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国際平和文化都市 ～世界恒久平和の実現に向けて～
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迎える平和の取組み

被爆の実相に触れてもらい、平和を希求する「ヒロシマの心」を市民社会に共有してもらう

令和元年１１月 ローマ教皇の来訪 印刷機のプライベートプリント



国際平和文化都市 ～世界恒久平和の実現に向けて～
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平和に関する発信力の更なる強化

新たに被爆前の広島の町並みの姿を紹介するほか、原爆投下により一

瞬で廃墟となる様子をコンピュータグラフィックで展示

遺品や被災写真など被爆の事実を直接肌で感じとれる実物資料を中心

とした展示

平和記念資料館再整備
東館 平成２９年４月リニューアルオープン

本館 平成３１年４月リニューアルオープン

被爆前は多くの人々が暮らす町であった旧中島地区の様子と

原子爆弾による被害の実相が分かる遺構を発掘・展示

資料館東館北側において被爆遺構を検出

旧中島地区被爆遺構の展示整備

令和３年度末の展示公開を目指す



行事 ～広島の行事～
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フラワーフェスティバル
（5月3日～5日）

平和記念式典
（8月6日平和記念公園）

とうろう流し
（8月6日元安川）



観光・文化 ～広島の観光名所（世界遺産等） ～

原爆ドーム
（世界遺産）

平和記念資料館
（戦後建築物初の重要文化財）

広島城
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MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島



明治22年 市制施行

昭和20年 原子爆弾により壊滅

昭和24年 「広島平和記念都市建設法」公布

昭和55年 政令指定都市広島誕生

昭和60年 人口100万人突破

平成元年 市制施行100周年

平成6年 第12回アジア競技大会広島開催

平成21年 （新）広島市民球場開設

平成22年 政令指定都市移行30周年

平成23年
松井市長就任
（平成27年再任、平成31年再任）

市の概要 ～広島市ってこんなまち～
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20政令市中第10位の人口を有しています。
人口は、今後緩やかに減少する見込みです。

1,194,833人
（令和3年8月1日推計人口）人口

906.69㎢
（令和2年10月1日現在）面積

平均気温17.1℃
気象

年間降水量2,027㎜

※国立社会保障・人口問題研究所の推計人口（平成３０年推計）

略年表

いわゆる「瀬戸内気候区」に属しており、冬は瀬戸内海に
流れ込む暖流の影響もあり、比較的温和な気候です。

都市名 面積（KM2）

1 浜松市 1,558.06

2 静岡市 1,411.83

3 札幌市 1,121.26

4 広島市 906.69

5 京都市 827.83

… …

面積ランキング

人口推移・推計
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飛行機で広島空港まで

札幌 約2時間

仙台 約1時間30分

東京 約1時間20分

沖縄 約1時間45分

交通アクセス ～広島市ってこんなまち～
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広島市への交通アクセス

札幌

仙台

東京

名古屋新大阪広島市
博多

鹿児島

沖縄

※広島空港から広島市内中心部までリムジンバスで
約50分

仙台 約6時間

東京 約4時間

名古屋 約2時間20分

新大阪 約1時間30分

博多 約1時間

鹿児島 約2時間30分

新幹線で広島駅まで

広島市内交通

自動車専用道路網

鉄軌道系交通機関等

JR新幹線・在来線

広電宮島線・路面電車

広島港航路

高速3号線宇品大橋

広島高速道路

仁保JCT

その他の自動車専用道路

山陽自動車道

新交通シス

テムの長さ

日本一！！

編成数・

年間輸送人員

日本一！！

アストラムライン



市のまちづくり ～200万人広島都市圏構想～
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周辺25市町の連携により圏域内人口２００万人超の維持を目指す

 「ローカル経済圏」の構築

 広域的公共交通網等の

充実・強化

 施策の共同実施や行政資
源の相互利用 など

地方分権・地方創生の
更なる推進 25市町で構成する「広島広域都市圏」



都市再生緊急整備地域等の指定状況

市のまちづくり ～都心の大改造～
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都市再生緊急整備地域
〔広島都心地域〕

特定都市再生緊急整備地域
〔広島駅周辺地区〕

特定都市再生緊急整備地域
〔紙屋町・八丁堀地区〕

「楕円形の都心」のイメージ

印刷機のプライベートプリント



市のまちづくり ～都心の大改造～
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広島駅周辺地区の整備

二 葉 の 里 土 地
区 画 整 理 事 業

A ブ ロ ッ ク
再開発事業

C ブ ロ ッ ク
再開発事業

Ｂブロック再開発ビル

広島駅自由通路

都市再生緊急整備地域

（広島都心地域）

広島市民球場
(マツダスタジアム)

ＪＲ広島駅

B ブ ロ ッ ク
再開発事業

特定都市再生緊急整備地域

（広島駅周辺地区）



市のまちづくり ～都心の大改造～
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広島駅周辺地域の整備

広島駅

紙屋町

八丁堀

南口広場の再整備

駅前大橋ルート

広島駅南口広場整備のイメージ（外観）

循環ルート

広島駅南口広場整備のイメージ（外観）

広島駅南口広場整備のイメージ（内観）



Ｒ２
年度

Ｒ３
年度
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年度

市のまちづくり ～サッカースタジアムの建設～
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基本・実施設計 建設工事

事業者選定

※整備イメージは、今後の設計等により変更となる場合があります。

整備イメージ(鳥瞰)  

整備イメージ(外観)  



市のまちづくり ～旧市民球場跡地を含む中央公園全体の今後の活用～
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３つの空間特性

短期的な取組（イベント・集客ゾーン）

広島城三の丸における
利便施設の整備の検討

※このイメージ図は事業者提案によるものです。今後、関係者との協議等により変更になる場合があります。

N

サッカースタジアム
の建設

イベント広場の整備


