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 ひろしまたてものがたりフェスタ 2022 

スポンサー・サポーター募集要項 
 

 

 

 

 

 

「ひろしまたてものがたりフェスタ」とは？  

広島県では平成 25 年度から魅力ある建築物の創造に向け，県内の魅力ある建物を

発掘・発信する県民参加型のプロジェクト「ひろしまたてものがたり」をスタート

し，その一環として「魅力ある建築物 100 セレクション」を選定しました。 

 

この 100 セレクションを主として，当実行委員会では，「ひろしまたてものがた

りフェスタ」（通称「たてフェス」）と称し，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『ひろしま』となるよう，建物見学会等の様々なイベントを

実施しているところです（平成 27 年度から実施，平成 29 年までは広島県が主催）。 

 

 

「ひろしまたてものがたりフェスタ」へご協力ください！ 

今年度も，たてフェス 2022 を実施する運びとなり，私たちは引続き広島県内の

「魅力ある建築」を，より多くの方々に知っていただき，ひろしまのブランドイメ

ージを一段と高めていきたいと考えています。 

 

企業・団体や県民の皆様におかれましては， 

「たてフェス」の主旨に御賛同いただけるようでしたら，是非，お力を貸してい

ただき，一緒に県内外の方々へ広島県の魅力を伝えるためにご協力をお願いいたし

ます。 

 

ひろしまたてものがたりフェスタでは，協力していただく建物所有者・管理者の

方々，イベント参加者の皆さんがワクワクするようなイベントを実施することで，

地域のブランド力が高まり，持続可能なまちづくりが進むことを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会 
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「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」スポンサー・サポーター募集要項 

 

広島県において，平成 25 年度から魅力ある建築物の創造に向けて，県内の魅力ある建物を発

掘・発信する県民参加型のプロジェクトである「ひろしまたてものがたり」事業に取り組んでお

り，同年度に魅力ある建築物 100 セレクション（以下，100 セレクションという。）を選定しまし

た。 

この 100 セレクションを主として，県内の魅力ある建築物を県内外に発信する取組みとして，

建物見学会等のイベント「たてものがたりフェスタ」を平成 27 年度から広島県主催で開催してい

ました。 

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『ひろしま』となるよう，更なる

発展を目指して，「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」（通称「たてフェス」）（以下「フ

ェスタ」という。）として，昨年度に引き続き，「ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会」

（以下，「実行委員会」という。）の主催により開催します。 

この事業の主旨に賛同し，フェスタの運営資金等にご協力いただける企業・団体等（以下，「ス

ポンサー」という。）や個人（以下，「サポーター」という。）を募集します。 

 

１ ひろしまたてものがたりフェスタ2022の概要 

項 目 内  容 

フェスタ期間 
令和４年11月４日（金）から11月６日（日）までの３日間 

（関連イベント期間：令和４年10月1日（土）～11月30日（水）） 

フェスタの会場 各イベント実施建物等 

フェスタの主催 ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会（別紙） 

各イベントの主催 各イベント実施団体 

イベント内容 建物見学会，ウェブによる建物解説動画の配信 等 

来場対象者 建築学生，建築関係者を中心に建築に関心がある一般県民など 

来場者数 

（前年度の実績） 

広島市・呉市内の49施設に4,112名が参加 

（特別公開等の参加は572名） 

広報等 

・フェスタガイドブックの発行（令和４年９月下旬頃） 

各イベントの概要を掲載した「たてフェス公式ガイドブック（A5版，

カラー，20頁程度）」13,000部（予定）を配布。 

・ひろしまたてものがたりフェスタ公式HPや県HPなどで，たてフェス公

式ガイドブックデータを掲載（令和４年９月下旬頃） 

・ひろしまたてものがたりフェスタ公式HP，フェイスブック，Twitter，

Instagramなどで，PR画像の配信予定 

コロナウイルス感

染拡大防止対策に

ついて 

・各イベントへの参加は，原則マスク着用とします。 

・屋内の建物見学会では，少人数の班に分けて見学するなど，感染防止

対策に努めます。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により，現地イベントを中止ま

たは縮小する可能性がございます。この場合でも，協賛金等はお返し

できませんので，ご了承ください（次年度の運営資金等に充当させて

いただきます）。 
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２ 募集概要 

Ⅰ．運営資金協賛（協賛金・寄付金） 

 （１）協賛金・寄付金の使途 

    協賛金・寄付金は，「ひろしまたてものがたりフェスタ」をはじめ，実行委員会が実施

する各種活動，広報等に係る経費にのみ充当します。 

 （２）協賛・寄付方法 

Ⅰ．運営資金協賛（協賛金・寄付金） 

 スポンサー（企業・団体等からの協賛） サポーター（個人からの寄付） 

金額 
１口 ３０，０００円 

（口数に制限はありません。） 

１口 ３，０００円 

（口数に制限はありません。） 

協賛・寄付

方法 

「４ 申込方法等について」により申込をお願いします。 

後日，お知らせする指定口座へお振込みください。 
※振込手数料はご負担をお願いいたします。 

特典 

（予定） 

協賛口数に応じて，以下の特典をご用

意しています。 

■たてフェス公式ガイドブックの進呈 

 ・１口あたり２０冊（送付予定） 

 

■実行委員会が作成する広報ツールへ

の企業・団体名やロゴマークの掲載 

◇現在予定している広報ツール 

・たてフェス公式ガイドブック※ 

・公式ＨＰ，ＰＲ映像等 
※たてフェス公式ガイドブックへの掲載

については，制作の都合上，令和４年８月

中旬までに入金いただいた方に限ります。 

◇企業・団体名やロゴマークの掲載に

ついて 

協賛口数に応じて，掲載するサイズ

を3段階に区分させていただきます。 
【掲載サイズ】P.9を参照してください。 

   ５口以上：特大 

   ３～４口：大 

   １～２口：中 

■フェスタ期間（11/４～６）中の建物

見学会での企業案内パンフ等の配布 
◇配布物はご準備ください。 

 ※配布物の内容については，実行委員会で

事前に確認させていただきます。 

 ※また，勧誘等の営業活動はご遠慮をお願

いします。 

以下の特典をご用意しています。 

 

■たてフェス公式ガイドブックの進呈 

 ・１口あたり２冊（送付予定） 

【参考】

2021協賛 

株式会社総合資格学院， 

株式会社テクシード，建築技術設計株式会社，立川ブラインド工業株式会社 

株式会社コマップス，株式会社あい設計 

 

Ⅱ．ボランティア協賛 

 協賛方法 

Ⅱ．ボランティア協賛 

協賛内容 

企業・団体としてのボランティア協賛 

（例：ガイドブックのデザイン作業や印刷作業の協力，物品等の無償提供（協

賛品等），たてフェス参加者への施設利用料割引など） 
※協賛品には，物品提供した企業等の名称等を表示することができます。 
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特典 

（予定） 

以下の特典をご用意しています。 

■たてフェス公式ガイドブックの進呈 

 ・協賛内容に応じ数冊（送付予定） 

■実行委員会が作成する広報ツールへの企業・団体名やロゴマークの掲載 

◇現在予定している広報ツール 

・たてフェス公式ガイドブック（A5版）※ 

・公式ＨＰ，ＰＲ映像等 

※たてフェス公式ガイドブックへの掲載については，制作の都合上， 

令和４年８月中旬までに申込いただいた方に限ります。 

◇企業・団体名やロゴマークの掲載について（P.9を参照してください。） 

 ・掲載サイズ：協賛内容に応じて決定 

【参考】

2021協賛 
有限会社 鯉城写真 

 

Ⅲ．ＰＲ協賛 

協賛方法 

Ⅲ．ＰＲ協賛 

協賛内容 

当該フェスタについて，企業・団体の電子媒体を活用した不特定多数の方へのＰ

Ｒ，関係企業・団体への周知，たてフェス公式ガイドブックの配布（100部程度），

その他独自のＰＲなど 
※PR協賛期間：～11月30日まで 

特典 

（予定） 

以下の特典をご用意しています。 

■たてフェス公式ガイドブックの進呈 

 ・２冊（送付予定） 

■実行委員会が作成する広報ツールへの企業・団体名やロゴマークの掲載 

◇現在予定している広報ツール 

・たてフェス公式ガイドブック（A5版）※ 

・公式ＨＰ，ＰＲ映像等 

※たてフェス公式ガイドブックへの掲載については，制作の都合上， 

令和４年８月中旬までに申込いただいた方に限ります。 

◇企業・団体名やロゴマークの掲載について（P.9を参照してください。） 

 ・掲載サイズ：小 

【参考】

2021協賛 

（一社）日本住宅リフォーム産業協会中国四国支部，株式会社ザメディアジョン，

有限会社ワークステーション，広島駅前法律事務所 

 

Ⅳ．その他の協賛 

協賛方法 

Ⅳ．その他の協賛 

協賛内容 Ⅰ～Ⅲ以外の方法による協賛 

特典 

（予定） 

以下の特典をご用意しています。 

■たてフェス公式ガイドブックの進呈 

 ・協賛内容に応じ数冊（送付予定） 

■実行委員会が作成する広報ツールへの企業・団体名やロゴマークの掲載 

◇現在予定している広報ツール 

・たてフェス公式ガイドブック（A5版）※ 

・公式ＨＰ，ＰＲ映像等 

※たてフェス公式ガイドブックへの掲載については，制作の都合上， 

令和４年８月中旬までに申込いただいた方に限ります。 

◇企業・団体名やロゴマークの掲載について（P.9を参照してください。） 

 ・掲載サイズ：協賛内容に応じて決定 

 



5 

 

（３）募集仕様 

「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」スポンサー・サポーター募集に係る仕様書のと

おり（P.7） 

（４）その他 

コロナウイルス感染拡大防止等により中止となった場合でも協賛金等は原則としてお返し

できません。（次年度の活動費に充てさせていただきます。） 

 

３ 注意事項 

以下の場合は，協賛・寄付をしていただくことができません。（ひろしまたてものがたりフェ

スタ実行委員会規約第 30 条関係） 

（１）特定の政治，思想，宗教等の活動を目的とした団体，または実行委員会を特定の政治，思

想，宗教等の活動に利用する恐れのあるもの 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）または暴力団の構成員であると認められるもの 

（３）法令または公序良俗に反するもの 

（４）実行委員会の品位を傷つけ，または正しい理解を妨げる恐れのあるもの 

（５）その他委員長が不適当と判断するもの 

 

４ 申込方法等について 

  申込される方は，次のとおり，書類をご提出ください。なお，ご提出いただいた書類はお返し

いたしません。ご了承ください。 

（１）企業・団体等からの協賛の場合 

提出方法 提出に必要な書類を持参，郵送，FAX又はメールによりご提出ください。 

提出書類 （様式第１）「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」協賛申込書（１部） 

提 出 先 
（問い合わせ先） 

ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会 事務局 

広島県土木建築局営繕課内（北館１階） 

〒730-8511 広島市中区基町10番52号 

電話：（082）513-2311 ファクシミリ：（082）224-6411 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：doeizen@pref.hiroshima.lg.jp 

メールの場合は，件名を「たてフェス」としてください。 

（２）個人からの寄付の場合 

提出方法 提出に必要な書類を持参，郵送，FAX又はメールによりご提出ください。 

提出書類 （様式第２）「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」寄付金申込書（１部） 

提 出 先 
（問い合わせ先） 

ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会 事務局 

広島県土木建築局営繕課内（北館１階） 

〒730-8511 広島市中区基町10番52号 

電話：（082）513-2311 ファクシミリ：（082）224-6411 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：doeizen@pref.hiroshima.lg.jp 

メールの場合は，件名を「たてフェス」としてください。 

 

５ スポンサー・サポーターへの通知等 

  申込書提出後，実行委員会より，「Ⅰ．運営資金協賛」のスポンサーの方に対しては「ひろ

しまたてものがたりフェスタ2022」口座振替依頼書（様式第３）により，サポーターの方に対

しては，「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」口座振替依頼書（様式第４）により，「Ⅱ．

ボランティア協賛」，「Ⅲ．ＰＲ協賛」又は「Ⅳ．その他の協賛」のスポンサーの方に対して

は（様式第５）により選定された旨等を，選定されなかった方に対しては（様式第６）により

選定されなかった旨を，それぞれ書面により通知します。なお，選定結果に係る照会及び異議

申立等は受け付けていませんので，ご了承ください。 

 

６ その他留意事項 

（１）関連規定の遵守 

  協賛企業は，本要項のほか，「ひろしまたてものがたりフェスタ2022スポンサー・サポータ

ー募集に係る仕様書」に定める事項について遵守しなければなりません。 
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（２）協賛申込の取り下げ 

  協賛企業は，自己の都合により協賛申込を取り下げることができますが，その際は「ひろし

またてものがたりフェスタ2022」協賛申込中止申出書（様式第８）をご提出いただき実行委員

長の承諾を得るものとします。 

 

  附 則 

この要項は，令和４年６月 日から施行する。  
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「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」スポンサー・サポーター募集に係る仕様書 

 

１ 事業名 

「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022」スポンサー・サポーターの募集 

 

２ 契約等の方法 

（１）「Ⅰ．運営資金協賛」のスポンサーは，「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」口座振

替依頼書（様式第３）において通知する，実行委員会の指定口座へ協賛金を振り込むこと。  

その際の振込手数料は，スポンサー側にて負担するものとする。 

なお，入金が確認できしだい，実行委員会は「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」協

賛金領収書（様式第９）を発行する。 

 

（２）「Ⅰ．運営資金協賛」のサポーターは，「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」口座振

替依頼書（様式第４）において通知する，実行委員会の指定口座へ協賛金を振り込むこと。 

その際の振込手数料は，サポーター側にて負担するものとする。 

なお，入金が確認できしだい，実行委員会は「ひろしまたてものがたりフェスタ2022」寄

付金受領書（様式第１０）を発行する。 

 

（３）「Ⅱ．ボランティア協賛」の物品提供（協賛品）の場合は，実行委員会事務局への納入が確

認されしだい，実行委員会は「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022」物品提供受領書（様

式第１１）を発行する。協賛品には，物品提供した企業等の名称等を表示できるものとする。 

 

（４）「Ⅳ．その他の協賛」の場合は，必要に応じ協賛していただいた旨の証明書（様式第１２）

を発行する。 

 

３ ボランティア協賛の実施 

 「Ⅱ．ボランティア協賛」に選定されたスポンサーは，具体的なボランティア内容及び実施

時期等について，実行委員会事務局と協議し実施すること。 

 

４ ＰＲ協賛の実施 

 「Ⅲ．ＰＲ協賛」に選定されたスポンサーは下記の項目を最低限実施すること。 

（１）貴企業・団体のＨＰ等に，「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022」の情報を掲載し，

周知すること。 

（２）実行委員会からの「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022 ガイドブック」の配布に協

力すること。 

（３）「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022」ＰＲ実績報告書（様式第７）で実績を実行

委員会へ報告すること。 

（４）ＰＲは，各種関係法令・規則等を遵守し実施すること。 

 

５ その他の協賛の実施 

 「Ⅳ．その他の協賛」に選定されたスポンサーは，具体的な協賛内容及び実施時期等につい

て，実行委員会事務局と協議し実施すること。 

 

６ 解除通知 

 「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022」スポンサー・サポーター募集要項及び本仕様書に違

反した場合は，相当の期間を定めて，催告の上，協賛を解除する。 

 

７ その他 

 この仕様書の定めのほか，事業の実施に関し疑義がある場合，又は使用について疑義が生じた

場合は双方協議の上，解決するものとする。 
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（別紙） 

「ひろしまたてものがたりフェスタ」実行委員会委員一覧 

 

 

令和４年４月１日現在 

委員長 角倉 英明 広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授 

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 

副委員長 高田 真 アーキウォーク広島 代表 

委 員 谷川 大輔 近畿大学工学部 准教授 

委 員 杉田 宗 広島工業大学環境学部 准教授 

委 員 根本 修平 福山市立大学都市経営学部 准教授 

委 員 光井 周平 広島工業大学環境学部 准教授 

委 員 谷村 仰仕 呉工業高等専門学校 特命准教授 

委 員 井本 健一 公益社団法人 広島県建築士会 会長 

委 員 竹内 耕一 一般社団法人 公共建築協会中国地区事務局 事務局長 

委 員 米田 信年 国土交通省中国地方整備局営繕部 計画課長 

監 事 小林 礼幸 広島市都市整備局 営繕部長 

事務局長 

会 計 
吉田 勝則 広島県土木建築局 営繕課長 
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【参考１】 
○ひろしまたてものがたりフェスタ公式ガイドブック（Ａ５版）（デザインは変更となります。） 

 ※企業・団体名又はロゴマーク等の掲載サイズの原寸イメージです。 

 ※ロゴマークの掲載場所は，紙面の都合により見開きページになる場合があります。あらかじ

めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

掲載サイズ：特大（協賛金５口以上） 

掲載サイズ：大 

（協賛金３～４口） 

掲載サイズ：中 

（協賛金１～２口） 

掲載サイズ：中 

（ボランティア協賛） 

掲載サイズ：小（ＰＲ協賛） 

協 賛 団 体 
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【参考２】たてものがたりフェスタ 2021 イベントガイドブック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        表 紙                      裏表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ロゴマークの掲載場所は，紙面の都合により見開きページになる場合があります。 


