2019.4現在

指定公共施設一覧表
市町村

公共施設名

対象サービス・料金

住所

（市町村別）
電話番号

富山市 富山県美術館

コレクション展300円、企画展観覧料（料 富山市木場町
金は展覧会により異なる。）
3-20

富山市 富山県水墨美術館

常設展200円、企画展観覧料（料金は
展覧会により異なる。）

富山市五福777 076-431-3719

富山市 高志の国文学館

常設展200円、企画展観覧料（料金は
展覧会により異なる。）

富山市舟橋南
町2-22

076-431-2711

076-431-5492

富山市

富山県民会館分館
豪農の館内山邸

見学料200円

富山市宮尾903 076-432-4567

富山市

富山県民会館分館
薬種商の館金岡邸

見学料200円

富山市新庄町
1-5-24

076-433-1684

・1回利用（一般）大人：1時間510円、2
時間30分1,030円、1日1,540円
・1回利用（一般）小中学生：1時間260
円、2時間30分520円、1日770円
富山県国際健康プラザ
富山市
・ヘルスアップママ講座1,230円
富山市友杉151 076-444-0809
（とやま健康パーク）
・ちびっ子室（託児室）利用料1回利用
310円
・ちびっ子室（託児室）利用料11回回数
券3,100円
通常の一般入園券：１枚500円
＜冬期（12月～2月）、さくらまつり及び
夜間開園時などは利用不可＞

富山市婦中町
上轡田42

076-466-2425

岩瀬サッカー・ラグビー場、岩瀬補助競
技場、岩瀬テニスコート、岩瀬ソフト
ボール広場及び健康スポーツドームの
富山県岩瀬スポーツ公 施設利用料金及び附属設備利用料金 富山市森5-1富山市
園
※施設利用料金の詳細は、富山県岩 17
瀬スポーツ公園HP
（https://www.tspm.jp/guidance/index.h
tml）をご覧ください。

076-438-4880

空港緑地陸上競技場及び空港緑地テ
ニスコートの施設利用料金及び附属設
備利用料金
富山県空港スポーツ緑
富山市秋ヶ島
富山市
※施設利用料金の詳細は、富山県空
地
287
港スポーツ緑地HP
（http://smilepark.net/charge.html）をご
覧ください。

076-429-7129

富山市 富山県中央植物園

富岩水上ライン
富山市 (運航会社：富岩船舶
㈱)

乗船料(小人は半額。幼児無料。)
中島便1,200円
岩瀬便1,500円
イベント便400円 等
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富山市湊入船
町～岩瀬

076-482-4116
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指定公共施設一覧表
市町村

公共施設名

対象サービス・料金

魚津市三ヶ
1181-1

0765-24-6999

●3月中旬～5/31（オンシーズン）
大人（高校生以上）800円、
滑川市 ほたるいかミュージアム 子人（3歳～中学生）400円
●6/1～3月上旬（オフシーズン）
大人600円、小人300円

滑川市中川原
410

076-476-9300

宿泊代、バーベキュー利用料
南砺市イオックス・ア
※施設利用料金の詳細は、HP
南砺市 ローザ交流施設（南砺
（http://www.iox.or.jp/cottage/nedan）
市イオックス・ヴァルト）
をご覧ください。

南砺市才川七
アローザ村

0763-55-1969

南砺市 桜ヶ池クアガーデン

●プールと温泉利用
一般（中学生以上）：1,500円
小学生以下：1,000円
●温泉利用
一般：620円

南砺市立野原
東 1514

0763-62-8181

南砺市 たいらスキー場

●キッズパーク一日利用券
一人500円（大人子供共）
●リフト1日券
大人：3,000円
小人（中学生以下）：2,500円
●リフト1回券：200円
●リフト5回券：1,000円

南砺市梨谷

0763-66-2911

南砺市 井波彫刻総合会館

入館料
一般（高校生以上）：500円
中・小学生：250円

南砺市北川733 0763-82-5158

南砺市 五箇山和紙の里

紙漉き体験
紙すき和紙、はがき：700円/人
うちわ：1,500円/人

南砺市東中江
215

0763-66-2223

南砺市 南砺市城端温水プール

一般（中学生以上）：300円
小・中学生：200円

南砺市城端
1938

0763-62-2892

魚津市 ミラージュランド

アトラクション利用チケット：
1枚100円、11枚1,000円

住所

（市町村別）
電話番号
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指定公共施設一覧表
市町村

南砺市

公共施設名

桜ヶ池自然活用施設
「自遊の森」

対象サービス・料金
●コテージ使用料
4人棟：9,250円、8人棟：14,400円
小学生以上：820円/人
●野外バーベキュー場使用料
1卓：2,000円
小学生以上：110円/人
●キャンプ場
小学生以上宿泊：500円
日帰り：200円

住所

南砺市立野原
東字丸山1767

（市町村別）
電話番号

0763-62-3360

●プール
一般（高校生以上）：300円
中学生：200円
小学生以下：100円
南砺市 いなみ交流館「ラフォーレ」
●浴室
一般（中学生以上）：510円
小学生：410円
未就学児：200円

南砺市山見1356 0763-82-8900

●入館料
大人；510円
南砺市井口体験交流セ
小・中学生：300円
南砺市 ンター
●貸部屋
（ゆ～ゆうランド・花椿）
8畳：2,050円（5時間まで）
15畳：3,080円

南砺市井口字
持掛谷35

0763-64-2288

南砺市大崩島
96-2

0763-66-2005

南砺市

南砺市ふれあい健康温 大人：600円、小・中学生：300円、
泉センター「ゆ～楽」
未就学児：無料

南砺市 南砺市福光プール

一般・高校生410円
小学生・中学生200円
未就学児無料

南砺市法林寺
2051

0763-52-8801

南砺市 南砺市井波社会体育館

一般（高校生以上）200円
小学生以下100円

南砺市井波
700-110

0763-82-5026

南砺市 城南テニスコート

テニスコート利用料
※詳しくは施設にお問い合わせくださ
い。

南砺市泉沢字
吉兵衛島700

0763-62-2701

南砺市立野原
東1511

0763-62-8123

南砺市

桜ヶ池クライミングセン １時間１００円
ター
レンタルシューズ３００円
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市町村

公共施設名

射水市 海王丸パーク

対象サービス・料金
帆船海王丸乗船料：
大人（高校生以上） 400円
小人（小・中学生） 200円

住所

（市町村別）
電話番号

射水市海王町8 0766-82-5181

射水市

県民公園太閤山ランド
プール広場

【個人】１人につき１回あたり
一般（学生を含む。）1,270円、高等学校
の生徒890円、中学校の生徒及び児童
380円、幼児120円
射水市黒河
【親子割引券】１人につき１回あたり
4774-6
一般１人及び中学校の生徒又は児童１
人1,530円、一般１人及び幼児１人1,270
円

入善町

青野自然公園
パークゴルフ場

●使用料
高校生以上 500円（１日）

入善町小摺戸

090-7084-1100

入善町 椚山いろり館

●日帰りの施設利用の場合
一般 500円 学生 300円
小学生以上高校生以下 100円
●宿泊を伴う施設利用の場合
一般 1,500円 学生 1,000円、
小学生以上高校生以下 500円
寝具代一式 500円

入善町椚山
1288-1

0765-74-2662

入善町 園家山キャンプ場

●バンガローを一回利用する場合（5時
間以内の利用）
一室 1,000円＋大人×100円
入善町下飯野
＋小人×50円
361
●バンガローで一泊する場合
一室 2,000円＋大人×100円
＋小人×50円

0765-72-2788

入善町 下山芸術の森

●企画展の観覧料
料金は企画展により異なる。

入善町下山
364-1

0765-78-0621

立山町 富山県［立山博物館］

展示館常設展300円特別企画展200
円、遙望館100円、まんだら遊苑400
円、3施設セット券650円

立山町芦峅寺
93-1

076-481-1216

立山町芦峅寺
字ブナ坂68

076-481-1160

立山町

富山県立山カルデラ砂
観覧料 1人 400円
防博物館

※ 親子連れでの公共施設の利用の場合のみ対象となります。
（親のみ又は子（きょうだい）のみの場合は使用不可)
※ 500円未満のサービスは、合計500円以上の場合のみ対象となります。
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0766-56-6116

