭和 57 年(1982 年)より、平和記念公園レストハウスとして使用され、1F には観光案内所

やお土産を扱う売店がありました。地下室は被爆当時の姿を留めており、見学を行うこともできました。 

レストハウスは施設の改修のため、平成 30 年（2018 年）1 月に閉鎖され、令和２年（2020 年）7 月 1 日に

リニューアルオープンされる予定です。 

■袋町国民学校（広島市立袋町小学校平和資料館） 

 爆心地から 460 メートルの位置にある広島市立袋町小学校(当時

袋町尋常高等小学校)は、原爆によって大きな被害を受けました。

当時、多くの児童は集団疎開や縁故疎開により被災を免れました

が、残っていた百余名の児童、そして教職員のほとんどが一瞬にし

て命を失いました。木造校舎はすべて倒壊・全焼し、唯一鉄筋コンク

リート造だった西校舎だけが外郭のみ原型をとどめ、避難場所や救

護所として、児童・教職員や地域の人々の安否を尋ねる場となりました。人々は、床に散らばるわずかな

チョークで、焼けた壁に伝言を記しました。授業が再開されたのは、昭和 21 年(1946 年)5 月でした。 

 平成 14 年(2002 年)、老朽化した校舎の建て替えに伴い、被爆した西校舎の一部が袋町小学校平和資

料館として保存されました。「伝言」の書かれた内壁の一部をはじめ、残された貴重な被爆資料を展示する

とともに、被爆後の学校の様子を紹介しています。 

■本川国民学校（広島市立本川小学校平和資料館） 

 本川尋常高等小学校は、昭和 3 年(1928 年)、広島市内の公立小学

校としては初の鉄筋コンクリート造 3 階建ての校舎として建設されまし

た。L 字型に折れ曲がったブロックプランの校舎には、ホールや靴脱ぎ

場があり、2・3 階からのダストシュートも設けられていました。さらに 1
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階部分の開口部や正面玄関などにもアーチを取り入れるなど、モダンな造りの校舎でした。爆心地から

350 メートルで被爆。その後いく度か補修・改修が施され、昭和 63 年(1988 年)に平和資料館として開館。

被爆地から集めた展示品を見学することができます。 

■日本銀行広島支店（旧日本銀行広島支店） 

 旧日本銀行広島支店の建物は、古典様式の優れた外観を有

する広島の昭和初期を代表する歴史的建築物であり、また、昭

和 20 年(1945 年)8 月 6 日、爆心地から 380m という近距離で

被爆しながらも、その堅牢性から建設当時の姿を現在も残して

います。 

 被爆時においては、1 階と 2 階は鎧戸を閉じていたため、内

部の大破を免れましたが、3 階は開けていたため全焼しまし

た。被爆から二日後の 8 月 8 日には、銀行の支払い業務が開

始され、営業不能となった市内金融機関の仮営業所が設置されて、金融面から広島の復興を支えた貴重

な被爆建物です。 

 平成 12 年(2000 年)、広島市指定重要文化財に指定。同年から、広島市は日本銀行より無償貸与を受

け、施設の維持管理を行っています。 

 広島市はこの建物を被爆建物として公開するとともに、「市民団体の芸術・文化活動の発表の場」として

活用を図っています。 

■帝国銀行広島支店（広島アンデルセン） 

 大正 14 年(1925 年)に三井銀行広島支店として竣工。昭和 18

年（1943 年）に合併して帝国銀行広島支店となりました。爆心地

から 360 メートルで被爆。ルネサンス様式を基本とするモダンな建

造物は、天井や壁など大部分が崩壊しましたが、地下の金庫は無

事でした。銀行として営業を続けた後、昭和 42 年(1967 年)、タカ

キベーカリーが建物を買い取ってリノベーションを施し、広島アン

デルセンとしてオープン。昭和 53 年(1978 年)には、階高の高い旧

館と新館の間を巧みにつなぎ合わせることにより一体化し、地下 2 階、地上 8 階建ての建物に改築。ベー

カリーから、レストラン、パーティ会場までを備え、日常の食卓づくりから結婚式まで、パンのある暮らしをト

ータルで提案する店舗になりました。平成 14 年(2002 年)には、被爆建物部分の耐震補強および全館改装

を実施し時代にあったスタイルに。古い建物を生かしながら営業を続けてきましたが、建物の耐震性の問

題から平成 28 年(2016 年)1 月に営業を終了し、建て替えに向けたプロジェクトを始動。平成 30 年(2018

年)既存建物東側(袋町側)の壁の一部(約 50 ㎡、被爆した壁部分の約 17.3％)を新店舗の壁として利用し、

令和 2 年(2020 年)8 月の再オープンを目指して工事が開始されました。 
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観光 

■施設 

〈縮景園〉 

 元和 6 年(1620 年)に、茶人で知られる浅野藩家老の上田宗箇

により、浅野藩主の別邸として作庭されました。中国の世界的な

景勝地"西湖"を模してつくられたと伝えられている園内は、山川

の景、京洛の態、深山の致を庭の中に縮景していることから、

「縮景園」と名付けられました。園の中央に掘られた濯纓池(たく

えいち)には大小の島が浮かび、巧妙に配置された渓谷、橋、四

阿(あずまや)を回遊しながら楽しむことができることから、回遊式

庭園とも称されています。昭和 20 年(1945 年)、原爆により壊滅状態になりましたが、現在では清風館、明

月亭なども復元されています。 

〈広島市安佐動物公園〉 

 自然豊かで広々とした園内にはキリン、アフリカゾウ、レッサーパン

ダ、トラなどの人気動物がいっぱいです。 

 平成 22 年(2010 年)にはガラス越しにライオンを観察できる「レオガ

ラス」がオープンするなど、間近で動物を観察できる施設の充実を図

っています。人気スポットぴーちくパークではヤギやヒツジ、テンジク

ネズミなどの動物と直接触れ合うことができ、土日祝日にはポニー

乗馬も実施しています。夏の「納涼ナイト☆サファリ」や、毎週土曜日

の「バックヤードガイド」などのイベントも開催されています。 

 また、絶滅の危機に瀕した野生動物の種の保存のために、他の動物園とも協力しながら繁殖に力を入

れて取り組んでいます。オオサンショウウオやクロサイ、シマウマなどは全国有数の繁殖実績を誇ります。 

〈広島市植物公園〉 

 植物に関する知識の普及と自然保護の推進をはかる社会教育

の場として、昭和 51 年(1976 年)に開園。瀬戸内海を見下ろす佐

伯区倉重の高台にあり、18.3 ヘクタールを有す園内には、1 年を

通じて熱帯・亜熱帯の雰囲気を楽しむことができる大温室をはじ

め、サボテン温室、展示温室、熱帯スイレン温室、ベゴニア温室、

フクシア温室、栽培温室、展示資料館など、さまざまな施設が設け

られており、約 1 万品種 20 万本の植物を栽培しています。平成

29 年（2017 年）10 月には、大温室のシンボルツリーとして、西オーストラリアのカナナラからオーストラリア

バオバブを新しく導入しました。 



「ひろしま通」認定試験 公式テキスト web版 

 

18 

 

〈湯来温泉・湯の山温泉〉 

 広島市佐伯区湯来町に広島の奥座敷と言われる「湯来温泉」と「湯の山温泉」があります。 

湯来温泉には、打尾谷川沿いに民間旅館が 2 軒、国民宿舎湯来ロッジ、湯来交流体験センターがあり

ます。保養・療養に適した広島県内最大の温泉地で、ラドンを豊富に含んでいます。 

 泉質は単純弱放射能温泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、胃腸病、切り傷、肩こり、冷え性、腰痛、美肌、打

ち身、くじき、火傷、運動器障害、皮膚病、アトピー、リューマチ、婦人病、消化器疾患などに効能がありま

す。 

 湯の山温泉は、江戸時代には藩主浅野公の湯治場として栄えた温泉で、源泉から引湯した「打たせ湯」

が有名です。泉質は単純弱放射能冷鉱泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、胃腸病、切り傷、肩こり、冷え性、腰

痛、美肌、打ち身、くじき、火傷、運動器障害、皮膚 病、アトピー、リューマチ、婦人病、消化器疾患などに

効能があります。 

〈国民宿舎湯来ロッジ〉 

 ホタル舞う清流水内川沿いに建つ国民宿舎です。 

 平成 21 年（2009 年）11 月に全館リニューアルした建物は、バリアフリーの客

室(2 室)、浴室、トイレを備え、高齢者や障害者にも利用しやすい施設となって

います。食事は湯来の特産品のこんにゃく等、特産品を使用したバイキングが

自慢です。 

 また団体客向けには、季節毎の旬の素材を取り入れた会席料理も提供できます。 

 宿泊はもちろん日帰りの休憩でも広島の奥座敷として名高い湯来温泉を利用できます。 

〈湯来交流体験センター〉 

 平成 21 年（2009 年）11 月 1 日、「国民宿舎 湯来ロッジ」がグランドオー

プンするとともに、新たに交流体験型観光の実施を目的とした「広島市湯

来交流体験センター」がオープンしました。会議室、調理体験室、工芸室、

屋外ステージ、特産品市場、足湯などを備えています。 

 湯来の豊かな自然、伝統的な農林業、歴史、文化に恵まれた地域で、日

常では味わうことができない収穫体験、味覚体験、創作体験、湯来町の達人芸、癒し体験等ができます。 

〈湯の山温泉館〉 

 中国地方でも珍しい、冷たい新鮮な源泉(約 23.5℃)を打たせ湯で身体に

浴びる体験がここではできます。 

 広島に多い単純弱放射能温泉は含有されているラドンが空気に触れた

時から飛散が始まり、これは加熱することにより顕著になります。そのた

め、加熱していない湯に入浴するのが理想的で、湯の山温泉館の打たせ

湯は、単純弱放射能温泉の入浴方法としては理にかなった方法だと言われています。また、室内の内湯と

組合せた温冷交互浴による疲労回復にも有効で、江戸時代からの浅野家の湯治場だったことと合わせて

広島が自慢できる温泉の 1 つだとも言われています。 
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■行事 

〈ひろしまフラワーフェスティバル〉 

 ひろしまフラワーフェスティバル(FF)は、昭和 52 年

(1977 年)にはじまり、令和元年(2019 年)で 43 回目の

開催となり、広島最大級のイベントとして定着してい

ます。 広島市中心部の平和記念公園と平和大通り

を主会場として《パレード》《ひろば》《ステージ》を祭り

の柱に、毎年ゴールデンウィークの 5 月 3 日～5 日

の 3 日間で、約 160 万人の人出でにぎわい、一帯は

花と緑と音楽があふれ、お祭り一色になります。 

〈とうかさん・ゆかたできん祭〉 

 「とうかさん大祭」は、広島市中区にある圓隆寺の総鎮守である「稲荷(とうか)大明神」のお祭りです。 

 胡子大祭・住吉祭と並んで広島の三大祭りに数えられ、別名「ゆかたの着始め祭り」としても有名であり、

祭りの日を境に広島の街では艶やかな浴衣姿の女性が目に付くようになります。 

 祭りが繰り広げられる圓隆寺を中心とした中央通り一帯は、毎年 30 万人を超える人出で賑わいます。ま

た、圓隆寺境内に参拝する善男善女も実に 8 万人に上る、まさに広島の夏を代表するお祭りとして市民の

方々に愛されています。 

 お祭りは、毎年 6 月第 1 金曜日から始まる土・日曜日の 3 日間行われ、「稲

荷(とうか)大明神」の御神体は 1 年のうち、この 3 日間だけ御開帳されます。 

 時期をあわせて「ゆかたできん祭」も開催されます。「ゆかたで歩く。ゆかた

で踊る。ゆかたで遊ぶ。」をキーワードに、広島の夏の風物詩である「ゆかた」

をコンセプトとする市民参加型の祭りです。 

〈広島みなと夢花火大会〉 

 広島港１万トンバースを会場に毎年 7 月に開催される、広島地方に夏の訪れを告げる花火大会です。夢

をコンセプトに約 1 万発の花火が打ち上げられ、「花火ミュージアム」のサブタイトルにふさわしい花火アー

トが繰り広げられます。 
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〈灯ろう流し〉 

 8 月 6 日の夕方に、広島市内の川で約 10,000 個のとうろうが流されま

す。元安橋付近では、午後 6 時からとうろうを流し、世界へ平和のメッセー

ジを発信し、恒久平和を祈願します。 

 

〈広島城大菊花展〉 

 日本の秋の花を代表する菊の花、約 2000 鉢が、一堂に広島城にお目見

えします。会場では菊づくり相談コーナー、初心者向け菊づくり講習会、筝

曲・雅楽コンサートなども催されます。 

 

 〈胡子大祭（えべっさん）〉 

 胡子大祭(えべっさん)は「とうかさん」「住吉祭」と並んで広島三大祭りの 1

つとして知られています。 

慶長 8 年(1603 年)に胡子神社がこの地に鎮座してから 410 年以上続いて

おり、こまざらえ(熊手)を手に持って参拝する風景は、広島の初冬の風物詩

となっています。 

 えびす通り商店街を始め、市内中心部の商業施設では胡子大祭にあわ

せて売り出しも行われ、街中が賑やかな雰囲気となります。 

〈ひろしまドリミネーション〉 

 平和大通り緑地帯を中心とした市内中心部のエリアで「おとぎの国」をテーマにしたオブジェやイルミネー

ションを展開し、約 140 万球の電球による光のシャワーで、広島の夜を華麗に彩ります。 

 主会場となる平和大通りでは、南北緑地帯の総延長 2 キロにわたってさまざまなオブジェが登場します。 
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■文化財、自然めぐり 

〈二葉の里歴史の散歩道〉 

 東区には広島市唯一の国宝である不動院金堂をはじめ、数多くの文化遺産が今も残っています。その

中で、牛田新町～矢賀駅までの間に点在する、由緒ある神社・仏閣・史跡などを結んだコースが「二葉の

里歴史の散歩道」です。コースを紹介する散策マップやリーフレットが作成されています。二葉の里ボラン

ティアガイドが、年間を通じてガイドを受け付けています。毎月 28 日は、28 日（ふたばの日）定期ガイドとし

て、お申込み不要で広島駅新幹線口広場に集合していただいた方を案内しています。 

〈アースミュージアム元宇品〉 

 元宇品公園は瀬戸内海国立公園特別地域、林野庁の自然観察教育林や保安林に指定されています。 

都心から 5ｋｍという場所に原生林と自然海岸があり、貴重な動植物や地質を観察することができます。 

 この自然の宝庫をアース・ミュージアム（地球博物館）元宇品と呼んでいます。元宇品の素晴らしい景観

や地球と出会う「地球さんぽ」を、原則毎月最終日曜日に、ボランティアガイドが案内しています。 

〈広島城遊覧船〉 

 平成 29 年(2017 年)10 月から始まった広島城の内堀を巡る遊覧船。船から

は、普請の痕跡(刻印)を残す石垣や石垣の下から見上げる広島城のスケー

ル感、天守閣の下から見る石落としなど戦国時代の風景を垣間見ることがで

きます。 

〈可部連山トレイルラン in あさきた〉 

 安佐北区にそびえる可部連山（堂床山、可部冠山、小掛山ほか）の豊かな自然、江戸時代に現在の島

根県浜田市との間を大名行列も往来したことのある「石州街道」を巡るコースを舞台に、平成 25 年（2013

年）から山岳走競技「可部連山トレイルラン in あさきた」が毎年開催されています。風光明媚な景観の中

で、急な登り下りや平坦な尾根など、変化と起伏に富んだ本格的なトレイルランコースを楽しめるイベント

です。 
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■ガイド団体 

〈広島市観光ボランティアガイド協会〉 

 通常のガイド場所は、平和記念公園・広島城・縮景園・旧日本銀行広島支店の 4 ヶ所です。ガイド料は無

料です。ただし、事前予約の必要なコースに申し込む場合、ガイドの自宅からご案内する場所までの交通

費(往復)として、ガイド 1 人につき 1,500 円が必要です。  

 

〈ヒロシマ・ピース・ボランティア〉 

 広島平和記念資料館内または平和記念公園内を一緒に歩きながら移動解説をしています。館内の展示

解説は 1 グループにつき 10 人以内、公園内の移動解説は 1 グループにつき 15 人以内で、所要時間は 1

時間～1 時間 30 分です。館内では定点解説も行っています。 

英語・手話で案内ができるボランティアもいます。ボランティアによる案内は無料ですが、資料館への入

館には、入館料が必要です。 

 館内の展示解説は当日受付のみで、平和記念公園内の移動解説は 1 週間前までの予約と当日申込を

受け付けています。 

 

 〈ひろしまとりっ歩〉 

 広島とりっ歩(ぷ)とは、広島市内のボランティアガイド団体が案内するまち歩きコー

スです。広島の見どころや魅力に精通したガイドがおもてなしします。７つのボランテ

ィアガイド団体が案内する 16 のコースが設定されています。 

 この名称は広島のまち歩きの旅をユニークに表現したいため、小旅行を意味する

trip に p を“歩”の当て字とする造語としました。平和の象徴である“はと”(とり)が広

島のまちを案内するのをイメージしています。 
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■観光発信 

〈広島フィルム・コミッション〉 

 「広島のイメージアップ及び多様化」と「映像を活用した広島発の情

報発信」を目的とし、ロケの誘致、ロケ地情報の提供、施設の調整、

ボランティア・エキストラの募集など支援、情報発信などにより、ロケ

しやすい環境整備を行っています。 

これまでに、映画「夕凪の街 桜の国」や映画・テレビドラマ「この世

界の片隅に」など、数多くの作品を支援しています。 

 

 

〈HIROSHIMA FREE Wi-Fi〉、〈HIROSHIMA FREE Wi-Fi Lite〉 

 広島を訪れる外国人旅行者向けにスマートフォンやタブレットさえあれば、インターネットが活用できるよ

うに、平成 25 年から始まったサービスです。※外国で電話やインターネットを利用するには通信サービス

の準備が必要です。 

 外国人にとって見ず知らずの土地である広島の情報をインターネットで調べることや、広島での体験を

SNS(インターネット上で人間関係を築くサービス)へ投稿して

もらうことができます。 

 対応している言語は、現在、英語・中国語など 7 か国語、

サービスの利用ができるエリアは順次拡大中で、右のマー

クがある場所で利用できます。 

なお、店舗等でサービスが利用できる HIROSHIMA FREE 

Wi-Fi Lite もあります。 
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芸術・文化・スポーツ 

■美術館・資料館など 

〈広島市現代美術館〉 

 日本初の公立現代美術館として平成元年に開館しました。建物

は建築家・黒川紀章氏の設計によるもので、広島市内を見渡せ

る小高い山・比治山内に位置し、自然や眺望が楽しめます。 

 催しでは企画展のほか、1,500 点以上の所蔵作品を紹介するコ

レクション展、またワークショップ、講座に加え、アーティストの生

の声を聞けるトークなどを開催し、さまざまな現代美術の楽しみ

方や魅力を紹介しています。展示解説や託児など、観覧時のサ

ービスも充実しています。 

〈広島県立美術館〉 

 広島市の中心部に位置し、緑ゆたかな国の名勝・縮景園に隣接した美術館。ロビーや休憩室から、広島

藩主・浅野家の大名庭園として築成された縮景園の四季折々の風景が楽しめます。重要文化財 ≪伊万

里色絵花卉文輪花鉢≫、≪厳島図屏風≫をはじめ、靉光(あいみつ)、圓鍔(えんつば)勝三、平山郁夫など

の作品を集めた「広島ゆかりの美術作品」、河井寬次郎・浜田庄司

に代表される民芸作品や、中央アジアの染織・金工を含む「日本と

アジアの工芸作品」、そしてサルバドール・ダリ≪ヴィーナスの夢

≫、イサム・ノグチ≪追想≫などの「1920～30 年代の美術作品」を

テーマに 5,000 点（寄託を含む）を超える作品を収蔵。年に 4 回程

度の展示替えを行うとともに、友の会ボランティア・ガイドが作品に

ついて、わかりやすくご案内しています。 

 また、企画展示室では、年に 6 本程度の特別展を開催。特別展

に合わせ講演会やコンサートなどイベントも多数開催しています。 

〈ひろしま美術館〉 

 “愛とやすらぎのために”をテーマに、原爆犠牲者の方への鎮魂

の祈りと平和への願いがこめられている美術館。19 世紀半ばのロ

マン派からエコールド・パリまでのヨーロッパ近代美術や、明治か

ら現代までの日本近代美術コレクションを収蔵しています。特にセ

ザンヌ、マネ、ルノワール、ゴッホなどフランス印象派の作品にか

けては国内屈指のコレクションです。美術館の前庭には、ピカソの

ご子息から寄贈を受けたマロニエの樹が育っています。 
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〈泉美術館〉 

 梅原龍三郎、熊谷守一、須田国太郎の洋画、横山大観、前田

青邨、福田平八郎などの日本画、佐藤忠良の彫刻や東洋陶磁器

を所蔵し、四季にあわせて展示しています。また、広島の作家を

中心とした企画展も開催。 

 展示室やティールームからご覧いただける中庭もあり、梅や紅

葉など四季折々の景色を楽しむことができます。 

〈広島市郷土資料館〉 

 広島の伝統的な地場産業を中心とした赤レンガ造りの人文系

博物館です。明治 44 年(1911 年)建設の旧宇品陸軍糧秣支廠の

建物の一部を保存したものです。 

 市内に残る数少ない明治の近代洋風建築で建築技術や意匠

が優れていることから、広島市の重要有形文化財に指定されて

います。地場産業ばかりでなく、宇品築港や広島の歴史、人々の

暮らしなどについても展示を行っています。昔なつかしい、川舟な

どが見られます。 

〈ヌマジ交通ミュージアム〉 

 中四国で唯一の陸・海・空の乗り物をテーマにした科学館です。2 階の展示室には約 2,000 点の乗り物

模型があり、過去から現在までの乗り物の移り変わりを展示しています。3・4 階は吹き抜けの大空間に直

径 20m で交通パノラマとしては日本最大級の「ビークルシティ」が

設置されており、バラエティに富んだ乗り物をレバーやボタンで操

作することができます。このほか、1 階のライブラリーでは乗り物

に関する書籍の閲覧やビデオブースで映像資料を見ることができ

ます。屋外広場には「おもしろ自転車」(使用料別途必要)とともに

被爆電車が展示されており、私たちに平和の大切さを教えてくれ

ています。このほか、土・日・祝を中心に工作教室や映画会、サイ

エンスショーなどを実施しており、楽しみながら乗り物や交通に関

する知識を得られる魅力満載の施設です。 

〈広島市健康づくりセンター健康科学館〉 

 健康を科学的にとらえた博物館で、広島市総合健康センター内

にあります。乳幼児から高齢者に至るまで健康に関するさまざま

な情報を分かりやすく展示しています。健康ライブラリーには、健

康に関する図書やビデオがそろっています。 
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〈広島市江波山気象館〉 

 全国でも珍しい「気象」をテーマとした博物館です。風の強さが体験できる「突風カプセル」や、雲の中に

入ったような雰囲気を味わえる「タイフーンボックス」などの体験展示で、お天気について楽しく学ぶことが

できます。 

 土・日・祝日に実施しているサイエンスショーやサイエンスワークショ

ップ、年 2 回開催される企画展も親子で楽しめます。 

 本館建物は、昭和 9 年（1934 年）に建てられた広島地方気象台の

旧庁舎を保存整備したもので被爆建物でもあります。また、昭和初期

の鉄筋コンクリート建築を代表するものとして平成 12 年（2000 年）に

は広島市重要有形文化財に指定されています。 

〈頼山陽史跡資料館〉 

 江戸時代後期の日本を代表する文筆家頼山陽に関する資料や、芸

備の近世文化に関するさまざまな資料を展示・公開、調査・研究を行

っています。頼山陽の年表・エピゾードなどを紹介する常設展示に加

えて、年間 4 回程度の特別展も開催しています。 

 広島藩を脱藩し連れ戻され、邸内の居室に幽閉された頼山陽が「日

本外史」の草稿をまとめたと言われる当時の居室は、国の史跡に指

定されていましたが、被爆により消失しました。現在の居室は昭和 33

年(1958 年)に、広島県によって復元されたものです。 

〈５-Days こども文化科学館〉 

 プラネタリウム、太陽望遠鏡をはじめとした各種科学装置や参加体験

型の科学展示があります。プラネタリウムは、直径 20 メートルのドーム

スクリーンを持ち、季節ごとに内容を替える季節番組を中心に、さまざ

まなプログラムが投影されます。気軽に楽しめるサイエンスショーや工

作室、じっくり学べる科学教室や創作教室などのイベントも人気です。

こども図書館も併設されています。 

〈広島市まんが図書館〉 

 漫画の歴史をたどりながら漫画を楽しむことのできる図書館です。まんがとその関係資料を体系的に収

集、整理および保存し、合わせて約 15 万冊を所蔵しています。 

 代表的なまんがやまんが雑誌、そしてまんが研究のための豊富な

資料が閲覧、貸出可能です。 また、まんが文化の発展を目的として、

各資料の提供に加え、展示や講座などの行事も開催しています。 

 平成 10 年度からはプロ・アマ、世代を問わない作品発表の場であ

る「おもしろその年まんが大賞」コンテストを実施しています。 

 図書館の周辺は桜の名所として有名です。 
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〈広島市映像文化ライブラリー〉 

 日本の名作映画のフィルムやビデオ、名盤レコードなどを

数多く収集・保存している映像や音楽の専門館です。169

席あるホールでは、所蔵する日本映画や文化映画の鑑賞

会が定期的に行われるほか、家族向けのファミリーシアタ

ー、外国映画の鑑賞会や講演会なども開催されています。 

 ビデオコーナーとオーディオコーナーでは、ビデオや

DVD、レコードなどの視聴覚資料を、個別のブースで視聴

することができます。 

 このほか、映画や音楽に関する講座や展示など、映像と

音楽にかかわるさまざまな催しが開催されています。 

〈マツダミュージアム〉 

 マツダミュージアム館内には、3 輪トラックや、最初のロータリー

エンジン搭載モデルとなったコスモスポーツをはじめ、多くの歴代

のモデルやロータリーエンジン、それに現在のスカイアクティブ技

術の展示も行っております。また宇品第一工場の最終組立ライン

も見学コース内となっていますので、展示や組立ライン見学を通

して、マツダの歴史と自動車がどのようにして作られるのかを見

学する事ができます。 

〈造幣局広島支局・造幣展示室〉 

 日本で唯一の貨幣製造一貫工場です。貨幣製造工程や造幣展

示室の見学、ビデオの視聴ができます。英語・中国語・ハングル

による紹介ビデオもあります。 

 見学可能日は、祝日及び年末年始等を除く月～金曜日で、見

学時間は 1 日 4 回(9 時 20 分～、9 時 40 分～、13 時 20 分～、

13 時 40 分～)です。 

 4 月には、造幣局広島支局構内の一部を、八重桜を楽しまれる方々のために開放する、「花のまわりみ

ち」が開催されます。構内の桜は、関山、松月、普賢象などポピュラーなものから、大手毬、紅手毬など他

ではあまり見られない珍しいものなど約 60 品種、 約 220 本を数えており、大半は遅咲きの八重桜で、大

きな花びらは八重桜ならではの風情があります。 

〈呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）〉 

海軍工廠のまちとして栄えた呉の歴史と船に興味がある方は必見の資料館です。平和の大切さと造船

等の科学技術を紹介しており、歴史と科学を同時に学習できます。 
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■伝統文化 

〈上田宗箇流〉 

 広島を本拠に、およそ 400 年の歴史を持つ、今に伝わる武家茶道です。流祖は、戦国時代に生きた武

将、上田宗箇。千利休の茶を学び、古田織部の高弟として織部と共に武家茶道を創設しました。造園家と

しても名を馳せ、縮景園も作庭しています。上田宗箇の茶は今日まで伝えられ、現在は上田宗冏が 16 代

目家元を務めています。 

 広島市西区古江東町に、広島城内上田家上屋敷の茶寮、書院屋敷などが再現されており、伝来の道具

や古文書も同地に多数残されています。 

〈ひろしま神楽〉 

 華やかな衣装を着て表情豊かな神楽面をつけた人たちが太鼓や笛、拍子のお囃子で舞う神楽。五穀豊

穣を祈って氏神様に奉納される神事として執り行われてきましたが、今日では催事や祝い事に欠かせない

郷土芸能として、人々に楽しまれています。 

広島の神楽は、いにしえから現代まで古い形を守り石見地方の神社で舞われてきた大元神楽の流れを

基に、出雲神楽や九州の岩戸神楽を始めとしたさまざまな地方の流れが融合したものです。 

現在、広島県内の神楽は、「安芸十二神祇」「芸北神楽」「芸予諸島の神楽」「比婆荒神神楽」「備後神

楽」の大きく 5 つの神楽に分けられています。 

「安芸十二神祇」は、広島市、廿日市市、大竹市など瀬戸内海沿岸部で行われている神楽で、毎年の秋

祭りの前夜祭に十二の舞を奉納することから十二神祇と呼ばれています。2 つ目の「芸北神楽」は、石見

神楽を元として、江戸時代の終わり頃に芸北方面へ伝わったといわれており、時代の流れに沿って進化し

ながら独特の神楽として展開してきました。3 つ目の「芸予諸島の神楽」は瀬戸内海の島々とその沿岸部

でひそかに行われている神楽です。4 つ目の「比婆荒神神楽」は比婆郡内とその周辺の一部地域で行わ

れている神楽で、岡山県の備中神楽の影響を受けていますが、非常に古い伝統を残す広島県独自の神

楽です。 

最後の「備後神楽」は、比婆荒神神楽を除く備後地方と安芸の一部にまたがる広い地域に分布していま

す。五行祭といわれる歌や語りを楽しむ神楽や、古い形の能舞を多く残しています。 

 

■伝統工芸 

〈銅蟲〉 

 広島の伝統工芸の一つに「銅蟲(どうちゅう)」があります。「蟲(ち

ゅう)」とは虫の意味で、江戸時代、銅細工に熱中する細工師を見

て当時の藩主浅野公が「銅の蟲のようだ。(仕事の虫だ。)」と言わ

れたことからはじまりました。 

 特殊な銅の合金版を成型加工した後、表面を金づちと様々なノ
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ミを用いてつち目模様を打ち出し、さらに藁を燃やしていぶし油脂で磨きをかけ、独特な赤銅色をだした銅

製品です。その表面は光線の当たり具合によって、様々な模様を見せます。お土産ものとして、花瓶や飾

り皿、ペン皿などがあります。 

〈広島仏壇〉 

 広島仏壇の生産は、木地、狭間、宮殿、須弥檀、錺金具、漆塗・金箔押、蒔絵と七つの製造工程に携わ

る、七匠（ななしょう）と呼ばれる伝統工芸士らの技の粋が集まった作品です。塗りの技術に定評があり、

金箔押しの技術にも優れています。昭和 53 年(1978 年)に伝統的工芸品（経済産業省）に指定されまし

た。 

〈一国斎高盛絵〉 

 日本の漆工芸の中で、類例の少ない独特の技法を用いる「高盛絵」。漆器や木地製品を素材として、花・

昆虫等を漆で高く立体的に盛り上げて色漆で彩色する、170 年以上続く伝統工芸です。繊細に描かれた植

物や今にも動き出しそうな昆虫の躍動感。色彩豊かで、装飾された金や銀と共に輝く漆の光沢。絵画的な

やわらかさと、彫刻的な重厚さが同時に表現できる点に特徴があり、一子相伝の伝承法により代々受け継

がれています。 歴代一国斎の作風を受け継ぎながらも現代の七代一国斎の作品は、四季の花鳥風月を

題材とした芸術世界を見事に表現しています。 

〈宮島細工〉 

 宮島の伝統工芸品、宮島細工には、お箸、丸盆、角盆、

木べらやバターナイフなどの食器類、鳥居や五重塔のミニ

チュア細工などがあります。中でも杓子(ご飯をよそう時に

使用する)は有名で、実用的な杓子や各種祈願入り、飾り

用など、用途や大きさもバラエティーに富んでいます。 

 杓子でご飯をよそうことを「めしとる」といいますが、これが

日本語で「敵に打ち勝つ」と同音異義語であることから、杓

子は縁起物のお土産に使われています。「必勝祈願」の文

字には「必ず勝ちますように」という願いが込められています。 

〈熊野筆〉 

 画筆をはじめ、書道用の筆、化粧用の筆など、日本の筆の約 80%以上を熊野町で

生産しています。 

 クオリティが高いことから、日本国内だけでなく、海外にも輸出され、多くのアーテ

ィストなどに愛用されています。 

 これらの筆は、職人の手で使用目的にふさわしい種類の動物の毛が選ばれ、1 本

1 本、手作業で作られています。そのため、画筆は描き味が違い、化粧筆は肌触り

が良いことで有名です。 

 熊野町にある筆の里工房では、工芸士の指導のもと、筆づくりの体験をすることもできます。 
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■スポーツ 

〈MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島〉 

 グラウンドの開放感、通風、街との一体感を確保するため、北側の

JR 側へ大きく開いており、球場の楽しさを新幹線など JR 車窓からも

感じ取ることができます。 

 1 階観客席の最後部には、幅が広く段差のないコンコース(一周約 600m、内野 12m、外野 8m)が配置さ

れ、グラウンドを眺めながら、球場を周回することができます。 

 また、ダイナミックなプレーを堪能できるよう、砂かぶり席、テラスシート、パフォーマンスシートなど多彩な

観客席を設け、様々な観戦スタイルが可能です。 

 観客席は、大リーグ球場並みの横幅 50cm、奥行き 85cm を確保し、ゆったりと野球観戦することができ

ます。 

 十分な車椅子スペースやオストメイト対応型多目的トイレの設置など、障がいをおもちの方や高齢者、小

さな子ども連れの方など、誰もが利用しやすいようユニバーサルデザインにも配慮した施設です。 

〈エディオンスタジアム広島〉 

平成 6 年（1994 年）に開催された広島アジア競技大会のメイン会場

で、陸上競技場やサッカー等の球技場、イベント会場などに利用される

多目的スタジアムです。 

 市民の誰もが四季を通じて多様なレクリエーション活動が行える場所

として、さまざまなイベントが開催されています。 

 また、J リーグのサンフレッチェ広島のホームスタジアムでもあり、試

合開催日には、多くのファンが詰めかけています。 

〈猫田記念体育館〉 

“世界一の名セッター”と言われた猫田勝敏氏の功績をたたえて、建設された体育館です。JT サンダー

ズ(バレーボール)の本拠地であり、練習風景も見学できます。猫田選手の記念品等を展示したギャラリー

もあります。 

〈広島東洋カープ〉 

昭和 24 年（1949 年）に誕生し、プロ野球セントラルリーグに加盟しました。26 年目の昭和 50 年（1975

年）にリーグ初優勝し、昭和 54 年（1979 年）には初の日本一に輝きました。 

平成 30 年（2018 年）には 3 年連続 9 度目のリーグ優勝を果たしました。 

令和元年（2019 年）の広島東洋カープ主催ゲームのシーズンの総入場者数は 2,223,619 人となり、5 年

連続で 200 万人を超えました。 

 



「ひろしま通」認定試験 公式テキスト web版 

 

31 

 

〈サンフレッチェ広島〉 

 平成 4 年(1992 年)に発足し、翌年に開幕したＪリーグに当初から加盟。平成 6 年(1994 年)には、バクス

ター監督の下、風間・高木・盧・森保・森山らを擁し、１ｓｔステージ優勝を果たしました。 

 三大タイトルにはあと一歩届かないでいましたが、平成 24 年(2012 年)に、クラブ生え抜きの森保監督の

下、クラブ史上初のＪ１年間優勝を果たしたのに続き、翌平成 25 年（2013）年、平成 27 年（2015 年）と 3 度

の優勝を果たしました。 
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食文化 

■広島お好み焼 

 広島の名物料理と言えば、「広島お好み焼」です。 

 小麦粉を溶いたものに、野菜や豚肉を乗せたり混ぜた

りして焼く料理は、他にも「関西のお好み焼」や「もんじゃ

焼(東京)」などがありますが、広島お好み焼は広島だけ

の独特の製法で作ります。 

 まず、大きな鉄板の上で小麦粉を溶いた生地を薄く円形状に伸ばして焼き、その上にキャベツ、もやし、

ねぎなどの野菜をたっぷりと乗せて蒸し焼きにします。その上にそばを重ねて焼き、お好み焼用のソース

を塗り青海苔を振りかけて完成です。 

 お店に入って、鉄板の前に座れば、実際に調理しているところを見ることができます。 

 一般的なメニューは、そばに肉や卵を入れた「そばにくたま」と呼ばれ、おおよそ 700 円前後(1 枚)で食べ

ることができます。 

 そばの代わりに「うどん」を入れた「うどんにくたま」も定番メニューの 1 つで、他にチーズやもち、カキをト

ッピングすることもできます。 

 広島お好み焼では専用のソースがおいしさを引き立てますが、このソースも店ごとに異なり、そのお店オ

リジナルのソースを作っている店もあります。ソースが少ない時は付け足すこともできます。このソースをお

土産に買える店もあります。 

 食べるときには、鉄板の上の広島お好み焼をそのまま食べるスタイルと、焼きあがった広島お好み焼を

お皿に移し変ってから食べるスタイルがあります。 

 食べる道具も「へら」と「はし」があります。へらはスプーン状の鉄板で、自分で広島お好み焼を切って、へ

らですくって食べますが、少々コツが必要です。 

 市内いたるところに広島お好み焼屋さんがあり、「お好み村」や「お好み共和国ひろしま村」、「ひろしまお

好み物語駅前ひろば」のように複数の店が一箇所に集まった店舗もあります。メニューに広島お好み焼だ

けを出している店もあれば、焼肉や炒め野菜、焼かき、おでんなどサイドメニューを持っている店もありま

す。 

■お好み村 

 現在のビルは平成 4 年（1992 年）に完成。公園にひしめいていた屋台時

代から 40 年以上の歴史をもつ、広島の観光名所で、現在 24 店が入店し

ています。ソースメーカーと共同開発したオリジナルソースを使っていま

す。麺のタイプや焼く順番なども店毎に違っています。鉄板焼メニューにも

各店それぞれの個性があらわれています。 
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■お好み共和国ひろしま村 

 2 フロアーに 6 店のお好み焼き店が営業中です。お好み焼きはもちろん、各店舗自慢

の鉄板焼きや各種ドリンクも豊富に取り揃えております。少人数から最大 160 名様まで

の宴会も可能です。また、店主の指導の元、各店を実際に使用した、お好み焼体験学

習も実施中です。 

■ひろしまお好み物語・駅前ひろば 

 JR 広島駅南口より徒歩 3 分。本格広島風お好み焼きが楽しめ、15

の店舗が軒を並べる、お好み焼きのフードテーマパークです。 

 伝統的な広島焼きはもちろん、カキやチーズや果ては大根おろしま

でが乗った、インパクト大のお好み焼きも楽しめます。地元広島のお

好みマニアも唸る、美味しいお好み焼きを食べた後は、同フロアで、

買い物できるお土産屋もあります。 

■WoodEgg お好み焼館 

 お好み焼きやお好みソースなどの歴史を紹介するおこのミュー

ジアムを備え、お好み焼き体験をしてご自分で焼いたお好み焼き

を昼食代わりに食べることができる、ホットプレートや鉄板の体験

教室も実施しています。オタフクソースの工場を見学できるコース

もあります。対象年齢は、工場見学、ホットプレート教室は小学生

以上、鉄板体験は小学 5 年生以上です。いずれも、曜日、開始

時間が決まっており、必ずお電話での予約が必要です。おこのミ

ュージアムの見学は自由です。 

■サンフーズ 

 本格的な店舗専用設備と什器を使用し、スタッフの指導に沿っ

て広島名物お好み焼の調理体験が出来ます。10 名以上 100 名

様までの定員で調理後ソフトドリンクと一緒に食事として食べま

す。広島市を訪れる修学旅行や海外からの観光客の皆様や地元

の子ども会、老人会、クラス会等に幅広くご利用頂いています。ミ

ツワお好みソースのお土産付きです。 
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■広島カキ 

 広島市内には 6 本の川が流れ、広島湾に流れ込んでいます。

この川が中国山地の栄養分を広島湾に運ぶため、広島湾で採れ

る魚貝類は栄養を豊富に含みます。 

 中でも、「海のミルク」と呼ばれている広島名産のカキは、全国

の生産量の約 6 割を占めています。毎年、9 月頃から生産(漁獲)

が始まります。 

 殻付きの焼き牡蠣は、そのまま食したり、醤油やポン酢、レモン

をつけたり、食べ方は色々ですが、口のなかで広がる味わいは格別です。 

 また、カキフライも一般的なメニューの 1 つです。 

 日本料理では具材とだし汁などを煮込んで、大勢で食べる鍋料理が人気ですが、カキをつかった鍋料理

に土手鍋があります。数種類の味噌を合わせて、土鍋の周りに塗り、野菜などを入れ味噌を溶きながら食

べます。殻つきのまま直火で焼き、ポン酢、醤油などをかけたり、フライにするなど調理方法も豊富です。 

 広島では多くの料理店でカキ料理をあつかっていますが、係留した和船でカキ料理を提供する「かき船」

も有名です。広島みなと公園には広島カキをバーベキューで食べることができる「かき小屋」が、期間限定

でオープンします。 

 また、毎年開催される「かき祭り」は日本三景の一つである宮島あげての一大行事となっており、カキの

直売所も設けられ、新鮮なカキを味わうことが出来、観光客の皆さんに人気のイベントになっています。 

■コイワシ 

 コイワシ料理は広島の代表的な郷土料理の一つで、刺身や天ぷらなどで

食べられています。 

 「七度洗えばタイの味」といわれ、繰り返し冷水で洗うことにより、ぐっと身

が引き締まります。また、イリコ(煮干し)として「ダシ」の役割も果たします。 

 ■太田川のしじみ 

広島のしじみといえば「太田川しじみ」。大粒で味が良いと高い

評価を得ています。「土用しじみ」と呼ばれ夏が旬。美味しいだけ

でなく、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどが含まれ、味噌汁にして

いただくと、滋味が五臓六腑にしみわたります。 
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■アナゴ飯 

 アナゴの旬は 1 月中旬と夏。ほどよく脂がのったアナゴを背開き

にし、中骨、頭などを除いて白焼きした後、醤油・みりん・日本酒を

煮詰めた甘辛いタレを照りが出るまで何度も塗りながら焼いてか

ば焼きにします。アナゴの焼き方は、香ばしいものや、ふっくら仕

上げたものなどさまざまです。 

 そして、これをご飯の上に盛り付ければできあがりですが、ご飯

も、アナゴでとったダシで炊き込んだり、タレをしみ込ませたり、刻

んだアナゴを混ぜ込んだりと、各店や各家庭で工夫がこらされています。 

■広島菜漬け 

 日本では全国各地に野菜を使った漬物がありますが、広島の

広島菜漬は野沢菜漬、高菜漬と並んで、日本の三大菜漬の 1

つとして有名です。 

 もとは「京菜」と呼ばれていましたが、その後品種改良も加えら

れ「広島菜」と呼ばれる葉野菜を漬物にしたもので、浅漬けのも

のは鮮やかな緑に、本漬けのものはべっ甲色になります。 

 独特の辛味とシャキシャキした歯ごたえが特徴で、炊きたての

ご飯に巻いて食べるとおいしいと言われています。 

 お土産物としてだけでなく、飲食店でメニューとして出しているところもあります 

■もみじ饅頭 

名前の通り、もみじをかたどったカステラ生地の中に甘みのあ

るあんこの入ったお菓子で、広島を代表するお土産物です。 

 なぜ、もみじの形になったかは諸説がありますが、100 年以上

の歴史があります。 

 中身はこしあん、つぶあんが定番ですが、最近はチーズクリー

ム、チョコレートクリーム、カスタードクリーム、抹茶風味などその

種類はとても豊富です。 

 お店によっては 1 個単位(1 個ずつ)で買うこともできます。実際に店頭で焼くことを実演するお店もあり、

熱々のあんを包んだ焼きたてはそのお店でしか味わえません。 

 また、もみじまんじゅうのメーカーは、もみじまんじゅう以外にも和菓子やせんべいなど色々なお菓子を作

っています。 

 宮島ではもみじまんじゅうの手焼き体験ができる施設もあります。 
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■つけ麺 

 広島のオリジナル料理の 1 つが、広島つけ麺です。 

 ゆでた後、氷水で冷ました麺と細切り葱、ゆでキャベツなどを唐

辛子の辛味を加えた激辛のつけ汁につけて食べます。このつけ

汁が広島つけ麺の特徴で、自分の好みに応じて辛さを調節でき

ます。上記の他にも、焼き豚、卵などのトッピングも豊富で、一度

食べるとクセになるとも言われています。 

 最近では、東京などでも「広島激辛つけ麺」として人気が出ています。 

■山フグ 

広島の奥座敷 佐伯区の湯来温泉は、昔からこんにゃくが特産

品として知られています。刺身こんにゃくは、湯来が発祥の地と言

われ、歯ごたえ、いろどり、そしてこんにゃくの独特の臭みがないこ

とが特徴です。 

 豊かな自然とホタルが舞うきれいな水で育まれたこんにゃく芋か

ら作られた上質の刺身こんにゃくは、薄く切って皿に盛ると「ふぐ刺

し」そっくりなことから、「山フグ」とも呼ばれ、よく冷やし、わさび醤油や酢味噌をつけていただきます。 

■汁なし担担麺 

 日本の担担麺は、スープのあるものが主流ですが、担担麺の

発祥の地、中国四川の担担麺は汁がないものです。 

 汁なし担担麺の多くには山椒や花椒が入っており、唐辛子の辛

さに加え、山椒や花椒のピリリとした風味を味わうことができま

す。上にそぼろ・青ネギがかけたり、トッピングに温泉卵や白菜、

セロリなどを出しているお店もあります。 

 汁なし担担麺には、器の底に濃いめのたれが入っており、食べ

る前に麺と具、そしてそのたれをよくかき混ぜます。しっかり混ぜ

合わせると、たれと麺がよくからみあい、たれがなくなったころが食べごろです。また、山椒や唐辛子の量

を調節することで、自分好みにアレンジすることもできます。 

 麺を食べ終わった後にごはんを出している店もあります。具とたれが残った器にごはんを入れ、からませ

て食べるとまた美味しく、1 杯で 2 度楽しむことができます。 

 広島では 10 年ほど前から専門店が増え始め、今では多くの店で汁なし担担麺を提供しています。 
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■広島湾七大海の幸 

 全国有数のカキの養殖場として有名な広島湾は、太田川から流入する栄養

により、植物プランクトンが多く存在し、また、カキ筏の周辺に魚の餌となるエビ

やゴカイなどの小動物が多数存在することから「豊かな里海」と言われていま

す。 

 広島市では、この広島湾で獲れる代表的な魚介類７種（メバル、コイワシ、オ

ニオコゼ、アサリ、クロダイ、カキ、アナゴ）をまとめて「広島湾七大海の幸」とし

てブランド化し、豊かな里海で育った魅力ある食材としてＰＲしています。 

 

 

 

■広島近郊６大葉物野菜 

 新鮮さが求められる葉物野菜。広島の都市近郊では産地と消費地が近いという利点を生かし、こまつ

な、サラダみずな、しゅんぎく、ほうれんそう、パセリ、青ネギが盛んに生産されています。 

 これらの代表的な野菜を広島近郊６大葉物野菜と名付けＰＲをしています。 
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自然 

■公園・植物 

〈広島市森林公園〉 

 広島市森林公園は、市民が「森林」に親しみ、憩い、自然を観察

できるとともに、林業に対する理解を深めることのできる場であり、

学校教育活動の場です。 

 自然いっぱいの園内には、中四国唯一の「こんちゅう館」をはじ

め、春夏秋冬一年中、ご家族や遠足・修学旅行で楽しめる、各種レ

クリエーション施設を揃えています。 

〈花みどり公園〉 

 花木や草花について学び、色々な植物に包まれた憩いの場所です。 

 西日本有数のシャクナゲが咲き誇るシャクナゲ園やマレーシアシャ

クナゲが年中咲いている大展示室などがある「シャクナゲの園」と大

型犬・小型犬用の 2 箇所のドッグランがある「ワンパクの国」がありま

す。又、ＪＡのエリアには、グラウンドゴルフが楽しめる所もあります。 

 さらに、はなづくり講座やみどりづくり講座、シャクナゲ講座や食農

体験講座などのイベントも随時行っています。 

 毎年、4 月 29 日の開園記念日には、シャクナゲの苗 500 鉢を無料

配布しています。 

〈被爆アオギリ〉 

 爆心地から約 1.3km 離れた、中区東白島町の広島逓信局(現在の中国郵政局)の中庭にあったこの木

は、爆心地方向にさえぎるものがなかったため、熱線と爆風をまともに受け、枝葉はすべてなくなり、幹は

爆心側の半分が焼けてえぐられました。 

 ところが、枯れ木同然だったこの木は、翌年の春になって芽吹き、被爆と敗戦の混乱の中で虚脱状態に

あった人々に生きる勇気を与えました。 

 その後、中国郵政局の建て替えに伴い、昭和 48 年(1973 年)5 月

に現在の場所へ移植され、原爆の被害を無言のうちに語り続けて

います。 

 移植で枯死するのではないかと心配されたアオギリは、その後も

毎年種子をつけており、これらの種子は国内外へ贈られ、多くの 2

世が元気に育っています。 
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■山 

〈二葉山〉 

 JR 広島駅「新幹線口」に立つと目の前に見えるこんもりとした

森、頂上付近に平和塔の建った山が、二葉山です。日本一の規

模を誇るブナ科シリブカガシの群生地です。その大きさは 2.5 ヘク

タール(全体規模では 4 ヘクタール)と言われています。 

 

〈比治山〉 

 比治山公園内の県指定史跡である比治山貝塚は、縄文時代後期から晩年にかけて人々が生活した貝

塚が残されています。この時期は太田川の流れによって、現在に近い地形のデルタが形成され始めた頃

で、遠浅の海の幸やどんぐりなど山の幸の豊かな自然を糧に生きていた縄文人の遺跡が確認されていま

す。 

 比治山貝塚から出土した土器は、縄文時代後期の深鉢で集めた木の実を煮沸して食料にしていたそう

です。貝塚そのものは 2 つの層からできていて、もともと小島だった比治山が淡水の混ざる太田川デルタ

の一部に取り込まれていく様子を物語るものだと言われています。 

 

〈黄金山〉 

 黄金山は広島市の南東にある小高い山ですが、広島湾に浮かぶ島

「仁保島」と呼ばれていました。室町時代、標高 221.7m の山頂には仁保

城が築かれました。古い合戦の歴史が残る場所でもあります。 

 黄金山の北側にある観音寺は、毛利氏時代に仁保城の城番を任され

た三浦元忠の菩提寺として建立されています。このお寺の山号がまさに

「黄金山」で、初めて黄金山の地名が登場したと伝わっています。 

 その昔、黄金山は沖を行く船の安全のために山頂で火を起こし煙をあ

げていました。その火が黄金色をして天を焦すほどだったという説や、島

にかかる夕映えの色が黄金に輝いて見えたという節等、名の由来はロ

マンに満ちて今に語り継がれています。 
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〈極楽寺山〉 

 極楽寺山は標高 693m、広島市佐伯区と廿日市市の境にそびえている名山の一

つです。瀬戸内海の優れた多島景観が見渡せることとモミの原生林によって、昭

和 31 年(1956 年)に瀬戸内海国立公園へ編入されました。極楽寺山の名前は、山

頂近くに真言宗上不見山極楽寺があることに由来します。また、極楽寺の本尊千

手観音にちなみ、観音山とも呼ばれています。 

  

 

 〈絵下山〉 

 山頂からの絵下山公園には展望台・休憩所が設けられており、そこからの眺望は見事です。絵下山の名

前は師僧のもとで修行する僧の意味である「会下」に由来しているといわれています。地元では、地図上

の絵下山を絵下頭(えげがしら)、テレビ塔側を絵下山と呼び、発喜山(ほっきざん)・明神山(みょうじんざん)

と合わせて「矢野三山」と親しみを込めて呼んでいます。矢野三山のひとつである発喜山には、広島湾東

沿岸一帯を領国とした野間氏ゆかりの矢野城址、野間神社のある発喜城址があり、落城の悲話である

「火の玉」伝説などを残しています。 

 

〈安芸小富士〉 

 似島は広島湾の南西に位置し、北側の安芸小富士と南側の下

高山が並んで立つ、周囲 16Km の自然に恵まれた島です。約 1

万 5 千年前まで似島周辺はまだ陸地で、ナウマン象もいたようで

す。その後、海水の流入で 6 千年前頃には、今の島の原形ができ

ています。 

 この島に人々が定住し始めたのは約 360 年くらい前の江戸時代

初期頃と言われ、沖合ではイワシ漁が盛んでした。この島は、明治から太平洋戦争終結までの長い間、戦

争にまつわる重要な役割を担ってきました。それらの軍事遺産を含めて、この島の貴重な自然を守り続け

ていくことが求められています。 

 この島の最高峰である安芸小富士は、富士山に似た優雅な姿で、山林は瀬戸内海国立公園特別地域と

林野庁の風景林に指定されています。登山道沿いには「ミモザ」の群生地があり、登山入門者には最適な

山です。いくつかの登山ルートからは、広島市街地が一望できるなど、さまざまなパノラマが楽しめます。 
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都市 

■商業 

〈紙屋町シャレオ〉 

 広島の中心地、紙屋町に広島初の地下街として平成 13 年（2001 年）にオープンしました。レディスファ

ッションを中心にアクセサリーやバッグ、シューズなどの服飾雑貨から生活を彩る趣味の雑貨や書

籍、コンビニエンスストア、また食事もできるカフェやレストランもあります。 

 シャレオの中心部であるシャレオ中央広場はイベントスペースとして、有料で貸出しも行ってお

り 1年を通して様々なイベントが開催されています。 

 市内電車、アストラムライン、バスセンターとも接続、隣接しており、買物にも便利です。 

〈エールエール〉 

 エールエール A 館は、広島駅南口 A ブロック市街地再開発事業により、平成 11 年（1999 年）年 4 月に

開業した、JR 広島駅南口にある地下 2 階、地上 12 階の商業ビルです。ビル内には、地下 2 階の専門店

街をはじめ、地下 1 階から 11 階までの福屋広島駅前店にはクリ

ニックや理・美容室、ジュンク堂書店なども入っており、広々とした

スペースでゆっくりお買い物が楽しんでいただけます。広島駅と

は地下通路で繋がっており、隣接の広島駅南口地下広場では

様々なイベントが開催されています。また屋上広場からは広島市

の中心街や遠く瀬戸内海まで見渡すことができます。 

 

〈基町クレド〉 

 基町クレド・パセーラは広島市の商業の中心 紙屋町地区に位置し、パセーラ館内では、話題の芸能人・

タレントのイベントが頻繁に開催されたり、来場者が年間 20 万人を超える NTT クレドホールでは様々な催

事が行われるなどエンターテイメントが充実したショッピングセンターです。冬の高さ 15ｍの巨大クリスマス

ツリーは広島の冬の風物詩として定着しています。 

 そごう広島店新館、広島バスセンター、リーガロイヤルホテル広

島と連結しており、原爆ドームに近いことから世界各国の観光客

や県内外からのお客様でいつも賑わっています。 

 授乳室やパウダールームもあり小さなお子様連れでも安心して

お買物を楽しむことができます。 
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〈マリーナホップ、マリホ水族館〉 

 瀬戸内海やヨットハーバー等広島で唯一海に隣接したショッピングモールで、愛犬とショッピングをした

り、海を間近にお食事したり、アクティブライフを応援する専門店でのショッピングや、オフプライスショッピ

ングも楽しむ事ができます。世界遺産・宮島への定期高速船も就航しています。 

 平成 29 年（2017 年）6 月、水族館プロデューサーの中村元 氏の協

力を得て、広島市内唯一の水族館「マリホ水族館」がオープンしました。

生きている水塊をテーマとしており、館内の水槽は瀬戸内の海や渓流、

クラゲ、サンゴ礁の海など 6 つのゾーンで構成されています。そのほ

か、マリホフードホール by るるぶキッチンや、毎日上映している日本最

長級のプロジェクションマッピングも大人気です。 

〈アルパーク〉 

 「アルパーク」は西日本最大の流通経済拠点である広島商工センタ

ー地区に平成 2 年（1990 年）にオープンしました。 

 ファッションからレジャーまで約 150 店舗の専門店をはじめとして、映

画館やスポーツクラブなども揃った、西日本でも有数な「複合型ショッ

ピングセンター」です。 

〈広島本通商店街〉 

 広島本通商店街は中・四国地域を代表する広域型商店街で、一般

に「本通り」という呼称で広く親しまれています。来街者は 1 日平均で

約 10 万人で、東西約 577m・道幅 9～11m の直線型の街区を形成

し、小売業サービス業を始め 200 店舗余からなる商店街です。広島

市の都心部に位置して周辺にはアストラムライン・バスターミナル・市

電等が集中し、デパート・スーパー・大型量販店等と共存して発展を

遂げてきています。 

 平成 29 年（2017 年）6 月、広島カープの黒田博樹元投手の功績をたたえ、記念碑が設置されました。 

〈コイン通り商店街〉 

昭和 40 年代、広島市のベッドタウンとして、大きく発展した五日市の中にあって、国鉄(現 JR)、広電の

線路と造幣局までの間に、年々、商店が立ち並んでいき、昭和 50 年代、イズミ出店を契機に、コイン通り

商店街の前身である『五日市中央通り商店会』が結成されました。平成に入ると周辺地区にも次々と大型

店が出店し、消費者の動向も次第に変化していきました。その様な状況に

対応すべく、平成 2 年（1990 年）に『コイン通り商店街振興組合』として組

織を法人化し、造幣局のある商店街という特色を活かし、愛称を『花 happy

コイン通り』と名付け、花の咲く季節の異なった「あんず」と「はなみずき」を

街路樹として選定したほか、金持稲荷神社や、金持神社の設置、開運モニ

ュメントの設置等「金持神に会える街」づくりを進めています。 
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〈おりづるタワー〉 

 平成 28 年（2016 年）9 月、世界遺産「原爆ドーム」の東側に隣接してオープン

しました。展望スペースから、平和記念公園や一帯に広がる平和と復興した街

並み、晴れた日には宮島までを望むことができます。 

〈ekie(エキエ)〉 

 平成 29 年(2017 年)10 月 29 日に開業した ekie（エキエ）は広島駅の線

路上空及び新幹線高架下に位置するショッピングエリアです。令和元年

（2019 年）10 月 2 日に新たなエリア「ekieKITCHEN」が開業し、グランドオ

ープンしました。 

「ザッカマルシェ」、「ｅｋｉｅ  DINING（ダイニング）」、「ekie DINING 

TERRACE（テラス）」、「エキエバル」、「ｅｋｉｅ おみやげ館」、「ｅｋｉｅ 味彩

通（あじさいどお）り」等の様々なエリアにコンセプトに合った西日本初、中四国初出店店舗や、地元広島の

人気店など約 130 店舗が集結しています。また、旅の醍醐味の一つである土産ゾーンには、広島の定番

商品はもちろん尾道や岡山の名品等、瀬戸内エリアの魅力ある商品をラインアップしています。 

〈THE OUTLETS HIROSHIMA (ジ アウトレット ヒロシマ)〉 

 平成 30 年(2018 年)4 月 27 日、広島西風新都に「THE OUTLETS 

HIROSHIMA(ジ アウトレット ヒロシマ)」がオープンしました。 

 「本格アウトレット×エンターテインメント×地域との出会い」をコンセプ

トに国内外の人気のブランドショップが集積したアウトレットフロアと、瀬

戸内・広島の食文化やライフスタイルを体感できる「食」や、シネマ・アク

ティビティーなど体感型の「遊び」のコンテンツが充実したフロアがあり、一般的なアウトレットモールとは違

った“地域創生型商業施設”となっています。 

 施設は地上 2 階建て延べ床面積 72,000 ㎡の広さを誇り専門店約 200 店が軒を連ねます。1 階にある広

島広域都市圏情報発信拠点 VBASE(ブイベース)では「ザ・広島ブランド」をはじめとした広島広域都市圏

の特産品の紹介や観光スポットやイベント情報、自治体 PR 情報などの情報発信を行います。 

〈バスマチフードホール〉 

 平成 30 年(2018 年)4 月 27 日、広島市内中心部にある「広島バスセ

ンター」に、バスターミナルの利用客向けに食のコミュニケーションスペ

ースとして「バスマチフードホール」がグランドオープンしました。 

 売り場面積が 974 ㎡、バスの待合席の他、客席が 135 席、ピザ・パス

タ店、サラダやコールドプレスジュース専門店、日本酒や麺、丼物を取

りそろえた店舗 7 店(同年 3 月 23 日先行オープン)とお土産物の物販

を行う 3 店が軒を連ねます。 

 その他、急増する外国人向けの観光案内を行うため、「広島バスセンター総合案内所」を設置するととも

に HIROSHIMA FREE Wi-Fi スポットがあります。 
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■交通 

〈世界遺産航路〉 

 乗り換え不要で、平和記念公園から宮島まで直接行くことができる

航路です。2 つの世界遺産を最短時間(約 45 分)で結び、広島の川と

海を船内から満喫することができます。 

 

〈WATER TAXI〉 

 平成 29 年（2017 年）4 月 29 日広島駅徒歩 4 分の川の駅オープンと

同時に就航。 

 川の駅から、「水の都ひろしま」を象徴する川を 12 人乗りの船で遊

覧しつつ、縮景園、平和記念公園までを結びます。 

 

〈雁木タクシー〉 

 広島のまちは、昔から水の都として栄えています。雁木(がんぎ)と

は、舟運が盛んだった江戸時代に発達した階段状の船着場で、新旧

あわせて 400 ヶ所の雁木が街のいたるところに残っています。 

 この雁木を、再び船着場として復活し、小型ボートを運航するのが

川の水上タクシー「雁木タクシー」です。 

 水辺の春を楽しむ「桜クルーズ」や、水の都の歴史を巡るクルーズ

など、広島のまちを水の中から楽しむことができます。 

 

〈路面電車〉 

 100 年を超える歴史を持つ、市民の足。市内を縦横に走っており、観光スポットを訪ねるのにも欠かせな

い交通機関です。国内外から来た珍しい車両も走っており、広島は「動く交通博物館」とも呼ばれていま

す。近年では、乗り降りのしやすい超低床車両も導入されています。 
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〈アストラムライン〉 

 広島市北西部の安川沿いの地域では、昭和 40 年代からの急激な宅地開発による人口の急増に伴い広

島都市圏の中でも特に深刻な交通問題が生じていました。 

 こうした北西部地区の交通問題を抜本的に解消し、さらに、広島都市圏の交通体系を高度で効率的なも

のにするため、地域の交通需要に適応した新しい軌道系の公共交通機関を導入することとし、新交通シス

テムのアストラムラインが平成 6 年（1994 年）8 月 20 日から運行しています。 

 「アストラムライン」という愛称は、日本語の「明日」と英語の「トラム（電車）」を組み合わせて、路線を意味

する「ライン」を加えたものです。「明日に向かって走る電車」「未来に伸びゆく電車」「未来が平和であるこ

とを願って走る電車」などの意味が込められています。 

 本通駅（広島市中区紙屋町二丁目）から広域公園前駅（広島市安佐南区大塚西四丁目）の 18.4ｋｍの区

間を約 37 分で結んでいます。平成 27 年（2015 年）3 月には新白島駅が開業し、ＪＲ山陽本線との乗り換

えが可能になり、より便利になりました。 

〈広島駅〉 

JR 山陽新幹線、JR 山陽本線、JR 芸備線、JR 呉線、JR 可部線の乗換

駅です。その他、「広島電鉄 広島駅電停」「広島空港リムジンバス」に接

続しています。 

 平成 29 年（2017 年）10 月に南北を結ぶ自由通路が開通し、南北の往

来がより便利になりました。 

〈広島港〉 

 広島港宇品旅客ターミナルは、江田島・能美島、似島、宮島や四国の

松山への定期船のほか、瀬戸内海のクルーズ船の発着場として利用さ

れています。広島港から宮島へは瀬戸内シーラインの高速船が出てい

ます。 

〈エキまちループ〉 

 平成 30 年(2018 年)5 月 13 日から広島市中心部において運行が開始された、広島市都心循環バスの

愛称。広島駅南口 1 番のりばを発車し、広島駅～八丁堀間をノンストップで運行、紙屋町・本通り・袋町・

平和大通りの各バス停を経由し、広島駅へ戻るルート

（左回り、右回り）があります。その他、市役所～広島駅

間を平和大通りを経由するルートも運行しています。大人

180 円・小児 90 円の均一運賃で乗車可能。広島駅から

市中心部へのアクセスがますます便利になりました。 
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■道路 

〈西国街道〉 

 江戸時代、山陽道のうち広島藩内の街道を「西国街道」と呼びました。五街道に次ぐ規模を誇り、幅員は

2 間半（約 4.5m）ありました。古代から中世まで、京都と太宰府を結ぶ唯一の大路として文化の大回廊でし

た。江戸開府後は脇街道となりましたが、西国を結ぶ重要な街道として宿駅や一里塚、街道松が整備され

ました。 

 広島藩内の宿駅には、広島城下の東の愛宕町界隈や西の堺町界隈をはじめ、西から玖波、廿日市・海

田市・西条四日市・本郷・三原・尾道があり、参勤交代や多くの交易に利用されました。 

■建築 

〈広島市水道資料館〉 

 広島市水道資料館は、広島市水道発祥の地である牛田浄水場内

に、大正 13 年(1924 年)に建築された送水ポンプ室を改修し、資料館

として整備したもので、レンガ造りの外壁は当時のモダンな面影をそ

のまま伝えています。また、この建物は原子爆弾の爆心地から 2.8 キ

ロメートルの位置にあり、現存する被爆建物として登録されているとと

もに、経済産業省が認定した「近代化産業遺産」にも選ばれており、後世に引き継ぐべき貴重な建物です。 

 館内では、軍事用水道として創設された広島市の当時の暮らしや原爆投下の日も水を送り続けたという

記録資料、その後の発展などの歴史、「名水百選」に選ばれている太田川の豊かな自然やわたしたちの

暮らしとのかかわりを、クイズや映像を通して、わかりやすく、楽しく知ることができます。 

〈広島市環境局中工場〉 

 広島市の吉島地区を南へ進むと突如現れる巨大な施設。この目を見張

る近代的な建築物は実は、ごみ焼却施設です。マイナスイメージのごみ焼

却施設を隠すことなく、前面に押し出した施設です。 

 建物の中央は「エコリアム」という貫通通路が通っており、銀色の配管を

見ながら通路を抜けると正面には海が見えてきます。 

 最新の技術を導入した清掃工場で、建築デザインを世界的に有名な建

築家である谷口吉生氏が設計しました。 

〈広島市西消防署〉 

 建物全面がガラス張りで常設の見学テラスを整備した親しみやすい消防署で

す。建築家山本理顕が設計しました。見学可能日は、平日の 8 時 30 分から 17

時 15 分で、所要時間は約 1 時間です。 
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人物 

■名誉市民 

 広島市では、昭和 37 年（1962 年）から広島市名誉市民条例により、市民又は市に縁故の深い人で、公

共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして市民から深く尊

敬されている人に対し“広島市名誉市民”の称号を贈っています。 

名誉市民（２１名） 

氏名 顕彰年月日 備考 

浅野長武 

（あさのながたけ） 

昭和 38 年

(1963 年） 

12 月 10 日 

私財を寄附、本市の教育文化厚生施設等の建設に貢献(昭和 44 年

(1969 年）死亡） 

佐藤信安 

（さとうのぶやす） 
〃 13 代広島市長として市政の発展に貢献（昭和 39 年(1964 年）死亡） 

森戸辰男 

（もりとたつお） 
〃 

広島大学学長として、地方文化、教育の発展に貢献（昭和 59 年

（1984 年）死亡） 

愛宮真備 

（えのみやまきび） 

昭和 43 年

（1968 年） 

4 月 1 日 

被爆後、ドイツより帰化、原爆の惨禍と世界平和の尊さを国内・外に

訴え、広島平和記念聖堂の建立に貢献（平成 2 年(1990 年）死亡） 

松坂義正 

（まつざかよしまさ） 

昭和 49 年

(1974 年） 

4 月 1 日 

原爆被爆者の救援・障害の調査・研究に貢献（昭和 54 年（1979 年）

死亡） 

田中好一 

（たなかこういち） 
〃 

地域経済、私学教育の振興など社会の発展に貢献（昭和 56 年(1981

年）死亡） 

重藤文夫 

（しげとうふみお） 

昭和 50 年

(1975 年） 

7 月 17 日 

原爆病院（現 広島赤十字・原爆病院）の設置及び被爆患者の治療

など被爆市民の福祉向上に貢献（昭和 57 年（1982 年）死亡） 

永野重雄 

（ながのしげお） 

昭和 55 年

(1980 年） 

4 月 1 日 

産業経済の発展、国際親善の進展に貢献（昭和 59 年(1984 年）死

亡） 

増本量 

（ますもとはかる） 
〃 

インバー及びエリンバー不変鋼に関する新法則並びに新合金の発見

開発により世界金属界に貢献（昭和 62 年(1987 年）死亡） 
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氏名 顕彰年月日 備考 

森本亨 

（もりもととおる） 
〃 

社会福祉の向上、政令指定都市実現に貢献(昭和 62 年(1987 年）死

亡） 

灘尾弘吉 

（なだおひろきち） 

昭和 59 年

（1984 年） 

4 月 18 日 

被爆者援護、教育・文化・スポーツの振興及び福祉の向上、政令指

定都市実現に貢献（平成 6 年（1994 年）死亡） 

織田幹雄 

（おだみきお） 

平成元年

(1989 年） 

7 月 5 日 

広島スポーツ界の競技力向上、スポーツの普及及び振興、第 12 回

アジア競技大会の広島招致、第 1 回ワールドカップマラソン広島大会

の開催に貢献（平成 10 年（1998 年）死亡） 

島原帆山 

（しまばらはんざん） 
〃 

重要無形文化財尺八の保持者（人間国宝）、尺八の指導と演奏活動

を通じ伝統文化の普及及び振興に貢献（平成 13 年(2001 年）死亡） 

原田東岷 

（はらだとうみん） 
〃 

原爆被害者の治療・広島原爆被害者対策協議会の設立に尽力、世

界平和の推進、文化振興に貢献(平成 11 年（1999 年）死亡） 

平山郁夫 

（ひらやまいくお） 

平成 10 年

(1998 年） 

12 月 14 日 

広島市現代美術館、広島市立大学、広島平和研究所の開設、原爆ド

ームの世界遺産一覧表への登録に尽力、文化の振興、平和の推進

に貢献（平成 21 年(2009 年）死亡) 

阿川弘之 

（あがわひろゆき） 

平成 15 年

(2003 年） 

4 月 2 日 

原爆被害と人々の暮らしを描いた作品を発表、文学界に新境地を拓

き、文学界の振興に貢献(平成 27 年(2015 年）死亡） 

井口洋夫 

（いのくちひろお） 
〃 

有機半導体の概念を提示し確立、分子エレクトロニクスに至る広大な

分野を開拓・先導、科学の進展に貢献（平成 26 年(2014 年)死亡） 

新藤兼人 

（しんとうかねと） 
〃 

原爆の悲惨さや核実験による被爆の悲劇をテーマとした作品を通じ

て平和を訴えるなど、映像文化の振興に貢献、本市平和の推進と文

化の振興に尽力(平成 24 年(2012 年）死亡） 

三宅一生 

（みやけいっせい） 

平成 22 年

(2010 年） 

9 月 28 日 

画期的な衣服の概念や斬新な発想で世界的な衣服デザイナーとして

活躍するとともに、「ヒロシマの心」を広く世界にアピールし、芸術文化

の振興や平和の推進に貢献(東京都渋谷区在住） 

森下洋子 

（もりしたようこ） 
〃 

世界的なプリマバレリーナとして活躍するなど日本でなじみの少なか

ったクラシックバレエの定着に尽力し、芸術文化の振興に貢献(東京

都港区在住） 

坪井直 

（つぼいすなお） 

平成 30 年

（2018 年） 

3 月 27 日 

長年にわたる被爆体験証言及び国内外での核兵器廃絶に向けた活

動により平和の推進に貢献するとともに、被爆者援護施策の充実に

も貢献(広島市西区在住) 

 


