
 

 

 

■ ひろしまたてものがたり「100セレクション」 

別表をご参照ください。  

 

■ 投票イベント実施概要 

投票対象  ひろしまたてものがたり「100セレクション」 

投票対象者 誰でも投票できます 

投票基準等 「ひろしま」の魅力ある建築（「訪れたい」と感じる建物） 

投票期間  平成 26年６月 19日（木）～平成 26年９月 21日（日） 

投票方法  

県ＨＰ上に設置する投票用ページにおいて投票を受付 

 
（アドレス：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/） 

結果発表 上位 30位までを人気ﾗﾝｷﾝｸﾞ「ベスト 30（投票部門）」として発表 

資 料 提 供 
平成 26年６月 10日 
課名：営繕課 
担当：宮地，的場 
電話：082-513-2311 
内線：2311 

ひろしまの魅力ある建築「100セレクション」発表！！ 
― ひろしまたてものがたり第二章が、スタートします！ ― 

広島県では「ひろしまたてものがたり」というプロジェクトを創設し、県内にある建

物の魅力を発信する取り組みを進めています。 
 
第一弾として、魅力ある建築を募集し、多数のご応募をいただきました。 
このたび、ご応募いただいた５００件を超える建物の中から、「訪れてほしい」魅力あ

る建築“１００セレクション”を選定いたしましたので、発表いたします。 
 
引き続き、「ひろしまたてものがたり」イベント第二弾として、この「１００セレクシ

ョン」を対象とした人気投票イベントを、６月１９日から開催いたします。 
ぜひ、取材・ご紹介いただきますようお願いいたします。 



［事業概要］ 

「ひろしまたてものがたり」は，県内に現存する全ての建物を対象に，魅力ある建築を広く募

集した上で，「ひろしま」の魅力ある建築を選定し，内外に広く発信するものです。 

 

○ スケジュール 

平成 25 年度 ・ 魅力ある建築の募集 

（平成 25年 12月 25日～平成 26年２月 28日） 

  

 
・ 委員会による魅力ある建築「100セレクション」の選定 

・ 建物所有者等への説明・承諾等の作業 

  

今回 ・ 「100セレクション」の発表 

・ ＨＰ上において投票イベント実施（６月～９月） 

  

今後の予定 ・ 投票による人気ランキング「ベスト 30（投票部門）」及び 

委員会による「ベストセレクション 30(審査部門)」の発表（10月） 

  

 ・ 選定結果の情報発信（マップ配布等） 

 

○ 選定基準 

「ひろしま」の魅力ある建築 

「魅力ある建築」は，人それぞれの趣味や嗜好により捉え方が異なるため，この「たてものが
たり」では，魅力の指標として，“人の行動に繋がる魅力”である「訪れたい」をキーワード
に，一定の価値を有し，かつ多くの人に「訪れてほしい」（訪れる価値がある）建物を選定し
ます。 

 

○ ひろしまたてものがたり選定委員会名簿 

氏名 所属等 

杉本 俊多 広島大学大学院 教授 

芦原 太郎 公益社団法人日本建築家協会 会長 

藤本 昌也 公益社団法人日本建築士会連合会 名誉会長 

小西 郁吉 一般社団法人広島県建築士事務所協会 副会長 

増田 泉子 中国新聞ちゅーピーくらぶ 事務局長 

高田  真 アーキウォーク広島 代表 

石岡 輝久 広島県 都市技術審議官 

※ 選定委員長 

 

詳細は、県ＨＰや専用 facebookページをご覧ください。 
 

県ホームページ｜ ひろしまたてものがたり  検 索 
 

※ 専用 facebookページ「ひろしまたてものがたり」では、プロジェクトの進行過程を

随時、発信しています。 

 Facebookページアドレス｜http://www.facebook.com/hiroshima.tatemonogatari 

※ 



ひろしまたてものがたり「100 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 三滝荘 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 三良坂町陶芸学習舎 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  
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