広島の歴史
（1）原始・古代
現在、市街地がある太田川下流域は、ほとんど海中にあり、東区の牛田・安芸区の矢
野・佐伯区の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上を中心に、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、安佐北区の口田の中小田古墳群、安佐南区の緑井の宇那木山
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
ると安佐北区の可部や白木などの内陸地域でも古墳の造営が盛んになりました。
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。
安芸国では西条盆地又は安芸郡府中町の地に国府が設けられましたが、平安時代中期に
は府中町にあったとされており、白木町の三田郷などは国府と関係がありました。
律令制度がゆるんでくると、貴族・寺社や皇室は荘園を所有するようになり、８世紀
た

と

末には牛田荘が西大寺領となったほか、可部荘（可部）、三入荘（三入）、田門荘（口田
周辺）などが設けられました。
園地区の山本周辺には、内陸部にあった厳島神社の

当時の太田川河口付近であった

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

かなやま

承久の乱（1221年）後、新たに安芸国守護職となった武田氏は、やがて銀山城に本拠
をおきました。

いち

城下付近は市が立つなど、にぎわいをみせるようになり、政治の中心も府中から銀山
城周辺に移っていきました。南北朝時代に入ると、足利尊氏の誘いに応じた武田氏は、
毛利・吉川・熊谷氏などを味方にし、矢野城などにおいて、反幕府勢力と激しい抗争を
続けました。
室町時代、武田氏は守護職を追われましたが、15世紀の初め、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の搬出してきた土砂によって砂洲や自然堤
防ができ、次第にデルタを形成するようになっていました。
あ

ま

応永４年（1397年）厳島神社領安摩荘（矢野周辺）の付属地として五ケ浦の名がでて
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ました。
すえ

その後、弘治元年（1555年）厳島合戦で陶氏を破り、急速に勢力を拡大していきました。
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。
この広大な領地経営の中心は、毛利氏の本拠地である安芸国高田郡吉田郡山城でした
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。
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（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。
同時に領内各地から家臣を移住
させ、職人や商人を招くなど京
都・大坂に倣い城下町の建設を行
いました。
19年（1591年）城は一応完成を
みせ、輝元が入城し、葦の茂って
いたこの地は一躍城下町となりま
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
城下絵図（安永7〜8年頃（1778〜1779年頃）
）

を図りました。
しかし、福島氏は幕府から広島
ながあきら

城の無断修築の罪で改易され、元和５年（1619年）和歌山から浅野長晟 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、
中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。
まちよ

城下近郊では沿岸地域で綿が、太田川流域では麻苧・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。

ながあきら

みつあきら

つなあきら

つななが

よしなが

むねつね

しげあきら

なお、浅野藩の歴代藩主は、浅野 長 晟 → 光 晟 → 綱 晟 →綱長→吉長→宗恒→ 重 晟 →

なりかた

なりたか

よしてる

ながみち

ながこと

斉賢→斉粛→慶熾→長訓→長勲と続きました。
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（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27k㎡、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、広島の第五師団
に動員命令が下され、広島市街はにわかに臨戦地
の様相を帯びました。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。

広島市で臨時帝国議会が開催され
た仮議事堂（明治27年（1894年））

以後、33年（1900年）の北清事変、37・38年（1904・1905年）の日露戦争と相次ぐ戦争によ
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にはじまり広島高等工業学校、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。
こうして本市はしだい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
ど都市の景観を大きく変貌させました。
市内電車開通を祝う花電車
（大正元年（1912年）
）

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わって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、市の中央部である八丁堀・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。
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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）の合併が実現し
ました。これにより、人口は27万人を超え、６大都市に次ぐ都市となりました。
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ました。10年（1935年）ごろからは産業の近代化
を背景に工業港建設の声が高まり、15年（1940年）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、最盛時約42万人を数え
た本市は一瞬にして焦土と化し、70年間（あるいは75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、資金難
などにより困難をきわめましたが、24年（1949年）８月
６日、我が国最初の特別法「広島平和記念都市建設法」の
施行により、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。
28年（1953年）町村合併促進法、31年（1956年）新市
町村建設促進法施行により、町村合併は全国的機運となり
ました。この動きに呼応し、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

広島平和記念都市建設法の
住民投票のポスター
（昭和24年（1949年）
）

伯郡井口村と合併を行い、翌32年（1957年）には人口40万人を数えるようになりました。
33年（1958年）末の人口は、戦前の最高を突破し、39年（1964年）４月には50万人を
超えました。
また、36年（1961年）の広島空港（現広島西飛
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。
民衆駅として完成した広島駅
）
（昭和40年（1965年）

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
5

機運が高まりました。
本市では、33年（1958年）に「大広島」構想を発表し、その後も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。
43年（1968年）１月、本市と周辺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

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。
49年東部市場及びバスセンターのオープン、50年山陽新幹線の全線開通、54年
（1979年）広島空港（現広島西飛行場）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。
53年（1978年）７月には、基町地区再開発事業を完了し、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、60年（1985年）３月には、佐伯郡五日市町
と合併して人口は100万人を超えました。
平成元年（1989年）には市制施行100周年・広島城築城400年、２年（1990年）には
政令指定都市移行10周年の節目を迎えまし
た。
アストラムラインが開通した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、
また同年12月に原爆ドームの世界遺産一覧表
への登録が決定されました。
９年（1997年）にはグリーンフェスタひろ
しま'97、11年（1999年）には世界音楽祭オ

アジア競技大会開会式の集団演技
（平成6年（1994年）
）

ーガスト・イン・ヒロシマ'99、12年（2000年）には国民文化祭・ひろしま2000と、文
化の祭典を催しています。
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。
17年（2005年）４月には佐伯郡湯来町と合併し、人口は115万人を超えました。
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、また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。
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市域の変遷

白木町

昭48.10.22
昭48.10.22

可部町

安佐町

昭47.4.1
昭47.4.1

昭46.5.20
昭46.5.20

佐東町

高陽町

昭48.3.20
昭48.3.20

湯来町

沼田町

平17.4.25
平17.4.25

昭48.3.20
昭
48.3.20

安古市町

昭46.4.1
昭46.4.1

昭48.3.20
昭48.3.20

園町

安芸町

戸坂村

昭47.8.27
昭47.8.27

昭49.11.1
昭49.11.1

昭30.4.10
昭30.4.10

瀬野川町

三篠町 牛田村 中山村
己斐町 昭4.4.1
昭4.4.1 昭31.4.1
昭4.4.1 昭4.4.1
昭31.4.1

五日市町
昭60.3.20
昭60.3.20

昭4.4.1
昭4.4.1

矢賀村

古田村

熊野跡村

昭4.4.1府中町
昭4.4.1

昭4.4.1
昭4.4.1

井口村

仁保村

昭31.11.1
昭
31.11.1

昭4.4.1
昭4.4.1

草津町

廿日市市

昭48.3.20
昭48.3.20

昭4.4.1
昭4.4.1

昭49.11.1
昭49.11.1

船越町

昭50.3.20
昭50.3.20

海田町

矢野町

仁保島村
字宇品島

熊野町

昭50.3.20
昭50.3.20

明37.9.15
明37.9.15

坂町

仁保村
昭4.4.1
昭4.4.1

凡

例

明治22年（1889年）
4月1日市制施行時の
市域
合併により拡大した
市域
埋立により拡大した
市域
現在の市域界

面積

単位
年

次

全

市

昭和55年（1980年） 675.62
60年（1985年） 736.91
平成20年（2008年） 905.13

中

区

14.74
14.74
15.34

東

区

39.77
39.77
39.38

南

区

西

23.92
24.25
26.09

資料：国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
注 各数値は、当時の市域によります。

区

34.49
35.03
35.67

安佐南区 安佐北区
117.24
117.24
117.22

352.11
352.11
353.35

安芸区
93.35
93.92
94.01

k㎡

佐伯区
−
59.85
224.07

（各年10月1日現在）
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各区の概要
（1）中区

ふれあい・にぎわい・やすらぎに抱かれたデルタの創造

太田川河口デルタ地帯の中央部に位置し、東は京橋川、西は天満川と接しており、区
の中央には元安川と本川（旧太田川）が流れています。面積は15.34k㎡、人口は
126,019人です。
中心部は、広島広域都市圏や広域経済圏の中心でもあり、紙屋町、八丁堀地区におい
てデパート、地下街、専門店等の商業施設や官公庁、銀行、企業の本・支店などが集積
しており、バスセンター、市内電車、そして地下を走る新交通システム（アストラムラ
イン）が多様な都市活動を支えています。
中央には平和記念公園や中央公園、平和大通りなどがあり、国際平和文化都市・広島
の象徴として個性のある都市景観を形成しています。
北部は、高層アパートを中心とした住宅街で、中央部の東側には歓楽街があり、周辺
部の十日市、舟入、吉島、千田などの地区では、住宅や商業および都市型中小企業が混
在し、南端の江波地区では、カキの養殖が行われています。

（2）東区

みどり豊かな出会いとふれあいのまち−東区

東区は都心市街地の北東に位置し、北東〜南西に細長い地形で、全体的に丘陵や山麓
が多く自然の緑地に恵まれた地域です。
また、陸の玄関であるＪＲ広島駅新幹線口に隣接し、北東部には山陽自動車道広島東
インターチェンジを擁し、広域的な交通条件にも恵まれています。面積は39.38k㎡、人
口は121,585人です。
地域構造としては、業務地と住宅地からなる西地区(尾長、二葉の里、牛田、戸坂、中
山、矢賀)と、住宅地と点在する農地からなる東地区(福田、馬木、温品)に区分されます。
西地区には、ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区に商業ビルやホテルなどが立地する業務市
街地とアストラムライン・ＪＲ沿線に住宅地が形成されています。また、牛田山や二葉
山など都心に近接した緑地空間が広がっており、そのふもと周辺には、国宝不動院金堂
をはじめとする歴史的建造物などの資源も豊富で、これらを結ぶルートは「二葉の里歴
史の散歩道」として市民の散策の場となっています。
東地区は、県道広島中島線沿線の平地部や丘陵地の住宅地と点在する農地からなり、
また、豊かな自然を活かした森林公園など大規模な公園を有するなど、自然とふれあえ
るレクリエーションの場として親しまれています。
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（3）南区

海、川、まちがふれあう

みんなの南区

南区は京橋川以東、猿候川以西のデルタを中心に、北はＪＲ山陽本線を境に、東は青
崎・向洋、南は似島や金輪島などの島しょ部を含む地域で、面積は26.09k㎡、人口は
138,377人です。区域の北部にはＪＲ広島駅、南部には広島港と、広島市の陸と海の二
つの玄関を有しています。
ＪＲ広島駅南口周辺地区は、ＪＲを中心とした交通の結節点であり、中区の紙屋町や
八丁堀地区と並ぶ商業・業務機能の集積を図ることや土地の高度利用による街づくりを
目指して市街地再開発事業が進められています。
一方、広島港を擁する宇品・出島地区は、瀬戸内海の海上交通や、国際交流・交易の
拠点として、整備計画が進められています。
古くから桜の名所として知られる比治山には、自然景観と調和した現代美術館やまん
が図書館があります。
比治山の東側に位置する段原地区は、原爆による被災を免れたものの、道路、公園、
下水道等の公共施設が未整備であったため、再開発事業により、安全で快適な市街地の
形成が進められています。
瀬戸内海に浮かぶ似島は安芸小富士で知られ、恵まれた自然環境のもとで登山や魚釣
りなどのレクリエーション拠点として市民に親しまれています。また、島内の似島臨海
少年自然の家には屋外海水プールが設置されており、豊かな自然の中で学び、体験する
ための場として青少年に利用されています。

（4）西区

川風、潮風、緑の風

交流・創造・ふるさと西区

西区は、市の南西部に位置し、東を天満川、西を八幡川に挟まれた区域で、面積は
35.67k㎡、人口は185,342人です。
区の中央を太田川放水路が流れ、東部は住・工・商の混在地域であり、西部には緑豊
かな山地丘陵からなる住宅地が形成されています。
己斐地区及び横川地区は、交通ターミナル機能・商業機能を活かした地域拠点として、
また、臨海部を埋め立てて造成された西部商工センター地区は、トラックターミナルや
中央卸売市場など一大流通団地及び商業街区を擁し、市の経済・流通の拠点として、そ
れぞれ多心型都市づくりの核に位置づけられ、その発展が期待されています。
東部の中広地区からは、広域拠点である｢西風新都｣（安佐南区）に向けて広島高速4号
線（広島西風新都線）が通じています。
北西部の竜王地区には市中心部を一望できる総合公園（竜王公園）が整備され、太田
川放水路河川敷の運動公園とともに、市民の身近なレクリエーションや憩いの場として
広く親しまれています。
また、南東部の南観音地区では、ウォーターフロントとしてヨットハーバーや商業施
設が整備され、レジャー・レクリエーション空間の形成が進められています。
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（5）安佐南区

夢いっぱい みんなでつくる 安佐南 −人・自然・まち

安佐南区は、広島市域の北西部に位置し、面積は117.22k㎡、人口は225,791人で、広
島市で一番人口の多い区です。
昭和40年代後半から昭和50年代にかけて山地部を中心に大規模な宅地開発が進むとと
もに人口が増大したため、都市基盤整備が急務となり、市の中心部から北西部に至る
園新道・中筋沼田線や、トンネルで両地区を結ぶ高速４号線の開通、中四国地方初めて
の新交通システムアストラムラインの運行など道路交通網が整備されました。
また、広島広域公園のある沼田地区では、「住み」「働き」「学び」「憩う」複合的機能
を備えた、新たな都市拠点である西風新都の整備が進んでいます。
一方、特産の広島菜の栽培などにみられるように、川内地区などは肥沃な農地が多く、
市民への新鮮な野菜の供給地となっています。
都市化が進んだとはいえ、周辺には緑豊かな自然が多く残っており、こうした環境の
なか大学や高校など多くの文教施設もあり、文教地区としての一面も有しています。

（6）安佐北区

水と緑

みんながふれあい輝くまち

安佐北区は、市の最北部に位置し、面積は353.35k㎡で、東西に32.2km、南北に
19.7kmの広がりを持ち、8区の中で一番広く、市域の約4割を占めています。人口は
155,360人で、8区の中で3番目となっています。広島市と合併した旧安佐郡北部の安佐
町、可部町、高陽町、旧高田郡白木町からなり、山地が多く、低地は、太田川、三篠川
沿いに形成され、この低地に隣接して丘陵地がある緑豊かな自然環境に恵まれた区です。
区内には雄大な山容と展望を誇る白木山（889.3m）をはじめ、標高600m以上の高山が
数多く連なっています。
主な水系としては、太田川、根谷川、三篠川があり、これらの川は広島市の主要水系
の一つとして上水道にも利用されており、夏は鮎漁が盛んです。
区内の丘陵地は、大規模な工業団地やベッドタウンとしての住宅団地の開発が行われ、
このような都市化が進む一方、周辺地区では、安全で高品質な収益性の高い野菜、花き
等、特長ある農畜産物の開発・普及を行い、高付加価値型農業の展開を図っています。
また、区内には自然を生かした安佐動物公園や青少年野外活動センターなどがあり、
広く市民に親しまれています。
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（7）安芸区

水と緑と心輝く伸びゆくまち

安芸区

市の東部に位置し、旧安芸郡の瀬野川町・熊野跡村（現在の阿戸町）・船越町・矢野
町からなり、面積は94.01k㎡、人口は80,006人です。
瀬野川地区は、国道2号沿いに自動車や食品関係の工場が立ち並び、山間部では田園風
景と新旧の住宅地をみることができ、新規の大規模住宅団地に住宅の建築が進んでいま
す。
阿戸地区は、面積の大部分が山林と農地で占められ、熊野川を中心に静かなたたずま
いをみせるまちで、農業振興地域となっています。
船越地区は、安芸区で最も人口密度の高い地区で、沿岸部の工業地区と山地部寄りの
住宅地区からなっています。
矢野地区は、平地部は昔ながらの住宅地、丘陵部は新興の住宅団地となっています。
また、沿岸部では、完成した工業団地へ企業が進出しています。

（8）佐伯区

海・山・川・人がふれあい築くまち佐伯区

市の西部に位置し、東は西区、安佐南区、安佐北区に、西は廿日市市に、北は安芸太
田町に接しています。
面積は224.07k㎡、人口は136,402人で、面積は市内8区中2番目、人口は5番目の規模
を有する区です。
区の南部は、清流八幡川沿いに広がった平野部が、極楽寺山・窓ケ山・鈴ケ峰などの
山々で形成される山地部に取り囲まれています。北部は、太田川水系水内川が東西に貫
流しており、上流では谷あいの平地に集落が点在し、下流はやや広がりを持った河川沿
いの平地に比較的まとまった集落が形成されています。
区の南部には山陽自動車道、西広島バイパス、ＪＲ山陽本線、広島電鉄宮島線、国道2
号が東西に走り、さらに、五日市旧港埋立てによる幹線道路の整備などにより、広島都
市圏西部の拠点にふさわしいにぎわいのあるまちづくりが進められています。一方、湯
来地区は、広島の奥座敷として親しまれてきた「湯来温泉」や旧広島藩主浅野氏の湯治
場でもあった「湯の山温泉」をはじめ、緑の山と清らかな水、澄んだ空気に象徴される
恵まれた自然資源を有しています。

（注）各区の面積は、平成20年（2008年）10月1日現在のものです。
各区の人口は、平成20年（2008年）9月30日現在のものです。
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