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魅力ある公共建築に触れよう 
－中国地方各地で「公共建築一斉公開」を開催します－ 

 

 

 11月11日は「公共建築の日」、11月は「公共建築月間」です。 

中国地方整備局、中国地方各県及び政令指定都市では、「公共建築の日」及び

「公共建築月間」の記念行事として、広く一般の方々に公共建築の果たす役割に

ついて知っていただけるよう、11月11日を中心に、公共建築を一斉公開します。

様々な公共建築の歴史や役割を聞きながら見学できるほか、日頃立ち入ることので

きないエリアも覗くことが出来る絶好の機会です。（別添参照） 

 

中国地方整備局では、各建物の管理者にご協力をいただき、以下のとおり見学

会を行います。 

【11月8日（金）】 

・広島大学附属中・高等学校講堂（現存する被爆建築物のひとつ） 

・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（円形の追悼空間が特徴的） 

【11月16日（土）】 

・広島合同庁舎2号館（耐震工事現場見学と免震体験車での免震体験） 

 

 なお、このイベントは「ひろしまたてものがたりフェスタ2019」（※）と連携

して実施します。同フェスタでは11月8日から11月10日までの間、広島市内各所

（36施設）で建物公開などが行われます。 

 

（※）広島県内の魅力ある建物を発掘･発信する県民参加型プロジェクト 

（「ひろしまたてものがたりフェスタ実行委員会」主催） 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

中国地方整備局   ０８２－２２１－９２３１（代表）：（平日・昼間） 

【担当】 

営繕部 計画課長     山
やま

 下
した

  雅
まさ

 文
ふみ

 （内線５１５１） 

【広報担当窓口】 

広報広聴対策官      岩
いわ

 下
した

 恭
やす

 久
ひさ

 （内線２１１７） 

企画部 環境調整官   坂
さか

 本
もと

 泰
やす

 正
まさ

 （内線３１１４） 



公共建築一斉公開

■県庁庭園水燈路　～結いとうろ～
10/18（金）
～20（日）

■広島大学附属中・高等学校 講堂

■国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

■広島合同庁舎2号館耐震工事

11月は「公共建築月間」、この月を中心
に、公共建築に関連する様々なイベント
を開催します。

「ひろしまたてものがたりフェスタ」とは
広島県内の「魅力ある建築物100セレクション」を中心に、県内の魅力ある建築物を県内外に発信する
取り組みとして、建物見学会等の様々なイベントを「たてものがたりフェスタ」として2015年から広島県
主催で始まりました。
2018年からは、イベントの更なる発展を目指して、地域のブランドのひとつとして「建築」がイメージできる
場所『ひろしま』となるよう、実行委員会による主催とし、名称を「ひろしまたてものがたりフェスタ」
通称「たてフェス」に改めました。

広島エリアでは、中国地方整備局、広島県、広島市及び一般社団法人公共建築協会中国地区事務局
の共催により、「ひろしまたてものがたりフェスタ2019」と連携し、11月8日（金）～10日（日）の集中
開催日に合わせ、広島市内の公共建築を一斉公開します。

■広島県立美術館＋縮景園

■県立広島大学広島キャンパス図書館

■広島県庁舎

■広島市立基町高校

■広島市立広島特別支援学校

■市営平和アパート

■広島市立矢野南小学校

ロマネスク復古様式の
西洋建築

円形の追悼空間が特徴的

防災拠点としての機能を
発揮するための免震化

西日本最大級の美術館と
築庭四百年を迎える大名庭園

鳥籠のような円形図書館

見慣れた建物の奥深さ

ピロティや吹き抜けを持つ
開放的な校舎

安全、わくわく
公園のような特別支援学校

歴史あるアパート建築を体験

子どもをやさしく育む建築

　共　催　　中国地方整備局、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、広島市、岡山市、「公共建築の日及び公共建築月間」中国地方実行委員会
　後　援　　広島高等検察庁、広島法務局、広島矯正管区、一般社団法人日本建築学会中国支部、公益社団法人日本建築家協会中国支部

島根エリア

島根県本庁舎 
第三分庁舎（旧県立博物館） 
東庁舎

手作り行灯による「あかり」の道 
建設時の様子とそのあゆみを壁面投影 
島根県庁徹底探訪

県庁舎周辺をライトアップ、光と影が織りなす
幻想的な風景    

■歴史散策 公共建築ミステリーツアー in萩（仮称）

11/9（土）

11/8（金） 11/8（金） 11/9（土）

11/9（土）

11/8（金） 11/9（土） 11/10（日）

11/16（土） 11/10（日） 11/10（日）

山口エリア

萩市内の公共建築
美術館、市民館、市役所、
総合庁舎、博物館　等

萩の歴史的街並みと公共建築の魅力を発見
するクイズラリー

■最先端の医療施設を一般公開

11/10（日）

鳥取エリア

広島エリア

鳥取県立中央病院

担当者の説明を交えながら最新の医療施設を見学

普段立ち入ることができない
免震層、ヘリポートなども公開

■くらしき建築散歩

■親子で巡る体験・見学ツアー

岡山エリア

大原美術館本館 
大原美術館分館
有隣荘　　　　
倉敷国際ホテル

モーニングツアー 
見学 
特別公開 
特別講義・見学 

岡山市オリエント美術館

倉敷美観地区の薬師寺主計と浦辺鎮太郎の
作品を巡るツアー

古代オリエントの装飾品が織り
なす神秘な空間を体験

11/9（土）
11/23（土）

11/16（土）

「公共建築の日」記念イベント

「公共建築月間」関連イベント

11月11日は「公共建築の日」、この日を
中心に、日頃立ち入ることができない
公共建築の館内を、一斉公開する記念
イベントを開催します。

■後 援（広島エリア）：公益社団法人広島県建築士会、一般社団法人広島県建築士事務所協会



■県庁庭園水燈路　～結いとうろ～

〇島根県庁徹底探訪

■国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

■広島大学附属中・高等学校（旧制広島高等学校）講堂

■広島合同庁舎2号館耐震工事現場 見学会

11月8日（金）～10日（日）は、広島の建物に会いに行けるとっておきの3日間
広島県内では、10月～11月を「ひろしまたてものがたりフェスタ2019」（通称 たてフェス2019）とし、講演会、
見学会など多彩なイベントが開催されます。
特に、11月8日（金）～10日（日）を集中開催日とし、広島市内各所の魅力ある建物を中心に、公共建築を始め
様々な建物の特別公開やガイドツアーなどのイベントが展開されます。あなたもそれぞれの建物が持つ
「ものがたり」を通して、知らなかった広島の一面に触れてみませんか。皆様方の参加をお待ちしています。

■広島県立美術館＋縮景園

■県立広島大学広島キャンパス図書館

■広島県庁舎

■広島市立基町高校

■広島市立広島特別支援学校

■市営平和アパート3号棟

■広島市立矢野南小学校

反時計回りで8月6日のあの日へ
日　　時

定　　員
集　　合
問　合　せ

11/8(金)
①13:30～ ②14:30～ ③15:30～
各回10名(申込み不要、各回先着順受付)
地下1階研修室3
中国地方整備局営繕部計画課
TEL：082-221-9231

中世西欧建築様式が魅力的な
被爆建物
日　　時
定　　員
集　　合
問　合　せ

11/8(金)　①10:30～　②11:30～ 
各回15名(申込み不要、各回先着順受付)
講堂正面
中国地方整備局営繕部計画課
TEL：082-221-9231

防災拠点としての機能を発揮するための免震化
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/16(土)　①10:30～　②13:30～
各回15名
メールにて事前申し込み（11/1(金)まで）
中国地方整備局営繕部計画課
TEL：082-221-9231
MAIL：eizen_kouhou@cgr.mlit.go.jp
詳細は営繕部HPをご覧下さい。
http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/
busyo/eizen/main/index.html

縮景園と調和した美術館
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/8(金)10:00～11:30
15名(要申込)
公式HPより
広島県土木建築局営繕課
TEL：082-513-2311

特徴的な円形の図書館
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/9(土)13:30～14:30
30名(当日受付可)
公式HPより
広島県土木建築局営繕課
TEL：082-513-2311

広島の戦災復興を特徴づける
モダニズム建築
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/10(日)10:00～11:00
30名(当日受付可)
公式HPより
広島県土木建築局営繕課
TEL：082-513-2311

ひとつの街のような校舎
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/9(土)10:30～12:00
20名(要申込)
公式HPより
広島市都市整備局営繕課
TEL：082-504-2730

特徴的なデザインの校舎
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/9(土)13:30～14:30
20名(要申込)
公式HPより
広島市都市整備局営繕課
TEL：082-504-2730

広島の復興期を代表する
アパート建築
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/10(日)15:30～16:30
20名(要申込)
公式HPより
広島市都市整備局営繕課
TEL：082-504-2730

子ども達が自然と
触れ合いながら学ぶ
日　　時
定　　員
申　　込
問　合　せ

11/10(日)10:30～11:30
20名(要申込)
公式HPより
広島市都市整備局営繕課
TEL：082-504-2730

島根エリア

10/18(金)～10/20(日) 18:00（(土)のみ17:00）～21:00
無料 
島根県総務部営繕課企画グループ 
TEL：0852-22-6593 又は eizen@pref.shimane.lg.jp
詳しくは https://www.pref.shimane.lg.jp/eizen/

10/19（土）16:00～18:00
島根県庁正面玄関
先着30名
1,000円
事前申込み
NPO法人まつえ・まちづくり塾
TEL：090-5695-0418 又は mjuku.info@gmail.com

山口エリア

■鳥取県立中央病院施設見学会

鳥取エリア

広島エリア「ひろしまたてものがたりフェスタ2019」

■くらしき建築散歩　～近代建築ガイドツアー～

岡山エリア

公共建築のうち、日頃立ち入る
ことのできない館内などを
一斉公開するイベント

今年も様々な
イベントを企画しました。

皆様の参加を
お待ちしています。

公共建築の果たす役割を一般の方々に広く知って
いただくことを目的に創設されたもので、国、都道
府県、政令市などが連携し、さまざまな取り組みを
行っています。

「公共建築の日及び公共建築月間」中国地方実行委員会（委員長：一般社団法人 公共建築協会中国地区事務局）

〒730-0013 広島市中区八丁堀5番23号 オガワビル608
　　　　　　 TEL（082）207-4101 FAX（082）207-4102

島根県庁では、毎年10月に開催される「松江水燈路」に合わせて、
「県庁庭園水燈路～結いとうろ～」を開催しています。県庁舎及び
庭園のライトアップのほか、県庁の歴史を庁舎壁面に映し出したり、
県庁庭園での出店やライブなどの野外イベントを行います。
また、これに合わせ、県庁の探訪イベントも行います。皆様のご参加
をお待ちしています。

日 時
参 加 費
問 合 せ

日 時
集 合
定 員
参 加 費
申 込 ・
問 合 せ

■歴史散策 公共建築ミステリーツアー in萩（仮称）

11/9(土)9:30～12:00（受付9:00～）
萩市内（詳細は県建築指導課HP参照）
先着100名
無料
山口県土木建築部建築指導課(TEL：083-933-3843)
FAX：083-933-3869又は県建築指導課HP
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/index/

萩市は、多くの歴史的な街並みを有し、4箇所の伝統的建造物群
保存地区を指定しています。中でも公共建築は、萩の街並みに調和
した歴史を感じさせるデザイン等に配慮されているものも多く、子ども
達にクイズを交えながら、公共建築の魅力や役割について、楽しく
学んでいただく体験型ツアーです。

日 時
場 所
定 員
参 加 費
問 合 せ
申 込

①11/9(土) 8:00～12:00（～7:45集合）
②11/23(土) 8:00～12:00（～7:45集合）
大原美術館本館前
①25名　②25名
2,300円
岡山県土木部都市局建築指導課
TEL：086-226-7499

倉敷美観地区周辺にある薬師寺主計と浦辺鎮太郎の作品を建築
ガイドの説明を聞きながら巡る近代建築ガイドツアー（大原美術館
モーニングツアー、大原美術館分館見学、有隣荘特別公開、倉敷
国際ホテル特別講義・見学）です。

日 時

集 合
定 員
参 加 費
申 込 ・
問 合 せ

■親子で巡る体験・見学ツアー
　岡山市オリエント美術館

「公共建築の日」及び「公共建築月間」とは

11/16(土)　9:15～12:00
地下1階ホール（～9:10集合）
先着親子20組（40名程度）
無料(大人1名のみ無料）
岡山市都市整備局住宅・建築部公共建築課
TEL：086-803-1455
又は koukyoukenchiku@city.okayama.lg.jp

西日本におけるオリエント研究の拠点として、公立としては国内
唯一の専門美術館として、故岡田新一の建築空間に古代オリエント
の装飾品が織り成す神秘な世界を体験し、歴史と文化を理解する
親子で見学するツアーです。

日 時
集 合
定 員
参 加 費
申 込 ・
問 合 せ

11/10(日)10:00～12:00
鳥取県立中央病院　1階ロビー（～9:45集合）
先着50名
無料
事前申込み（11/７(木)まで）
鳥取県総務部営繕課　技術企画担当
TEL：0857-26-7394　FAX：0857-26-8141
MAIL：eizen@pref.tottori.lg.jp

平成30年12月16日に開院した鳥取県立中央病院を一般公開。
外来棟など一般スペースはもちろん、免震層やヘリポートなど、
普段立ち入ることができない貴重な部分も担当者の説明を交え
ながらご案内します。

日 時
集 合
定 員
参 加 費
申 込 ・
問 合 せ

お問合せ先
公共建築協会中国地区事務局

参加費無料たてフェス2019  公式HP：http://tatefesta.info/
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