
基礎資料整理一覧表 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

公園名 空港スポーツ緑地 常願寺川公園 富山県総合運動公園 五福公園 富岩運河環水公園 岩瀬スポーツ公園 県庁前公園 県民公園太閤山ランド 

写真 

※県・公式HPなどより抜粋 

        

コンセプト 

笑顔と活気を発信する地域のコミュニ

ティステーション 

常願寺川の河川敷を利用した公園で、グ

ループやファミリーでスポーツやレクリ

エーションを楽しめる総合公園 

スポーツを通した「健康づくり」を中心

に「花と緑」、「科学技術」を盛り込ん

だ21世紀に誇れる公園 

教育・文化の中心地に立地するスポーツ

を中心とした、県民に親しまれる緑豊か

な憩いの場 

とやま都市MIRAI計画のシンボルゾーン

として、水辺空間の豊かさを大切にしな

がら整備された親水文化公園 

競技スポーツだけでなく、いつでも誰

でも気軽に運動を楽しめる公園 

オフィス街の中心に位置する、噴水を

中心とした県市民の憩いと語らいの場

所 

県民のだれもが集い楽しめるよう都市近

郊にレクリエーションの場を提供するこ

とを目的に設置された広域公園 

特徴 

富山空港の緩衝緑地として整備した南

北に細長い形状の緑地。テニスコート

や陸上競技場があり、隣接する体育セ

ンターとの一体的な利用も可能 

各種専用グラウンドなどの運動施設のほ

か､多目的広場･ピクニック広場､遊具を

備えた広場などもあり､グループや家族

でスポーツレクリエーションが楽しめる

総合公園 

2000年国体（H12)のメイン会場として

整備。本格的な陸上競技のほか県民の誰

もが気軽に運動できる花と緑豊かな公園 

S33年の富山国体の主会場施設に加え、

富商跡地を含めて整備した運動公園。市

街地に近く市電でのアクセスも可 

運河の旧舟だまりを整備した親水文化公

園。平成21年から富岩水上ラインが就航

したほか、年間を通して水辺を活かした

多彩なイベントが開催されている 

サッカー・ラグビー、テニス、ソフト

ボールなど充実した競技施設を備えた

運動公園。芝生の広場や遊具も備えた

緑豊かなスポーツと憩いの空間 

戦災復興土地区画整理事業の際に用地

を確保し、県庁ほかオフィス街の憩い

の場として整備した公園 

広い敷地内にトレーンが走り、プール

広場・バーベキューコーナー・展望塔

などを有する都市公園100選にも選定さ

れた、県内最大の都市公園 

公園種類 緩衝緑地（富山市広域避難場所） 総合公園（富山市広域避難場所） 運動公園（富山市広域避難場所） 運動公園（富山市広域避難場所） 総合公園（富山市広域避難場所） 運動公園（富山市広域避難場所） 近隣公園 広域公園（射水市指定緊急避難場所） 

所在地 富山市秋ヶ島287 富山市水橋常願寺、立山町利田字馬坂 富山市南中田368 富山市五福1942 富山市湊入船町14 富山市森5丁目1-17 富山市新総曲輪1-1 射水市黒川4774-6 

供用開始 昭和62(1987)年4月27日 昭和59(1984)年10月7日 平成5(1993)年10月1日 昭和33(1958)年9月1日 平成9(1997)年7月1日 昭和52(1977)年10月９日 昭和40(1965)年10月1日 昭和58(1983)年7月16日 

開園面積 13.2ha 29.4ha 46.0ha 15.6ha 9.8ha 22.1ha 1.2ha 95.9ha 

入園者数 

（人） 

令和2(2020)年 67,672 175,000 659,124 73,176 1,003,000 152,260 【平日】 2,154 人／日  

計測日：令和３年10月21日（木） 

【休日】 1,052 人／日  

計測日：令和３年10月24日（日） 

※いずれも7時～19時までの入園者数 

454,840  

平成31(2019)年 85,629 238,100 825,440 166,004 1,649,000 222,001 788,444  

平成30(2018)年 84,609 188,100 824,451 177,200 2,130,000 205,632 789,040  

平成29(2017)年 84,307 225,500 782,121 161,800 2,653,000 211,998 770,860  

主な 

既存公園施設 

 

※有料施設 

運動系施設 

陸上競技場、テニスコート、ゲートボー

ル広場 

野球広場、サッカー・ラグビー場、芝生

スポーツ広場、テニスコート、馬場 

陸上競技場、補助競技場、屋内グラウン

ド、多目的広場、トレーニングルーム、

クロスカントリーコース 

陸上競技場、スポーツ広場、県営富山野

球場、野球広場 

 サッカー・ラグビー場、補助競技場、健

康スポーツドーム、ソフトボール広場、

テニスコート 

 ファミリースポーツプラザ、スポーツ

広場、テニスコート、ローラースケー

ト場、ふるさとパレス 

緑地等施設 

入口広場、サンクス広場、展望広場、

せせらぎ広場、芝生広場、さくら通り 

花の木ひろば、グミの木ひろば 芝生スポーツ広場、ファミリー広場、の

びのび広場 

園内芝生  芝生公園、疎林の広場、修景広場 芝生広場 入口広場、水辺の広場、中央広場、い

きいき広場、ピクニック広場 

レクリエーショ

ン施設 

遊具広場、お祭り広場 バーベキューコーナー、わんぱくひろ

ば 

げんき広場 遊具広場  児童遊園、アルペン滑りの広場  バーベキューコーナー、わんぱくの

丘、プール広場、 

その他 

【隣接施設】富山県総合体育センター  会議室  野外劇場、野鳥観察舎、スターバックス

コーヒー、富山県美術館（一部有料）、

立体駐車場 

 大噴水、花時計 展望塔、野外劇場、こどもみらい館、

太閤山荘、紫陽庵、ドッグラン 

 

敷地条件（制約条件） 
国有地の無償貸付あり 公園全域が常願寺川の河川区域内 埋蔵文化財の包蔵地有り 第１種中高層住居専用地域、第１種高

度地区の用途制限有り 

準工業地域、運河内は市街化調整区域

の用途制限有り 

公園の一部が工業地域、準工業地域、

第１種住居地域の用途制限有り 

国有地の無償貸付あり 埋蔵文化財の包蔵地、国有地の無償貸

付あり 

駐車場台数 

全5箇所、総数459台分 

※富山県総合体育センター駐車場を含

む 

全7箇所、総数673台分 全7箇所、総数1,246台分 全3箇所、総数400台分 全５箇所、総数244台分（内73台、2時

間以上有料） 

全4箇所、総数420台分 

 

なし 全3箇所、総数1,407台分 

 

アクセス性 
・富山駅から約9km 

・北陸自動車道 富山ICから約4km 

・富山駅から約7km 

・北陸自動車道 富山ICから約9km 

・富山駅から約9km 

・北陸自動車道 富山ICから約4km 

・富山駅から約3km 

・北陸自動車道 富山ICから約6km 

・富山駅から約800m 

・北陸自動車道 富山ICから約6km 

・富山駅から約6km 

・北陸自動車道 富山ICから約11km 

・富山駅から約600m 

・北陸自動車道 富山ICから約5km 

・小杉駅から約4km 

・北陸自動車道 小杉ICから約3km 

管理運営状況 
指定管理者 

株式会社野上緑化 公益財団法人富山県民福祉公園 公益財団法人富山県民福祉公園 公益財団法人富山県民福祉公園 公益財団法人富山県民福祉公園 株式会社富山・スポーツパーク・マネジメン

ト 

風と緑と水の会 公益財団法人富山県民福祉公園 

指定管理期間 令和4年度まで 令和4年度まで 令和8年度まで 令和4年度まで 令和6年度まで 令和4年度まで 令和4年度まで 令和6年度まで 

県政アンケー

ト 

(回答者の年

齢) 

  20歳代      4% 

30歳代      9% 

40歳代    22% 

50歳代    21% 

60歳代    24% 

70歳代    16% 

80歳代以上4% 

利用者状況 

頻度／時間 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１～２時間程度程度 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１～２時間程度程度 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１～２時間程度程度 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１～２時間程度程度 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１～２時間程度程度 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１～２時間程度程度 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）１時間以下 

（頻度）年に１～数回程度 

（時間）半日程度 

主な利用目的 
・散歩や軽い運動 

・スポーツやスポーツ観戦 

・散歩や軽い運動 

・子どもを遊ばせる 

・スポーツやスポーツ観戦 

・散歩や軽い運動 

・イベントや野外レクリエーション 

・スポーツやスポーツ観戦 

・休憩・食事・リフレッシュ 

・散歩や軽い運動 

・散歩や軽い運動 

・子どもを遊ばせる 

・休憩・食事・リフレッシュ 

・散歩や軽い運動をする 

・行事やイベントの参加 

・子どもを遊ばせる 

あったらいいな

と思う施設 

（上位5施設） 

① 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施 

設 

② レストランやカフェ等の飲食店、売店 

③ 長時間を過ごせ、休める施設やベンチ    

  等 

④ 子どもが遊ぶことができる屋外施設 

⑤ 四季の花が彩る庭園 

① レストランやカフェ等の飲食店、売店 

② グランピングやキャンプなどの野外活動施設 

③ 子どもが遊ぶことができる屋外施設 

④ 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施

設 

⑤ 長時間を過ごせ、休める施設やベンチ

等 

① レストランやカフェ等の飲食店、売店 

② 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施

設 

③ フィットネスやヨガ、ランニングステーショ

ン等の健康増進施設 

④ 子どもが遊ぶことができる屋外施設 

⑤ アーバンスポーツやニュースポーツ施

設 

① レストランやカフェ等の飲食店、売店 

② 子どもが遊ぶことができる屋外施設 

③ 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施

設 

④ 長時間を過ごせ、休める施設やベンチ

等 

⑤ 広く、停めやすい駐車場 

① 広く、停めやすい駐車場 

② レストランやカフェ等の飲食店、売店 

③ 長時間を過ごせ、休める施設やベンチ等 

④ 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施

設 

⑤ 公園の中での学習や仕事ができるワーケーシ

ョン施設 

① レストランやカフェ等の飲食店、売店 

② 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施

設 

③ 子どもが遊ぶことができる屋外施設 

④ アーバンスポーツやニュースポーツ施

設 

⑤ フィットネスやヨガ、ランニングステーショ

ン等の健康増進施設 

① レストランやカフェ等の飲食店、売店 

② 四季の花が彩る庭園 

③ 広く、停めやすい駐車場 

④ 長時間を過ごせ、休める施設やベンチ 

  等 

⑤ 子どもが遊ぶことができる屋外施設 

① 四季の花が彩る庭園 

② レストランやカフェ等の飲食店、売店 

③ 天体観測や、農や食を通じた自然体験 

④ 長時間を過ごせ、休める施設やベンチ 

  等 

⑤ 天候に関係なく遊べる室内アトラクション施

設 

 

来園者数増加のための課題 

・せせらぎ広場、空港ターミナル前は、

老朽化が進み利用者が少ない 

・周辺には、富山空港、富山県総合体育

センター、空港ターミナルビルなどの

施設があるが、賑わいづくりに向けた

連携が不十分 

・アウトドア人気の高まりにより、バー

ベキューエリアの利用者は増えている

が、かまどなどの現在ある施設は古く

て使いにくい 

・周辺に飲食店などの施設がない 

・グミの木ひろばは利用が少ない 

・公園周辺に手軽に飲食ができる店やコ

ンビニ等の売店が少ない 

・ランニングやウォーキングに訪れる公

園利用者が多くいるが、飲食や着替え

などができる施設がない 

・樹木が大きく茂り緑陰が多いエリアが

あるが、ゆっくりとくつろげる施設が

無い 

・林間広場はあまり利用がされていない 

・駐車場が不足するときがある 

・平成29年は富山県美術館の開館によ

り、来園者数が200万人を超えたが、

その後は利用者数が減少傾向である 

・駐車場が慢性的に混雑している 

・施設の老朽化と周囲の成長しすぎた樹

木により鬱蒼とした雰囲気となってい

るエリアがある 

・屋外でのバスケットボールなどのアー

バンスポーツを行う利用者増への対応 

・施設の老朽化と周囲の成長しすぎた樹

木により鬱蒼とした雰囲気となってい

る 

・カフェなどの飲食店設置を望む声があ

る 

・入口広場周辺は、飲食物販機能が弱

く、駐車場に近いことや水辺の優れた

景観を生かし切れていない。 

・スポーツ広場周辺は、施設の老朽化や

駐車場から遠いため、稼働率が低い。 

・南口周辺は、広大な樹林環境を生かし

切れていない。 

・ピクニック広場、プール広場、わんぱ

くの丘周辺は、駐車場から遠く、賑わ

いが不足している。 


