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資料番号 ９ 

 

 

「ひろしまたてものがたりフェスタ 2022」の開催結果について 
 

１ 要旨・目的 

今年度で８回目を迎えた「ひろしまたてものがたりフェスタ」について，開催結果を報告する。 

 

２ 現状・背景 

本県では「ひろしまたてものがたり」プロジェクトを創設し，県民の投票により選定された魅力ある 

建物（100選，30選）のガイドマップを配信するなど，県内の建物の魅力を発掘・発信することにより， 

県のブランドイメージの向上に取り組んできた。 

取組の一環として平成 27 年度から実施している「たてものがたりフェスタ」は，現在，公共（国， 

広島市，県），学識，市民団体等，様々な主体で構成された実行委員会で運営しており，建物の特別公開

やガイドツアーなどのプログラムを通して，広島の魅力的な建築を見て・触れて・知ることのできる 

イベントを実施している。 

 

３ ひろしまたてものがたりフェスタ 2022の実施概要 

（１）実施主体                 

ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会 

（２）実施期間（日時）                              

令和４年 11月４日（金）～６日（日）（広島市内），11月 12日（土）～13日（日）（呉市内） 

（関連イベント：10月１日（土）～11月 30日（水）） 

（３）場所 

広島市内，呉市内を中心とした県内一円 

（４）実施内容・実施結果（参加人数等）  

特別公開などの参加人数は，参加建物の増に加え，今年度から実施した建築設計事務所の自由見学会

（オープンアトリエプログラム）に多数の参加があり，前年度より増加した（オープンアトリエプログ

ラムは６事務所で 420名参加）。 

実施内容 実施結果(昨年度結果) 

ア 広島市・呉市内建物の特別公開など（ガイドツアー等） 参加人数   1,247名   (572名) 

イ 全参加者数（広島市・呉市内建物の通常公開等を含めた人数） 参加人数  6,095名  (4,112名) 

ウ 関連イベント（広島県内建物の各種イベント） 参加施設数 20施設   (16 施設） 

エ オンライン開催 （建物解説動画の配信等） HP新規訪問件数(９月～11月)    

16,173件   (12,135件 ) 

オ フォトコンテスト 応募数  119作品  ( 105作品 ) 

 

４ 今後の取組 

引き続き，様々な主体と連携し，公開建物の拡充やウェブの活用等により，県内の建物の魅力発信 

を進める。

令和５年１月 17日 
課 名 土木建築局営繕課 
担当者 課長 吉田  
内 線 4190 
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（参考１）フォトコンテスト結果（たてフェス賞１点，入選４点） 

たてフェス賞（最優秀賞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 選 

  

  

 

講評： 

基町エリアの広がり（大き

な建物が遠景に広がってい

る様子）や季節感が表現さ

れている。また，構図，紅

葉と白の対比により建物に

目が惹かれる。 

フォトコンテスト案内 

市営基町高層アパート 

（ユーザー名：fjpadさん） 

比治山本町のアトリエ 
（ shunsuk00さん） 

入船山記念館 
（ tomomo_n_dayoさん） 

呉YWCA 
（ cooljapan_2050さん） 

市営基町高層アパート上階より 
（ kitamulaboさん） 
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（参考２）主なイベントの様子 

１ 広島県立美術館と縮景園 ２ 市営基町高層アパート 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 比治山本町のアトリエ 13 広島サッカースタジアム 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

14 広島アンデルセン 31 青山クラブ/旧下士官兵集会所と桜松館 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 大旗連合建築設計（オープンアトリエ） ＊  案内所・たてものぬり絵ワークショッブ 
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（参考３）実施プログラム 

〇 広島市・呉市内建物の特別公開やガイドツアー等（11月４日(金)～６日(日)，12日(土)～13日(日)） 

No. 実施日 建物名及びイベント名 イベント内容 

１ 

４日 

（金） 

広島県立美術館と縮景園 

ガイドツアー 
２ 市営基町高層アパート 

３ 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

４ 県立広島大学広島キャンパス図書館 

５ 
４日(金）・
５日(土) 

大旗連合建築設計 

自由見学（オープンアトリエ）  
６ 

４日(金）～
６日(日) 

宮森洋一郎建築設計室 

７ 
４日(金）～

６日(日) 
Small house design lab. 

８ 

５日 

（土） 

小松隼人建築設計事務所 

９ 比治山本町のアトリエ 
ガイドツアー 

10 広島まちなか水辺歩き 

11 旧陸軍被服支廠倉庫 自由見学，ガイドツアー 

12 Machi+Goto（マチゴト） 自由見学 

13 広島サッカースタジアム 
ガイドツアー 

14 広島アンデルセン 

15 古本建築設計 自由見学（オープンアトリエ）  

16 本通り界隈の建築めぐり 
ガイドツアー 

17 広島市江波山気象館 

18 広島逓信病院旧外来棟 自由見学 

19 原爆ドームと平和記念公園 

ガイドツアー 20 

６日 

（日） 

広島県庁舎 

21 広島市立矢野南小学校 

22 杉田三郎建築設計事務所 自由見学（オープンアトリエ）  

23 広島市環境局中工場 

ガイドツアー 

24 広島市西消防署 

25 頼山陽史跡資料館 

26 世界平和記念聖堂（カトリック幟町教会） 

27 一楽旅館 

28 不動院 

29 おりづるタワー 
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30 

12日 

（土） 

両城・川原石に残る戦前の市井の建築をめぐる ガイドツアー 

31 青山クラブ/旧下士官兵集会所と桜松館 自由見学，ガイドツアー 

32 呉 YWCA 自由見学 

33 入船山から呉駅へ旧海軍ゾーンの境界をめぐる 

ガイドツアー 

34 

13日 

（日） 

旧呉鎮守府に残る海軍時代の遺構をめぐる 

35 入船山記念館/旧呉鎮守府司令長官官舎 

36 音戸まちあるき"Feel＼カシャ／ワーク" 

37 旧澤原家住宅 

38 

その他 

公開 

アストラムライン新白島駅 

通常公開 

39 ひろしま美術館 

40 広島市立本川小学校平和資料館 

41 平和記念公園レストハウス 

42 旧日本銀行広島支店 

43 広島市立袋町小学校平和資料館 

44 福屋八丁堀本店 

45 MAZDA Zoom-Zoomスタジアム（広島市民球場） 

46 広島市郷土資料館（旧陸軍糧秣支廠） 

47 広島市環境局中工場 

48 広島市水道資料館 

49 広島市西消防署 

50 広島市立大学附属図書館 

51 本庄水源地堰堤水道施設 

日本遺産 MONTH 

（呉市イベント） 
52 JMU ジャパンマリンユナイテッド 

53 ダイクレ呉第二工場 亜鉛メッキ工場 

 

○ 関連イベント（10月 1日（土）～11月 30日（水）） 

No. 実施日 建物名及びイベント名 イベント内容 

54 10/15,16 多家神社宝蔵 秋季大祭 

55 11/11～14，11/23～12/4 旧千葉家住宅 特別公開（自由見学） 

56 10/９，11/13 海友舎（旧江田島海軍下士卒集会所）  特別公開（ガイド付） 

57 常時 其阿弥美術館 通常公開 

58 11/３ 旧木原家住宅 特別公開（自由見学） 

59 常時 白竜ドーム 通常公開 

60 10/７～10/23 三原市芸術文化センター ポポロ 
展示「ポポロと三原の
モダン建築」 
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61 常時 尾道商業会議所記念館 通常公開 

62 常時 旧マルヤマ商店事務所 通常公開 

63 常時 磐台寺観音堂(阿伏兔観音）  通常公開 

64 常時 太田家住宅 通常公開 

65 11/19 明王院 特別公開 

66 11/３ 福山城伏見櫓 特別公開（ガイド付） 

67 常時 福寿会館 通常公開 

68 常時 神辺本陣 通常公開 

69 常時 恋しき 通常公開 

70 常時 府中市上下歴史文化資料館 通常公開 

71 常時 翁座 通常公開 

72 11/３ ヤマモトロックマシン旧自治寮・工場群  特別公開 

73 常時 三楽荘（旧保澤家住宅） 通常公開 

 ※ ガイドツアー：所有者等による建物の解説付きで建物を見学できるもの 

※ 通常公開：建物の内外を見学できるように，一般に開放したもの 

 

 


