
※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21-1

所管部署 八戸ポータルミュージアム

設置の目的
街なかの「庭」のような役割を担うことを目的とし、地区全体の魅力向
上、にぎわいの創出、回遊性の向上、周囲への効果の波及等を促す拠点
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 八戸まちなか広場

㎡ 構造 鉄骨造

管理・運営の概要

土
地

土地面積 1,090.98 ㎡ 所有状況 市有地

用途地域 商業地域

－

運
営

開館時間 6:00～23:00

休館日 なし

開館日数（日）

階数 地上 2 地下 1

整備費用 1,652,594 千円 財産区分 行政財産

建
物

建物名称 八戸まちなか広場

建築年月日 平成30年6月29日

延床面積 1,249.85

R1 364 R2 351 R3 309

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 585,964

292

利用料金 入館料 無料 貸館利用料 八戸まちなか広場条例による

R2 225,223 R3 90,370

１日当たり
来館者数（人） R1 1,610 R2 642 R3

－ 原付・バイク －

入出庫時間 － 自転車 －

※来館者数は、Wi-fi機能があるスマホを保有した人が5分以上6時間未満の滞在した人数をスマートフォン保有率で除して求めた推計値。

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

利用時間

－ － 〇 〇 － －

－ －

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

－ － － － －
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1.人に係る経費

２．企画運営費

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 3,873 3,691 3,500

－

企画運営費 7,651 67% 5,195 90% 3,474 85%

人に係る経費 － －

施設の維持管理費 45,488 88%

うち、委託料 40,258 88% 40,300 88% 35,930 95%

88% 40,624 94%45,478

100 － －

収
入

（
財
源

）

使用料 2,215 1,334 788

その他

合計 53,139 50,673 44,098

支
出

施設運営費の特徴 支出経費の構成割合（令和3年度）

　　八戸ポータルミュージアムの職員が兼務しています。

　　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。

合計 53,139 50,673 44,098

一般財源 50,824 49,339 43,310

３．施設の維持管理費

　　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。

　　・開館時間が6時から23時と長く、開館日数が多いため、日常清掃の
　　作業日数が多くなっており、また、定期的にシンボルオブジェ「水の樹」
　　や全面のガラス清掃が必要となっています。
　　・大型ビジョンや大型スライドガラスといった特殊な設備の維持管理に
　　一定の経費を要しています。

１．施設の特徴

○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

取組の状況

設置条例 八戸まちなか広場条例

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

　まちなかの「庭」をコンセプトにした「光・緑・水・風」の自然を感じられる空間として平成30年に整備しました。
地区全体の魅力向上、にぎわいの創出、回遊性の向上、周囲への効果の波及等を促すことを目的としており、日
常的な居場所として、また、イベント開催時には「ハレ」の場として、自由な雰囲気をまちなかに提供しています。

令和2年9月開催
「38 fuud food MARCHE　風土と食と音のマルシェ」
自慢の農産物や商品がマチニワに集結。

令和2年度 351件 30件

令和3年度 212件 22件

ダンボール迷路
令和3年11月はマリンバ演奏やピアノ演奏、声楽などを実
施し、生演奏がある空間を演出。

利用件数 月平均

令和元年度 521件 44件

企画運営費

8%
維持管理費

（光熱水費）

8%

維持管理費

（委託料）

81%

維持管理費

（その他）

3%



２．主な事業

(1)眠っているこいのぼりに光を！

　市民からの寄付で集まったこいのぼりをマチニワへ展示しました。

(2)ダンボール迷路＆積み木であそぼ！

(3)マチニワ　アンブレラスカイ

　梅雨の時期を楽しく過ごしてもらえるよう、カラフルな傘120本

をマチニワの天井に展示しました。

(4)マチニワ大道芸フェスティバル2021

　全国で活躍する大道芸パフォーマーの技を鑑賞できる機会として東北

では数少ない大道芸フェスティバルを2日間にわたって開催しました。 マチニワ　アンブレラスカイ

天井から落ちるカラフルな影もマチニワの床を彩った。

(5)マチニワのクリスマス2021

　トナカイとソリのフォトスポット、バルーンやジョーゼットなどでマチニワ全体をクリスマスデコレーションし、クリスマス

の雰囲気を演出しました。

(6)成人の記念に写真を撮ろう

　成人式に合わせて、いかずきんズといのるんをモチーフとしたバルーンオブジェで新成人へのお祝いフォトスポットを

設置しました。

(7)マチニワピアノ

　令和元年より、だれでも自由に弾くことができるストリートピアノを

マチニワ2階に設置しています。

マチニワピアノ

自由に弾くことができるピアノと交流ノートを設置。

取組の状況

　ダンボール迷路と積み木3,000ピース、人工芝生を設置し、誰でも気軽に立ち寄り遊べる空間として実施しました。


