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第１章 計画策定の前提 

第１節 計画策定の沿革と目的 

１ 計画策定の沿革 

中小田古墳群が知られるようになったきっかけは、昭和 36(1961)年に地元の中学生が

第１号古墳の埋葬施設から吾作銘三角縁神獣鏡や玉類を発見したことである。その知ら

せを受け、急遽広島大学の学生等により埋葬施設内の発掘調査が行われた。あわせて第

１号古墳の北側墳裾にある第９号古墳と、第２号古墳埋葬施設の発掘調査が実施された。 

一時期学校建設の計画が浮上し、古墳群の破壊の危機に直面したこともあったが、中

小田古墳群保存の機運が高まりを見せる中で、建設計画は白紙となった。 

これを受け、昭和 54(1979)年に、広島市教育委員会は広島大学文学部考古学研究室と

広島県教育委員会の協力を得て、保存措置を検討するため、古墳群の範囲確認に主眼を

置いた地形測量図の作成と第１号古墳・第２号古墳の主体部の調査を中心とした資料作

成を目的として発掘調査を実施した。この結果、車輪石や勾玉、鉄剣、甲冑など古墳時

代の優れた遺物に加え、新たに古墳６基や弥生時代の土器蓋土壙墓、貝塚などが発見さ

れた。 

昭和 62(1987)年４月から平成元(1989)年３月にかけて、広島市教育委員会は中小田古

墳群の保存、活用に向けた整備の基本的方針を検討するため、有識者で構成される中小

田古墳群基礎調査委員会を設置の上、中小田古墳群の基礎調査を実施した。その結果、

中小田古墳群が国史跡クラスの遺跡であり、これを保存・整備する必要があること、保

存・整備にあたっては、国の史跡に指定し、史跡公園的に整備することが望ましいこと

が改めて認識された。広島市教育委員会はこの基礎調査の成果を踏まえ、平成２(1990)

年３月には「中小田古墳群整備基本構想」を策定した。 

この後、広島市教育委員会は史跡指定に向けて、中小田古墳群の地権者調査や史跡指

定予定範囲の地形測量、地元説明会を実施した上で、平成６(1994)年 12月に、文化庁に

史跡指定申請書を提出した。平成７(1995)年 11 月の文化財保護審議会からの史跡指定

の答申を経て、平成８(1996)年 11月 11日に中小田古墳群が国の史跡に指定されること

となり、同日付け官報に告示された（P42参照）。 

広島市教育委員会は前述の整備基本構想にのっとり、整備案作成に先立ち古墳群及び

その他の遺構の内容を確認するとともに、史跡公園的に整備する部分の遺跡の有無を確

認する目的で、遺構状況確認調査を平成８年度から７か年で実施する計画を策定し、財

団法人広島市歴史科学教育事業団（平成 10年度以降は、財団法人広島市文化振興事業団

と統合し、財団法人広島市文化財団となる）に委託して行った。遺構状況確認調査は広

島大学名誉教授潮見浩氏ほかの指導の下で実施し、調査終了後の平成 15 年度に調査報

告書を作成した。 

中小田古墳群の史跡指定範囲の土地は里道を除き民有地であった。広島市教育委員会

は史跡の指定に伴い文化財保護法の規定により現状変更行為が制限され、財産権に制約

が課されることになることや、今後、遺構の保存と史跡の保存及び活用を図る上で、整

地、修景、復原等の環境整備を行う必要があることなどを勘案し、文化庁からの指導も

踏まえ、平成 11年度から史跡指定範囲の土地の公有化を進め、平成 16年度に公有化は

完了した。 

しかしながら、平成 16(2004)年２月に広島市が定めた「大規模プロジェクトに関する
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方針について」により、中小田古墳群の保存整備が当面凍結され、史跡西側周縁部の住

宅地等に近接する箇所の防災工事が実施されることになった。 

その後、広島市は安佐市民病院の移転に絡み、安佐北区高陽地域から史跡中小田古墳

群の整備を求める提言が出されたことを受け、平成 28(2016)年 10 月に防災工事完了後

速やかに古墳群の保存整備に着手する方針を決定した。 

広島市は整備案作成に先立ち、平成 28年度と平成 29年度において、遺構状況確認調

査が未実施の第７号・第８号・第 11号・第 12号古墳について、公益財団法人広島市文

化財団に委託して行った。 

そして、これまでの発掘調査の成果を基に、「史跡中小田古墳群総括報告書」（広島市

教育委員会、公益財団法人広島市文化財団 2020年）を策定し、遺跡全体・各古墳の規

模・構造、古墳群の時期的変遷、古墳群の性格、古墳群の歴史的評価及び古墳以外の遺

構の評価を総括した。 

こうした調査結果などを踏まえ、史跡中小田古墳群を将来にわたって確実に保存し、

有効に活用するため、保存活用計画を策定する必要がある。 

 

２ 計画策定の目的 

中小田古墳群は史跡の指定後平成 16 年度にかけて公有化を行い、広島市が管理して

いるが、西側周縁部における防災工事や近隣住宅に影響を及ぼさないための樹木せん定

などの維持管理行為しか行われてこなかった。 

史跡指定から 20年以上が経過し、平成 30(2018)年 7 月の西日本豪雨災害により東側

斜面の一部が崩落したほか、樹木の根や大雨による遺構の一部き損、墳丘やその周辺に

おける樹木や下草の繁茂などがみられる。また、史跡指定地内の歩行者動線（里道）は、

防災工事により法面が近接し転落の危険のある箇所や倒木・草の繁茂、地面の凹凸や急

勾配により、歩きにくい区間などが存在し、史跡の保存・活用上改善すべき問題点や課

題が指摘されている。 

また、中小田古墳群が古墳時代のみならず弥生時代や中世の遺跡も存在する複合的な

文化財である特性を生かした、教育・文化や観光・交流の推進、地域の活性化に向けた

更なる活用が期待されている。 

こうしたことを踏まえながら、中小田古墳群の保存状態や管理・活用状況等の現状と

課題を整理し、保存・活用に向けた考え方や方針・方法、必要な施策・事業等を定め、

その具体化につながるよう、「史跡中小田古墳群保存活用計画」を策定するものである。 
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第２節 計画の対象とする区域 

本計画の対象とする区域を、次のように設定する。 

なお、史跡の保存に関しては、下記に示す主たる計画対象区域において取組の方向性・

方法などを明らかにする。一方、活用を検討する範囲は、主たる計画対象区域やその周

辺（関連する計画対象区域）とともに、より広い範囲で文化財等のネットワークについ

て検討する。 

■史跡指定地（主たる計画対象区域） 

○本計画の中心的な対象は史跡指定地である。 

□史跡指定地の周辺（史跡指定地外：関連する計画対象区域） 

○史跡指定地の隣接地・近接地を関連する計画対象区域と位置付ける。 

・関連する計画対象区域は、明確な区域は設定しないが、概ねの範囲は、北側は都

市計画道路中筋温品線付近まで、西側は JR 芸備線及び主要地方道広島三次線付

近までとする。 

・南側、東側の山地部（森林）については、範囲は設定せず、一定の広がりを想定

する。 

さらに、計画の策定においては、より広い範囲において中小田古墳群を軸とした文化

財等のネットワークづくりなどを検討する。 

 

＜主たる計画対象区域と関連する計画対象区域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広域的な検討対象＞ 

○文化財等のネットワークづくりの検討など 

図 1-1 計画対象区域等の構成 
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第３節 計画期間 

本計画の計画期間は、令和３(2021)年度から令和 12(2030)年度の 10か年とする。 

 

第４節 調整会議の設置・経緯 

１ 調整会議の設置 

本計画は「広島市史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議」（以下、「調整会議」

という。）を設置し、そこでの協議・意見等を踏まえながら、令和元(2019)年度において

策定する。 

 

広島市史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議 委員名簿    （50音順、敬称略） 

区分 専門分野 氏名 職業等 

委員 
緑化推進 

公園整備 

環境デザイン 

都市地域計画 
今川
いまがわ

 朱美
あ け み

 

広島工業大学工学部環境土木工学科准教授 
広島市緑化推進審議会委員 
広島市都市デザインアドバイザー 

副座長 
記念物 

（史跡） 

日本史 

（中世以前） 
佐竹
さ た け

 昭
あきら

 

広島大学名誉教授 
広島市文化財審議会委員 
広島県文化財審議会委員 

委員 
埋蔵文化

財 
日本考古学 鈴木

す ず き

 康之
やすゆき

 

県立広島大学人間文化学部国際文化学科教授 
旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談
会委員 
広島県文化財保護審議会委員 

委員 
記念物 

（史跡） 
史跡整備 高瀬

た か せ

 要一
よういち

 

元独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研
究所文化遺産部長 
(公財)琴ノ浦温山荘園理事長 

委員 植物学 
生態・環境保

全学 
中越
なかごし

 信和
のぶかず

 

広島大学名誉教授 
福山大学ｸﾞﾘｰﾝｻｲｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ客員教授 
広島市緑化推進審議会委員 
広島市森づくり推進懇談会委員 

座長 
埋蔵文化

財 
日本考古学 野島

の じ ま

 永
ひさし

 
広島大学大学院教授 
広島市文化財審議会委員 

委員 
緑化推進 

公園整備 
造園 福島

ふくしま

 偉人
ひ で と

 

(一財)日本造園修景協会広島県支部副支部長 
(一社)三原観光協会会長 
旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談
会委員 
広島市緑化推進審議会委員 

 

 オブザーバー 

氏 名 所 属 

浅野 啓介 文化庁文化財第二課史跡部門文化財調査官 

沖  憲 明 広島県教育委員会事務局管理部文化財課埋蔵文化財係長 

中山愉希江 広島県教育委員会事務局管理部文化財課指導主事 

高下 洋一 公益財団法人広島市文化財団文化科学部文化財課課長補佐 
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【広島市史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議開催要綱】 

 

 （開催） 

第１条 史跡中小田古墳群の保存活用、整備のあり方について、学識経験者等からの意見を幅広く

聴くため、広島市史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議を開催する。 

 （意見聴取） 

第２条 調整会議において、次に掲げる事項についての意見を聴取する。 

 ⑴ 史跡中小田古墳群保存活用計画に関すること。 

 ⑵ 史跡中小田古墳群整備基本計画に関すること。 

 ⑶ 史跡中小田古墳群整備に係る設計に関すること。 

 ⑷ その他史跡中小田古墳群整備にあたって必要と認められる事項 

 （構成） 

第３条 調整会議は、次に掲げる者の出席をもって開催する。 

 ⑴ 考古学・埋蔵文化財等文化財に関する学識経験者、専門家 

 ⑵ 公園整備、植物学、造園に関する学識経験者、専門家 

 ⑶ その他市長が必要と認める者 

 （座長・副座長） 

第４条 調整会議に座長及び副座長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 座長は、調整会議を進行する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第５条 調整会議は、市長が必要と認めるときに開催する。 

２ 調整会議は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。 

３ 調整会議において、市長は、必要に応じて、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を

求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。 

４ 市長は、史跡中小田古墳群整備に係る計画の策定等にあたって専門的意見を聞く必要があると

きは、座長と協議の上、専門分野に関する委員を招集し、部会を開催することができる。 

５ 部会を開催する際の専門事項の区分及び名称は次のとおりとする。 

専門事項の区分 部会名称 

埋蔵文化財に関すること 埋蔵文化財部会 

保存活用に関すること 保存活用部会 

整備に関すること 整備部会 

 （庶務） 

第６条 調整会議の庶務は、市民局文化スポーツ部文化振興課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に必要な事項は、市民局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年８月１日から施行する。  
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２ 計画策定の経緯 

本計画を策定するに当たっては、２回（令和元年度）の会議と現地調査を実施した。 

（※ 令和２年３月に開催を予定していた３回目の会議は、新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から、書面による意見聴取に切り替えた。）  

 

■第１回史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議 

日 時：令和元(2019)年８月８日（木）14時 00分～16時 30分 

場 所：アステールプラザ４階小会議室⑴ 

＜内容＞ 

○座長・副座長の選任 

○広島市史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議の概要、今後の進め方 

○その他事務連絡等 

 

■史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議委員現地調査 

日 時：令和元(2019)年９月９日（月）14時 00分～17時 00分 

場 所：史跡中小田古墳群、牛田公民館 

＜内容＞ 

○史跡中小田古墳群の現地調査 

○史跡中小田古墳群保存活用計画・整備基本計画策定業務委託仕様書案の意見聴取 

○その他事務連絡等 

 

■第２回史跡中小田古墳群保存活用・整備検討調整会議 

日 時：令和２(2020)年２月６日（木）14時 00分～17時 00分 

場 所：広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）４階会議室１ 

＜内容＞ 

○史跡中小田古墳群保存活用計画（第１章～第６章）の素案協議 

○今後のスケジュール 

○その他事務連絡等 
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第５節 他の計画との関係 

１ 上位計画・関連計画と本計画との関係 

本計画は、広島市の最上位計画である広島市第５次総合計画、関連計画である広島市

都市計画マスタープラン、広島市緑の基本計画を踏まえて策定した。 

また、中小田古墳群に関しては、「中小田古墳群整備基本構想」（1990年３月）、「中小

田古墳群整備基本計画案」（1996年３月）、「広島市の文化財 第 16集 中小田古墳群」、

「史跡中小田古墳群遺構状況確認調査報告書」（2004年３月）、及び「史跡中小田古墳群

総括報告書」（現在作成中）があり、それらを参考とした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 上位計画・関連計画の概要 

（１）第５次広島市基本計画（広島市基本構想） 

第５次広島市基本計画は本市の将来の都市像とそれを実現するための施策の構想など

を定める広島市基本構想に基づき、基本構想を達成するための施策の大綱を総合的・体

系的に定める長期計画である。この構想と計画は平成 21(2009)年 10 月に改訂及び策定

された。 

第５次広島市基本計画において、本史跡に関わる施策としては、次の事項を示してい

【最上位計画】 

広島市基本構想 

平成 21(2009)年 10月 16日、市議会の議決を経て改訂 

第５次広島市基本計画 

平成 21（2009）年 10月 16日、市議会の議決を経て決定 

計画期間：平成 21(2009)年度から平成 32年度(令和２(2020)年度)まで 

※平成 32年（以降）は令和に読み替える（以下同様） 

※現在、広島市基本構想及び基本計画を改訂中…改訂作業を踏まえ、「史跡中小田古墳群保

存活用計画」の策定を図る（改訂作業との調整など） 

 

史跡中小田古墳群 

保存活用計画 

（2020年策定予定） 

 

【上位計画】 

広島市教育振興基本計画 

 平成 30年３月時点修正 

計画期間：令和２（2020）年度 

まで 

 

調
整
・
整
合 

図 1-2 計画の位置づけ（上位計画、関連計画等との関係） 

＜関連計画＞ 
広島市都市計画マスタープ

ラン 

平成 25(2013)年８月改訂 
 
広島市緑の基本計画 
平成 23（2011）年 1月改訂 

 
広島市景観計画 
平成 26(2014)年７月策定 
 

※改訂時には「史跡中小田古

墳群保存活用計画」と調整・

整合を図る 

整合 広島市基本構想・基本計画 
（下記の策定時の構想・計画） 

【上位計画・関連計画】 

中小田古墳群整備基本構想 

 平成２(1990)年３月策定 

中小田古墳群整備基本計画案 

平成８(1996)年３月策定 
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る。 

○歴史・文化を生かしたまちづくりの推進 

・歴史的文化遺産の保存・活用、これらを生かした観光ルートの整備などに取り組

む。 

・社寺等の指定文化財建造物の保存修理など、文化財保護に関する事業の充実を図

るとともに、市民ボランティアの参加も得ながら、史跡中小田古墳群などの文化

財を保存・継承し、活用する。 

 

なお、現在公表されている第６次広島市基本計画案における本史跡に関わる施策は以

下のとおりである。 

 

【文化・スポーツの振興】 

 （文化の振興） 

○伝統芸能・文化遺産の適切な保存・活用とその継承 

史跡広島城跡を始めとする文化財の保存・整備を推進するとともに、伝統芸能・文

化遺産の次世代への保存・継承活動の促進や、広島で長年親しまれ、受け継がれてき

た伝統芸能・文化遺産の魅力発信とその価値を高める活用に取り組む。 

 

【区における住民を主体としたまちづくり活動の充実】 

  （安佐北区） 

○自然や歴史、伝統文化など地域資源を生かしたまちづくり 

豊かな自然や歴史ある寺社・遺跡、神楽・和太鼓などの伝統芸能、きれいな地下水

を利用した酒や醤油等の醸造業など、安佐北区ならではの地域資源を次世代に継承す

るとともに、これらの地域資源を生かしたまちづくりを進める。 

 

（２）広島市教育振興基本計画 

広島市教育振興基本計画は教育基本法第 17 条第２項の規定により定める本市におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画であり、平成 30(2018 )年３月時点で

修正された。 

本計画で文化財（歴史・文化）に関しては、次の施策（取組）を示している。 

○学校教育の充実 

・日本の歴史や文化・伝統に関心を持ち、新しい文化の創造に取り組もうとする意

欲と態度をはぐくむ教育を推進する。 

 

（３）中小田古墳群整備基本構想 

中小田古墳群整備基本構想（以下「整備基本構想」という。）は史跡の整備に関する基

本的考え方や基本方針などをまとめたものであり、平成２(1990)年３月に策定された。 

整備基本構想においては、史跡周辺を含めた約 14.8ha を対象に、古墳群の保存に加

え、古墳を核とした市民の学習活動・文化活動、野外レクリエーション活動の場、及び

憩いの場としての整備を方向付けている。 

なお、社会経済状況の変化や前提としていた史跡北側の都市計画道路中筋温品線の未

整備など、史跡整備を取り巻く環境や条件が異なっている点に留意する必要がある。 
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（４）中小田古墳群整備基本計画案 

中小田古墳群整備基本計画案（以下「整備基本計画案」という。）は整備基本構想を受

け、史跡の総合的整備を実施するための基本計画案であり、平成８(1996)年３月に取り

まとめられた。 

整備のテーマとして「現代と古代のふれあう憩いの場」を掲げ、次の４つの基本方針

を設定している。 

○歴史に親しむことのできる場としての整備を行う 

○自然環境の保全とともに都市景観の構成要素としての整備を行う 

○野外レクリエーションの場としての整備を行う 

○文化財ネットワークの拠点としての整備を行う 

こうした基本方針のもとに、動線計画、造成計画、施設計画、供給・処理設備計画、

植栽計画、管理運営計画などを明らかにしている。 

なお、平成４(1992)年９月に策定された広島市の緑のマスタープランにおいて、中小

田古墳群は史跡指定予定区域及び周辺区域を含め中小田古墳群公園（仮称）の名称で歴

史公園として整備することが位置付けられていたが、その後の見直しにより公園整備の

計画が中止となり、平成 16(2004)年２月に広島市が定めた「大規模プロジェクトに関す

る方針について」により、中小田古墳群の保存整備が当面凍結されたりするなど、その

後の史跡整備を取り巻く環境や条件が変化していることを踏まえ、保存活用計画策定後、

新たに整備基本計画を策定することにしている。 

 

（５）広島市都市計画マスタープラン 

広島市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18条の 2に規定される「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」として、長期的な視点に立った都市づくりの目標やその

実現に向けた方向性を明らかにするものであり、平成 25(2013)年８月に改訂している。 

都市づくりの目標として、活力・魅力・快適性を基軸に「世界に誇れる『まち』広島」

を掲げている。それを実現するため、“市街地の無秩序な拡散を抑制し、公共交通にアク

セスしやすい場所に居住機能、生活サービス機能などを集積する”集約型都市構造への

転換をめざしている。 

本計画で文化財（歴史・文化）に関しては、次のように分野別の方針を示している。 

○地域資源を生かした交流・レクリエーション空間の整備 

・水辺や緑、歴史的資源などの地域資源を生かして、人々が憩い、交流する、魅力

とにぎわいのある都市環境を形成する。 

 

（６）広島市緑の基本計画 

広島市緑の基本計画は、これまでの取組を継続し発展させるとともに、地球温暖化と

ヒートアイランド現象という環境問題へのさらなる対応など新たな課題に対応しつつ、

将来にわたって緑化の推進と緑地の保全を総合的・計画的に推進するため、平成

23(2011)年 1月に改訂している。 

本計画では、広島市の都市像である「国際平和文化都市」を緑の分野で具現化するた

め、その目標（基本理念）として「水・緑・いのちの輝くまち ひろしまの実現」を掲げ

て「世界のモデル都市」をめざしている。 

また、基本理念が実現されたまちの将来像として、次のような姿を描いている。 

○平和を実感できるまち 



- 10 - 

○水・緑を大切にするまち 

○ゆとりとやすらぎが感じられるまち 

○環境をまもり、つくるまち 

中小田古墳群に関しては、次の取組を設定している。 

○多様なレクリエーションが楽しめる公園緑地の整備 

・花の名所となる公園や史跡中小田古墳群を活用した歴史公園など、地域の特性を

生かした公園づくりを行う。 

 

（７）広島市景観計画 

広島市景観計画は、市民、事業者、行政が連携・協働して、本市の目指す「美しく品

のある都市景観」を総合的かつ計画的に実現していくための景観形成の方針やルール、

方策などを体系的に示すものであり、平成 26(2014)年７月に策定している。 

広島市全域を景観区域とし、景観計画重点地区（象徴的、先導的に取組む地区）と一

般区域（景観計画重点地区以外）に区分している。中小田古墳群及びその周辺などは、

一般区域であり、景観づくりの方向性を示している。 

また、建築物・工作物等の届出制度、事前協議制度等により、景観誘導を行うととも

に、景観シンポジウム等の市民意識の醸成に関する取組、地域住民等による景観まちづ

くり活動の促進などに取り組んでいる。 

 


