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ひろしまたてものがたりフェスタ2018開催概要

イベント名称イベント名称イベント名称イベント名称 ひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタ2018201820182018（通称：（通称：（通称：（通称：『『『『たてフェスたてフェスたてフェスたてフェス』』』』））））

開催主旨開催主旨開催主旨開催主旨 地域地域地域地域のブランドの１つとして「建築」がイメージできる場所のブランドの１つとして「建築」がイメージできる場所のブランドの１つとして「建築」がイメージできる場所のブランドの１つとして「建築」がイメージできる場所『『『『ひろしまひろしまひろしまひろしま』』』』

となるよう，県内外の建築に興味を持つ方に，魅力ある建物を，実際となるよう，県内外の建築に興味を持つ方に，魅力ある建物を，実際となるよう，県内外の建築に興味を持つ方に，魅力ある建物を，実際となるよう，県内外の建築に興味を持つ方に，魅力ある建物を，実際

に訪れ，満足してもらい，その魅力を発信してもらうことで，広島のブに訪れ，満足してもらい，その魅力を発信してもらうことで，広島のブに訪れ，満足してもらい，その魅力を発信してもらうことで，広島のブに訪れ，満足してもらい，その魅力を発信してもらうことで，広島のブ

ランドイメージの向上と人材の誘引を図ることをランドイメージの向上と人材の誘引を図ることをランドイメージの向上と人材の誘引を図ることをランドイメージの向上と人材の誘引を図ることを目指して開催目指して開催目指して開催目指して開催

主催主催主催主催 ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会

日程日程日程日程 2018201820182018年年年年11111111月月月月9999日（金）から日（金）から日（金）から日（金）から11111111月月月月11111111日（日）までの日（日）までの日（日）までの日（日）までの3333日間日間日間日間

（（（（関連関連関連関連イベントイベントイベントイベント※※※※：：：：2018201820182018年年年年10101010月月月月1111日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～11111111月月月月30303030日（金）日（金）日（金）日（金）））））

※※※※フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，県内の建物見学会，トークイベント，フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，県内の建物見学会，トークイベント，フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，県内の建物見学会，トークイベント，フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，県内の建物見学会，トークイベント，

パネル展示等パネル展示等パネル展示等パネル展示等

広島広島広島広島市内各所の魅力ある建物で，特別公開やガイドツアー市内各所の魅力ある建物で，特別公開やガイドツアー市内各所の魅力ある建物で，特別公開やガイドツアー市内各所の魅力ある建物で，特別公開やガイドツアーなどなどなどなど

計３２施設で実施。（関連イベント１６施設を含み総計で４８計３２施設で実施。（関連イベント１６施設を含み総計で４８計３２施設で実施。（関連イベント１６施設を含み総計で４８計３２施設で実施。（関連イベント１６施設を含み総計で４８施設）施設）施設）施設）

参加施設数参加施設数参加施設数参加施設数

参加者数参加者数参加者数参加者数 ６，１３６名６，１３６名６，１３６名６，１３６名 （総計（関連イベント含む）１０，８３３名）（総計（関連イベント含む）１０，８３３名）（総計（関連イベント含む）１０，８３３名）（総計（関連イベント含む）１０，８３３名）
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ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会
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役役役役 職職職職 氏 名氏 名氏 名氏 名 所属名・職名所属名・職名所属名・職名所属名・職名

委員長委員長委員長委員長 岡河 貢 広島大学大学院工学研究科 准教授

副委員長副委員長副委員長副委員長 千原 康弘 公益社団法人 日本建築家協会中国支部 広島地域会長

委委委委 員員員員 谷川 大輔 近畿大学工学部 准教授

委委委委 員員員員 杉田 宗 広島工業大学環境学部 助教

委委委委 員員員員 角倉 英明 広島大学大学院工学研究科 准教授

委委委委 員員員員 根本 修平 福山市立大学都市経営学部 講師

委委委委 員員員員 光井 周平 呉工業高等専門学校 准教授

委委委委 員員員員 谷村 仰仕 呉工業高等専門学校 特命准教授

委委委委 員員員員 元廣 清志 公益社団法人 広島県建築士会 会長

委委委委 員員員員 河村 美彦 一般社団法人 公共建築協会中国地区事務局 事務局長

委委委委 員員員員 高田 真 アーキウォーク広島 代表

委委委委 員員員員 平井 亮 国土交通省中国地方整備局営繕部 計画課長

監監監監 事事事事 城戸 宏行 広島市都市整備局 営繕部長

事務局長事務局長事務局長事務局長

会会会会 計計計計

的場 弘明 広島県土木建築局 営繕課長

（2018年６月29日現在）



協賛状況
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ⅠⅠⅠⅠ．運営資金協賛（協賛金・寄付金）．運営資金協賛（協賛金・寄付金）．運営資金協賛（協賛金・寄付金）．運営資金協賛（協賛金・寄付金）

項 目 協賛・寄付者数 口 数 金 額

スポンサー（企業・団体等からの協賛）

（１口 ３０，０００円）

８社 １５口 ４５０,０００円

サポーター（個人からの寄付）

（１口 ３，０００円）

２名 ３口 ９,０００円

合 計 ４５９,０００円

ⅡⅡⅡⅡ．ボランティア協賛．ボランティア協賛．ボランティア協賛．ボランティア協賛

協賛数 内 容

２社

・入場料金割引

・施設利用料金割引 等

ⅢⅢⅢⅢ．ＰＲ協賛．ＰＲ協賛．ＰＲ協賛．ＰＲ協賛

協賛数 内 容

４社

・ホームページでのＰＲ

・ＦａｃｅｂｏｏｋでのＰＲ

・ガイドブックの配布（研修会・取引先等） 等



協賛団体・企業
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イベント概要（１）
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参加施設参加施設参加施設参加施設

イベント項目イベント項目イベント項目イベント項目 施設数施設数施設数施設数

広島市内建物の特別公開やガイドツアー広島市内建物の特別公開やガイドツアー広島市内建物の特別公開やガイドツアー広島市内建物の特別公開やガイドツアー

普段は入ることができない建築物内部等を，自由に見学できる普段は入ることができない建築物内部等を，自由に見学できる普段は入ることができない建築物内部等を，自由に見学できる普段は入ることができない建築物内部等を，自由に見学できる

「特別公開」や建物関係者の解説付きで見学できる「ガイドツア「特別公開」や建物関係者の解説付きで見学できる「ガイドツア「特別公開」や建物関係者の解説付きで見学できる「ガイドツア「特別公開」や建物関係者の解説付きで見学できる「ガイドツア

ーーーー」を実施」を実施」を実施」を実施

２０施設２０施設２０施設２０施設

通常公開建物（広島市内）通常公開建物（広島市内）通常公開建物（広島市内）通常公開建物（広島市内）

通常通りオープンしており，自由に見学ができる建物通常通りオープンしており，自由に見学ができる建物通常通りオープンしており，自由に見学ができる建物通常通りオープンしており，自由に見学ができる建物 １２施設１２施設１２施設１２施設

関連イベント（広島市内）関連イベント（広島市内）関連イベント（広島市内）関連イベント（広島市内）

フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市内の建物フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市内の建物フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市内の建物フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市内の建物

見学会，トークイベント，パネル展示見学会，トークイベント，パネル展示見学会，トークイベント，パネル展示見学会，トークイベント，パネル展示 などなどなどなど

３施設３施設３施設３施設

関連イベント（広島市外）関連イベント（広島市外）関連イベント（広島市外）関連イベント（広島市外）

フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市外の建物フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市外の建物フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市外の建物フェスタ開催期間を含む２か月間に開催する，広島市外の建物

見学会，パネル展示等見学会，パネル展示等見学会，パネル展示等見学会，パネル展示等 などなどなどなど

１３施設１３施設１３施設１３施設

合合合合 計計計計 ４８施設４８施設４８施設４８施設



イベント概要（２）
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イベントの特徴イベントの特徴イベントの特徴イベントの特徴

� 複数のガイドツアーに参加できるようにイベント時間を設定複数のガイドツアーに参加できるようにイベント時間を設定複数のガイドツアーに参加できるようにイベント時間を設定複数のガイドツアーに参加できるようにイベント時間を設定

� 公開公開公開公開建物を３つの建物を３つの建物を３つの建物を３つの建築年代に建築年代に建築年代に建築年代にカテゴリー分けカテゴリー分けカテゴリー分けカテゴリー分け

� 新た新た新た新たな試みとして「モデルコース」を作成な試みとして「モデルコース」を作成な試みとして「モデルコース」を作成な試みとして「モデルコース」を作成



イベント概要（３）
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№
実施日実施日実施日実施日

（１１月）（１１月）（１１月）（１１月）

建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

参加参加参加参加

人数人数人数人数

１

９日（金）

広島大学付属中・高等学校講堂（旧制広島高等学校講堂）

ガイドツアー

８

２ 広島県立美術館 １４

３ 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 ２２

４ 広島逓信病院旧外来棟 被爆資料室の公開 １６

５

１０日

（土）

広島市営基町高層アパート ガイドツアー １８

６ 広島市立広島特別支援学校 建物解説・見学 １７

７ イエズス会長束修道院（聖ヨハネ修道院）

ガイドツアー，黙想体

験，昼食体験 等

４０

８ 広島県庁舎

ガイドツアー

２２

９ 広島市立基町高等学校 ２４

１０ 比治山本町のアトリエ １２

■広島市内建物の特別公開やガイドツアー■広島市内建物の特別公開やガイドツアー■広島市内建物の特別公開やガイドツアー■広島市内建物の特別公開やガイドツアー



イベント概要（４）
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№
実施日実施日実施日実施日

（１１月）（１１月）（１１月）（１１月）

建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

参加参加参加参加

人数人数人数人数

１１

１０日

（土）

原爆ドーム（旧広島県産業奨励館）

ガイドツアー

２８

１２ 平和記念公園 ２８

１３

１１日

（日）

不動院 ３９

１４ 広島市立矢野南小学校 １６

１５ 本通り界隈の建築めぐり まちあるきガイドツアー １１

１６ 世界平和記念聖堂（カトリック幟町教会）

ガイドツアー

１９

１７ 県立広島大学広島キャンパス図書館 １４

１８ 頼山陽史跡資料館 ６

１９ 広島市営平和アパート １８

２０ おりづるタワー ８

３８０

■広島市内建物の特別公開やガイドツアー■広島市内建物の特別公開やガイドツアー■広島市内建物の特別公開やガイドツアー■広島市内建物の特別公開やガイドツアー



イベント概要（５）
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№
実施日実施日実施日実施日

（１１月）（１１月）（１１月）（１１月）

建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

２１

通常公開

アストラムライン新白島駅

通常公開

２２ ひろしま美術館

２３ 広島市立本川小学校平和資料館

２４ 広島市立袋町小学校平和資料館

２５ ＭＡＺＤＡ Ｚｏｏｍ－Ｚｏｏｍスタジアム広島（広島市民球場）

２６ 広島市現代美術館

２７ 広島市郷土資料館（旧陸軍糧秣支廠）

２８ 広島市江波山気象館

①通常公開

②ガイドツアー（11/11）

２９ 広島市環境局中工場 通常公開

３０ 広島市水道資料館

①通常公開

②浄水場見学（11/9）

■通常公開建物（広島市内）■通常公開建物（広島市内）■通常公開建物（広島市内）■通常公開建物（広島市内）



イベント概要（６）
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№
実施日実施日実施日実施日

（１１月）（１１月）（１１月）（１１月）

建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

３１

通常公開

広島市西消防署

通常公開

３２ 広島市立大学図書館

■通常公開建物（広島市内）■通常公開建物（広島市内）■通常公開建物（広島市内）■通常公開建物（広島市内）

■関連イベント（広島市内）■関連イベント（広島市内）■関連イベント（広島市内）■関連イベント（広島市内）

№ 実施日実施日実施日実施日 建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

３３ 10/28 広島拘置所 ひろこうフェスタ（所内見学）

３４ 11/8～20

パナソニックリビングショールーム

広島

写真展 写真でめぐる広島の建築

３５

①11/1～6

②11/3

ＴＯＴＯ広島ショールーム

①hiroshima-architects展2018「木と土の建築」

②ギャラリートーク



イベント概要（７）
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■関連イベント（広島市外）■関連イベント（広島市外）■関連イベント（広島市外）■関連イベント（広島市外）

№ 実施日実施日実施日実施日 建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

ａ

①11/9～12,

11/23～26

②10/27,11/24

旧千葉家住宅

①一般公開及び主屋活動室展示

②海田市定期ガイド

ｂ 11/16 旧澤原家住宅 文化財訪ね歩き講座「旧澤原家住宅の見学」

ｃ 11/24～25

海上自衛隊呉地方総監部第一

庁舎

日本遺産ＷＥＥＫ特別公開

ｄ 9/15～5/6 旧呉鎮守府司令官官舎 企画展「鎮守府司令長官官舎の住まい」

ｅ 11/24 呉ＹＷＣＡ 建物見学会（自由見学）

ｆ 11/11

海友舎（旧江田島海軍下士卒

集会所）

海友舎たてもの見学会１１１１

ｇ 11/1～30 其阿弥美術館 特別展示

ｈ 10/21 翁座 天領上下白壁まつり １日限定公開

ｉ 土・日・祝 神辺本陣 神辺本陣の見学（ガイド付き）



イベント概要（８）
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■関連イベント（広島市外）■関連イベント（広島市外）■関連イベント（広島市外）■関連イベント（広島市外）

№ 実施日実施日実施日実施日 建物名称建物名称建物名称建物名称 イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

ｊ 9/30～10/21 太田家住宅 「鞆の浦ｄｅＡＲＴ」内部見学とアート作品展示

ｋ 9/30～10/21 対潮楼 「鞆の浦ｄｅＡＲＴ」内部見学とアート作品展示

ｌ 11/3 福山城伏見櫓 １日限定特別公開

ｍ 11/4 ヤマモトロックマシン東城工場 建物見学会



広報・パブリシティ（１）
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ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック

種種種種 類類類類

ひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタ 2018201820182018

イベントガイドブックイベントガイドブックイベントガイドブックイベントガイドブック

サイズ等サイズ等サイズ等サイズ等

Ａ５サイズＡ５サイズＡ５サイズＡ５サイズ

全１６ページ（表紙含）全１６ページ（表紙含）全１６ページ（表紙含）全１６ページ（表紙含） フルカラーフルカラーフルカラーフルカラー

作成部数作成部数作成部数作成部数 １０，０００部１０，０００部１０，０００部１０，０００部

配付場所配付場所配付場所配付場所

・県内の観光案内所・県内の観光案内所・県内の観光案内所・県内の観光案内所

・県内の道の駅・県内の道の駅・県内の道の駅・県内の道の駅

・イベント開催建物・イベント開催建物・イベント開催建物・イベント開催建物 などなどなどなど
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手旗手旗手旗手旗

広報・パブリシティ（２）

バナーバナーバナーバナー
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広報・パブリシティ（３）

ひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタひろしまたてものがたりフェスタ2018201820182018 公式ホームページ公式ホームページ公式ホームページ公式ホームページ
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広報・パブリシティ（４）

SNSSNSSNSSNS（公式（公式（公式（公式FacebookFacebookFacebookFacebook））））
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広報・パブリシティ（５）

新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道

平成30年10月29日 中国新聞 建物×物語 広島再発見

11月 8日 中国新聞 公共建築４ヵ所 魅力PRツアー

11月 8日 朝日新聞 建物の「物語」見に行こう

11月11日 読売新聞 建物の物語に触れよう

平成30年11月 9日 TSSテレビ新広島 プライムニュース

テレビテレビテレビテレビ

2018.11.９ TSSテレビ新広島 プライムニュース（出演：岡河実行委員長） 取材時の様子
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広報・パブリシティ（６）

ｗｅｂｗｅｂｗｅｂｗｅｂ

国土交通省 中国地方整備局営繕部ＨＰ アーキウォーク広島ＨＰ
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広報・パブリシティ（７）

ｗｅｂｗｅｂｗｅｂｗｅｂ

公益社団法人 広島県建築士会ＨＰ

一般社団法人 公共建築協会中国地区事務局ＨＰ
その他

� 広島広域観光情報公式サイト「ひろたび」

� ひろしま文化・芸術情報ネット

「ブンカッキーネットひろしま」

� 建築情報サイト「KENCHIKU」

� 建築イベント情報サイト「ON VISITING」

など
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参加者アンケート（１）[回答者数：306名]

ＱＱＱＱ：：：：性別を教えてください。性別を教えてください。性別を教えてください。性別を教えてください。

49.1%49.1%49.1%49.1%

50.9%50.9%50.9%50.9%

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝289289289289

男性男性男性男性

女性女性女性女性

Ｑ：お住まいはどちらですか。Ｑ：お住まいはどちらですか。Ｑ：お住まいはどちらですか。Ｑ：お住まいはどちらですか。

67.8%67.8%67.8%67.8%

18.8%18.8%18.8%18.8%

13.4%13.4%13.4%13.4%

広島市外広島市外広島市外広島市外

広島県外

・東京都 12名

・岡山県 5名

・福岡県 4名

・大阪府 4名

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝292292292292

広島市内広島市内広島市内広島市内

広島県外広島県外広島県外広島県外

Ｑ：年代を教えてください。Ｑ：年代を教えてください。Ｑ：年代を教えてください。Ｑ：年代を教えてください。

4.0%

10.1%

19.1%

19.1%

21.3%

16.6%

9.7%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝277277277277

Ｑ：「たてもの」との関わりを教えてください。Ｑ：「たてもの」との関わりを教えてください。Ｑ：「たてもの」との関わりを教えてください。Ｑ：「たてもの」との関わりを教えてください。

21.3%21.3%21.3%21.3%

5.0%5.0%5.0%5.0%

5.0%5.0%5.0%5.0%

25.9%25.9%25.9%25.9%

28.8%28.8%28.8%28.8%

14.1%14.1%14.1%14.1%

その他その他その他その他平和ガイド，研究者平和ガイド，研究者平和ガイド，研究者平和ガイド，研究者 等等等等 建築関係又は街づくりな建築関係又は街づくりな建築関係又は街づくりな建築関係又は街づくりなどの仕事どの仕事どの仕事どの仕事建築関係又は街建築関係又は街建築関係又は街建築関係又は街づくりなどの活動づくりなどの活動づくりなどの活動づくりなどの活動建築関係の学生建築関係の学生建築関係の学生建築関係の学生建物は旅行時に建物は旅行時に建物は旅行時に建物は旅行時にぶらりと見る程度ぶらりと見る程度ぶらりと見る程度ぶらりと見る程度建物巡りが趣味建物巡りが趣味建物巡りが趣味建物巡りが趣味
ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝323323323323

（複数回答有）（複数回答有）（複数回答有）（複数回答有）
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Ｑ：たてフェスを知ったきっかけは何ですか。Ｑ：たてフェスを知ったきっかけは何ですか。Ｑ：たてフェスを知ったきっかけは何ですか。Ｑ：たてフェスを知ったきっかけは何ですか。 Ｑ：友人・知人の方がお知りになったきっかＱ：友人・知人の方がお知りになったきっかＱ：友人・知人の方がお知りになったきっかＱ：友人・知人の方がお知りになったきっか

けはけはけはけは何ですか。何ですか。何ですか。何ですか。

35.0%

6.3%

22.5%

0.0%

6.3%

2.5%

0.0%

1.3%

6.3%

20.0%

フェスタ2018公式HPたてものがたりfacebookアーキウォーク広島HP中国地方整備局HP広島市HP公共建築協会HPひろしま市民だより公共建築月間・公共建築協会ﾎﾟｽﾀｰ新聞／テレビ／雑誌／チラシその他
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝80808080その他（ガイドブック，協賛団体，アーキウォーク 等）
Ｑ：たてフェスへの参加は何度目ですか。Ｑ：たてフェスへの参加は何度目ですか。Ｑ：たてフェスへの参加は何度目ですか。Ｑ：たてフェスへの参加は何度目ですか。

4.7%4.7%4.7%4.7%

9.0%9.0%9.0%9.0%

13.7%13.7%13.7%13.7%

14.4%14.4%14.4%14.4%
58.2%58.2%58.2%58.2%

はじめてはじめてはじめてはじめて

２回目２回目２回目２回目

３回目３回目３回目３回目

４回目４回目４回目４回目

５回目５回目５回目５回目

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝299299299299

参加者アンケート（２）

Ｑ：たてフェスは満足されましたか。Ｑ：たてフェスは満足されましたか。Ｑ：たてフェスは満足されましたか。Ｑ：たてフェスは満足されましたか。

68.9%68.9%68.9%68.9%

24.5%24.5%24.5%24.5%

5.2%5.2%5.2%5.2%

1.4%1.4%1.4%1.4%

満足満足満足満足

まぁ満足まぁ満足まぁ満足まぁ満足

どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない

やや不満やや不満やや不満やや不満

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝286286286286

24.0%

21.0%

6.8%

14.2%

2.1%

0.3%

0.3%

2.4%

0.9%

15.4%

12.7%

友人・知人からの口コミフェスタ2018公式HPたてものがたりfacebookアーキウォーク広島HP中国地方整備局HP広島市HP公共建築協会HPひろしま市民だより公共建築月間・公共建築協会ﾎﾟｽﾀｰ新聞／テレビ／雑誌／チラシその他
0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

その他（ガイドブック，授業，会社，昨年参加 等）
ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝338338338338

（複数回答有）（複数回答有）（複数回答有）（複数回答有）
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Ｑ：ガイドブックはお持ちですか。Ｑ：ガイドブックはお持ちですか。Ｑ：ガイドブックはお持ちですか。Ｑ：ガイドブックはお持ちですか。 Ｑ：ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸはどちらで入手されましたか。Ｑ：ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸはどちらで入手されましたか。Ｑ：ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸはどちらで入手されましたか。Ｑ：ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸはどちらで入手されましたか。

参加者アンケート（３）

64.0%64.0%64.0%64.0%

36.0%36.0%36.0%36.0%

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝258258258258

持っている持っている持っている持っている

持っていない持っていない持っていない持っていない

16.4%

6.1%

1.8%

5.5%

0.6%

17.0%

1.8%

50.9%

会社学校会報誌事務局から郵送ホテル観光案内所道の駅その他
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ｎ＝ｎ＝ｎ＝ｎ＝165165165165

※その他（他の見学会場，美術館，知人から，協賛団体，アーキウォーク，県庁（事務局） 等）
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ガイドツアー（１）

広島大学付属中・高等学校講堂（旧制広島高等学校校舎）広島大学付属中・高等学校講堂（旧制広島高等学校校舎）広島大学付属中・高等学校講堂（旧制広島高等学校校舎）広島大学付属中・高等学校講堂（旧制広島高等学校校舎）

０１０１０１０１
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ガイドツアー（２）

０２０２０２０２

広島県立美術館広島県立美術館広島県立美術館広島県立美術館
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ガイドツアー（３）

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館国立広島原爆死没者追悼平和祈念館国立広島原爆死没者追悼平和祈念館国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

０３０３０３０３
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ガイドツアー（４）

広島逓信病院旧外広島逓信病院旧外広島逓信病院旧外広島逓信病院旧外来棟来棟来棟来棟

０４０４０４０４
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ガイドツアー（５）

市市市市営基町営基町営基町営基町高高高高層層層層アアアアパパパパートートートート

０５０５０５０５
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ガイドツアー（６）

広島市立広島特別広島市立広島特別広島市立広島特別広島市立広島特別支援支援支援支援学校学校学校学校

０６０６０６０６
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ガイドツアー（７）

イイイイエズエズエズエズス会ス会ス会ス会 長束修長束修長束修長束修道院（道院（道院（道院（聖ヨハネ修聖ヨハネ修聖ヨハネ修聖ヨハネ修道院）道院）道院）道院）

００００７７７７
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ガイドツアー（８）

広島県広島県広島県広島県庁庁庁庁舎舎舎舎

０８０８０８０８
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ガイドツアー（９）

広島市立広島市立広島市立広島市立基町基町基町基町高等学校高等学校高等学校高等学校

０９０９０９０９
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ガイドツアー（１０）

比治山本町比治山本町比治山本町比治山本町のアトリのアトリのアトリのアトリエエエエ

１０１０１０１０
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ガイドツアー（１１）

原爆ドーム（旧広島県原爆ドーム（旧広島県原爆ドーム（旧広島県原爆ドーム（旧広島県産業奨励産業奨励産業奨励産業奨励館）館）館）館）

１１１１１１１１
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ガイドツアー（１２）

平和平和平和平和記記記記念公念公念公念公園園園園

１２１２１２１２
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ガイドツアー（１３）

不動不動不動不動院院院院

１３１３１３１３
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ガイドツアー（１４）

広島市立広島市立広島市立広島市立矢野南小矢野南小矢野南小矢野南小学校学校学校学校

１４１４１４１４
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ガイドツアー（１５）

本本本本通り通り通り通り界隈界隈界隈界隈の建築の建築の建築の建築めぐめぐめぐめぐりりりり

１５１５１５１５



40

ガイドツアー（１６）

世界世界世界世界平和平和平和平和記記記記念念念念聖聖聖聖堂（カトリック堂（カトリック堂（カトリック堂（カトリック幟町幟町幟町幟町教会）教会）教会）教会）

１６１６１６１６

40
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ガイドツアー（１７）

県立広島大学広島県立広島大学広島県立広島大学広島県立広島大学広島キャキャキャキャンンンンパパパパス図ス図ス図ス図書書書書館館館館

１７１７１７１７
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ガイドツアー（１８）

頼山陽史跡資料頼山陽史跡資料頼山陽史跡資料頼山陽史跡資料館館館館

１８１８１８１８
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ガイドツアー（１９）

市市市市営営営営平和ア平和ア平和ア平和アパパパパートートートート

１９１９１９１９



44

ガイドツアー（２０）

おりおりおりおりづづづづるるるるタタタタワワワワーーーー

２０２０２０２０


