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序  文 

 

 東広島市は、豊かな農地と地理的な好条件から、古来、安芸国の中心の一つとして栄え、

昭和４９年の市制施行後も賀茂学園都市建設・広島中央テクノポリス建設の二大プロジェ

クトを推進し発展を遂げてきました。その長い歴史や伝統は、史跡三ッ城古墳や安芸国分

寺など数多くの遺跡・文化財によって彩られています。 

本市は、地方圏において人口増加が継続している数少ない自治体ですが、その割合は鈍

化しており、少子高齢化の進展も相まって、市内中心部においては人口が増加し周辺部に

おいては過疎化が進展するという二極化の様相を呈しています。過疎化や高齢化の進む地

域では、歴史や伝統文化の担い手が少なくなっているという現実があります。地域で育ま

れてきた歴史文化遺産は、本市の歴史や文化を知る上で欠くことができないものであり、

一度失われてしまうと、二度と再生することができない他に替え難い貴重な財産です。こ

のたび、その大切な本市の歴史・文化遺産を保存するとともに、魅力を発信し、活用する

ために、東広島市歴史文化基本構想を策定いたしました。 

 歴史や文化は、様々な人や事象が複雑に関係しながら形成され、それは絶えることなく

現在にまで影響を及ぼし、今の私たちの社会を形づくっています。本構想は、関連しあう

個々の文化財を事象や地域ごとに結び付け、面として保存・活用を図ることで、それら地

域の人々によって守り伝えられてきた文化遺産を次の世代に適切に継承するとともに地

域を活性化するための基本方針とするためのものです。 

 一方で、本構想は、本市の文化財の新たな保存と活用の指針を示したに過ぎません。本

構想を活用し、市民とともに本市の豊かな歴史文化を活かすことこそが求められるのであ

り、私たちに課せられた次世代への責任の重さを改めて感じるものです。 

 最後に、歴史文化基本構想の策定にあたり、文化庁をはじめ、東広島市歴史文化基本構

想策定委員会委員の各委員のみなさまにご指導、ご鞭撻を賜りましたことをここに深く感

謝いたします。 

 

平成２９年１１月   

東広島市教育委員会教育長  津森 毅 

 



 
 

 

例  言 

１ 本書は、平成２９年度に策定した東広島市歴史文化基本構想である。策定に当たっ

ては、原案を東広島市教育委員会生涯学習部文化課で作成し、東広島市歴史文化基本

構想策定委員会（委員長：戸田常一）において検討・審議を重ねて作成したものであ

る。 

 

 

２ 本書の図 4-3、図 4-4、図 4-5、図 4-6、図 4-7、図 4-9、図 6-1 では、国土地理院の

電子地形図２０万「広島」を下図として使用し、また、図 4-8 は、国土地理院の電子地

形図 25000 を下図として使用した。 

 

 

３ 本書で使用した写真・画像は、特に断らない限り、東広島市が著作権を有する。 

 

 

４ 本書の挿図・表・写真については、章ごとにそれぞれ通し番号を付し、「図 2-2」「表

2-2」「写真 2-2」のように統一した。 

 

 

５ 本書第３章第３節２は、東広島市の委託により、株式会社ビアンシステムズが集計、

整理を行い、まとめたものである。  
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