
※開館日数及び来館者数の減少は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの。

※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 八戸市大字三日町11-1

所管部署 八戸ポータルミュージアム

設置の目的
中心市街地に賑わいを創出し、八戸市全体の活性化を図るため、市民
交流、文化創造及び観光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 八戸ポータルミュージアム

㎡ 構造 鉄筋コンクリート

管理・運営の概要

土
地

土地面積 3,387.62 ㎡ 所有状況 市有地

用途地域 商業地域

対応不要

運
営

開館時間 9:00～21:00

休館日 毎月第2火曜日・12/31・1/1

開館日数（日）

階数 地上 5 地下 -

整備費用 3,328,738 千円 財産区分 行政財産

建
物

建物名称 八戸ポータルミュージアム

建築年月日 平成22年11月25日

延床面積 6,510.34

R1 350 R2 339 R3 298

耐震診断 不要 診断結果

運営形態 直営

利
用

主な来館者 市民（全市的） 観光客

延来館者数（人） R1 815,554

1,634

利用料金 入館料 無料 貸館利用料 八戸ポータルミュージアム条例による

R2 552,559 R3 487,078

１日当たり
来館者数（人） R1 2,330 R2 1,630 R3

原付・バイク 有

入出庫時間 9：00～21：00 自転車 有

駐車場の有無 職員数（人）

駐車場の有無 有（貸館利用者のみ） 自動車 15
正職員 会計年度任用職員

利用時間 9：00～21：00

〇 － 〇 〇 〇 －

12 14

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

〇 1,121

大規模な
火災

火山

〇 〇 〇 〇 〇
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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 24,219 21,980 24,550

134,063

企画運営費 30,645 74% 22,996 78% 21,787 83%

人に係る経費 126,181 128,885

施設の維持管理費 136,463 91%

うち、委託料 96,047 92% 95,934 92% 93,825 92%

92% 140,103 92%131,981

10,637 8,632 8,905

収
入

（
財
源

）

使用料 18,732 17,027 13,984

その他

合計 293,289 283,862 295,953

支
出

合計 293,289 283,862 295,953

一般財源 263,920 258,203 273,064

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
　八戸ポータルミュージアムのスタッフは、マチニワの管理運営も兼務し、主に企画
運営には学芸員を含めた10人、その他の施設運営管理に13人従事しています。
本庁と比較すると1日の開館時間が長く、また休館日も少ないことからシフト制と
しています。マチニワと併せて年間約4,000件（新型コロナウィルス感染症の影響
により約3,000件）の施設利用の使用許可事務及び設営等利用補助に対応する
ための人員を配置しています。

２．企画運営費
　運営方針（基本方針）に基づき、企画事業を実施しています。また、イベント等の
周知のための情報発信経費も必要となっています。

３．施設の維持管理費
　アーティストが滞在しながら創作活動に取り組むアーティスト・イン・レジデンス事
業への対応などから、有人による２４時間警備を行っているほか、施設利用に関す
る受付案内や観光案内などのインフォメーション業務、貸館受付に必要なシステム
経費などを要しています。
　また、清掃業務委託では、日常清掃に加え、貸館利用の都度部屋を掃除している
他、昇降機設備、専門性の高いシアター設備の維持管理にも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。
    ※こどもはっちに係る収入支出は除いています。

1.人に係る経費
　八戸ポータルミュージアムのスタッフは、マチニワの管理運営も兼務し、主に企画
運営には学芸員を含めた10人、その他の施設運営管理に13人従事しています。
本庁と比較すると1日の開館時間が長く、また休館日も少ないことからシフト制と
しています。マチニワと併せて年間約4,000件（新型コロナウィルス感染症の影響
により約3,000件）の施設利用の使用許可事務及び設営等利用補助に対応する
ための人員を配置しています。

２．企画運営費
　運営方針（基本方針）に基づき、企画事業を実施しています。また、イベント等の
周知のための情報発信経費も必要となっています。

３．施設の維持管理費
　アーティストが滞在しながら創作活動に取り組むアーティスト・イン・レジデンス事
業への対応などから、有人による２４時間警備を行っているほか、施設利用に関す
る受付案内や観光案内などのインフォメーション業務、貸館受付に必要なシステム
経費などを要しています。
　また、清掃業務委託では、日常清掃に加え、貸館利用の都度部屋を掃除している
他、昇降機設備、専門性の高いシアター設備の維持管理にも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。
    ※こどもはっちに係る収入支出は除いています。

１．施設の特徴

【利用状況】

1Ｆ　はっちひろば

 はっち館内には、芸術活動や市民活動をサポートする各種ギャラリーやスタジオ、多様なイベントが開催可能な大小2つのシアター
を備え、5階にはアーティストが滞在しながら創作活動に取り組めるレジデンス施設を有しており、展示や物販、公演、講座やワーク
ショップ、シニアの団らん、学生の勉強など、様々な属性の個人や団体による多種多様な活動が日常的に繰り広げられています。

取組の状況

設置条例 八戸ポータルミュージアム条例

運営方針等 第3期八戸ポータルミュージアム中期運営方針 ー未来を創ろう 2030ー

取組の内容

 　八戸ポータルミュージアム「はっち」は、新たな交流と創造の拠点として、賑わいの創出や観光と地域文化の振興を図ることで中
心市街地と八戸市全体の活性化を目指すため、平成23年2月11日設置された施設です。
　開館以来、誰でも気軽に立ち寄れる場としての「会所場づくり」、市民の創作活動をサポートする「貸館事業」、地域資源を生かした
新たな価値の創造を目指す「自主事業」を施設運営の柱としており、さらに施設の中期的なビジョンや事業プランを中期運営方針と
して定め、各種事業を展開しています。
　現在の第３期中期運営方針は令和3年3月に策定しており、次の10年間を見据えた理想とする未来像を掲げ、中心市街地と市全
体の活性化に取り組んでいます。

3階まで吹き抜けの開放的な空間。作品展示・ステージ発
表・講演会など多目的に使用可能。

人に係る経費

46%

企画運営費

7%

維持管理費

（光熱水費）

8%

維持管理費

（委託料）

32%

維持管理費

（その他）

7%



○施設の利用状況の推移

※令和3年度について、新型コロナウィルス感染症の影響による休館の期間があるため「月平均」は10カ月で算出

※1日平均は各年度の開館日数で算出

２．主な事業

(1)まちぐみ事業

(2)市民作家・はっちサポーター事業

(3)リレーショナル・プレス「はちみつ」発行事業

(4)放送スタジオ「びびすた♪」

(5)課題解決型市民協働プロジェクト

(6)アーティスト・イン・レジデンス事業 （ＡＩＲ事業）

(7)パフォーミングアーツ事業
パフォーミングアーツ事業

(8)シーズンイベント

令和3年公演「すばらしきあいまいな世界」

(9)はちのへ演劇祭

シーズンイベント

(10)ストリート投げ銭ライブ

(11)はっちがずっぱど南部弁 クリスマスライトアップ

(12)暮らし学アカデミー

(13)はちのへ手しごと展

利用件数 月平均 1日平均

令和元年度 3,663件 306件 11件

令和2年度 2,681件 224件 8件

取組の状況

令和3年度 2,374件 237件 8件

　アーティスト山本耕一郎氏のプロデュースにより、市民の「やってみたい！」アイデアを“まちぐるみ”でサポートしてカタチにする
市民集団「まちぐみ」。「はっちのイスに南部ひしざし体験」や「まちぐみ大学」など、思いがけないアイデアで八戸のまちをちょっと
ずつ楽しくするプロジェクトを実施しています。

　「市民作家」が手掛けた館内の観光展示や来館者の案内を行うボランティアのガイドである「はっちサポーター」など、市民が大
切な担い手として活躍しています。

　はっち開館前の平成22年から発行している「はちみつ」。八戸やはっちに興味を持ってもらうためのツールの一つとして、はっ
ちのことはもちろん、中心街の様子や市内の新しい情報を発信しています。

　BeFMの協力により、はっち１階のガラス張りの放送スタジオで公開放送しているラジオ番組の様子を直接見ながら楽しむこと
ができます。また、番組では、はっちや中心街で開催するイべントの情報を実施者が自らラジオに出演し、宣伝・PRを行うことが
できる「はっちi（アイ）」のコーナーもあります。

　音楽演奏やダンスなどのパフォーマンス活動を行っている市民に発表の
機会を提供するとともに、パフォーマンス鑑賞の機会と賑わいを創出するた
め、パフォーマンス公演を月2回程度開催しており、令和３年度は年間で19
公演開催しました。

　南部弁の魅力を再発見し、後世に残すための取組として、南部弁による聞
き比べやトークショーなどを実施しています。

はっちの中庭「はっちコート」を、キャンド
ルとイルミネーションで装飾。

　暮らしに身近な事について学び、その体験や学びを通して新たな価値観を発見することで、暮らしをより生き生きと豊かにする
ことを目的とし、八戸での暮らしを楽しむことにつながる多種多様な講座やワークショップを定期的に開催しており、令和3年度
は9講座を開催しました。

　八戸に受け継がれる伝統工芸について、改めてその全容を把握し、つくり手たちの技と創作活動を紹介する展覧会を実施して
おり、地域の伝統工芸への関心を喚起するとともに、県内外にも八戸ならではの文化を紹介できる機会となりました。

　市民の発想を生かした地域課題の解決に向けた事業提案を募集しています。選考により選ばれた事業について、はっちとの協
働で事業を実施するとともに、事業に要する経費の支援として補助金を交付しており、令和３年度は２事業を実施しました。

　八戸の地域資源に焦点を当て、まちの新しい魅力を創り出すために、さまざまなアーティストの視点で地域の魅力を掘り起こ
し、市民がアートに触れ、体験する機会を増やし、新たな発見や驚き、感動を生み出すためアーティストがレジデンスに滞在して行
うアートプロジェクトを実施しており、令和３年度は２つのアートプロジェクトを実施しました。

　市民へ質の高い舞台芸術の観賞機会を提供し、地域の舞台芸術・パフォー
マンス活動の活性化を図るため、シアター２を活用したパフォーミングアー
ツ公演を実施しており、令和３年度は「プロジェクト大山」によるダンス公演
「すばらしきあいまいな世界」を実施しました。

　館内の季節感を演出し、中心街の賑わいを創出するため、季節に合わせ
た、公演・ワークショップ・展示・館内装飾等や中心街のイベントと連携した企
画等を実施しており、令和３年度は年間で34の企画を実施しました。

音響照明のある本格的な舞台で、子ども
たちも生き生きとダンスを披露。

　市内外で活動している演劇団体や個人による演劇公演をはっちで開催し
ており、令和３年度は、短編4作品と超短編６作品から２作品ずつを組み合
わせて上演しました。



(14)お祭り連携事業 お祭り連携事業

(15)ライブラリ事業
山車飾りの水族館

(16)ものづくりスタジオ支援事業

○過去３年度における施設運営費の平均 （単位：千円）

施設の維持管理費

うち、光熱水費

うち、委託料

取組の状況

　八戸を代表するお祭りである「八戸三社大祭」と「えんぶり」について、お
祭り期間に合わせ、市民や観光客に祭りの魅力を多面的に発信し、はっち
ならではの祭りの楽しみ方を提供する展示や体験等の企画を実施してお
り、令和３年度はどちらの祭りも中止となったが、祭りの雰囲気を感じる
ことができる山車飾りを使った展示やお祭り関連イラストの展示等を行い
ました。

　本に親しみ、本を通した文化振興、市民活動の活性化を図るため、アート
や文化、ものづくり、当市にゆかりのある方の書籍等を中心に配架したラ
イブラリを設置し、来館者の利用に供しているほか、関連イベントも実施し
ています。

八戸三社大祭で実際に使われた造形物で、水族館の
ような空間を演出。

　ものづくりの振興を通して、中心街の新たな魅力スポットと賑わいを創出すること及び入居者が起業するためのノウハウ等を備
えるための支援として、入居型の工房兼ショップである「ものづくりスタジオ」を館内に設置するとともに、入居者対象の勉強会等
を年1回程度実施しています。

３．維持管理費と財源の見通しについて（はっち・マチニワ）

はっち マチニワ 合計

支
出

人に係る経費 129,710 － 129,710

企画運営費 25,143 5,440 30,583

136,182 43,863 180,045

23,583 3,688 27,271

95,269 38,829 134,098

9,391 33 9,424

一般財源 265,063 47,824 312,887

合計 291,035 49,303 340,338

使用料 16,581 1,446 18,027

その他

　はっち・マチニワは、市内各所から公共交通がアクセスし、ホテルが集積する中心市街地にあり、多くの市民や観光客が訪れる施
設であるため、施設利用に関する受付案内や観光案内などのインフォメーション業務、貸館受付に必要なシステム経費などの維持
管理費を要しています。また、館内利用者の利便性向上のための昇降機設備、舞台芸術鑑賞などに用いられるシアター設備など、
専門性の高い設備も数多く整備しているため一定の維持管理費を要しています。
　その他にも、地震に強い免震構造を備えた施設で、中心街における防災拠点施設の一つとしての役割も担っていることから、利
用者の安全性確保のための維持補修にも努めています。
　また、はっちは建設後12年が経過していることから、今後、空調設備や舞台音響設備などの館内設備の更新や修繕などの維持
補修費が増える見込みとなっています。

②維持管理費削減の取組

　はっちでは省エネルギーを考慮した蓄熱式空調システムを導入しており、効率的な空調管理を行うことで、光熱水費の縮減に努
めています。
　また、マチニワと一体で維持管理を行うほか、維持管理委託の仕様を見直すことで経費の削減を図っています。今後も引き続
き、効果的かつ効率的な施設運営に努めます。

（２）財源の見通しについて

　施設を占有しての利用については、はっち、マチニワを併せて年間の申請件数で3,000～4,000件程度、利用施設では年間
3,500～5,000施設が利用されており、公共利用などの減免利用を除き、受益者負担として施設使用料を徴収しています。多
くの場合、これらの利用は無料あるいは有料な場合も低廉な料金で、誰もが参加や利用ができる催し物であり、一般財源を活用
し施設使用料の水準を抑えることで、利用申請者のみならず参加者を含めて幅広く市民等による利用や活動につながっており、
これまで同様、施設の利用促進と収入の確保に努めていきます。
　また、貸館利用に留まらず、市民活動やまちづくりのニーズを掘り起こし、文化や観光、まちづくりに関する市民参加型の企画事
業に取り組むためのスタッフや事業に係る費用、更には誰もが気軽に安心して利用できる公共的な居場所としての機能を維持す
るための費用に一般財源を充てていますが、引き続き建物貸付収入や、企画に連動した国庫補助金等その他の財源確保にも努
めていきます。

合計 291,035 49,303 340,338

（１）施設維持管理について

①施設維持管理の状況

収
入
（

財
源
）


