
※令和３年11月３日開館

※利用料金の詳細については施設ホームページに掲載。

所在地 八戸市大字番町１０番地４

所管部署 美術館

設置の目的

美術品等の収集、保管及び展示並びに美術等に関する調査研究及び普
及活動を行うことにより、市民の文化及び芸術の振興に資するととも
に、文化芸術活動を通じた様々な出会い、学び及び交流の機会を提供
し、新たな文化の創造と八戸市全体の活性化を図るための拠点として
設置するもの。

見える化シート

基準日 令和４年３月31日現在

基本情報

施設名称 美術館

㎡ 構造 鉄骨造

管理・運営の概要

土
地

土地面積 5,311.21 ㎡ 所有状況 市有地

用途地域 商業地域

－

運
営

開館時間 10:00～19:00

休館日 毎週火曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始

開館日数（日）

階数 地上 4 地下 -

整備費用 3,198,992 千円 財産区分 行政財産

建
物

建物名称 美術館

建築年月日 令和3年1月8日

延床面積 4,844.95

R1 － R2 － R3 102

耐震診断 不要 診断結果

運営形態 直営

利
用

主な利用者 市民（全市的） 観光客 文化芸術団体

延利用者数（人） R1 －

135

利用料金 入館料 無料（企画展観覧料は展覧会ごとに異なる） 貸館利用料 八戸市美術館条例による

R2 － R3 24,329

１日当たり
利用者数（人） R1 － R2 － R3

原付・バイク 有

入出庫時間 － 自転車 有

駐車場の有無 職員数（人）

駐車場の有無 無 自動車 －
正職員 会計年度任用職員等

利用時間 －

○ ○ ○ ○ ○ －

12 7

バリアフリーの状況 自家発電設備等

車いす駐車場 出入り口のスロープ 障害者用エレベーター
オストメイト
対応トイレ

自家発電設備
再生可能

エネルギー設備

災害指定避難

蔵書数
（冊）

指定緊急避難場所

指定避難所
洪水 土砂 地震

－ －

大規模な
火災

火山

－ － － － －

24,329
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施設運営費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度地元
発注率

地元
発注率

地元
発注率

うち、光熱水費 － － 27,211

93,553

企画運営費 － － － － 36,877 26%

人に係る経費 － －

施設の維持管理費 － －

うち、委託料 － － － － 68,091 78%

－ 108,921 53%－

－ － 8,402

収
入

（
財
源

）

使用料 － － 11,722

その他

合計 － － 239,351

支
出

施設運営費の特徴 支出経費の構成割合（令和3年度）

1.人に係る経費
　展覧会開催や美術作品の調査研究・収集保存など企画運営業務に９人、施設の
日常的な管理や貸館対応、広報など総務経営業務に８人の職員が従事していま
す。企画運営業務には学芸員等の専門員を配置しているほか、１日の開館時間が
本庁と比較して長く、また休館日が少ないことから、１日2交代のシフト制とするこ
とで、開館時間は常時一定人数の職員を配置するようにし、運営に支障をきたさ
ないようにしています。

２．企画運営費
　年に３回程度開催する大型の展覧会開催にかかる経費及び、集客を図るための
新聞・テレビ等への広告掲出に一定の経費を要しています。

３．施設の維持管理費
　収蔵品や展示品の適切な管理のため、24時間の空調運転・温湿度管理が必要と
なり、これに伴う光熱費及び、機器の保全を図るための委託料を要しています。
　また、貸館受付やチケット販売等の総合案内業務、展示室の監視業務等に一定の
経費を要しています。

４．その他
　その他収入の主なものは国庫補助金や建物貸付収入です。

合計 － － 239,351

一般財源 － － 219,227

1.人に係る経費
　展覧会開催や美術作品の調査研究・収集保存など企画運営業務に９人、施設の
日常的な管理や貸館対応、広報など総務経営業務に８人の職員が従事していま
す。企画運営業務には学芸員等の専門員を配置しているほか、１日の開館時間が
本庁と比較して長く、また休館日が少ないことから、１日2交代のシフト制とするこ
とで、開館時間は常時一定人数の職員を配置するようにし、運営に支障をきたさ
ないようにしています。

２．企画運営費
　年に３回程度開催する大型の展覧会開催にかかる経費及び、集客を図るための
新聞・テレビ等への広告掲出に一定の経費を要しています。

３．施設の維持管理費
　収蔵品や展示品の適切な管理のため、24時間の空調運転・温湿度管理が必要と
なり、これに伴う光熱費及び、機器の保全を図るための委託料を要しています。
　また、貸館受付やチケット販売等の総合案内業務、展示室の監視業務等に一定の
経費を要しています。

４．その他
　その他収入の主なものは国庫補助金や建物貸付収入です。

取組の状況

設置条例 八戸市美術館条例

（１）展覧会開催・市民利用促進

　市民利用の促進や展覧会を開催するなどにより、中心街の賑わい創出や回遊性向上に寄与します。

①令和３年度入館者数

　24,329人（令和３年11月３日（水祝）～令和４年3月31日（木））

　※令和４年1月26日（水）～3月21日（月）の間は、臨時休館や入場制限等あり。

運営方針等 八戸市新美術館整備基本構想、八戸市新美術館管理運営基本計画、八戸市新美術館中期運営計画

取組の内容

１．施設の特徴

　「ひと」が活動する空間を大きく確保し、「もの」や「こと」を生み出す新しいかたちの美術館として旧美術館からの建替・新築で開
館し、人を育み、まちや暮らしをより豊かなものとするための展覧会やプロジェクトを展開しています。

２．主な事業

人に係る経費

40%

企画運営費

15%

維持管理費

（光熱水費）

11%

維持管理費

（委託料）

28%

維持管理費

（その他）

6%



取組の状況

②展覧会観覧者数

展覧会名 観覧者数 会期（日数） 備考

開館記念「ギフト、ギフト、」 13,089人 R3.11.3～R4.2.20（93日） 1/26～2/20まで休館・入場制限あり

（２）各種プロジェクトの推進

　美術館の特徴的な空間である「ジャイアントルーム」を拠点に、アーティストや市民等が一緒に交流しながら共同創作活動を行
い、地域活動により深く関わる人を育みます。

①主なプロジェクト参加者数

ア．アートファーマープロジェクト

プロジェクト名 参加者数 開催日（開催期間）

「持続するモノガタリ」展 439人 R４.3.19～R4.3.31（１１日） 会期はR4.6.6まで

舟越保武展 740人 R４.3.19～R4.3.31（１１日） 観覧無料、会期はR4.6.20まで

かだるアート浮世絵編 ・講座参加者数　各回10人
第１回：R3.12.１９
第２回：R4.1.16（以降休館のため中止）

イ．その他プロジェクト

プロジェクト・イベント名 開催日 内容

向井山朋子パフォーマンス「gift」
・ワークショップ参加者数　1４人
・公演参加者数　９８人

（ワークショップ）R３.10.2～11.13
（公演）R3.11.14

八戸市美術館建築ツアーガイド
・講座参加者数　１０人
・ガイドツアー参加者数　１４７人

(講座）R3.10.10～１１．２８
（ガイド）R3.12.4～１２．１２

「建築にみるこれからの美術館－八
戸市美術館の可能性－」トークイベ
ント

R3.12.12
美術館建築を切り口に「これからの美術館」を考え、八戸市美術館
の可能性を探るトークイベントを開催（会場参加者数　100人）　※
オンライン配信あり

田村友一郎×石倉敏明アーティスト
トーク「予期せぬギフト」

R4.1.15
「ギフト、ギフト、」参加アーティストの田村友一郎氏と、人類学者の
石倉敏明氏をゲストに迎え、出品作品《予期せぬギフト》の制作プ
ロセスや「贈与・ギフト」に関する話を展開（参加者数　１５人）

「わたしたちの八戸アート」ワーク
ショップ

第１回：R3.11.20
第２回：R3.１２．４
第３回：R3．１２．１８

アート思考の第一人者である若宮和男氏（八戸市出身）と、八戸学
院大学特任教授の玉樹真一郎氏を講師に迎え、自分なりにアート
を捉え、楽しむ方法について考えるワークショップを開催（オンライ
ンのみ、各回３０人）

開館記念「ギフト、ギフト、」田附勝
トーク＆デコトラミーティング

R3.11.23
写真家の田附勝氏が撮影した八戸及び近隣地域のデコトラが集合
し、田附氏とデコトラドライバーによるトークイベントとデコトラ鑑
賞会を開催（参加者数　９３人）

社会科見学 １４校 ４６０人 市内：１０校　３８４人／市外：４校　７６人

修学旅行 ５校 １７１人 全て県内

（３）学校の社会科見学・修学旅行の受け入れ（令和３年度実績）

　開館前から学校の社会科見学や修学旅行の受け入れを行っている。美術館スタッフが館内を案内して回るだけではなく、展示
室の作品の前で座って模写するなどの取組も行っています。

項目 受入校数 生徒数 備考



※美術館で把握できたもののみ集計したもの

新聞記事 ３４件 地方紙・全国紙

テレビ・ラジオ ５件 日曜美術館アートシーン（NHK）など

取組の状況

（４）各種メディアへの広報（令和３年度実績）

　開館前から地元紙において特集記事や連載記事を掲載していただいたほか、開館直前・開館後を中心に、美術分野だけではな
く、建築・観光・地域情報など、幅広い分野のメディアに取り上げていただきました。また、青森アートミュージアム５館連携協議会
による広報活動や、設計者をはじめとする関係者の協力により、新建築（１月号）や美術手帖（２月号）、日曜美術館アートシーン
（NHK）等、全国的なメディアでも取り上げられ、全国から美術・建築関係者が視察で訪れるなど効果的なシティプロモーションに
繋がっています。

区分 掲載数 備考

その他 １６件 週刊じゃらんなど

合計 １１８件

雑誌 ４０件 美術手帖、新建築、BRUTUSなど

ｗｅｂ ２３件 ｗｅｂ版美術手帖、キタコレアートなど

（２）財源の見通しについて

　貸館利用のように施設を占有する利用者からは受益者負担として施設使用料を徴収しています。一方で、収蔵品の保存や展覧
会の企画・開催にかかる経費には、観覧料を徴収して財源に充てていますが、収蔵品は広く市民の財産であること、また、誰もが
容易に美術作品を鑑賞したり、文化芸術活動に参加できる機会を提供する必要があるという観点から、市税や地方交付税などの
一般財源を充てることで、観覧料を低廉なものとしています。また、建物貸付収入や、各種補助金・助成制度を活用するなど、一
般財源以外の財源確保に努めていきます。

＜参考写真＞

３．維持管理費と財源の見通しについて

（１）施設維持管理について

①施設維持管理の状況

　美術館は、地域にゆかりのある作家の美術品を中心に、約3,000点の収蔵品を保管する収蔵庫を有しています。これらの収蔵
品は、後世へ継承していかなければならない「地域の宝」であり、適切に保管する必要があります。このため、収蔵庫内は作品に合
わせて24時間温湿度管理を維持しており、劣化した作品は修復するなど適切な対応が求められることから、一定の維持管理費
を要しています。
　また、他館から貴重な作品を借用して展示する場合は、展示室内の温湿度など空気環境のデータ提出を求められることから、展
覧会開催の有無に関わらず、通年で展示室内の空気環境を保つ必要があり、ここにも一定の維持管理費を要しています。
　美術館は令和３年11月に開館したことから、通年ベースでの営業となる令和４年度以降は、警備・清掃業務や総合案内業務等の
委託料や光熱水費が増える見込みです。

②維持管理費削減の取組

　全館でＬＥＤ照明を設置し、高効率空調設備を導入するなど省エネルギー化が図られています。また、節電を意識的に行ってきた
こともあり、当初見込みよりも光熱水費を抑えられていることから、引き続き、光熱水費の抑制に努めます。今後は、開館後の運
営状況を分析し、施設の維持管理にかかる委託業務の見直しを図るなど、維持管理費の削減について検討します。

＜ジャイアントルーム＞ ＜展覧会＞ ＜アートファーマープロジェクト＞

＜学校連携プロジェクト＞ ＜ほろ酔い鑑賞「ほろ８」＞

＜市民の貸館展示＞


