
(3) 比治山公園「平和の丘」基本計画  

  の概要について 

平成29年7月14日 
広  島  市 

比治山公園における官民連携による整備や管理・運営の可能性に関する対話に向けた事前説明会 
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構想に掲げたコンセプトごとの整備内容と各施設の概ねの完成時期 

【整備内容】 
 ・ 陸軍墓地 
 ・ 平和へのメッセージ」を記す碑 等 

【整備内容】 
 ・ まんが図書館・御便殿広場 
 ・ 多目的エリア 
 ・ 飲食施設（レストラン） 等 

【整備内容】 
 ・ 展望施設等 

「都市に込められた平和への思い」 
 を共有する場 

「都市に息づく文化・自然の豊か  
 さ」を体験する場 

１ 
コンセプト 

第Ⅰ期 

既存の施設の魅力に磨きをかける
整備 

・ 陸軍墓地 
・ まんが図書館・御便殿広場 等 

第Ⅱ期 

公園の新たな魅力を創出するため
の整備 

・ 多目的エリア  
・ 飲食施設（レストラン） 等        

・ 展望施設等                
・ 「平和へのメッセージ」を記す碑 等  

〔平成29年度・平成30年度〕 

〔平成31年度～平成33年度〕 

〔放射線影響研究所移転後〕 

コンセプトごとの整備内容 

放影研の敷地を活用した新たな施設 
の整備 

「都市の美しさ・復興の力強さ」 
 を実感する場 

各施設の概ねの完成時期 

第Ⅲ期 

２ 
コンセプト 

３ 
コンセプト 



【整備内容】 

(1) 陸軍墓地 

(2) 頼山陽文徳殿 

(3) まんが図書館 
  ・御便殿広場 
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第Ⅰ期 概ねの完成時期 平成29年度・平成30年度  

既存の施設の魅力に磨きをかける整備 

公園の機能をより発揮させるための整備 

● 眺望の確保､樹林管理及び植栽  

● 飲食サービス・にぎわい 



第Ⅰ期 概ねの完成時期 平成29年度・平成30年度 

⑴ 陸軍墓地 
   日本人戦没者や広島で亡くなっ 
  た外国人の墓もある陸軍墓地のエ 
  ントランスを整備します。 
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陸軍墓地 

撤去予定の入り口の建屋 

陸軍墓地の整備イメージ 



⑵ 頼山陽文徳殿 
    被爆建物の見学会や被爆樹木の説明会など、被爆の実相を伝える場と 
     して活用するため、その利用環境を整えます。 
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第Ⅰ期 概ねの完成時期 平成29年度・平成30年度  

頼山陽文徳殿の外観 

頼山陽文徳殿の内観 



⑶ まんが図書館・御便殿広場 
      まんが図書館前の広場を整備し、 
    イベントなどを開催します。 
      また、緑陰読書を楽しめるよう、 
    御便殿広場にベンチなどを整備し 
    ます。 
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まんが図書館等の整備イメージ 

第Ⅰ期 概ねの完成時期 平成29年度・平成30年度 

まんが図書館前広場の石段 



公園の機能をより発揮させるための整備 
・園内動線・交通アクセス ・照明 

・樹林管理及び植栽       ・飲食サービス・にぎわい 
・案内サイン                 ・総合インフォメーションセンター 
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第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度  

官民が連携して 
公園の新たな魅力を創出するための整備 

【整備内容】 
(1) 展望施設等               (5) ランニングコース 

(2) 「平和へのメッセージ」を記す碑 (6) ウェルネス施設 
(3) 現代美術館             (7) プレイパーク 
(4) 遊戯施設               (8) レクリエーションエリア 



展望施設等の整備イメージ 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

⑴ 展望施設等 
   四季折々の草花で利用者を出迎える展望庭園を整備するとともに、デル 
    タ市街地の街並みと平和大通りを間近に見ることのできる展望施設を整備 
    します。 
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（現在の第二駐車場） 
⇒展望庭園を整備 

（第三駐車場） 

「平和へのメッセージ」を記す碑 

展望施設 



エレベーター等の整備イメージ 
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（②第三駐車場） 

（③スカイウォーク乗降口） 

（①主要な三つの園路 
  が交わる交差点） 

←まんが図書館へ 

（④現在の第二駐車場） 
⇒展望庭園を整備 

⑴ 展望施設等 
  また、高低差の軽減を図るためエレベーターを整備するほか、総合イン 

     フォメーションセンターを整備します。 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 



9 

⑴ 展望施設等 
  また、高低差の軽減を図るためエレベーターを整備するほか、総合イン 

     フォメーションセンターを整備します。 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

総合インフォメーションセンターほか 

＜整備イメージ＞ 



 
  比治山公園の主要な展望箇所に、広島を訪れた世界  
 の為政者や著名人が残した「平和へのメッセージ」を  
 読むことができる碑を設置します。 
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設置場所の例（ムーアの広場） 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

⑵「平和へのメッセージ」を記す碑 

第Ⅲ期 
昭和28年頃の様子 



⑶ 現代美術館 
     ヒロシマ賞受賞作家の展示等を充実させます。 
     美術館周辺の地形や自然環境を活用したインスタレーションやプロジェク 
 ションマッピングを実施するほか、ユニークベニューやアフターコンベンシ 
 ョンの場として活用します。 
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現代美術館の外観 参加体験型のワークショップの様子 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 



⑷ 遊戯施設 
      園内各所にテーマを持った遊戯施設を 
   分散配置し、園内を回遊して楽しめるよ 
   うにします。 

モエレ沼公園（札幌市） 

 南池袋公園（東京都） 
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第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

第Ⅲ期 第Ⅲ期 
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⑸ランニングコース 
      コースや距離を表示した案内板を整備し、  
   周回型のランニングコースを設定します。 

（例）大濠公園（福岡市）の弾性 
   舗装を用いたランニングコース 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

第Ⅲ期 



ウェルネス施設など 

⑹ ウェルネス施設 
      ウォーキングやランニングなどの健康づくりを楽しむ人々が利用できるシャワー 
   設備や更衣室などを備え、カフェを併設した施設を整備します。 

（スカイウォーク乗降口） 

（現在の第二駐車場） 
⇒展望庭園を整備 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 
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ウェルネス施設など 

⑹ ウェルネス施設 
      ウォーキングやランニングなどの健康づくりを楽しむ人々が利用できるシャワー 
   設備や更衣室などを備え、カフェを併設した施設を整備します。 

（スカイウォーク乗降口） 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

ｳｪﾙﾈｽ施設、総合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ、カフェ等、提案に応じた様々な
機能を有する拠点施設（建物） 

＜整備イメージ＞ 
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⑺ プレイパーク 
      自然との触れ合いの中で、遊具作りや水遊び、泥遊び、木登りなど、子ど 
 もの自由な発想で楽しむことのできるプレイパークを整備します。 
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プレイパークの整備イメージ 

 冒険遊び場 
「もとまち自遊ひろば」の様子 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 
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【参考】「比治山どろんこ大会！」の開催(平成29年6月) 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 



⑻ レクリエーションエリア 
   公園南側の広場と桜の広場に、バーベキュー  
  やデイキャンプ等を楽しめる環境を整備します。  
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2 
1 

2 

1 

第Ⅱ期 概ねの完成時期 平成31年度～平成33年度 

 桜の広場 

 公園南側の広場 



第Ⅲ期 放射線影響研究所移転後 

放射線影響研究所の敷地を活用した新たな施設の整備 

【整備内容】 
(1) 多目的エリア             
(2) 飲食施設（レストラン）  
(3) 「平和へのメッセージを記す碑 
(4) 遊戯施設 
(5) ランニングコース 

公園の機能を 
より発揮させるための整備 

＜平和・芸術文化ゾーン＞ 
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・園内動線・交通アクセス         
・樹林管理及び植栽      
・案内サイン 
・照明 



⑴ 多目的エリア 
       屋外彫刻や芸術性の高い遊具などを設置し、国際交流イベントの開催も検討しま 
    す。また、地産地消の飲食・物販に活用できる回廊状のパーゴラ、音楽イベントや 
    演劇等に利用できるステージ等を整備します。 

第Ⅲ期 放射線影響研究所移転後 
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多目的エリアの整備イメージ 

放影研の外観 



  放影研の職員宿舎である比治山ホールを活用し、上質な空間を持ち、ホールから 
 の眺望をいかせるレストランを誘致します。 
  また、隣接する広場に「平和へのメッセージ」を読むことができる碑を設置します。 
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飲食施設（レストラン）の 
整備イメージ 

⑵ 飲食施設（レストラン） 
⑶「平和へのメッセージ」を記す碑 

第Ⅲ期 放射線影響研究所移転後 

比治山ホール(放影研の職員宿舎) 
の外観 
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第Ⅲ期 放射線影響研究所移転後 

【参考】 
  比治山ホールの内観 
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公園の機能をより発揮させるための環境整備 

【整備内容】  

・園内動線・交通アクセス ・照明 

・樹林管理及び植栽       ・飲食サービス・にぎわい 

・案内サイン                 ・総合インフォメーションセンター 
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＜園内動線・交通アクセス＞ 
① エレベーターの整備 

① 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 
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＜園内動線・交通アクセス＞ 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 

比治山スカイウォーク 

② 

② 現在の第二駐車場（58台）の廃止 

比治山スカイウォーク 

比治山スカイウォーク 

⇒ で接続する 
広島段原ショッピングセンター
駐車場の利用促進 
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＜園内動線・交通アクセス＞ 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 

③ 

③ 
自動車の進入を制限し、 
歩行者専用園路に変更 

③ 
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＜園内動線・交通アクセス＞ 

④ 

④ 退園専用の一方通行 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 
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＜園内動線・交通アクセス＞ 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 

⑤ 

⑤ 来園専用の一方通行 
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＜園内動線・交通アクセス＞ 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 

⑥ 

⑥ 

⑥ 

⑥ 小規模な駐車場等 

荷下ろし用の車寄せ 

小規模な駐車場 

（桜の広場） 
 ⇒レクリエーションエリア 

陸軍墓地 小規模な駐車場 

小規模な駐車場 
車寄せ 
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＜眺望の確保・樹林管理及び植栽＞ 

■眺望の確保 

ムーアの広場 

富士見台展望台 

陸軍墓地 

公園の機能をより発揮させるための環境整備 



公園の機能をより発揮させるための環境整備 
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＜眺望の確保・樹林管理及び植栽＞ 

■散策環境の向上 ■桜の名所の継承 
樹勢の弱っている桜 樹木が生い茂った現代美術館前の園路 

上空まで樹木が生い茂り、薄暗い園路 


