
ひろしまたてものがたりひろしまたてものがたりひろしまたてものがたりひろしまたてものがたり「「「「100100100100 セレクションセレクションセレクションセレクション」」」」     番号 建物名称 市区町名 1 アーバンビューグランドタワー 広島市中区 2 ＮＴＴクレド基町ビル 広島市中区 3 旧日本銀行広島支店 広島市中区 4 原爆ドーム（旧広島県産業奨励館） 広島市中区 5 市営基町高層アパート 広島市中区 6 世界平和記念聖堂 広島市中区 7 広島アンデルセン 広島市中区 8 広島県庁舎 広島市中区 9 広島県立美術館 広島市中区 10 広島市江波山気象館 広島市中区 11 広島市環境局中工場 広島市中区 12 広島城 広島市中区 13 広島市立基町高等学校 広島市中区 14 広島逓信病院旧外来棟 広島市中区 15 ひろしま美術館 広島市中区 16 広島平和記念資料館 広島市中区 17 福屋百貨店 広島市中区 18 広島市立袋町小学校／まちづくり市民交流プラザ 広島市中区 19 不動院 広島市東区 20 旧中国配電南部変電所 広島市南区 21 旧広島港湾事務所 広島市南区 22 旧陸軍被服支廠倉庫 広島市南区 23 グランドプリンスホテル広島 広島市南区 24 県立広島大学広島キャンパス図書館 広島市南区 25 比治山ホール（放影研宿舎） 広島市南区 26 広島市郷土資料館（旧陸軍糧秣支廠） 広島市南区 27 広島市現代美術館 広島市南区 28 マツダスタジアム（広島市民球場） 広島市南区 29 公団鈴が峰第２住宅 広島市西区 30 広島市西消防署 広島市西区 31 三瀧荘 広島市西区 32 コミュニティほっとスペースぽんぽん 広島市安佐南区 33 学校法人鶴学園なぎさ公園小学校 広島市佐伯区 34 広島市立矢野南小学校 広島市安芸区 35 相原酒造 呉市 36 乙女座 呉市 37 海上自衛隊呉史料館「てつのくじら館」 呉市 38 海上自衛隊呉地方総監部庁舎 呉市 39 旧呉鎮守府司令長官官舎 呉市 40 旧澤原家住宅 呉市 41 呉市音戸市民センター 呉市 42 呉市くらはし温水プール「ウィングくらはし」 呉市 43 呉市上下水道局平原浄水場低区配水池 呉市 44 コンクリート船 武智丸 呉市 45 ダイクレ呉第二工場 呉市 46 両城の階段住宅 呉市 47 大久野島の旧軍施設 竹原市 48 松阪家住宅 竹原市 49 白竜ドーム 三原市 50 三原市芸術文化センター「ポポロ」 三原市  

別表 



  番号 建物名称 市区町名 51 尾道ガウディハウス（旧和泉家別邸） 尾道市 52 尾道商業会議所記念館 尾道市 53 尾道市立美術館 尾道市 54 旧大浜埼船舶通航信号所 尾道市 55 耕三寺潮聲閣 尾道市 56 向上寺三重塔 尾道市 57 浄土寺 尾道市 58 白滝山荘（旧ファーナム住宅） 尾道市 59 みはらし亭 尾道市 60 吉原家住宅 尾道市 61 太田家住宅 福山市 62 神辺本陣 福山市 63 旧マルヤマ商店事務所 福山市 64 対潮楼 福山市 65 磐台寺観音堂 福山市 66 福寿会館 福山市 67 福山城伏見櫓 福山市 68 ホロコースト記念館 福山市 69 まなびの館ローズコム 福山市 70 明王院 福山市 71 森×hako（もり はこ） 福山市 72 翁座 府中市 73 恋しき 府中市 74 府中市上下歴史文化資料館 府中市 75 奥田元宋・小由女美術館 三次市 76 三良坂陶芸学習舎 三次市 77 三楽荘（旧保澤家住宅） 庄原市 78 ヤマモトロックマシン東城工場 庄原市 79 阿多田島灯台資料館 大竹市 80 賀茂鶴酒造 東広島市 81 旧木原家住宅 東広島市 82 旧千代の春酒造 東広島市 83 其阿弥美術館 東広島市 84 時報塔（鐘撞堂） 東広島市 85 酒泉館（旧広島県醸造試験場） 東広島市 86 厳島神社 廿日市市 87 岩惣 廿日市市 88 ぎゃらりぃ宮郷 廿日市市 89 安芸高田市立美土里小学校 安芸高田市 90 海上自衛隊第１術科学校・幹部候補生学校 江田島市 91 海友舎（旧海軍兵学校下士卒集会所） 江田島市 92 多家神社宝蔵 府中町 93 旧千葉家住宅 海田町 94 筆の里工房 熊野町 95 安芸太田町役場筒賀支所 安芸太田町 96 海と島の歴史資料館（大望月邸） 大崎上島町 97 木江の木造建物群 大崎上島町 98 藤原眼科 世羅町 99 小野社会教育施設 神石高原町 100 ビレッジハウス仁吾川 神石高原町  


