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広島城基本構想（案）新旧対照表 

項目 【旧】 広島城基本構想（素案） 【新】 広島城基本構想（案） 修正内容等 

第１章 

 １-１ 

 ⑴ 歴史・文化の発信

拠点としての広島城

の魅力の向上 

…一方で、天守閣は再建から 62年が経過し、

耐震診断調査  を踏まえた建物の耐震性を

確保するための対応が必要な状況にある。 

…一方で、天守閣は再建から 62年が経過し、

耐震診断調査結果を踏まえた建物の耐震性を

確保するための対応が必要な状況にある。 

・耐震診断調査の結果が令和

2 年 3 月に確定したことを反

映し記述を修正 

⑵ 観光拠点としての

魅力向上を通じた都

心のトライアングル

の回遊性の向上 

…これにより、球場跡地を含む中央公園全体

を見据えた活用方策について、具体的に検討を

進められる状況となったことから、令和元年８

月に設置した「中央公園の今後の活用に係る有

識者会議」において議論が行われ、     

  「中央公園の今後の活用に係る基本方針」

策定に向けた作業が進められている。 

…これにより、球場跡地を含む中央公園全体

を見据えた活用方策について、具体的に検討を

進められる状況となったことから、令和元年８

月に    「中央公園の今後の活用に係る有

識者会議」が設置され、令和２年３月には   

  「中央公園の今後の活用に係る基本方針」

が策定された          。 

・「中央公園の今後の活用に

係る基本方針」が令和 2 年 3

月に策定されたことを反映

し記述を修正 

 １-２ 基本構想の位置

付け 

…整備基本計画では詳細に示されていない

事項（かつての三の丸のうち、史跡に隣接する

都市計画道路で囲まれた部分（以下「三の丸」

という。）の施設整備、最新技術の活用、ソフト

面の取組等）に関する方向性を示すなど… 

…整備基本計画では詳細に示されていない

事項（かつての三の丸のうち、史跡広島城跡の

南西角に位置する   部分（以下「三の丸」

という。）の施設整備、最新技術の活用、ソフト

面の取組等）に関する方向性を示すなど… 

・三の丸の位置がよりわかり

やすく伝わるよう記述を修

正 

 …「保存活用計画」を策定することができる

とされていることから、将来的に       

                関係機関

等との協議の下、史跡広島城跡に関する保存活

用計画の策定に向けた議論を行うことも考え

られる。 

…「保存活用計画」を策定することができる

とされ、文化庁からも策定を奨励されているこ

とから、本基本構想の策定と併せて、関係機関

等との協議の下、史跡広島城跡に関する保存活

用計画の策定に向けた検討を行うこととす

る  。 

・史跡内の現状変更を伴う工

事等を行うためには保存活

用計画の策定が必要である

という懇談会委員の意見を

踏まえ記述を修正 

第２章 

２-１中央公園の今後の

活用に係る基本方

針 

２－１ 中央公園の今後の活用に係る基本方

針（素案） 

 中央公園の今後の活用に係る基本方針（素

案）では、中央公園はその様々な特性を生かし 

                      

２－１ 中央公園の今後の活用に係る基本方

針     

 中央公園の今後の活用に係る基本方針    

  では、中央公園は復興のシンボルとして整

備された都市公園であり、市民や国内外からの

・「中央公園の今後の活用に

係る基本方針」が令和 2 年 3

月に策定されたことを反映

し記述を修正 

資料２ 
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項目 【旧】 広島城基本構想（素案） 【新】 広島城基本構想（案） 修正内容等 

                      

                      

   つつ、欧米の成熟した都市の類似例に見

られるようなシンボル的な空間となるよう、３

つの空間特性を備えたものとすることを基本

理念としている。 

来訪者のレクリエーションや文化活動、交流の

場として多くの人々に親しまれていることを

踏まえつつ、欧米の成熟した都市の類似例に見

られるようなシンボル的な空間となるよう、３

つの空間特性を備えたものとすることを    

理念としている。 

 …また、同基本方針（素案）において、広島

城は、                   

    国際平和文化都市の顔として、広島の

歴史を踏まえつつ、質の高い文化・芸術・スポ

ーツを満喫することができる、また発信する空

間である「文化を醸し出す空間」として整理さ

れている。さらにその中でも、広島城の築城か

ら始まった広島の歴史を肌で感じてもらうこ

とができるよう、歴史的な雰囲気を醸し出す中

心的なゾーンである「歴史ゾーン」として整理

されている  。 

…また、同基本方針    において、広島

城は、ひろしま美術館や広島県立総合体育館等

と共に、国際平和文化都市の顔として、広島の

歴史を踏まえつつ、質の高い文化・芸術・スポ

ーツを満喫することができる、また発信する空

間である「文化を醸し出す空間」に位置付けら

れている。さらにその中でも、広島城の築城か

ら始まった広島の歴史を肌で感じてもらうこ

とができるよう、歴史的な雰囲気を醸し出す中

心的なゾーンである「歴史ゾーン」として位置

付けられている。 

・「中央公園の今後の活用に

係る基本方針」が令和 2 年 3

月に策定されたことを反映

し記述を修正 

 

・市議会総務委員会の意見を

踏まえ記述を修正 

 ２-３  

⑴ 「歴史」と「城」の

２大テーマ 

 …城が有した役割や機能を分かりやすく伝

える必要がある。「歴史」と「城」の２大テーマ

に基づく魅力発信を図っていく。 

 なお、平成６年に復元が完了した二の丸復元

建物については、発掘調査の結果を基に木造で

江戸時代の姿に蘇った建物であるが、建物が有

する魅力や城の一部として果たしてきた役割

や機能などを来訪者に十分伝えることができ

ていなかったことから、復元事業の趣旨を生か

す観点からも、               

         

          天守閣は「歴史」、二の

…城が有した役割や機能を分かりやすく伝

える必要がある。              

                

また、平成６年に復元が完了した二の丸復元

建物については、発掘調査の結果を基に木造で

江戸時代の姿に蘇った建物であるが、建物が有

する魅力や城の一部として果たしてきた役割

や機能などを来訪者に十分伝えることができ

ておらず      、復元事業の趣旨を生か

す観点からも、そうした内容を分かりやすく伝

える必要がある。 

こうした視点に立ち、天守閣と    二の

・記述の構成を修正 
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項目 【旧】 広島城基本構想（素案） 【新】 広島城基本構想（案） 修正内容等 

丸復元建物は「城」に関するテーマを主に扱う

という形で、役割分担を図ることとする    

                      

  。 

丸復元建物                 

    で、役割分担を図りつつ、「歴史」と

「城」の２大テーマに基づく魅力発信を図って

いく。 

 ⑵ 広島城の特徴 全国に多数ある城郭と比較すると、広島城固

有の特徴として主に次の３点が挙げられ、取組

を進める上でこれらの特徴を十分活かすこと

が望ましいと考えられる。 

  ①          日本を代表する

平城の一つ 

 ② 広大な水堀の存在          

                 

全国に多数ある城郭と比較すると、広島城固

有の特徴として主に次の 点が挙げられ、取組

を進める上で、これらの特徴を十分活かすこと

が望ましいと考えられる。 

  ① 広大な水堀を有する日本を代表する

平城    

  ② 大天守に小天守二基を連結した壮大

な天守を有し、多数の櫓を配置 

・日本一の平城であることを

強調すべきという懇談会委

員の意見を踏まえ①の記述

を修正 

・「日本を代表する平城」と

「広大な水堀を有する」こと

は意味合いが繋がるため併

記すべきという市民意見№5

を踏まえ、①で併記するよう

修正 

・広島城固有の特徴として市

民意見№6 で挙げられた②を

追記 

第３章 

３-１  

⑵ 主なターゲット 

 予備知識の少ない             

                      

                      

観光客を主なターゲットとして想定する。   

    市民          、観光客の

いずれの来訪者も時間的に制約があることを

考慮し、誰にでも分かりやすく理解が容易に深

められる展示   を目指す。 

観光都市として回遊性の向上を図るため、ま

た広島城が市民に愛され、市民のアイデンティ

ティの拠り所であり続けるよう、外国人を含む

観光客を主なターゲットとして想定しつつ、よ

り多くの市民に訪れてもらえるよう、観光客、

市民それぞれのニーズを十分踏まえた空間づ

くり                    

         を目指す。 

・観光客に予備知識が少ない

とする表現が気にかかると

いう懇談会委員の意見を踏

まえ記述を修正 

・ターゲットは観光客だけで

なく、市民の来訪を促すよう

取り組むべきという懇談会

委員の意見を踏まえ記述を

修正 

 ⑷ 展示の留意点  展示空間のデザインを含め個々の展示物の

展示方法の工夫といった観点にも留意しなが

ら、観光客をはじめとする予備知識の少ない来

 展示空間のデザインを含め個々の展示物の

展示方法の工夫といった観点にも留意しなが

ら、                  来

・観光客に予備知識が少ない

とする表現が気にかかると

いう懇談会委員の意見を踏
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項目 【旧】 広島城基本構想（素案） 【新】 広島城基本構想（案） 修正内容等 

訪者にも分かりやすく、理解が容易に深められ

る展示とする。… 

訪者に 分かりやすく、理解が容易に深められ

る展示とする。… 

まえ記述を修正 

３-２ 

⑵ 主なターゲット 

予備知識の少ない             

                      

                      

観光客を主なターゲットとして想定する。   

    市民          、観光客の

いずれの来訪者も時間的に制約があることを

考慮し、誰にでも分かりやすく理解が容易に深

められる展示   を目指す。 

観光都市として回遊性の向上を図るため、ま

た広島城が市民に愛され、市民のアイデンティ

ティの拠り所であり続けるよう、外国人を含む

観光客を主なターゲットとして想定しつつ、よ

り多くの市民に訪れてもらえるよう、観光客、

市民それぞれのニーズを十分踏まえた空間づ

くり                    

         を目指す。 

・観光客に予備知識が少ない

とする表現が気にかかると

いう懇談会委員の意見を踏

まえ記述を修正 

・ターゲットは観光客だけで

なく、市民の来訪を促すよう

取り組むべきという懇談会

委員の意見を踏まえ記述を

修正 

 ⑶ 天守閣との役割分 

 担 

空調等が整備されておらず    、実物展

示に適さない展示環境であることから     

          、パネル展示、模型や  

  映像演出等を中心とする。 

 

空調等が整備されていないことから、実物展

示については、展示環境の改善を図りながら可

能な範囲で実施しつつ、パネルや  模型の展

示、映像演出等を中心とする。 

 

・歴史文化を学ぶだけでは説

得力がなく、二の丸にも展示

ケースがある程度設置され

るべきという懇談会委員の

意見を踏まえ記述を修正 

 ⑷ 展示の留意点 木造により復元された建物の内観・外観を生

かした展示空間づくりといった観点にも留意

しながら、観光客をはじめとする予備知識の少

ない来訪者にも分かりやすく、理解が容易に深

められる展示とする。… 

木造により復元された建物の内観・外観を生

かした展示空間づくりといった観点にも留意

しながら、                 

  来訪者に 分かりやすく、理解が容易に深

められる展示とする。… 

・観光客に予備知識が少ない

とする表現が気にかかると

いう懇談会委員の意見を踏

まえ記述を修正 

３-３ 

 ⑶ 植栽をはじめとす

る公園環境の改善 

…来訪者が天守閣を眺めながら本丸・二の丸

を快適に歩いて楽しんでもらうことができ、か

つ憩いの場となるよう、           

          植栽や歩道などの公園

環境の改善を着実に進める。 

…来訪者が天守閣を眺めながら本丸・二の丸

を快適に歩いて楽しんでもらうことができ、か

つ憩いの場となるよう、他都市の事例や有識者 

の意見も踏まえながら、植栽や歩道などの公園

環境の改善を着実に進める。 

・庭園として組み立てていく

ことを検討する場合、日本有

数の作庭家に関わってもら

うことを考える必要がある

という懇談会委員の意見を

踏まえ記述を修正 

３-４ 

 ⑵ 

…来訪者のニーズが特に高いと考えられる

機能の導入を検討する。 

…来訪者のニーズが特に高いと考えられる

機能の導入を検討する。 

・城下町といえるような雰囲

気を全体で醸し出すよう整
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項目 【旧】 広島城基本構想（素案） 【新】 広島城基本構想（案） 修正内容等 

  ① 飲食・物販施設 なお、水堀と天守閣を背景としたロケーショ

ンを活かすことや、例えば江戸時代風の意匠と

するなど歴史的深みのある空間づくりの観点

にも留意する。 

                     

                      

                      

        

備するとよいという懇談会

委員の意見や、同趣旨の市民

意見№14～19を踏まえ、空間

づくりの観点に関する記述

を「具体的に導入が想定され

る機能」全体にかかるよう記

述を修正の上、記述位置を移

動 

  ③ 展示空間 …天守閣や二の丸の本格的な展示を見たく

なるよう、来訪者を誘導できるような     

                      

             展示空間づくり

を検討する。 

…天守閣や二の丸復元建物に        

     来訪者を誘導できるよう、天守閣や

二の丸復元建物の展示構成等を踏まえつつ、空

調等の展示環境にも配慮した展示空間づくり

を検討する。 

・三の丸に日本に誇るような

鯱瓦を展示・保存できるよう

な施設・設備を整備できるか

危惧しているという懇談会

委員の意見を踏まえ、記述を

修正 

  ⑤ バス乗降場   三の丸へのアクセス改善及びにぎわい施

設の利用者の利便性向上のため、バス乗降場

の設置を検討する。 

 

                      

                      

                      

                      

    

三の丸へのアクセス改善及びにぎわい施

設の利用者の利便性向上のため、バス乗降場

の設置を検討する。 

 

なお、これらの機能の導入に当たっては、水

堀と天守閣を背景としたロケーションを活か

すことや、例えば江戸時代風の意匠とするなど

歴史的深みのある空間づくりの観点にも留意

する。 

・城下町といえるような雰囲

気を全体で醸し出すよう整

備するとよいという懇談会

委員の意見や、同趣旨の市民

意見№14～19を踏まえ、空間

づくりの観点に関する記述

を「具体的に導入が想定され

る機能」全体にかかるよう記

述を修正の上、記述位置を移

動 

第４章 

 ４-１ 

 ⑵ 指定管理等のあり 

方の検討 

⑵ 指定管理 のあり方の検討 

…ことから、               

                      

            今後の広島城の望

ましい指定管理 のあり方について、他都市の

⑵ 指定管理等のあり方の検討 

…ことから、天守閣、二の丸復元建物及び三

の丸に新たに整備を予定している施設の観覧

料等の設定の考え方も含め、今後の広島城の望

ましい指定管理等のあり方について、他都市の

・三の丸のにぎわい施設の管

理運営の手法は指定管理者

制度に限定されないためタ

イトルを修正 

・広島城全体で管理運営でき
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項目 【旧】 広島城基本構想（素案） 【新】 広島城基本構想（案） 修正内容等 

事例等の調査も進めながら検討する。 事例等の調査も進めながら検討する。 る体制を前提として、本丸・

二の丸に入る時点で料金徴

収するなどの方策も考えら

れるという懇談会委員の意

見を踏まえ記述を修正 

 ４-３周辺施設との連携 浅野家の庭園として広島城と歴史的つなが

りの深い縮景園や              

       広島城に隣接するひろしま美

術館などの周辺施設と連携し、来訪者の回遊性

の向上を図る。 

浅野家の庭園として広島城と歴史的つなが

りの深い縮景園や浅野家の藩祖・長政らが祀ら

れる饒津神社、広島城に隣接するひろしま美術

館などの周辺施設と連携し、来訪者 回遊性の

向上を図る。 

・縮景園、饒津神社は広島城

と極めて関係が深く、連携な

どについて検討すべきとい

う懇談会委員の意見を踏ま

え記述を追加 

 ４-４ アクセス  …          地下道の位置が分

かりづらく、また暗いイメージが伴うなど、広

島城への誘導性が弱い状況にあることから、案

内表示の充実や地下道の美装化に向けて検討

する                         

                      

              。 

 …しかしながら、現状では地下道の位置が分

かりづらく、また暗いイメージが伴うなど、広

島城への誘導性が弱い状況にあることから、案

内表示の充実や地下道の美装化など、「中央公

園の今後の活用に係る基本方針」に示された

「回遊性・アクセス性の向上に関する取組」と

も整合を図りつつ検討を進める。 

・陸上によるアクセスルート

を検討すべきという懇談会

委員の意見を踏まえ記述を

修正 

 ４-６ 最新技術の活用 …他都市の城郭でも進んでいることから、  

                      

    これらの先進事例の調査も進めなが

ら、積極的な活用に向けて検討する。 

…他都市の城郭でも進んでいることから、広

島城内外の回遊性向上や多言語対応などの観

点から、これらの先進事例の調査も進めつつ  

 、積極的な活用に向けて検討する。 

・回遊性向上のため、多言語

対応の観光アプリや VR など

の最新技術の導入が有効で

あるという懇談会委員の意

見を踏まえ記述を修正 

 


