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第 62 回都市計画全国大会（広島県）
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原爆ドームと元安川（広島市）
原爆ドームは、戦前は「広島県産業奨励館」と称し、広島の特産物などを展示していました。被爆後、誰からともなく市民の間
で「原爆ドーム」と呼ばれるようになり、そして“ノーモア・ヒロシマ”の象徴として世界に知られるようになりました。その後、
風化が進みましたが、寄付金などによる保存工事が行われ、平成 8 年 12 月には、ユネスコの世界遺産として登録されました。また、
そばを流れる元安川により、市内中心部の水辺の景観スポットを巡る河川遊覧船や「原爆ドーム」と「宮島」の２つの世界遺産を
結ぶ「世界遺産航路」が周航されています。
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