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■戦前の都市計画
　Prewar Town 
　Pl anni ng

■広島城下絵図
　（天明年間）
　Map of  Hi roshi ma 
　Castl e Town
　 (c.  1785)

Hi story of  Hi roshi ma Ci ty Town Pl anni ng

都市計画の沿革

戦前の都市計画
Prewar Town Pl anni ng

　広島市は、天正17年に毛利輝元が、広島城の築造に着
手し、その後、城下町として発達した。明治に入り、日
清戦争をはじめ数次の戦争を経て、軍都としての地位が
固まるとともに商工業も大いに繁栄した。しかし、都市
計画的には近代都市としての要件を欠いていたため、都
市計画の必要性は早くから考えられていた。
　大正12年、旧都市計画法の適用を受け、近代的な都市
計画が始まった。都市計画区域（大正14年）をはじめと
して、用途地域（昭和２年）や道路（昭和３年）、公園
（昭和16年）等の重要施設が都市計画として定められた。
　昭和５年から街路事業、昭和16年から公園事業が実施
された。しかし、昭和20年の原爆被災により、これら
都市計画の基礎は、ことごとく灰じんに帰した。

Prewar Town Planning　In 1589,  Terumot o Mori began 
the const ruct ion of  Hiro shi ma Cast le ,  and Hiro shi ma 
therea ft er develo ped as the seat  of  the f eudal lor d's  
government  unt il the Mei j i Rest orat ion .  I n the Mei j i 
era (1868- 1912),  commerce and in dust ry f lo uri shed in 
Hiro shi ma as i t  consoli dat ed i ts  mili t ary posi t ion 
through a number of  wars,  in cl uding the Sino -J apanese 
War of  1894-5.  Neverthele ss,  f rom the viewpoin t  of  
t own planning ,  Hiro shi ma was dest i tut e of  requi si t es 
f or a modern ci ty,  and even th i s earl y,  there was 
acknowledgement  o f  a nee d f or t own planning .
　Hiro shi ma commenced modern t own planning with  the 
appli cat ion of  the ol d Town Planning Law in 1923.  The 
area of  Town Planning Juri sdi ct ion (1925),  Zones f or 
Cert ain Uses (1927)  and i mport ant  f acili t ie s such as 
roads (1928)  and parks (1941)  were designa t ed in the 
t own plan .
　In accordance with  the plan ,  the const ruct ion of  
roads began in 1930 and that  of  parks in 1941.  

■A ■B
■用途地域図
　（昭和2年）
　Zones for Certai n
　Uses (1927)

A

■都市計画道路網図
　（昭和3年）
　Road Network 
　Designated i n 
　Conformi ty wi th 
　Town Pl anni ng
　Law (1928)

B

■戦前の都市計画図
　（昭和15年）
　Prewar Town
　Pl an (1940)
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工業地域
Industrial Zone

凡例 Key

都市計画区域界（大正14年）
Boundary o f  Town Plannin g Jurisdi ction ( 1925)

都市計画道路
Road Desi gnated in Conf ormit y wit h Town Plannin g Law

住居地域
Residential Zone

商業地域
Commercial Zone

未指定地
Area where Land Use Zonin g is not en f orced

路線式商業地域
Commercial Zone in ri bbon pattern
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■原爆による被害
　Damage by
　Atomic Bomb

■広島上空の原子雲
　（昭和20年8月6日
　  午前9:00ごろ）
　Atomic Cloud
　over  Hi roshi ma 
　(about 9 a.  m.  on
　6 August 1945)

Hi story of  Hi roshi ma Cit y Town Pl anni ng

都市計画の沿革

原爆による被害
Damage by Atomic Bomb

　昭和20年８月６日午前８時15分、世界最初の核兵器と
しての原子爆弾が、広島市の上空、約580ｍで炸裂した。
そのエネルギーは、ＴＮＴ火薬15ktに相当すると推測さ
れており、熱線・爆風・放射線及び火災により、焼失面
積約13km2、罹災戸数約７万戸もの被害を及ぼし、昭和
20年末までの死亡者数は、14万人（±１万人）であった
と推定されている。
　通常の建物は、爆心地から約２㎞の範囲において、ほ
ぼ全壊全焼し、その外側の２～３㎞の範囲で、ほぼ半壊
半焼したといわれ、それ以遠でも、小破・中破・部分焼に
及んでいる。また、鉄筋コンクリート造のような堅ろうな
建築物にあっても爆心地付近では相当な被害を受け
た。

Damage by At omic Bomb　At  8. 15 a. m.  on 6 August  1945,  
an at omic bomb,  t he world's  f i rs t  nucl ear  weapon,  
expl oded at  an al t i t ude of  580 met res over  Hi roshi ma.  
I t s energy i s est i mat ed t o have been equi val ent  t o 15 
ki l ot ons of  TNT. An area of  approxi mat el y 13 square 
ki l omet res was reduced t o rui ns;  70, 000 houses were 
damaged and 140, 000 (±10, 000)  peopl e are est i mat ed 
t o have die d by t he end of  1945,  because of  t hermal  
rays,  b l ast  wi nd,  radia t io n a nd resul t i ng f i res.
　I t  i s sai d t hat  wi t hi n an area of  approxi mat el y t wo 
ki l omet res r adi us,  cent er i ng on t he hypocent re,  
ordi nary bui ld i ngs were al most  t ot all y dest royed by 
bl ast  and/or f i re.  Wi t hi n a wi der  area (fr om t wo t o 
t hree ki l omet res fr om t he hypocent re),  bui ld i ngs were 
half  dest royed or  burnt .  However,  even i n areas 
f ur t her  away,  t he bui l di ngs were al so par t i al l y 
damaged or  burnt .  Near  t he hypocent re,  even sol i dl y 
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■復興都市計画
　War Damage 
　Reconstruction
　Plan

■被災区域
　Areas Destroyed 
　by Atomic Bomb

History of  Hi roshi ma Cit y Town Planning

都市計画の沿革

戦後の都市計画
Postwar Town Planning

　第二次世界大戦により罹災した全国の各都市の復興
を早急に実施するため、政府は昭和20年11月に戦災復
興院を設置し、事業の円滑な実施を図るため、昭和21
年９月に特別都市計画法を制定した。
　広島市では昭和21年10月、特別都市計画法の戦災復
興都市としての指定がなされ、道路、公園、土地区画
整理事業が復興都市計画として決定され、戦災復興事
業が実施されることになった。

War  Damage Reconst ruct i on Pl an　The J apanese 
gover nment  est abl i shed t he War  Damage 
Reconst ruct i on I nst i t ut e i n November  1945 t o 
promot e reconst ruct i on of  ci t i es dest royed or  
damaged in World War II,  and enacte d t he Special 
Town Planning Law in September 1946.  I n Octo ber 
1946,  Hiros hima was designate d as a cit y eligi ble 
to recei ve ai d under t he la w, and t hen plans f or 
t he construction of  roads and parks and also lan d 
readj ustment proj ects were designate d as part of  

■復興都市計画の主な内容
     War Damage Reconstruction Plan

名　称　Descr i ption 規　模　Scal e 決定年月日　Date of  Designation

道　路　Roads

公　園　Parks

用途地域　
Zones for Certain Uses

土地区画整理事業
Land Readj ustment Sit es

24路線（82km）　27 r oads (82ki l ometer)

35カ所　35 l ocations 

S. 21.10　October 1946

S. 21.11　November 1946

S. 21.10　October 1946

S. 24. 5　May 1949
3, 263ha (住居地域2, 065ha　商業地域
387ha 準工業地域811ha)
3, 263 hectares ( residenti al :  2, 065 hectares,  commercial :  387 
hectares,  industr i al :  811 hectares)

2カ所（1, 520ha）
2 sit es (1, 520 hectares)

色は山林を示す。
Mountains and woodland

凡例 Key

爆心地
Hypocent re

色は全焼区域を示す。
Area totall y consumed by f i re

色は建物倒壊区域を示す。
Area where buildin gs were d est r oyed

色は川及び海面を示す。
Ri vers and t he s ea

■原子爆弾による建物被害状況
     Anal ysis of  Destruction to Bui l dings by Atomic Bombing

Distance kmm 
hypocentre

距　離

Dist r icts

町　数

Buil dings before 
bombing

被爆前の
建　　物

Heavi l y damaged
bui l dings

半焼、半壊
以上の建物 Percentage of

damaged
bui l dings

被災率

Totall y
burnt

全  焼
戸  数

Compl etel y
destroyed

全  壊
戸  数

■建築物の被害
     Damage to Bui l dings

km

0～1.0
か町

70
戸

19, 667
戸

19, 667
％

100
戸

19, 659
戸

4

1.0～2.0 72 25, 526 25, 222 98. 8 23, 681 932

2.0～3.0 41 19, 551 17, 837 91.2 4, 610 2, 788

3.0～4.0 20 6, 160 5, 126 83. 2 19 76

4.0～5.0 11 2, 737 1, 821 66.5 ー 5

5.0～　　 5 2, 686 474 17.6 ー 13

計 219 76, 327 70, 147 91.9 47, 969 3, 818

昭和21年8月広島市の調査
Surveyed by Hi roshi ma Cit y in August 1946( (

広島県警察部　昭和20年11月30日発表
Fi gures re l eased by Hi roshi ma Prefectural  Pol ice Headquarters on 30
November 1945( (

単 位：戸
Buil ding units( (

Totall y burnt

全　焼
Parti all y burnt

半　焼
Compl etel y destroyed

全　壊
 Parti all y damaged

半　壊
Total

合　計

55, 000 2, 290 6, 280 3, 750 67, 860

■相生橋の復旧工事
　Repai r Work 
　on Aioi  Br i dge



13 14

■被爆後のパノラマ写真（昭和20年10月～21年3月頃）　
　Panoramic View after Bombing（October1945～March1946 ）

■軍事施設が密集する広島城付近（昭和2年）
　Hiro shima Castl e Surrounded by Mil itar y I nstall ations (1927)

■被爆後の広島城付近（昭和20年10月）
　The Same Area after the Atomic Bombing (October 1945)
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工業地域
Industrial Zone

凡例 Key

都市計画区域界（大正14年）
Boundary o f  Town Plannin g Jurisdi ction ( 1925)

都市計画道路（昭和21年）
Road Desi gnated in Conf ormit y wit h Town Plannin g Law ( 1946)　　　　

住居地域
Residential Zone

（昭和24年）
 （1949）

商業地域
Commercial Zone｝

■A ■B
■都市計画道路網図
　（昭和21年）
　Road Network
　Designated in 
　Conformi ty wi th
　Town Planning Law 
　(1946)

A

■都市計画公園・
　緑地配置計画
　（昭和21年）
　Parks and Green
　Tracts Designated
　in Conformi ty wi th
　Town Planning Law
　(1946)

B

■広島復興都市
　計画図
　（昭和24年）
　Hi roshi ma 
　Reconstr ucti on
　Town Plan (1949)
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■広島平和記念都市
　建設法の制定
　Enactment of 
　the Hiroshima Peace 
　Memori al  Ci ty 
　Constructi on Law

■広島平和記念都市
　建設法の運用状況
　The Appl i cati on of 
　Hiroshima Peace 
　Memori al  Ci ty 
　Constructi on Law

History of Hiroshima Ci ty Town Pl anni ng

都市計画の沿革

戦後の都市計画
Postwar  Town Pl anni ng

　広島市の復興は、戦災による税収の激減等で極度に悪
化した財政状況のため、遅々として進まなかった。市は、
国に対し国有地の譲与などの様々な要望を行ったが、国
家財政も破産寸前の状態にあり、さらに国が広島市のみ
に特別な援助を与える根拠もなかったため、これらの要
望は実を結ばなかった。
　このような状況のなかで考え出されたのが、憲法第95
条による特別法の制定であった。多くの関係者の努力の
結果、日本で初めての特別法である「広島平和記念都市
建設法」が、昭和24年5月に衆参両院で可決され、同年
７月の住民投票でも大多数の賛成を得て、原爆投下のま
さに４年後の昭和24年８月６日に公布、施行された。
　同法の制定により、本市を世界平和の象徴として建設
することが国家的事業として確立され、国などの援助の
下で、戦後の復興が本格的に始まった。

Enact ment  of  t he Hi roshi ma Peace Memor i al  Ci t y 
Const ruct i on Law　Wi t h t he sharp decrease i n t ax 
revenue due to war damages and the extremely dire 
f i nanci al  si t uat i on t hat  r esul t ed,  t he ci t y’s 
reconstr uction was delaye d.   Though the city made a 
var i et y of  request s t o t he nat i onal  government ,  
incl udin g the transfer of nationally - owned lan ds to 
the city ,  the requests went unanswered.   The Japanese 
government itself was on the verge of bankruptcy and 
had no basis to provi de Hiroshima with preferential 
assistance .    
　Devise d under these circ umstances was a special la w 
enact ed accordi ng t o t he 95t h ar t i cl e of  t he 
Constit ution ,  the first special le gislation in Japan:  
the Hiroshima Peace Memorial City Construction Law.   
As a res ult of the efforts of many people ,  this la w 
was approved by both the House of Councilors and the 
House of Representati ves in May 1949,  and in July of 
the same year the la w recei ved overwhelming support 
in public referen dum.   The la w was promul gate d and 
went into effect on August 6,  1949,  fo ur years after 
the atomic bombin g.
　With the enactment of the la w,  the reconstr uction 

■広島平和記念都市
　建設法（抄）
　The Hiroshima Peace 
　Memori al  Ci ty 
　Constructi on Law
　 (excerpt)

（目的）
第１条　この法律は、恒久の平和を誠実に実現しよ
うとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市
として建設することを目的とする。
（計画及び事業）
第２条　広島平和記念都市を建設する特別都市計画
（以下平和記念都市建設計画という。）は、都市計
画法第４条第１項に定める都市計画の外、恒久の平
和を記念すべき施設その他平和記念都市としてふさ
わしい文化的施設の計画を含むものとする。
（事業の援助）
第３条　国及び地方公共団体の関係諸機関は、平和
記念都市建設事業が、第１条の目的にてらし重要な
意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とに
できる限りの援助を与えなければならない。
（特別の助成）
第４条　国は、平和記念都市建設事業の用に供する
ために必要があると認める場合においては、国有財
産法第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に
要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を
譲与することができる。
（報告）
第５条　平和記念都市建設事業の執行者は、その事
業が速やかに完成するように努め、少なくとも６箇
月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しな
ければならない。
２　内閣総理大臣は、毎年１回国会に対し、平和記
念都市建設事業の状況を報告しなければならない。
（広島市長の責務）
第６条　広島市の市長は、その住民の協力及び関係
諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成する
ことについて、不断の活動をしなければならない。
（法律の適用）
第７条　平和記念都市建設計画及び平和記念都市建
設事業については、この法律に特別の定がある場合
を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

The Hiroshima Peace Memorial City Construction Law 
(excerpt )
　(Purport of this Law)
Article 1.  I t shall be the obj ect of the present la w 
to provi de for the constr uction of the city of 
Hiroshima as a peace memorial city to symboli ze the 
human i deal of the sincere purs uit of genuine and 
lastin g peace.
　(Plannin g an d Endeavors )
Article 2.
1.  Special town plannin g for the constr uction of 
Hiroshima Peace Memorial City (hereinafter referre d 
to as the Peace Memorial City Construction Plan)  
shall incl ude,  in addition to the plannin g provi ded 
for by Article 1 of the Town Plannin g Law,  plannin g 
of facilities to ins pire the purs uit of lastin g peace 
and such other cult ural facilities as woul d befit a 
peace memorial city .
　(Assistance for En deavors )
Art i cl e 3.  Rel evant  agenci es of  t he nat i onal  and l ocal  
government s shall ,  in li ght of the si gnificance of the 
purpose descri bed in Article I ,  render every possi ble 
assistance to the expedition and completion of the 
Peace Memorial City Cons tr uction En deavors .
　(Special Subsi dies )
Article 4.  As deemed necessary for the execution of 
the Peace Memorial City Construction Endeavors ,  the 
national government may,  Article 28 of the National 
Property Law (Law No.  73,  1948)  notwithstan din g,  
t r ansf er  ordi nary asset s t o t hose l ocal  publ i c 
entities mandate d to bear the expenses require d by 
the constr uction en deavors .
　(Reportin g)
Article 5.  Those engaged in executin g the Peace 
Memorial City Construction Endeavors shall stri ve to 
complete sai d endeavors promptly and shall submit 
progress reports to the Minister of Construction at 
least once e very si x months.
2.  The Prime Minister shall report to the Diet once 
each year on the stat us of the Peace Memorial City 
Construction En deavors .
　(Responsi bility of the Mayor of Hi roshima)
Article 6.  The mayor of Hiroshima shall ,  with the 
cooperation of resi dents and support from rele vant 
organi zat i ons,  est abl i sh a program of  cont i nuous 
acti vity toward completion of the Hiroshima Peace 
Memorial City .

■旧日本銀行
　広島支店の譲与
     Donati on of the Former  
　 Hiroshima Branch of 
    Bank of Japan

 （法第3条による関係諸機関の援助）
　平成12年5月、日本銀行により、「旧広島支店の建物が、
将来国の重要文化財に指定された場合、法の適用により、
土地・建物を広島市に譲与する。それまでの間は、広島
市指定重要文化財に指定された場合は、同法の適用によ
り無償貸与する。」という方針が決定された。
　同年7月、広島市指定重要文化財に指定されたため、こ
れ以降無償貸与されている。
　( The assistance of rele vant agencies in accor dance 
with article 3 )
　In May of 2000,  the Bank of Japan deci ded to donate 
the buil din g and lan d of the former Hiroshima Branch 
to the City of Hiroshima witho ut compensation on the 
condi t i on t hat  t he bui l di ng be desi gnat ed as a 
national important cult ural property .   I t was so 
desi gnate d in July 2000 and the property was conceded 

■広島ビッグ
　ウェーブと牛田浄水場
　 Hiroshima Bi g Wave and 
　 Ushita Puri f i cati on Pl ant

 （法第4条による国有地の譲与）
　昭和27年から昭和42年にかけて、合計約34. 5haの旧軍
用地が市に譲与された。現在これらの土地は、教育施設、
水道施設、病院等の用地として利用されている。
　( The t r ansf er  of  nat i onal l y- owned l ands i n 
accor dance with article 4 )
　From 1952 to 1967 approximately 34. 5 hectares of 
nationally - owned,  former military lan d,  was donated 
to the city .   At present ,  the lan d is used for 
educational facilities ,  water works plants ,  hospitals ,  

■第1回目の保存
　工事中の原爆ドーム
　The A-bomb Dome 
　Duri ng t he Firs t 
　Preservati on Proj ect

 （法第6条の趣旨に沿った援助）
　昭和42年、平成2年、平成14年と過去3回行われた原爆
ドームの保存工事は、市民等の寄付金を基にして実施さ
れた。
　また、プロ野球広島東洋カープの本拠地である広島市
民球場は、地元財界からの寄付金により昭和33年に建設
された。
　( Assistance conforming to the intentions of article 
6 )
　Preser vation proj ects were underta ken three times ,  
in 1967,  1990,  and 2002,  mostly f unded by pri vate 
donations from citi zens.
   Also ,  the Hiroshima Munici pal Baseball Sta di um,  
home of Hiroshima’s professional baseball team,  the 
Toyo Carp,  was built in 1958 with the donations of 

■平和大橋
   Hei wa- ohashi Bri dge

 （法第3条による国の援助）
　世界的な彫刻家イサム・ノグチが欄干をデザインした
平和大橋は、国の直轄事業により整備された。
　( The assi st ance of  nat i onal  government  i n 
accor dance with article 3)
　The Hei wa- ohashi  Br i dge was const ruct ed under  
di rect  cont rol  of  t he nat i onal  government ,  t he 
railin gs for which were desi gned by worl d- renowned 
scul pt or,  I samu Noguchi .
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History of Hiroshima City Town Planning

都市計画の沿革

■広島平和記念都市
　建設計画
　Hiroshima Peace 
　Memorial City 
　Construction Law Plan

　広島平和記念都市建設法の制定により、広島の都市建
設の基本的な方向性が決定された。法の制定後、新たな
都市計画を立案するため、国の平和文化都市建設協議会
及び戦災復興対策協議会、広島市長の諮問機関の広島平
和記念都市建設協議会及び広島平和記念都市建設専門委
員会などで審議が行われ、昭和27年3月、広島復興都市
計画（昭和21年策定）に置き換わる広島市の新たな都市
計画として、広島平和記念都市建設計画が策定された。
　広島平和記念都市建設法及び広島平和記念都市建設計
画を礎として今日の広島市が築き上げられたが、これら
は今日においても、本市の都市づくりの根幹として、重
要な役割を果たしている。

Hiroshima Peace Memorial  City Construction L aw Plan
　The enactment of  the Hiroshima Peace Memorial City 
Construction Law determined the basic direction f or 
reconstructin g Hiroshima City .  After the enactment,  
t o prepare f or  proposi ng a new t own pl anni ng,  
discussions took place among consultati ve bodies ,  
inclu din g national Peace Culture City Construction 
Council ,  the War Reconstruction Measures Council ,  and 
t wo Mayor’s advi sory bodi es:  t he Commi t t ee f or  
Hiroshima Peace Memorial City Construction ,  and the 
Advi sory Panel  t o Hi roshi ma Peace Memor i al  Ci t y 
Construction .  I n March 1952,  the city enacte d the 
Hiroshima Peace Memorial City Construction Plan as a 
new plan to replace the Hiroshima Reconstructio n City 
Plan (enacte d in 1946).
　To date ,  the City of  Hiroshima has develo ped based 
on the Hiroshima Peace Memorial City Construction Law 
and the Hiroshima Peace Memorial City Construction 
Plan.  They continue to play an important role as the 

■同計画の特徴
　Features of the Plan

　昭和27年に策定された広島平和記念都市建設計画の骨
子は以下のとおりである。
①  原爆の爆心地に近い中島地区に12. 21haの公園を計
画　　し、記念施設平和記念公園として位置付ける。
②  広島城跡を含む基町地区58. 74ha（現在44. 1ha）を
中　　央公園として計画し、リクリエーション施設や文
化　　施設を配置する。
③  本市中央を東西に貫く100m道路を計画し、交通のほ
　　か、リクリエーション、観光、防災に資する。
④  市内を南北に貫く７つの河川（現在６つ）の美を生
　　かすために、河岸緑地を計画する。
⑤  平和記念公園、中央公園、100m道路及び河岸緑地を
　　基盤とし、多数の公園を全市に配置して公園系統を
　　樹立する。
⑥    幹線街路網は碁盤形式を採用する。
⑦  市内に散在する墓地の移転先として、周辺山地部に
　　墓えんを計画する。
⑧  本市はデルタ上に位置し、市街地の大半が満潮面以
　　下であるため、下水道施設の整備には特に留意する。

Features of  the Plan　Hiroshima Peace Memorial City 
Const ruct i on Pl an adopt ed i n 1952 speci f i ed t he 
f ollowin g measures:

1.  To buil d a park of  12. 21 hectares in the Nakaj ima 
District near the hypocenter of  the atomic bomb 
explosion ,  to be desi gnate d as a memorial place and 
calle d the Peace Memorial Par k.

2.  To desi gnate the Motomachi District of  58. 74 
hectares (44. 1hectares at present ),  inclu din g the 
site of  Hiroshima Castle ,  to be calle d Chuo Park,  
and to buil d recreational and cultural f acilities 

in the park.
3.  To lay the 100 meter- wide road which runs f rom 
east to west through the center of  the city ,  to 

cont r i but e t o recreat i on,  t our i sm,  and di sast er  
prevention as well as trans portation .
4.  To plan ri versi de green tracts ,  so as to enhance 

the attractions of  the 7 ri vers (presently 6)  f lowin g 
through the city f rom north to south .
5.  To place many parks throughout the entire city 
in order to esta blish a systematic network of  

parks,  with Peace Memorial Park,  Chuo Park,  100 Meter 
Boule vard,  and the green tracts alon g the ri versi des 
as a f oundation .   
6.  To lay arterial roa ds in a gri d pattern .

7.  To buil d cemeteries in the surroundin g mountain 
areas to which the graves scattere d through the 

戦後の都市計画
Postwar Town Planning

■A ■B
■都市計画道路網図
　（昭和27年）
　Road Network
　Designated in 
　Conformity with 
　Town Planning
　Law （1952）

A

■都市計画公園・
　緑地配置図
　（昭和27年）
　Parks and Green 
　Tracts/Stri ps
　of Recreational
　Land Designated
　in Conformity with
　Town Planning Law
　（1952）

B

■広島平和記念都市
　建設計画図
　（昭和27年）
　Hiroshima Peace 
　Memorial City 
　Construction Plan 
　(1952)

■広島平和記念都市建設計画の主な内容
     Hiroshima Peace Memorial City Constr uction Plan

決定年月日　昭和27年3月
Date of designation:  March 1952

名　称　Descri ption 規　模　Scale

記念施設　Memorial Places

道　路　Roads

下水道　Sewerage

公　園　Parks

緑　地
Green Tracts/Stri ps of Recreational Land

用途地域　Zones for Certain Uses

土地区画整理事業
Land Readj ustment Programs

１カ所（12. 21ha）　1site (12. 21 hectares)

27路線（63km）　27 roads(63 kilometer )

排水区域1, 172ha　1, 172 hectares of sewerage disposal area

78カ所（219. 67ha）　78 lo cations (219. 67 hectares)

8カ所（398. 34ha）その内河岸緑地2カ所（21. 32ha）
8 lo cations (398. 34 hectares) ,  in cl uding 2 green stri ps of
recreational land on the ri ver banks (21. 32 hectares)

3, 644ha (住居地域2, 169ha 商業地域527ha 準工業地域250ha 工業地域698ha)
3, 644 hectares ( residential :  2, 169 hectares,  commercial :  527 hectares,
semi- industrial :  250 hectares,  in dustrial :  698 hectares)

2カ所（1, 520ha）
2 sit es (1, 520 hectares)

工業地域
Industrial Zone

凡例 Key

都市計画区域界
Boundary o f  Town Plannin g Jurisdi ction

都市計画道路
Road Desi gnated in Conf ormit y wit h Town Plannin g Law　　　　

商業地域
Commercial Zone

準工業地域
Semi - industrial Zone

住居地域
Residential Zone
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都市計画の沿革

■復興土地区画
　整理事業
　Reconstruction 
　Land Readjustment 
　Program

　戦災復興事業のうち土地区画整理事業については、原
爆により焼失した半径約２kmにわたる区域の内の面積
1, 322. 5haの区域を二分し、西部を広島県知事が、東部
を広島市が施行することとなった。
　昭和27年に決定された広島平和記念都市建設計画では、
その施行区域は1, 060haに縮小されたものの、焦土と化
した市街地に都市計画の目的である都市の合理化、能率
化、衛生化を具体化し、今日の本市の発展の礎を築き上
げた一大事業といえる。
　この事業の換地処分が終わったのは、昭和47年であっ

Reconstruction Land Readjust ment Program　The atomic 
bomb tot ally  destro yed an area of  t he cit y in a t wo-
ki l omet re radi us.  As a resul t ,  1, 322. 5 hect ares 
wit hin t his area were designated to be reconstructed 
under t he War Damage Reconstruction Pl an.  The area 
was di vided into t wo parts f or a l and readjust ment 
program. The Governor of  Hiros hi ma Pref ecture was 
responsi bl e f or  i mpl ement i ng t he program i n t he 
western part and t he Mayor of  Hiros hi ma Cit y took 
charge o f  t he e astern part .
　Alt hough scal ed back to cover 1,060  hect ares under 
t he Hiros hi ma Peace Memori al  Cit y Construction Pl an,  
whic h was adopted in 1952,  t he programmes took a cit y 
t hat  had been reduced t o ashes and l ai d t he 
f oundation f or progress by making a bl ue print f or a 

戦後の都市計画
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■A ■B
■区域図（昭和27年）
　Readjustment
　Areas（1952）

A

■立ち退き
　予定家屋
　Houses to
　be Removed

B

■復興土地区画整理事業の概要
     Reconstruction Land Readjustment Plan

0

km

2

N

Western Area Reconstruction Land
Readjustment Area

（481. 1ha）
西部復興土地区画整理区域

Eastern Area Reconstruction Land
Readjustment Area

（579. 0ha）
東部復興土地区画整理区域

凡例 Key

復興土地区画整理区域
Areas where Reconstruction Land Readjustment Programs were im pl emented.

全壊全焼地域
Compl ete l y Destro yed Area ( where houses and bui l din gs were consumed by f ire
immediatel y f oll owin g e xpl osion and where f erroconcrete structures were tota ll y 
destro yed wit h on l y e xterna l  s hell s remainin g)

■事業の進展状況
　（昭和20年）
　Progress of 
　Operations
　 (1945)

（昭和37年）
（1962）

（昭和47年）
（1972）

区　分
Descri ption

西部復興土地区画整理事業
Western Area Reconstruction Land Readjustment Program

東部復興土地区画整理事業
Eastern Area Reconstruction Land Readjustment Program

換地処分
Time of lan d r eallo cation

昭和44年８月（一工区）August 1969 (stage one)
昭和47年１月（二工区）January 1972 (stage two)

昭和45年１月
January 1970

施行者　Impl emented by 広島県知事　Governor of Hiroshima Prefecture 広島市　Hiroshima City

面　積　Area 481. 1ha　481. 1 hectares 579. 0ha　579. 0 hectares

事業年度
Duration

昭和21年度～昭和50年度
1946-1975

昭和21年度～昭和50年度
1946-1975

事業費　Cost 約43億円　￥4, 300 million 約33億円　￥3, 300 million

減歩率　Percentage of lan d set asi de for publi c or commercial use 22. 6％ 23. 6％
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都市計画の沿革

■基町地区
　再開発事業
　Motomachi Distri ct
　Redevelopment
　Program

　広島市の都心部に位置し、爆心地に近い基町地区は、
原爆によって廃墟と化したが、この地区には、戦後急造
された応急的な木造公営住宅と戦災後の社会情勢の混乱
の中で建築された大量の不法住宅が密集し、都心にあり
ながら、近代的な都市機能を整備しつつあった他の地区
から取り残され、都市機能を全く持たない不良住宅地区
を形成していた。
　そこで、この不良住宅を撤去し、基町一帯33. 36haと
隣接する長寿園地区に約4, 570戸を収容できる高層アパ
ートを建設するとともに、芝生の公園、図書館、美術館
を備えた中央公園を整備するための事業として、基町地
区再開発事業を展開した。
　昭和44年から始められたこの事業は、住宅改良事業に
とどまらず、大公園用地を生み出すための大がかりな調
整事業でもあり、本市の戦災復興事業のフィナーレを飾
る象徴的な事業であった。
　この事業が終わったのは昭和53年であった。

Mot omachi  Di st r i ct  Redevel opment  Program　The 
Mot omachi  Di st r i ct  i s l ocat ed i n t he cent re of  
Hiros hima and was tot all y destro yed by t he atomic 
bomb.  After t he war,  many wooden str uct ures were 
erected in t he district as temporary housing .  Some of  
t he buildings were constr ucted by public housing 
aut horities and ot hers were built illeg all y in t he 
post war soci al disorder .  For many years ,  Motomachi 
l agged f ar  behi nd ot her  di st r i ct s i n devel opi ng 
modern f acilities and remained an area of  subst andard 
housing .
　To r emedy t hi s si t uat i on,  t he Mot omachi  
Redevel opment  Program proposed const ruct i on of  
approximatel y 4,570  housing units in a series of  
multi - store yed f l ats .  Redevelopment was pl anned on a 
33.36  hect are tr act of  l and in t he district as well 
as on l and in t he Choju en District ,  whic h adj oins 
Motomachi .  The proj ect also called f or t he creation 
of  Chuo Park wit h extensive greenery,  a li brary and 
an art m useum.
　Constr uction began in 1969.  The proj ect was a 
massive undert aking and its completion in 1978 marked 

戦後の都市計画
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■A ■B
■河岸の不法住宅
　（昭和43年）
　I ll egal Ri versi de 
　Dwellings 
　 （1968）

A

■基町市営住宅
　（昭和45年）
　Motomachi
　Munici pal Housing
   （1970）

B

■基町地区
　（昭和47年）
　Motomachi
　Distri ct
　（1972）

■基町地区
　（平成8年）
　Motomachi
　Distri ct
　（1996）

■基町地区再開発事業の概要
     Motomachi Distri ct Redevelopment Program

事業主体　Authoriti es
広島県、広島市、日本住宅公団、広島県住宅供給公社　
Hiroshima Prefectural Government,  Hiroshima City,  Japan Housing 
Corporation,  the Hiroshima Prefecture Housing Supply Corporation.

事業年度　Duration 昭和43年度～昭和53年度　
1969～1978

事業費　Cost 約260億円 ￥26, 000 million

面　積　Area 33. 36ha 33. 36 hectares

事業前　
Before the proj ect

約2, 600戸 2, 600不良住宅戸数　Number  of  substandard dwel l i ngs

約8, 700人 8, 700地区内人口　Population of distri ct

事業後　
Aft er th e proj ect

約4, 570戸 4, 570計 画 戸数　Planned number of ho using units

約12, 000人 12, 000計 画 人 口 　Estimated population


