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第１章 実行編の概要 

１．第１．第１．第１．第 1 次アクションプランの目標次アクションプランの目標次アクションプランの目標次アクションプランの目標 
(1) 重点的に推進する施設重点的に推進する施設重点的に推進する施設重点的に推進する施設 

 本市では、人口減少と超高齢社会の本格的な到来に伴い、今後ますます財政状況が厳

しくなることが予想されており、このまますべての公共施設を維持し続けることは明ら

かに困難な状況となっています。 

公共施設の現状としては、平成 17 年 4 月の市町村合併に伴い、庁舎やホール等の類

似した機能を持つ公共施設を多く保有しており、人口 1 人当たりの公共施設の延床面積

（平成 27 年 3 月末時点）が 4.0 ㎡と中核市平均の 3.2 ㎡を大きく上回っています。ま

た、建設から 30 年以上経過した施設が全体の約 40%を占めており、耐震化されていな

い施設も多く保有しています。 

 こうしたことから、第 1 次アクションプランにおいては、類似した機能をもった施設

や老朽化が著しい施設、耐震化が行われていない施設の再編について、重点的に推進す

ることを目標とします。 

 

 平成 26（2014）年度までに整備された公共建築物の総面積 1,678,108（㎡） 

旧耐震基準の施設面積 延床面積 444,414（㎡） 

（1981 年以前の建築） 割合 26.5（％） 

建設から 30 年を経過した施設 延床面積 670,351（㎡） 

（1985 年以前の建築） 割合 39.9（％） 

市人口（平成 27年 3 月末時点） 418,979（人） 

人口 1 人当たりの公共建築物の延床面積 4.0（㎡） 
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(2)施設更新費用の削減目標施設更新費用の削減目標施設更新費用の削減目標施設更新費用の削減目標 

今後 40 年間の施設の大規模改修や建替等に必要な更新費用総額は、9,914 億円と

なり、年平均で 248 億円の投資が必要と推計されています。これは、これまでの投資

実績（直近 5 か年度平均）166 億円を維持し続けたとしても、今後 40 年間で 3,288

億円、年平均で 82 億円の不足が見込まれることになります。 

こうしたことから、3,288 億円の不足額を解消していくため、アクションプランの

各期において、施設総量の縮減や施設機能の再編等を行った場合の最大の効果額を算

出し、これを数値目標として掲げることとします。 

  

【アクションプラン効果額の試算条件】 【アクションプラン効果額の試算条件】 【アクションプラン効果額の試算条件】 【アクションプラン効果額の試算条件】 

実行編第２章 見直しの方向性（素案） 

① 機能「継続しない」×再編整備方策「解体」「譲渡」機能「継続しない」×再編整備方策「解体」「譲渡」機能「継続しない」×再編整備方策「解体」「譲渡」機能「継続しない」×再編整備方策「解体」「譲渡」 

推計している更新費用全額について効果額に計上します。 

② 機能「継続」×再編整備方策「集約化」「複合化」機能「継続」×再編整備方策「集約化」「複合化」機能「継続」×再編整備方策「集約化」「複合化」機能「継続」×再編整備方策「集約化」「複合化」 

新たに整備を行う際に、既存建物の 8 割に面積を縮小できると仮定して、推計している

更新費用の 2 割について効果額に計上します。 

  

 

 

 

 

 

 

 なお、第１次アクションプランにおいては、実行編の対象とした施設の複合化・集約

化や廃止を着実に実行した場合、最大で378億円の削減が見込まれ、これは不足額3,288

億円に対し約 11.5％となります。 

また、不足額を解消する方策は施設面積の縮減だけではなく、計画的な保全の実施に

より施設の長寿命化が図られることによる抑制効果や、財産の活用による歳入の確保、

効率的な管理方法等による維持管理費等の縮減等、様々な方策を勘案し多様な手段を活

用しながら、不足額解消に向けて再編を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

    

１次アクションプランにおいて、課題のある施設として抽出された施設について、１次アクションプランにおいて、課題のある施設として抽出された施設について、１次アクションプランにおいて、課題のある施設として抽出された施設について、１次アクションプランにおいて、課題のある施設として抽出された施設について、

解体、譲渡、集約化、複合化を進めることにより将来更新費用額を３７８億円削減解体、譲渡、集約化、複合化を進めることにより将来更新費用額を３７８億円削減解体、譲渡、集約化、複合化を進めることにより将来更新費用額を３７８億円削減解体、譲渡、集約化、複合化を進めることにより将来更新費用額を３７８億円削減

します。 します。 します。 します。 

目 標 
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２．第２．第２．第２．第 1 次における実行編の進め方次における実行編の進め方次における実行編の進め方次における実行編の進め方 
(1) 課題のある施設の抽出条件課題のある施設の抽出条件課題のある施設の抽出条件課題のある施設の抽出条件 

    

 抽出条件１  抽出条件１  抽出条件１  抽出条件１ 

築年数が 30 年以上経過した施設、かつ、ポートフォリオ分析においてＤ分

類となったすべての施設（なお、ポートフォリオ分析を行っていない施設は、

「品質」、「供給・財務」のどちらか一方の偏差値が 50 未満と読み替える。） 

  

抽出条件２ 抽出条件２ 抽出条件２ 抽出条件２ 

施設の複合化・集約化、統廃合や利活用等、公共施設マネジメントの観点を

もった、見直しの方向性が決定している施設であって、既に継続して見直しに

取り組んでいる施設 

  

抽出条件３ 抽出条件３ 抽出条件３ 抽出条件３ 

第 1 次において、重点的に取り組む必要があると決定された施設 

   

①旧庁舎を核とした施設機能の再編 ①旧庁舎を核とした施設機能の再編 ①旧庁舎を核とした施設機能の再編 ①旧庁舎を核とした施設機能の再編 

合併前に庁舎であった行政サービスセンター・中核型地区センターについては、

耐震化が行われていないことや建物の空スペースの増加が課題になっています。 

各センターはそれぞれの地域の中心部に位置しており地域のシンボルとして親

しまれてきた経緯があり、その周辺には、ホールや公民館、図書館等の公共施設が

集中しており、地域住民の活動拠点となっています。 

このため、各センターや周辺にある公共施設を含め、必要とする機能を改めて見

直し、集約化や複合化の手法を用いつつ、各センターを核とした施設の再編を行う

こととします。 

    

②事務所等機能の廃止・集約化 ②事務所等機能の廃止・集約化 ②事務所等機能の廃止・集約化 ②事務所等機能の廃止・集約化 

市民に直接行政サービスを提供することを目的としない倉庫・書庫や、他の公共

的な団体に対する貸付を目的とした施設が市域に点在しており、その維持・修繕費

用の負担が課題となっています。 

このため、今後は、役割を終えた公共施設の効果的な活用を推進するとともに、

廃止や集約化を進め、負担の軽減を図っていきます。 
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③中核施設の長寿命化 ③中核施設の長寿命化 ③中核施設の長寿命化 ③中核施設の長寿命化 

総合体育館や芸術文化ホール等の中核施設については、今後も長期にわたり、政

策的に重要な役割を担っていくことが求められており、財政的な視点から長期的に

保全にかかる経費を縮減させていくとともに、各年度の経費を平準化させていくこ

とが課題となっています。 

このため、施設の機能が長く保たれるよう、長期的な計画に基づき、効率的かつ

計画的な保全を行うことが必要となっています。 

    

    

(2)機能維持の方針機能維持の方針機能維持の方針機能維持の方針 

 

 

 

課題があるとされた施設が提供している行政サービス機能に着目し、当該機能の「継

続」又は「非継続」の方針を決定します。 

 今後の機能維持の方針は、「施設類型別基準」と「圏域区分別基準」のそれぞれの客

観的、政策的な視点により決定します。 

 ただし、「施設レベル判断基準」において、圏域区分を「地域」、「地区」と定めたも

のに対しては、地域に密着した施設であると判断され、再編に当たってはより地域の意

見を反映することが必要であることから、「地域別実行計画」で決定された方針を優先

します。 
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施設類型別基準 圏域区分別基準 

客観的視点 政策的視点 客観的視点 

アクションプラン戦略編に規

定した「施設類型別判断基準」「施設類型別判断基準」「施設類型別判断基準」「施設類型別判断基準」 

総合管理計画に規定した

「施設類型別方針」「施設類型別方針」「施設類型別方針」「施設類型別方針」 

アクションプラン戦略編

に規定した 

「施設レベル判断基準」 「施設レベル判断基準」 「施設レベル判断基準」 「施設レベル判断基準」 

 

 

 

圏域区分別基準 

政策的視点 

アクションプラン戦略編に規定した 

「地域別実行計画」 「地域別実行計画」 「地域別実行計画」 「地域別実行計画」 

 

しかしながら、第 1 次策定時においては、「圏域区分別基準」のうち、住民の意見や

地域の課題を反映した「地域別実行計画」が未策定であることから、それ以外の基準で

機能維持の方針を決定することとします。 

    

    

(3)再編整備方策再編整備方策再編整備方策再編整備方策 

 

再編整備の方策を決定するに当たっては、機能の提供形態（ソフト）と整備手法（ハー

ド）それぞれの観点において、 

 

①施設そのものが必要なのではなく、多様な主体により、サービスが維持されることが①施設そのものが必要なのではなく、多様な主体により、サービスが維持されることが①施設そのものが必要なのではなく、多様な主体により、サービスが維持されることが①施設そのものが必要なのではなく、多様な主体により、サービスが維持されることが

必要であるとの視点を持つこと 必要であるとの視点を持つこと 必要であるとの視点を持つこと 必要であるとの視点を持つこと 

②特定の利用者だけの視点に偏らないこと ②特定の利用者だけの視点に偏らないこと ②特定の利用者だけの視点に偏らないこと ②特定の利用者だけの視点に偏らないこと 

維持 複合化 集約化 変更 提供主体
変更 ⽤途変更 廃⽌・休⽌

修繕 大規模改修
工事

リニューアル
・転⽤工事 建替 利活⽤ 譲渡 解体

整
備
手
法

継続 非継続

機
能
の

提
供
形
態

⾏
政
サ

ービ
ス

の
要
否

機機機機

能能能能

維維維維

持持持持

のののの

方方方方

針針針針

再再再再

編編編編

整整整整

備備備備

方方方方

策策策策

※「地域別実行計画」が 

策定された地域では、 

地域密着施設について

は、この計画の方針を 

優先します。 
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③現在市民のことだけでなく、将来市民の視点が反映されること ③現在市民のことだけでなく、将来市民の視点が反映されること ③現在市民のことだけでなく、将来市民の視点が反映されること ③現在市民のことだけでなく、将来市民の視点が反映されること 

④維持管理経費のあり方について、受益者負担の視点も考慮されること ④維持管理経費のあり方について、受益者負担の視点も考慮されること ④維持管理経費のあり方について、受益者負担の視点も考慮されること ④維持管理経費のあり方について、受益者負担の視点も考慮されること 

⑤施設が設置された背景や沿革をはじめ個々のまちが持つ広い意味での文化性などを踏⑤施設が設置された背景や沿革をはじめ個々のまちが持つ広い意味での文化性などを踏⑤施設が設置された背景や沿革をはじめ個々のまちが持つ広い意味での文化性などを踏⑤施設が設置された背景や沿革をはじめ個々のまちが持つ広い意味での文化性などを踏

まえて、真に必要か否かを見極める視点を持つこと まえて、真に必要か否かを見極める視点を持つこと まえて、真に必要か否かを見極める視点を持つこと まえて、真に必要か否かを見極める視点を持つこと 

 

などを踏まえながら、効率的かつ最適な再編整備の方策を検討し、短絡的に一つの方策に

絞り込むことなく、現時点で想定し得る複数の方策を検討することとします。 

        

(4)再編整備方策に基づく実行プロセス再編整備方策に基づく実行プロセス再編整備方策に基づく実行プロセス再編整備方策に基づく実行プロセス 

 本市では、これまでも、平成 24年 8月に公共施設利活用検討チームにおいて策定された

報告書に基づき、具体的な見直しの方向性のある施設については、地元や関係団体の皆さ

んと合意形成を図りながら、再編に取り組んできました。 

第１次アクションプランで「課題のある施設」として抽出された施設の見直しにおいて

も、こうした経験やノウハウを引き続き踏襲し、今後、一定の合意形成が整った施設から、

順次、具体的な再編整備方針を政策決定し、その内容については市議会に十分ご説明をし

ながら、再編整備を進めていくこととします。 

 

 [フロー図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Ⅰ．再編整備方策に基づき、市の担当部局において再編整備に向けた具体の実施計画

（案）[方法及びスケジュール等]を決定 

Ⅱ．市の担当部局において、個別に地元自治振興会・市議会議員及び利用者団体と調

整し、解決すべき課題について、一定の目処一定の目処一定の目処一定の目処 

Ⅲ．市の担当部局で、地元自治振興会及び利用者団体等が一堂に集まる場を設定し、

見直しの方向性を説明し、一定の合意一定の合意一定の合意一定の合意 

Ⅳ．政策調整会議において、市としての最終の再編整備方針を政策決定 再編整備方針を政策決定 再編整備方針を政策決定 再編整備方針を政策決定 

Ⅴ．具体の再編整備の実行 
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３．地域別実行計画の策定３．地域別実行計画の策定３．地域別実行計画の策定３．地域別実行計画の策定 
それぞれの地域生活圏域にある「地域」「地区」を対象圏域とする施設について、住民の

意見や地域の課題を踏まえ、施設へのアクセスや提供するサービスなどが最適になるよう

に、施設機能の複合化・集約化や、更新、廃止など検討し、地域の公共施設の再配置整備

方針（案）を策定します。 

 

(1)策定対象地域策定対象地域策定対象地域策定対象地域 

14 地域別に計画を策定 

    

    

    

    

(2)策定の内容策定の内容策定の内容策定の内容 

地域内での公共施設の最適な配置を目指し、個別施設ごとの再配置整備方針とスケジュ

ールを策定します。 
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(3)策定方法策定方法策定方法策定方法 

住民代表によるワークショップや広報誌発行等の多様なコミュニケーション手段を用い

て、住民の意向を反映させた計画を作成します。なお、地域の課題、まちづくりの課題を

十分に反映させた計画とするために、富山市立地適正化計画との整合を図りながら計画づ

くりを行います。 

    

(4)策定手順策定手順策定手順策定手順 

計画づくりは５つのステップで実施します。 

 

Ⅰ 進め方の決定 

Ⅱ 公共施設・まちづくりの課題の抽出の整理と総量縮減目標の設定 

Ⅲ 課題の解決と目標実現のための施設再編案（複数案）の作成 

Ⅳ 再編案の比較検討 

Ⅴ 再編案の絞り込みと計画策定 

    

    

(5)年次計画年次計画年次計画年次計画 

地域別実行計画の策定については、今後の人口減少や厳しい財政状況等を踏まえた一定

の制約のもと、地域住民の理解を得ながら住民代表によるワークショップ等の手段を用い

て、住民の意向を反映させた計画を作成する必要があります。 

このため、一つの地域の計画にかかる時間や労力等を勘案しますと、一度にすべての地

域の計画を策定することは困難な状況であることから、第 1次においては、毎年度 2地域

程度を目途に優先度が高い地域から策定していくこととします。 

 

[優先基準] 

Ⅰ 全市的にみて、類似施設を多く保有している地域 

Ⅱ 未耐震や老朽化が著しい施設を多く保有している地域 

Ⅲ まちづくり・立地適正化計画の推進の観点から早期に取り組む必要がある地域 
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４．施設保全のマネジメント体制の構築４．施設保全のマネジメント体制の構築４．施設保全のマネジメント体制の構築４．施設保全のマネジメント体制の構築 
公共施設等総合管理計画で定めた戦略を実現するため、個別方針（①点検・診断等の実

施方針 ②維持管理・修繕・更新等の実施方針 ③安全確保の実施方針 ④耐震化の実施

方針 ⑤長寿命化の実施方針）のより実践的な具体戦略を定めるとともに、施設のストッ

ク、コスト、サービス、メンテナンス等情報を分析・評価した結果に基づき、施設保全の

マネジメントサイクルを確立し、横断的にマネジメントする体制の構築を進めていきます。 

 

 

公共施設等マネジメント戦略イメージ図（公共施設等総合管理計画より） 

        

(1)目指すべき今後の施設保全(1)目指すべき今後の施設保全(1)目指すべき今後の施設保全(1)目指すべき今後の施設保全 

 厳しい財政状況の中、ファシリティマネジメントの観点をもって、不具合等を未然に防

ぐため一定期間で修繕等を行う「時間基準保全」や、劣化診断等に基づき修繕等を行う「状

態監視保全」、実際に不具合等が起こった後に修繕等を行う「適切な事後保全」等の保全手

法を戦略的に組み合わせることにより、効果的な施設保全を目指します。 

 

(2)長期修繕計画の策定(2)長期修繕計画の策定(2)長期修繕計画の策定(2)長期修繕計画の策定 

 ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）シミュレーション、公共施設再編の方向性、施設用途

やその役割に応じて、中核となる施設を決定し、ＬＣＣを踏まえた長期修繕計画を策定し、

計画的な保全に努めていきます。また、長期修繕計画を策定しない施設についても、耐用

年数以上に利用できるよう保全に努めていきます。 

 

(3)戦略的な施設保全に必要な考え方(3)戦略的な施設保全に必要な考え方(3)戦略的な施設保全に必要な考え方(3)戦略的な施設保全に必要な考え方 

施設の点検結果や劣化状況等の情報を一元管理し、施設所管課だけでなく、公共施設マ

ネジメントや保全部局等の関係部局で情報の共有を図ります。 

また、施設の再編整備方策を検討する際には、それらの情報を基に、修繕や大規模改修、

リニューアル、建替等の整備手法を適切に選択します。 
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 さらに、財政計画とも整合性を図る必要があります。このため、アクションプランの各

期を策定する段階で、調整を図る必要があります。 

 

(4)戦略的な保全の全体像と進め方戦略的な保全の全体像と進め方戦略的な保全の全体像と進め方戦略的な保全の全体像と進め方 

 戦略的な保全の全体像については、次の手順をイメージします。 

 

〈イメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・ＬＣＣシミュレーション 

・公共施設再編の方向性 

・施設用途や施設が果たす役割 

を分析 

長期修繕計画の策定（２０年程度） 

中期修繕計画（５年）

の策定 
財政計画 

調整 

実行編に位置づけ 

短期修繕計画（１年）の 

策定・実行 

修繕履歴の登録 

点検結果により 

修繕箇所を 

リストアップ 

その他の施設 

中核となる施設 



11 

 

(5)保全の実行 (5)保全の実行 (5)保全の実行 (5)保全の実行 

短期修繕計画にリストアップされた個別の保全計画について、再編の方向性や工事の効

率性、工事の優先度等を総合的に勘案して、財源との調整を図りながら、市として優先順

位を考慮しながら、実施していく仕組みを構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)部局横断的な体制づくり (6)部局横断的な体制づくり (6)部局横断的な体制づくり (6)部局横断的な体制づくり 

 今後、施設の保全を計画的、効率的に行っていくために、庁内全体を見渡す司令塔とな

る公共施設マネジメント所管部局が総合的かつ長期的な視点をもって、保全部局、財政部

局、施設所管課と連携できるような体制を構築していきます。 

 

 

    

    

 

 

 

 

※「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が平成３１年４月３０日に施行されますが、

本プランの作成時点においては、「元号を改める政令」が公布されていないことから、同日

以降の表記についても、便宜上「平成」の元号を使用しています。 
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・ 
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容 

の 

調 

整 

修 

繕 

計 

画 

の 

策 

定 

予 

算 

化 

計 

画 

の 

実 

行 

再編の 

方向性 

工事の 

優先度 

工事の 

効率性 



第２章　見直しの方向性(施設一覧表）第２章　見直しの方向性(施設一覧表）第２章　見直しの方向性(施設一覧表）第２章　見直しの方向性(施設一覧表）

1 2 3

1 ○ 針原公民館 富山北部 公民館 408.70 昭和 54年度 36 D 49.4 47.7

2 ○ 倉垣公民館 和合 公民館 306.03 昭和 54年度 36 D 45.8 44.3

3 ○ 長岡公民館 呉羽 公民館 357.23 昭和 54年度 36 D 49.3 48.0

4 ○ 老田公民館 呉羽 公民館 365.01 昭和 56年度 34 D 49.9 46.6

5 ○ 船峅公民館 大沢野 公民館 331.20 昭和 51年度 39 D 48.4 48.4

6 ○ 小羽公民館 大沢野 公民館 331.20 昭和 52年度 38 D 48.7 46.5

7 ○ 下タ北部公民館 大沢野 公民館 331.20 昭和 53年度 37 D 49.0 44.9

8 ○ 下タ南部公民館 大沢野 公民館 397.20 昭和 54年度 36 D 49.3 49.5

9 ○ 八尾公民館 八尾 公民館 1,331.87 昭和 48年度 42 D 46.6 35.2

10 ○ 杉原公民館 八尾 公民館 971.09 昭和 54年度 36 D 48.6 49.9

11 ○ 黒瀬谷公民館 八尾 公民館 416.97 昭和 56年度 34 D 49.2 47.7

12 ○

山田公民館（山田地区コミュ

ニティセンター）

山田 公民館 2,206.30 昭和 52年度 38 D 46.5 48.4

13 ○

水橋東部地区コミュニティ整備事

業水橋農村地域交流センター

水橋 その他集会施設 95.85 平成 11年度 16 C 50.1 49.1

14 ○ 大山地域市民センター 大山 その他集会施設 1,593.69 昭和 41年度 49 D 45.3 45.0

15 ○ ○ 大山農村環境改善センター 大山 その他集会施設 1,016.02 昭和 55年度 35 D 48.9 41.5

16 ○ 楜ヶ原集落センター 大山 その他集会施設 89.40 平成 05年度 22 D 44.9 34.2

17 ○ 富山市芸術文化ホール 富山中央 ホール 24,255.57 平成 08年度 19 A 54.6 52.2

18 ○ 大沢野文化会館 大沢野 ホール 6,724.80 昭和 55年度 35 D 49.7 41.9

19 ○ 大山文化会館 大山 ホール 2,658.48 昭和 56年度 34 D 49.9 45.5

20 ○ 富山市民芸術創造センター 呉羽 その他文化施設 9,746.70 平成 07年度 20 A 53.0 57.6

21 ○

八尾コミュニティセンター分

館・杉風荘

八尾 その他文化施設 345.00 明治 15年度 133 D 16.5 46.1

22 ○ 大山図書館 大山 図書館 855.00 昭和 56年度 34 D 49.9 46.7

23 ○ 婦中図書館 婦中 図書館 976.00 昭和 58年度 32 D 42.1 49.3

第１次アクションプラン課題のある施設の抽出条件第１次アクションプラン課題のある施設の抽出条件第１次アクションプラン課題のある施設の抽出条件第１次アクションプラン課題のある施設の抽出条件

①築３０年以上かつポートフォリオ分析によりＤ分類の施設①築３０年以上かつポートフォリオ分析によりＤ分類の施設①築３０年以上かつポートフォリオ分析によりＤ分類の施設①築３０年以上かつポートフォリオ分析によりＤ分類の施設

②施設の複合化・集約化、統廃合や利活用等、公共施設マネジメントの観点をもった見直しの方向性が決定しており②施設の複合化・集約化、統廃合や利活用等、公共施設マネジメントの観点をもった見直しの方向性が決定しており②施設の複合化・集約化、統廃合や利活用等、公共施設マネジメントの観点をもった見直しの方向性が決定しており②施設の複合化・集約化、統廃合や利活用等、公共施設マネジメントの観点をもった見直しの方向性が決定しており

　　既に継続して取り組んでいる施設　　既に継続して取り組んでいる施設　　既に継続して取り組んでいる施設　　既に継続して取り組んでいる施設

③アクションプランの各期において、個別にテーマを設定し、重点的に取り組む必要があると決定された施設③アクションプランの各期において、個別にテーマを設定し、重点的に取り組む必要があると決定された施設③アクションプランの各期において、個別にテーマを設定し、重点的に取り組む必要があると決定された施設③アクションプランの各期において、個別にテーマを設定し、重点的に取り組む必要があると決定された施設

・旧庁舎を核とした施設機能の再編・旧庁舎を核とした施設機能の再編・旧庁舎を核とした施設機能の再編・旧庁舎を核とした施設機能の再編

・事務所等機能の廃止・集約化・事務所等機能の廃止・集約化・事務所等機能の廃止・集約化・事務所等機能の廃止・集約化

・中核施設の長寿命化・中核施設の長寿命化・中核施設の長寿命化・中核施設の長寿命化

ソフト

偏差値条

件

１

条

件

２

条

件

３

施設分類 延床面積 建築年

築

年

数

ポ

ー

ト

フ

ォ

リ

オ

分

析

ハード

偏差値

番

号

抽出条件

施設名 地域

(施設一覧表）1



維

持

複

合

化

集

約

化

変

更

提

供

主

体

変

更

用

途

変

更

廃

止

・

休

止

修

繕

大

規

模

改

修

リ

ニュ

ーア

ル

建

替

利

活

用

譲

渡

解

体

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ ○

既に移転建替済みのため、建替前の建物の

解体と跡地の活用を進める。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐震化が必要。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐震化が必要。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ 耐震化が必要。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐震補強実施済。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

非継続 ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

非継続 ○ ○ ○ ○ 利用状況等を考慮する。

非継続 ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

非継続 ◎ ○

機能は廃止済みのため、建物の解体と跡地

の活用を進める。

非継続 ◎ ○

機能は廃止予定。廃止後、建物の解体と跡

地の活用を進める。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ○ ○ ○ 用途を見直し、新たな活用を行う。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

オレンジ色の施設は利活用検討チームで従前から検討されていたものであり、引き続き対象とされた施設です。オレンジ色の施設は利活用検討チームで従前から検討されていたものであり、引き続き対象とされた施設です。オレンジ色の施設は利活用検討チームで従前から検討されていたものであり、引き続き対象とされた施設です。オレンジ色の施設は利活用検討チームで従前から検討されていたものであり、引き続き対象とされた施設です。

※再編整備方策の表示　※再編整備方策の表示　※再編整備方策の表示　※再編整備方策の表示　

　◎：コストや行政執行の効率性、合意形成等の観点から現状で最も実施の可能性が高いと考えられる方策　◎：コストや行政執行の効率性、合意形成等の観点から現状で最も実施の可能性が高いと考えられる方策　◎：コストや行政執行の効率性、合意形成等の観点から現状で最も実施の可能性が高いと考えられる方策　◎：コストや行政執行の効率性、合意形成等の観点から現状で最も実施の可能性が高いと考えられる方策

　○：実施の可能性がある方策　○：実施の可能性がある方策　○：実施の可能性がある方策　○：実施の可能性がある方策

　無印：現段階では実施の可能性が低い方策　無印：現段階では実施の可能性が低い方策　無印：現段階では実施の可能性が低い方策　無印：現段階では実施の可能性が低い方策

再編整備方策については、今後地元住民や関係団体との調整の中で最終的に決定していきます。再編整備方策については、今後地元住民や関係団体との調整の中で最終的に決定していきます。再編整備方策については、今後地元住民や関係団体との調整の中で最終的に決定していきます。再編整備方策については、今後地元住民や関係団体との調整の中で最終的に決定していきます。

平成３０～３３年度の方向性

機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

(施設一覧表）2
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24 ○ 科学博物館 富山中央 博物館等 7,912.20 昭和 54年度 36 B 49.6 62.7

25 ○ 民俗民芸村管理センター 富山西部 博物館等 292.83 昭和 57年度 33 D 39.4 24.6

26 ○ 重要文化財浮田家住宅 富山東部 博物館等 585.73 文政 11年度 187 D -75.9 48.7

27 ○ 山田村歴史民俗資料館 山田 博物館等 331.45 昭和 50年度 40 D 34.6 42.7

28 ○ 総合体育館 富山中央 体育館 28,681.97 平成 11年度 16 A 55.2 59.4

29 ○ 東富山体育館 富山北部 体育館 1,542.68 平成 03年度 24 C 52.5 49.9

30 ○

富山南総合公園文化体育施

設体育文化センター

富山南部 体育館 4,755.01 昭和 62年度 28 C 51.2 46.4

31 ○ 2000年体育館 富山東部 体育館 2,562.33 平成 11年度 16 A 55.2 53.3

32 ○

富山勤労身体障害者体育セ

ンター

水橋 体育館 1,021.72 昭和 54年度 36 D 48.6 47.0

33 ○ 下タ南部体育館 大沢野 体育館 384.00 昭和 57年度 33 D 49.6 47.4

34 ○ 下タ北部体育館 大沢野 体育館 483.55 昭和 58年度 32 D 46.3 38.5

35 ○ 大山社会体育館 大山 体育館 2,035.99 昭和 47年度 43 B 45.2 53.0

36 ○

大山Ｂ＆Ｇ海洋センター（体

育館）

大山 体育館 1,102.28 昭和 58年度 32 D 49.9 46.8

37 ○ 八尾スポーツアリーナ 八尾 体育館 5,684.41 平成 11年度 16 A 55.2 50.3

38 ○ 山田総合体育センター 山田 体育館 3,319.53 昭和 60年度 30 C 50.6 43.6

39 ○ 東富山温水プール 富山北部 プール 2,135.72 昭和 57年度 33 B 49.6 52.6

40 ○ 呉羽プール 呉羽 プール 86.42 昭和 55年度 35 D 46.2 45.8

41 ○ 新保プール 富山南部 プール 43.56 昭和 44年度 46 D 43.2 48.9

42 ○ 市民プール 富山東部 プール 9,261.22 平成 10年度 17 A 54.8 61.4

43 ○ 三郷プール 水橋 プール 72.05 昭和 53年度 37 D 45.4 45.2

44 ○

大山Ｂ＆Ｇ海洋センター（プー

ル）

大山 プール 958.36 昭和 58年度 32 D 45.9 46.8

45 ○ 大沢野武道館 大沢野 武道館 468.00 昭和 51年度 39 D 47.6 49.8

46 ○ 大山総合体育センター 大山 武道館 1,777.32 平成 09年度 18 C 50.1 46.4

47 ○ 市民球場 富山北部 野球場 19,048.65 平成 04年度 23 C 53.4 45.0

(施設一覧表）3
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平成３０～３３年度の方向性

機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

非継続 ○ ○ 老朽化の状況を考慮する。

非継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 用途を見直し、新たな活用を行う。

非継続 ○ ○ ○ ○ ○ 利用状況等を考慮する。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

非継続 ○ ○ ○ ○ ○ 利用状況を考慮する。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

非継続 ○ ○ ○ ○

施設機能としては廃止し、解体または移管

する。

非継続 ○ ○ ○ ○

施設機能としては廃止し、解体または移管

する。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

非継続 ◎ ○

機能は廃止済みのため、建物の解体と跡地

の活用を進める。

非継続 ○ ○ ○ ○ 老朽化の状況を考慮する。

非継続 ○ ○ 老朽化の状況を考慮する。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

(施設一覧表）4
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48 ○ 相撲場 富山中央 その他スポーツ施設 81.00 昭和 57年度 33 D 45.4 46.8

49 ○ 富山市公設地方卸売市場 富山中央 産業振興施設 36,859.65 昭和 47年度 43 B 46.1 56.1

50 ○

営農サポートセンター（旧農

業センター）

富山南部 産業振興施設 4,615.81 昭和 49年度 41 D 47.1 42.8

51 ○

大山研修所（温室、管理棟、

ポンプ室、作業棟）

大山 産業振興施設 830.16 昭和 63年度 27 B 42.9 52.3

52 ○ 林業総合センター 八尾 産業振興施設 593.50 昭和 58年度 32 B 49.9 50.0

53 ○ 奥田北小学校 富山中央 小学校 7,871.00 昭和 44年度 46 B 47.4 56.4

54 ○ 奥田小学校 富山中央 小学校 10,502.00 昭和 49年度 41 B 42.1 62.3

55 ○ 浜黒崎小学校 富山北部 小学校 4,312.00 昭和 40年度 50 B 45.5 50.1

56 ○ ○ 倉垣小学校 和合 小学校 4,032.00 昭和 43年度 47 D 46.9 49.6

57 ○ 古沢小学校 呉羽 小学校 3,257.00 昭和 40年度 50 D 46.6 44.2

58 ○ 寒江小学校 呉羽 小学校 3,501.00 昭和 53年度 37 D 49.8 41.0

59 ○ 五福小学校 富山西部 小学校 4,715.00 昭和 45年度 45 D 44.4 48.4

60 ○ 水橋東部小学校 水橋 小学校 3,124.00 昭和 37年度 53 D 45.6 45.5

61 ○ ○ 上滝小学校 大山 小学校 6,539.00 昭和 56年度 34 D 49.2 48.0

62 ○ 小見小学校 大山 小学校 3,197.24 昭和 58年度 32 D 49.9 19.2

63 ○ 大泉中学校 富山中央 中学校 6,257.00 昭和 60年度 30 D 49.4 49.6

64 ○ ○ 杉原中学校 八尾 中学校 5,486.00 昭和 52年度 38 D 47.7 45.6

65 ○ 八尾中学校 八尾 中学校 8,937.00 平成 08年度 19 C 52.3 48.8

66 ○ 楡原中学校 細入 中学校 5,430.95 昭和 56年度 34 D 49.3 26.3

67 ○ 富山ガラス造形研究所 呉羽 その他学校 2,724.74 平成 03年度 24 C 51.0 40.0

68 ○ 教育センター 富山中央 その他教育施設 4,048.00 昭和 37年度 53 D 46.3 46.8

69 ○ ○ 堀川保育所 富山中央 保育所 483.59 昭和 43年度 47 D 44.3 45.8

70 ○ ○ 愛宕保育所 富山中央 保育所 447.53 昭和 44年度 46 D 45.3 47.5

71 ○ 西田地方保育所 富山中央 保育所 943.45 昭和 45年度 45 D 45.6 49.1

(施設一覧表）5
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平成３０～３３年度の方向性

機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

非継続 ○ ○ 老朽化の状況を考慮する。

継続 ◎ ◎ ○

規模の縮小を図りながら建替するとともに、

敷地全体の有効利用を図る。

継続 ○ ○

敷地内の施設の集約化を図り、不要となっ

た施設については取り壊しを行っていく。

非継続 ○ ○ ○ ○

非継続 ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎

耐震補強工事と併せて大規模改造を実施

し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎

耐震補強工事と併せて大規模改造を実施

し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎

一部は建替え及び一部は耐震補強工事と併せ

て大規模改造を実施し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎

耐震補強工事と併せて大規模改造を実施

し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ 一部は既に大規模改造済み

継続 ◎ ○ ○ ○ ○ 耐震補強工事を実施し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎ ○

既に移転建替済みのため、建替前の建物の

解体と跡地の活用を進める。

継続 ◎ ◎ 耐震補強工事を実施し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ◎

耐震補強工事と併せて大規模改造を実施

し、長寿命化を図る。

継続 ◎ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ○ 大規模改造を行う。

継続 ◎ ○

八尾中学校と統合する。建替前の建物の解

体と跡地の活用を進める。

継続 ◎ ○

杉原中学校と統合する。建替前の建物の解

体と跡地の活用を進める。

継続 ◎ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ 市の中核施設につき長寿命化を図る。

継続 ◎ ○ ◎

PPP/PFI手法により本庁舎北側公有地に建設する施

設へ移転し複合化を進め、移転前の建物の解体と跡

地の活用を進める。

継続 ◎ ◎

施設の建替を実施するとともに、民営化を検

討する。

継続 ◎ ◎ ○

移転建替を行うとともに、建替前の建物の解

体と跡地の活用を進める。

継続 ◎ ◎ ○

既に移転建替済みのため、今後は、民営化を検討す

るとともに、建替前の建物の解体と跡地の活用を進

める。

(施設一覧表）6



1 2 3

ソフト

偏差値条

件

１

条

件

２

条

件

３

施設分類 延床面積 建築年

築

年

数

ポ

ー

ト

フ

ォ

リ

オ

分

析

ハード

偏差値

番

号

抽出条件

施設名 地域

72 ○ 和合保育所 和合 保育所 1,025.22 昭和 49年度 41 D 46.9 49.4

73 ○ 池多保育所 呉羽 保育所 421.32 昭和 56年度 34 D 49.0 45.9

74 ○ 石金保育所 富山東部 保育所 1,786.01 平成 23年度 4 A 59.2 57.1

75 ○ 笹津保育所 大沢野 保育所 830.18 昭和 46年度 44 D 46.1 32.4

76 ○ 船峅保育所 大沢野 保育所 679.80 昭和 55年度 35 D 48.9 46.5

77 ○ 婦中熊野保育所 婦中 保育所 849.57 昭和 55年度 35 B 48.9 52.5

78 ○ 朝日保育所 婦中 保育所 451.17 昭和 57年度 33 D 49.6 49.7

79 ○ 宮川保育所 婦中 保育所 473.44 昭和 62年度 28 A 51.3 51.7

80 ○ 山田保育所 山田 保育所 783.10 昭和 54年度 36 D 48.6 48.3

81 ○ 呉羽幼稚園 呉羽 幼稚園 494.00 昭和 42年度 48 D 44.7 48.7

82 ○ 水橋幼稚園 水橋 幼稚園 618.00 昭和 57年度 33 D 49.6 49.5

83 ○ 速星幼稚園 婦中 幼稚園 573.85 昭和 58年度 32 D 49.8 48.2

84 ○ 星井町児童館 富山中央 児童館 549.00 昭和 52年度 38 D 43.1 49.9

85 ○ 北部児童館 富山北部 児童館 259.20 昭和 45年度 45 D 45.6 40.2

86 ○ 水橋児童館 水橋 児童館 322.98 昭和 56年度 34 D 49.1 41.8

87 ○ 山田児童館 山田 児童館 781.19 昭和 58年度 32 D 49.9 38.7

88 ○ 水橋老人憩いの家 水橋 老人福祉センター 449.85 昭和 52年度 38 D 48.4 34.6

89 ○ 大山保健福祉センター 大山 保健施設 569.81 昭和 53年度 37 D 49.0 36.4

90 ○ 大沢野行政サービスセンター 大沢野 支所 4,450.88 昭和 48年度 42 B 47.4 57.2

91 ○ 大山行政サービスセンター 大山 支所 2,063.77 昭和 33年度 57 B 43.0 55.3

92 ○ 八尾行政サービスセンター 八尾 支所 3,985.98 昭和 33年度 57 B 46.4 59.0

93 ○ 婦中行政サービスセンター 婦中 支所 7,820.68 昭和 57年度 33 A 50.5 53.7

94 ○ ○ 山田中核型地区センター 山田 支所 1,396.15 昭和 45年度 45 D 49.4 46.8

95 ○ 細入中核型地区センター 細入 支所 1,900.09 昭和 47年度 43 B 47.7 50.6

(施設一覧表）7
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平成３０～３３年度の方向性

機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

非継続 ◎ ◎

民間活力による特別保育の充実を図るよう

民営化する。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ ○

保育ニーズを勘案しながら、宮川保育所と統合を進

めるとともに、建替前の建物の解体と跡地の活用を

進める。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ ○

保育ニーズを勘案しながら、婦中熊野保育所と統合

を進めるとともに、建替前の建物の解体と跡地の活

用を進める。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎ 既に建替済み。

継続 ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○

継続 ○ ○

高齢者人口の将来的な減少とニーズの多様

化を踏まえ施設の更新は行わない。

継続 ◎ ○ ○

既に移転済みのため、移転前の建物の譲渡

または解体を進める。

継続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規模の縮小を図りながら、周辺施設との複

合化を図る。

継続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規模の縮小を図りながら、周辺施設との複

合化を図る。

継続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規模の縮小を図りながら、周辺施設との複

合化を図る。

継続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規模の縮小を図りながら、周辺施設との複

合化を図る。

継続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規模の縮小を図りながら、周辺施設との複

合化を図る。

継続 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規模の縮小を図りながら、周辺施設との複

合化を図る。

(施設一覧表）8



1 2 3

ソフト

偏差値条

件

１

条

件

２

条

件

３

施設分類 延床面積 建築年

築

年

数

ポ

ー

ト

フ

ォ

リ

オ

分

析

ハード

偏差値

番

号

抽出条件

施設名 地域

96 ○ 埋蔵文化財センター 富山中央 事務所 752.64 昭和 52年度 38 D 48.7 32.8

97 ○ 環境保全課分室（倉庫） 富山北部 事務所 399.33 平成 01年度 26 B 47.4 56.3

98 ○ 道路河川管理課分室（倉庫） 富山南部 事務所 1,237.67 平成 02年度 25 B 48.0 53.9

99 ○ 介護保険課婦中分室（倉庫） 婦中 事務所 454.20 昭和 59年度 31 A 50.9 57.0

100 ○ 大沢野消防署 大沢野 消防署 1,194.55 昭和 53年度 37 B 49.0 52.9

101 ○ 八尾消防署 八尾 消防署 806.75 昭和 51年度 39 D 47.5 40.0

102 ○ 富山北消防署海上分遣所 富山北部 消防分署 206.64 昭和 55年度 35 D 46.2 35.6

103 ○ 富山消防署南部出張所 富山南部 消防分署 393.62 昭和 52年度 38 B 48.7 51.5

104 ○ 富山市北部斎場 富山北部 環境関連施設 398.28 昭和 46年度 44 D 46.8 24.6

105 ○ 富山市斎場 富山東部 環境関連施設 1,995.98 昭和 42年度 48 D 44.8 46.2

106 ○ 婦負斎場 八尾 環境関連施設 795.00 昭和 53年度 37 D 48.9 43.7

107 ○

奥田団地（賃貸住宅、賃貸店

舗）

富山中央 市営住宅 15,354.73 昭和 42年度 48 D 44.6 43.0

108 ○ 月岡団地（市営住宅） 富山南部 市営住宅 27,697.49 平成 26年度 1 D 46.1 40.6

109 ○ 中市団地（市営住宅） 富山東部 市営住宅 18,910.13 昭和 55年度 35 D 49.3 46.5

110 ○

井田団地（準公営・地特賃住

宅）

八尾 市営住宅 1,104.10 昭和 53年度 37 D 48.3 30.0

111 ○ 竹の内団地（市営住宅） 山田 市営住宅 617.80 昭和 55年度 35 D 45.5 42.2

112 ○ 楡原西部団地（市営住宅） 細入 市営住宅 1,664.00 昭和 53年度 37 D 43.8 48.8

113 ○ 城址公園駐車場 富山中央 その他 4,236.85 昭和46年度 44 43.5

114 ○ 高木地区公民館 呉羽 その他 111.33 昭和54年度 36 41.8

115 ○ 大沢野地区産業会館倉庫 大沢野 その他 192.15 昭和 45年度 45 42.1

116 ○ 大山車両センター 大山 その他 657.00 昭和52年度 38 41.4

117 ○ バス管理事務所・車庫 八尾 その他 888.00 昭和54年度 36 44.6

(施設一覧表）9



維

持

複

合

化

集

約

化

変

更

提

供

主

体

変

更

用

途

変

更

廃

止

・

休

止

修

繕

大

規

模

改

修

リ

ニュ

ーア

ル

建

替

利

活

用

譲

渡

解

体

平成３０～３３年度の方向性

機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

継続 ◎ ◎

婦中行政サービスセンターへ機能は移転し、移転前

の建物の解体と跡地の活用を進める。

継続 ○ ○ ○ ○

市所有の書類を保管している倉庫を集約す

る。

継続 ○ ○ ○ ○

市所有の書類を保管している倉庫を集約す

る。

継続 ○ ○ ○ ○

市所有の書類を保管している倉庫を集約す

る。

継続 ◎ ○ ○

耐震診断結果により耐震改修または建替を

検討する。

継続 ◎ ◎ ○

既に移転建替済みのため、建替前の建物の

解体と跡地の活用を進める。

継続 ◎ ○ ○

継続 ◎ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○

今後のあり方の方針を決定するとともに、必

要な措置を講じる。

継続 ◎ ○ ○

老朽化や耐震不足が懸念されることから、

PPP/PFI手法により建替する。

継続 ○ ○ ○ ○ ○

今後のあり方の方針を決定するとともに、必

要な措置を講じる。

継続 ○ ○ ○ ○ ○

継続 ◎ ◎

継続 ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○

非継続 ○ ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○ ○

市所有の書類を保管している倉庫を集約す

る。

継続 ○ ○ ○

継続 ○ ○ ○

(施設一覧表）10
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件
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番

号

抽出条件

施設名 地域

118 ○ 勤労青少年ホーム 富山東部 その他集会施設 1,261.09 昭和 54年度 36 C 50.7 49.1

119 ○ 八尾農村環境改善センター 八尾 その他集会施設 1,489.58 昭和 60年度 30 A 51.2 52.5

120 ○ 大山歴史民俗資料館 大山 博物館等 806.72 昭和 59年度 31 C 54.6 46.0

121 ○ 富山市おわら資料館 八尾 博物館等 683.00 平成 12年度 15 A 56.5 50.0

122 ○ 猪谷関所館 細入 博物館等 909.68 昭和 62年度 28 A 51.9 50.0

126 ○ 牛岳温泉スキー場 山田 観光施設 1,281.15 平成03年度 24 C 50.7 46.4

128 ○ 森のコテージ木・MAMA 山田 観光施設 495.10 平成06年度 21 D 45.7 49.5

129 ○ ふれあいの里　ささみね 山田 観光施設 2,512.07 平成08年度 19 C 54.1 48.7

131 ○ 割山森林公園「天湖森」 細入 観光施設 1,143.36 平成 09年度 18 A 50.0 51.6

132 ○ 大沢野健康福祉センター 大沢野 宿泊・入浴施設 8,383.61 平成 09年度 18 A 55.7 57.4

49.2観光施設 320.77 平成 12年度 15 D 47.6130 ○ 牛岳オートキャンプ場　きらら 山田

50.9観光施設 608.62 平成 04年度 23 A 53.7127 ○

体験農場等利用促進施設

てんころ館

山田

51.3観光施設 1,188.75 昭和 60年度 30 A 50.5125 ○

自然環境活用センター　牛岳

ハイツ

山田

51.0観光施設 548.23 昭和 50年度 40 B 43.3124 ○ 21世紀の森杉ヶ平キャンプ場 八尾

51.3観光施設 2,081.33 平成 02年度 25 B 43.2123 ○ 富山市古洞の森自然活用村 呉羽

(施設一覧表）11
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平成３０～３３年度の方向性

機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

非継続 ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ 法改正が行われたことから、廃止する。

継続 ○ ○ ○ ○ ○

１階部分については利用団体と協議しなが

ら廃止する。２階の体育館部分については

利用状況等を考慮する。

継続 ◎ ◎

利用者が現状のままであれば、白樺ハイツ

の動向にあわせ、冬季閉館、またはニーズ

に応じて開館を検討する。

継続 ○ ○ ◎

施設目的を考えたうえで、所管替を検討し、

指定管理者による効率的な施設運営、利用

者増を図る。

継続 ◎ ◎

歴史的に価値の高い資料を保有する施設で

あることから、今後も利用者の増加に努め

る。

指定管理者による施設運営の推移を見なが

ら施設を存続する。

ただし、中長期的方向性としては機能は廃

止し、施設は解体とする。

老朽化した場合は更新しないこととし、使用

できる間は使用する。

ただし、中長期的方向性としては機能は廃

止し、施設は解体とする。

トイレ・休憩所機能のみ存続させる。

ただし、中長期的方向性としては機能は廃

止し、施設は解体とする。

継続 ◎ ○ ◎ スポーツ施設として運営する。

トイレ・休憩所機能のみ存続させる。

ただし、中長期的方向性としては機能は廃

止し、施設は解体とする。

非継続 ◎ ○ ○

非継続 ◎ ○ ○

施設の状況や利用需要を踏まえて施設を存

続する。

ただし、中長期方向性としては機能は廃止

し、施設は解体とする。

継続 ○ ○ ○ ○ ○ 民営化を進める。

継続 ◎ ◎

設備の更新は行わない。

パワリハ事業の実施をし、介護予防を打ち

出していく。

○○ ◎継続 ◎

○○ ◎非継続 ◎

○○ ◎非継続 ◎

○○継続 ◎

○○ ◎継続 ◎

(施設一覧表）12
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施設名 地域

134 ○

八尾ゆめの森（ゆうゆう館一

帯）

八尾 宿泊・入浴施設 4,080.66 平成 12年度 15 A 55.3 56.7

136 ○ 牛岳温泉グリーンパレス 山田 宿泊・入浴施設 3,190.00 昭和56年度 34 C 51.2 42.3

137 ○ 牛岳温泉健康センター 山田 宿泊・入浴施設 2,900.91 平成 02年度 25 C 51.3 48.2

138 ○

岩稲ふれあいセンター「楽今

日館」

細入 宿泊・入浴施設 3,972.31 平成 08年度 19 A 55.0 52.2

139 ○

山田りんご体験農園管理施

設

山田 産業振興施設 247.52 平成 14年度 13 C 54.0 47.0

38.5宿泊・入浴施設 191.47 平成 16年度 11 C 53.0135 ○ 白木峰山麓交流施設 八尾

53.3宿泊・入浴施設 3,729.31 昭和 52年度 38 B 48.2133 ○ 白樺ハイツ 大山

(施設一覧表）13
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機能維持の方針

再編整備方策

機能の提供形態 整備手法

説明

指定管理料の大幅な減額が可能な場合は

指定管理の延長を検討する。

ただし、中長期的方向性としては機能は廃

止し、施設は解体とする。

継続 ○ ◎ ○ ○

３年間（H29～H31)の経営改善に努め、成果

が得られない場合は、廃止する。その場合

は、他の民間事業者への譲渡も合わせて検

討する。

大規模修繕が必要になった際には廃止す

る。

ただし、中長期的方向性としては機能は廃

止し、施設は解体とする。

非継続 ◎ ○ ○

継続 ◎ ◎ 当面の間、継続して施設を運営する。

継続 ○ ◎ ○ ○

３年間（H29～H31)の経営改善に努め、成果

が得られない場合は、廃止する。その場合

は、他の民間事業者への譲渡も合わせて検

討する。

非継続 ◎ ◎

○○ ◎継続 ◎

◎ ◎◎非継続

(施設一覧表）14



【参考】施設概要（掲載例）【参考】施設概要（掲載例）【参考】施設概要（掲載例）【参考】施設概要（掲載例）

※アクションプラン対象施設について、施設の概要を掲載しています。※アクションプラン対象施設について、施設の概要を掲載しています。※アクションプラン対象施設について、施設の概要を掲載しています。※アクションプラン対象施設について、施設の概要を掲載しています。

（2015-2017年度中に施設の異動があったものについては、新旧２つの施設概要を掲載しています。）（2015-2017年度中に施設の異動があったものについては、新旧２つの施設概要を掲載しています。）（2015-2017年度中に施設の異動があったものについては、新旧２つの施設概要を掲載しています。）（2015-2017年度中に施設の異動があったものについては、新旧２つの施設概要を掲載しています。）

備考

備考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前景写真 位置図

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、図書室、調理室・料

理室

針原地区センター 30.25 1982 50 18 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

針原地区センター 378.45 1979 50 15 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 針原地区センター（原則、複合化している施設を記載しています。）

(主な）

運営時間

等

9時00分～22時00分 休館日 年末年始（12月29日～1月3日）

敷地面積 2,858.54 ㎡

地域

(14地域

別）

富山北部

条例等 富山市公民館条例

延床面積 408.70 ㎡

建物価格

(取得費）

(不明の場合

“―”表示）

千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 50 財産区分 公用財産

供用年度

(西暦）

1980 棟数 2

主たる構造

（メイン棟）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 針原中町字惣写901番1

所管部署

（Ｈ29年度

末時点）

生涯学習課 用途 公民館

基本情報

施設名称 針原公民館 施設番号 1 対象年度 2014年度

総総総総

合合合合

管管管管

理理理理

計計計計

画画画画

とととと

のののの

整整整整

合合合合

性性性性

をををを

とととと

るるるる

たたたた

めめめめ

、、、、

建建建建

物物物物

にににに

関関関関

すすすす

るるるる

情情情情

報報報報

（（（（

所所所所

在在在在

、、、、

面面面面

積積積積

、、、、

併併併併

設設設設

施施施施

設設設設

等等等等

））））

はははは

平平平平

成成成成

26

年年年年

度度度度

末末末末

時時時時

点点点点

のののの

情情情情

報報報報

とととと

しししし

てててて

いいいい

まままま

すすすす

。。。。

施施施施

設設設設

のののの

所所所所

在在在在

地地地地

、、、、

まままま

たたたた

はははは

施施施施

設設設設

のののの

内内内内

観観観観

写写写写

真真真真

等等等等

をををを

掲掲掲掲

載載載載

しししし

てててて

いいいい

まままま

すすすす

。。。。

施設についての大まかな説明を記載施設についての大まかな説明を記載施設についての大まかな説明を記載施設についての大まかな説明を記載

しています。しています。しています。しています。

施設の供用開始年度を記入しています。施設の供用開始年度を記入しています。施設の供用開始年度を記入しています。施設の供用開始年度を記入しています。

複数棟ある場合は、主要建物の供用開始年複数棟ある場合は、主要建物の供用開始年複数棟ある場合は、主要建物の供用開始年複数棟ある場合は、主要建物の供用開始年

度、又は、最も古い建物の供用開始年度を記度、又は、最も古い建物の供用開始年度を記度、又は、最も古い建物の供用開始年度を記度、又は、最も古い建物の供用開始年度を記

載しています。載しています。載しています。載しています。

該当する場合は該当する場合は該当する場合は該当する場合は

○をつけていま○をつけていま○をつけていま○をつけていま

す。す。す。す。

緊急避難所も含緊急避難所も含緊急避難所も含緊急避難所も含

みます。みます。みます。みます。

一般市民の方向一般市民の方向一般市民の方向一般市民の方向

けの施設利用をけの施設利用をけの施設利用をけの施設利用を

想定している場合想定している場合想定している場合想定している場合

に○を付けていまに○を付けていまに○を付けていまに○を付けていま

す。す。す。す。

アクションプラン実行編第２アクションプラン実行編第２アクションプラン実行編第２アクションプラン実行編第２

章「見直しの方向性」リスト章「見直しの方向性」リスト章「見直しの方向性」リスト章「見直しの方向性」リスト

の番号を記載しています。の番号を記載しています。の番号を記載しています。の番号を記載しています。

(施設概要）1



基本情報

施設名称 針原公民館 施設番号 1 対象年度 2014年度

所在地 針原中町字惣写901番1 所管部署 生涯学習課 用途 公民館

20 財産区分 公用財産

供用年度 1980 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 64,088 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 2,858.54 ㎡ 地域 富山北部

条例等 富山市公民館条例

延床面積 408.70 ㎡

写真 位置図

併設施設 針原地区センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

1

主なスペース

針原地区センター 378.45 1979 50 15 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 会議室・研修室、図書室、調理室・料理室

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

備考

備考

針原公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養

の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

針原地区センター 30.25 1982 50 18

(施設概要）2



,

備考

倉垣公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教

養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

平成２９年７月に移転改築を行いました。

鉄骨造 会議室・研修室、調理室・料理室

倉垣公民館（倉垣分団器

具置場と共用）

306.03

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数

写真 位置図

階数 構造 主なスペース

1979 38 3 2

備考

併設施設 倉垣地区センター、倉垣消防分団器具置場

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

敷地面積 623.00 ㎡ 地域 和合

条例等 富山市公民館条例

延床面積 306.03 ㎡ 建物価格 47,576 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 6 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 鉄骨造

所在地 布目567番 所管部署 生涯学習課 用途 公民館

基本情報

施設名称 （旧）倉垣公民館 施設番号 2-1 対象年度 2014年度

(施設概要）3



基本情報

施設名称 （新）倉垣公民館 施設番号 2-2 対象年度 2017年度

所在地 富山市布目３９６７番地 所管部署 生涯学習課 用途 公民館

供用年度 2017 棟数 4 主たる構造 鉄骨造

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 22

㎡ 建物価格 184,003 千円

土地の所有 自己所有

財産区分 公共用財産

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

敷地面積 1,500.75 ㎡ 地域延床面積 449.14

写真 位置図

備考

備考 平成29年7月に旧施設から建替移転しました。

和合

条例等 富山市公民館条例

併設施設 倉垣地区センター

和合和合和合和合

運動広場運動広場運動広場運動広場

和合中学校和合中学校和合中学校和合中学校

グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド

倉垣倉垣倉垣倉垣

小学校小学校小学校小学校

和合中学校和合中学校和合中学校和合中学校

布目布目布目布目

公民館公民館公民館公民館

至 国道８号線至 国道８号線至 国道８号線至 国道８号線

（八町交差点）（八町交差点）（八町交差点）（八町交差点）

布目旭布目旭布目旭布目旭

公民館公民館公民館公民館

20202020

布目布目布目布目

布目布目布目布目

公園公園公園公園

県道四方新・県道四方新・県道四方新・県道四方新・

中茶屋線中茶屋線中茶屋線中茶屋線

（旧）倉垣公民館（旧）倉垣公民館（旧）倉垣公民館（旧）倉垣公民館

（旧）倉垣地区センター（旧）倉垣地区センター（旧）倉垣地区センター（旧）倉垣地区センター

（新）倉垣公民館（新）倉垣公民館（新）倉垣公民館（新）倉垣公民館

（新）倉垣地区センター（新）倉垣地区センター（新）倉垣地区センター（新）倉垣地区センター
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備考

備考

長岡公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 会議室・研修室、調理室・料理室長岡公民館 357.23 1979 50 15 2

写真 位置図

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

併設施設 長岡地区センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

敷地面積

282.00㎡

（長岡保育所敷地内）

地域 呉羽

条例等 富山市公民館条例

延床面積 357.23 ㎡ 建物価格 50,350 千円

土地の所有

借地

（長岡保育所敷地内）

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 10 財産区分 公共用財産

供用年度 1980 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 長岡9397番1 所管部署 生涯学習課 用途 公民館

基本情報

施設名称 長岡公民館 施設番号 3 対象年度 2014年度
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備考

備考

老田公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、ホール、調理室・料理

室

老田公民館 365.01 1981 50 17 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

年末年始

条例等 富山市公民館条例

写真 位置図

併設施設 老田地区センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日

敷地面積 693.00 ㎡ 地域 呉羽延床面積 365.01 ㎡ 建物価格 62,553 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 10 財産区分

生涯学習課 用途 公民館

公共用財産

供用年度 1982 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 中老田216番2

基本情報

施設名称 老田公民館 施設番号 4 対象年度 2014年度

所管部署
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基本情報

施設名称 船峅公民館 施設番号 5 対象年度 2014年度

所在地 坂本482番 所管部署 大沢野教育行政センター 用途 公民館

60(併設施設と兼用) 財産区分 公共用財産

供用年度 1976 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 51,200 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 7,377.06 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市公民館条例

延床面積 331.20 ㎡

主なスペース

併設施設 船峅地区センター、船峅地区福祉センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

12 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

備考

備考

船峅公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健

康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 会議室・研修室、図書室、調理室・料理室船峅公民館 331.20 1976 50
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基本情報

施設名称 小羽公民館 施設番号 6 対象年度 2014年度

所在地 小羽361番 所管部署 大沢野教育行政センター 用途 公民館

30(併設施設と兼用) 財産区分 公共用財産

供用年度 1977 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 45,000 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 1,560.23 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市公民館条例

延床面積 331.20 ㎡

主なスペース

併設施設 小羽地区センター、小羽地区福祉センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

13 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

備考

備考

小羽公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、休憩室・休憩スペー

ス、調理室・料理室

小羽公民館 331.20 1977 50

(施設概要）8



基本情報

施設名称 下タ北部公民館 施設番号 7 対象年度 2014年度

所在地 布尻991番 所管部署 大沢野教育行政センター 用途 公民館

20(併設施設と兼用) 財産区分 公共用財産

供用年度 1978 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 45,000 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 1,364.88 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市公民館条例

延床面積 331.20 ㎡

主なスペース

併設施設 下タ北部地区センター、下タ北部地区福祉センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

14 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真

備考

備考

下タ北部公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住

民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、休憩室・休憩スペー

ス、調理室・料理室

下夕北部公民館 331.20 1978 50
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基本情報

施設名称 下タ南部公民館 施設番号 8 対象年度 2014年度

所在地 舟渡66番 所管部署 大沢野教育行政センター 用途 公民館

公共用財産

供用年度 1979 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 30(併設施設と兼用) 財産区分

敷地面積 1,237.26 ㎡ 地域 大沢野延床面積 397.20 ㎡ 建物価格 51,000

条例等 富山市公民館条例

併設施設 下タ南部地区福祉センター、下タ南部体育館

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

15 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

下夕南部公民館 331.20 1979 50 15 2

備考

備考

下タ南部公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住

民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 会議室・研修室、調理室・料理室

下タ南部公民館 66.00 1979 50
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備考

八尾公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、

住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

Ｈ29年度末現在、機能を一時的に旧福島保育所に移転しており、施設については建替を進めています。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、ホール、調理室・料理

室

八尾公民館 1331.87 1973 47 6

建築年度 耐用年数

備考

残存年数 階数 構造 主なスペース

4

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

敷地面積 1,411.82 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市公民館条例

延床面積 1,331.87 ㎡ 建物価格 570,930 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 14 財産区分 公共用財産

供用年度 1973 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町字東町2108番10 所管部署 八尾教育行政センター 用途 公民館

基本情報

施設名称 八尾公民館 施設番号 9 対象年度 2017年度
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主なスペース

備考

備考

杉原公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、アリーナ・体育館、調

理室・料理室

971.09 1979 47

建築年度 耐用年数

杉原公民館

残存年数 階数 構造

12 2

併設施設 杉原地区センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

敷地面積 1,983.63 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市公民館条例

延床面積 971.09 ㎡ 建物価格 239,250 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 60 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町大杉12番 所管部署 八尾教育行政センター 用途 公民館

基本情報

施設名称 杉原公民館 施設番号 10 対象年度 2014年度
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備考

黒瀬谷公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民

の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 会議室・研修室、調理室・料理室黒瀬谷公民館 416.97 1981 47 14

建築年度 耐用年数

備考

残存年数 階数 構造 主なスペース

2

併設施設 黒瀬谷地区センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

敷地面積 2,444.00 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市公民館条例

延床面積 416.97 ㎡ 建物価格 97,760 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 20 財産区分 公共用財産

供用年度 1981 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町樫尾162番 所管部署 八尾教育行政センター 用途 公民館

基本情報

施設名称 黒瀬谷公民館 施設番号 11 対象年度 2014年度
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公民館

基本情報

施設名称 山田公民館(山田地区コミュニティセンター） 施設番号 12 対象年度 2014年度

鉄骨造

所在地 山田湯880番 所管部署 婦中教育行政センター 用途

借地

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 50 財産区分 公共用財産

供用年度

2206.30 ㎡ 建物価格 542,167 千円

土地の所有1977 棟数 3 主たる構造

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 2,582.00 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市公民館条例

延床面積

併設施設 山田地区コミュニティセンター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 年末年始

構造

写真 位置図

主なスペース

3

山田公民館 862.35 1977 38 1 4

延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

4

鉄骨造 会議室・研修室、調理室・料理室

鉄骨造 会議室・研修室旧山田情報センター 639.45 1996 38 20

備考

備考

山田公民館は、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的とした施設です。

鉄骨造

会議室・研修室、集会室、アリーナ・体

育館

山田コミュニティセンター 704.50 1977 38 1
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備考

備考

集落住民の会合や祭礼・伝統行事等を通じて、農家・非農家が交流できる場を創出し、

集落活動の拠点施設として、集落の生活改善や活性化を図る施設です。

主なスペース

水橋東部地区コミュニ

ティ整備事業水橋農村

地域

交流センター

95.85 1999 24 9 1 木造 会議室

延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 写真

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 265.99 ㎡ 地域 水橋

条例等 富山市農村環境改善センター等条例

延床面積 95.85 ㎡ 建物価格 18,900 千円

土地所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 2000 棟数 1 主たる構造 木造

所在地 水橋堅田176番1 所管部署 農村整備課 用途 その他集会施設

基本情報

施設名称 水橋東部地区コミュニティ整備事業水橋農村地域交流センター 施設番号 13 対象年度 2014年度
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2

構造 主なスペース

備考

備考

ホール・会議室や、研修室・和室を貸館としている集会施設であり、主に市民の会合に利用されています。

また、富山市社会福祉協議会や民間銀行が、一部を使用し、業務を行っています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、集会室、事務室、ホー

ル

大山地域市民センター 1593.69 1966

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

50

残存年数 階数

写真 配置図

併設施設 大山行政サービスセンター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 月曜日、年末年始（12/29～1/3）

4

建物情報１　（棟基本情報）

敷地面積 1,747.20 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市大山地域市民センター条例

延床面積 1593.69 ㎡ 建物価格 430,380 千円

土地の所有1966 棟数 1 主たる構造 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 25 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 上滝字南割523番1 所管部署

大山行政サービスセン

ター総務課

用途 その他集会施設

基本情報

施設名称 大山地域市民センター 施設番号 14 対象年度 2014年度
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所在地 東福沢1818番

基本情報

施設名称 大山農村環境改善センター 施設番号 15 対象年度 2014年度

所管部署 農林事務所農地林務課 用途 その他集会施設

スペース有 財産区分 公共用財産

自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

供用年度 1980 棟数 1

1016.02 ㎡ 建物価格 173,310 千円

土地の所有主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

備考

農業生産の中核的担い手の育成や農村環境の整備を図るため、多目的ホール、調理実習室、研修室、和室を備

えた多目的施設です。

敷地面積 5,893.82 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市農村環境改善センター等条例

延床面積

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 (1)月曜日及び休日の翌日　(2)年末年始（12月29日～1月3日）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、事務室、【屋内】競技

場・球技場、調理室・料理室

大山農村環境改善センター 1016.02 1980 47 13 1

備考
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写真

備考

備考

山村地域の農林業の振興と農林業者の合理化及び生活改善を目的とした、和室、小会議室、調理研修室を備え

た施設です。

木造楜ヶ原集落センター 89.40 1993 22 1 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 なし

敷地面積 588.42 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市集落センター等条例

延床面積 89.40 ㎡ 建物価格 14,111 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1993 棟数 1 主たる構造 木造

所在地 楜ケ原626番1 所管部署 農林事務所農業振興課 用途 その他集会施設

基本情報

施設名称 楜ヶ原集落センター 施設番号 16 対象年度 2014年度
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ホール

基本情報

施設名称 富山市芸術文化ホール 施設番号 17 対象年度 2014年度

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 牛島町9番28 所管部署 文化国際課 用途

自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 96 財産区分 公共用財産

供用年度

24,255.57 ㎡ 建物価格 18,590,621 千円

土地の所有1996 棟数 1 主たる構造

備考

建物情報１　（棟基本情報）

敷地面積 8,519.88 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市芸術文化ホール条例

延床面積

残存年数 階数

写真 位置図

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 12月29日～1月3日（設備保守等のための臨時休館有）

1996 50

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

32 5

構造 主なスペース

備考

舞台芸術活動の発表・鑑賞の拠点として、本格的な三面半舞台空間を持つグレードの高い劇場機能と、国際会議

にも対応できるコンベンション機能を併せ持つ日本有数の多機能施設です。オーバード・ホールの名前で親しまれ

ています。

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ホール、音楽室・スタジオ・リハーサル

室、ハイビジョンシアター

富山市芸術文化ホール 24,255.57

2F総務企画課2F総務企画課2F総務企画課2F総務企画課

屋

外

駐

車

場

アーバンプレイスアーバンプレイスアーバンプレイスアーバンプレイス

ＮＮＮＮ

オーバード・ホールオーバード・ホールオーバード・ホールオーバード・ホール

レンタカー 郵便局

搬入口搬入口搬入口搬入口

地下へ

Ｐ　地下駐車場入り口

富

山

駅

北

駐

車

場

管理課管理課管理課管理課

階段・エスカレータ

・エレベーター

舞舞舞舞

台台台台

技技技技

術術術術

課課課課

防災センター防災センター防災センター防災センター

化化化化

粧粧粧粧

室室室室

エスカレータエスカレータエスカレータエスカレータ

ハイビジョンシアターハイビジョンシアターハイビジョンシアターハイビジョンシアター

　エレベーター　エレベーター　エレベーター　エレベーター

総合案内・アスネット総合案内・アスネット総合案内・アスネット総合案内・アスネット
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基本情報

施設名称 大沢野文化会館 施設番号 18 対象年度 2014年度

所在地 高内365番1 所管部署 大沢野文化会館 用途 ホール

財産区分 公共用財産

供用年度 1980 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1,355,682 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 196

敷地面積 6217.99㎡（駐車場除く） 地域 大沢野

条例等 富山市大沢野文化会館条例

延床面積 6,724.80 ㎡ 建物価格

備考

備考

大沢野地域の文化活動拠点施設であり、併せてコミュニティセンターとしての役割を果たす施設です。

館内の会議室は各種会議、研修会、サークル活動にご利用いただけ、調理室では料理会や調理実習ができま

す。

１Ｆロビーは、販売会、展示会、ギャラリーとしてもご利用いただけます。

また、大ホールは講演会、演劇、演奏会、各種発表会などの催事をお楽しみいただけます。（練習室、楽屋完備）

大沢野生涯学習センターとは渡り廊下でつながっています。

併設施設 大沢野生涯学習センター

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 毎週月曜日、第３日曜日、祝日、12月29日～1月3日

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄骨造 テナント、福祉機能スペース

大沢野文化会館 6674.37 1980 50 16 5

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、ホール、ロビー・ホワ

イエ・待合室、音楽室・スタジオ・リハー

サル室、調理室・料理室、その他、更衣

室・シャワー室

大沢野文化会館分館（喫

茶店）

50.43 2003 31 20 1
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備考

備考

６１５人収容可能なホール設備のほか、会議用の貸し部屋（会議室２室、和室１室）を有する文化施設で、大山図

書館が併設されています。

写真

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、ホール、ロビー・ホワ

イエ・待合室、音楽室・スタジオ・リハー

サル室、視聴覚室・情報室・閲覧室、そ

の他、更衣室・シャワー室

大山文化会館 2658.48 1981 50 17 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 大山図書館

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月4日）

敷地面積 14561.71㎡（借地含む） 地域 大山

条例等 富山市大山文化会館条例

延床面積 2,658.48 ㎡ 建物価格 958,270 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 150 財産区分 公共用財産

供用年度 1981 棟数 1 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 上滝字南割549番3 所管部署 大山文化会館 用途 ホール

基本情報

施設名称 大山文化会館 施設番号 19 対象年度 2015年度
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その他文化施設

基本情報

施設名称 富山市民芸術創造センター 施設番号 20 対象年度 2014年度

鉄骨造

所在地 呉羽町2247番3 所管部署 文化国際課 用途

自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 344 財産区分 公共用財産

供用年度

9746.70 ㎡ 建物価格 2,972,341 千円

土地の所有1995 棟数 3 主たる構造

備考

備考

音楽、演劇、舞踊、美術など、日頃から芸術文化活動をされている個人やグループが創作活動を行える練習専用

施設です。

ピアノ、ドラムなどの楽器や舞台、音響、照明の各設備があり、本番を想定した練習が可能です。

敷地面積

8,9136.45㎡

（舞台芸術パーク敷地）

地域 呉羽

条例等 富山市舞台芸術パーク条例

延床面積

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時30分 休館日 12月29日～1月3日（設備保守等のための臨時休館有）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 音楽室・スタジオ・リハーサル室

富山市民芸術創造セン

ター

7984.06 1995 38 19 1

富山市民芸術創造セン

ター保管庫

429.23 1936 38 0 2

写真

鉄骨造

会議室・研修室、休憩室・休憩スペー

ス、音楽室・スタジオ・リハーサル室、そ

の他、更衣室・シャワー室

富山市民芸術創造セン

ター

1333.41 2002 50 38

鉄骨造
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備考

備考

当館は八尾花街の往時の雰囲気を今に残す建物です。前身だった料亭「杉下楼」が廃業し、昭和６０年に八尾町

が買収しました。

歴史的建築物であるこの施設は、現在も八尾コミュニティセンター分館として短歌や俳句、茶道等の文化活動の場

として親しまれています。

主なスペース

木造 集会室

八尾コミュニティセンター

分館・杉風荘

345.00 1882 47 0 2

延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

外観写真 内観写真

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 火曜日及び祝日の翌日、年末年始（12/29～1/3）

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 704.17 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市八尾コミュニティセンター条例

延床面積 345.00 ㎡ 建物価格 56,920 千円

土地の所有 自己所有

財産区分 公共用財産避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 なし

供用年度 1984 棟数 1 主たる構造 木造

所在地 八尾町字大唐田998番11 所管部署 市民生活相談課 用途 その他文化施設

基本情報

施設名称 八尾コミュニティセンター分館・杉風荘 施設番号 21 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 大山図書館 施設番号 22 対象年度

図書館所在地 上滝字南割549番3

供用年度 1981 棟数 1

2014年度

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 150

所管部署 図書館 用途

㎡ 建物価格 958,270 千円

土地の所有 大山文化会館を参照主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

財産区分 公共用財産

写真

敷地面積 地域 大山（大山文化会館を参照）

条例等 富山市立図書館条例

延床面積 855.00

併設施設 大山文化会館

運営時間等 9時30分～18時00分 休館日 第1水曜日、年末年始（12/29～1/3）、蔵書点検期間

位置図

1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

大山図書館は、緑豊かな自然に囲まれており、静かな環境の中で読書、調査学習をすることができます。

CD、DVD、ビデオなどの視聴覚資料も鑑賞いただけます。大山文化会館との複合施設です。

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大山図書館 855.00 1981 50 17

備考
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基本情報

施設名称 婦中図書館 施設番号 23 対象年度 2014年度

所在地 婦中町砂子田1番1

供用年度 1983 棟数 1 主たる構造 軽量鉄骨造

財産区分 公共用財産

所管部署 図書館 用途 図書館

1,125,070 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 250

敷地面積 地域 婦中

14660.05㎡

（婦中ふれあい館分）

条例等 富山市立図書館条例

延床面積 976.00 ㎡ 建物価格

階数 構造 主なスペース

併設施設 婦中ふれあい館、婦中体育館

運営時間等 9時30分～18時00分 休館日 第1水曜日、年末年始、蔵書点検期間

1983 27 0 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数

備考

備考

婦中図書館は、充実した資料の収集を目指し、誰もが訪れやすい図書館になるよう努めています。

小さなお子さま連れの利用者のための絵本のコーナーや、学習室などがあり、駐車場も完備しています。

CD、DVD、ビデオなどの視聴覚資料も鑑賞いただけます。

婦中ふれあい館や婦中体育館との複合施設で、婦中地域の交流拠点となっています。

軽量鉄骨造

写真 位置図

婦中図書館 976.00
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19721121.00

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

写真

備考

備考

変化にとんだ富山の自然を科学の視点でさぐる博物館です。

入口で出迎えるナウマンゾウや動く恐竜「ティラちゃん」、ツチクジラなどの大型展示は迫力満点です。ダイヤモンドダ

ストや強風体験装置など、富山の自然をリアルに体感できる展示を多数備え、また、プラネタリウムでは臨場感ある

映像で宇宙を身近に感じることができます。

30

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

科学博物館（別館） 1052.66 1988 50 24 3

科学博物館（塔屋） 346.44 2007 50 43 1

主なスペース

科学博物館 5392.10 1979 50 15 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

38

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

科学博物館別館

構造

建物価格

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～17時00分 休館日 年末年始、臨時休館日

100

敷地面積 4048.09㎡（駐車場除く） 地域 富山中央

条例等 富山市科学博物館条例

延床面積 7912.20 ㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1,496,874 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

科学博物館 用途 博物館等

財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 4 主たる構造

所在地 西中野町一丁目8番31

基本情報

施設名称 科学博物館 施設番号 24 対象年度 2014年度

所管部署
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木造

民俗民芸村管理センター

焼成棟

12.96 1982 34 2 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

民俗民芸村管理センター

学習施設

279.87 1982 24 0 1

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

「民俗民芸村」は、呉羽山の自然景観と調和した建造物集落の性格を生かし、歴史、民俗、民芸、美術に関する新たな

文化環境を創造することを目的として、各種の企画展示等を行っています。

その中で、管理センターは、民俗民芸村にある全施設の管理施設であり、陶芸教室や染物教室、企画展の講演会など

を行っています。

写真

併設施設 なし（同敷地内には民芸館、民芸合掌館、陶芸館、民俗資料館、売薬資料館、考古資料館、篁牛人記念美術館、茶室円山庵、とやま土人形工房）

運営時間等 9時00分～17時00分 休館日 年末年始

敷地面積 地域 富山西部

条例等 富山市民俗民芸村条例

7,641.80㎡

（民俗民芸村管理用地）

延床面積 292.83 ㎡ 建物価格 52,560 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 95（民俗民芸村全体） 財産区分 公共用財産

供用年度 1983 棟数 2 主たる構造 木造

所在地 安養坊1118番1 所管部署 民俗民芸村管理センター 用途 博物館等

基本情報

施設名称 民俗民芸村管理センター 施設番号 25 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 重要文化財浮田家住宅 施設番号 26 対象年度 2014年度

所在地 太田南町272番 所管部署 生涯学習課 用途 博物館等

15 財産区分 公共用財産

供用年度 1982 棟数 4 主たる構造 木造

建物価格 ― 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 5,100.77 ㎡ 地域 富山東部

条例等 富山市浮田家条例

延床面積 585.73 ㎡

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～17時00分 休館日

月曜日及び祝日の翌日（但し、祝日の翌日が土曜日・日曜日の場

合は開館）、年末年始（12/28～1/4）

備考

備考

浮田家は文政１１年（1828年）に建築され、加賀藩奥山廻役（立山・黒部一帯の山林保護や国境警備のための巡視を

行う役職）の役宅で,現存する建物から往時の豪農民家の建築様式を偲ぶことができる施設です。国指定の重要文化

財に選ばれています。

前景写真 位置図

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

重要文化財浮田家住宅

主屋

430.61 1828 ― ― 1 木造

重要文化財浮田家住宅

待屋

5.36 1828 ― ― 1 木造

重要文化財浮田家住宅

表門

52.26 1835 ― ― 1 木造

重要文化財浮田家住宅

土蔵

97.50 1890 ― ― 1 土蔵造
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木造山田村歴史民俗資料館 331.45 1975 24 0 2

建物情報1（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

旧山田村谷地区に所在した江戸時代末期に建築された民家を移築したもので、市指定文化財の一つです。

また、村内より寄贈された江戸時代以降の民俗資料を展示しています。現在は事前予約制となっており、希望に応じて

内部見学が可能です。

前景写真 位置図

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～16時30分(予約に応じて開館） 休館日 土・日・祝日、及び11月1日～3月31日

敷地面積 1,547.00 ㎡ 地域 山田

条例等 なし

延床面積 331.45 ㎡ 建物価格 16,655 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 20 財産区分 公共用財産

供用年度 1976 棟数 1 主たる構造 木造

所在地 山田小谷字中根810番 所管部署 婦中教育行政センター 用途 博物館等

基本情報

施設名称 山田村歴史民俗資料館 施設番号 27 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 総合体育館 施設番号 28 対象年度 2014年度

所在地 湊入船町12番1 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

供用年度 1999 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 274 財産区分 公共用財産

延床面積 28681.97 ㎡ 建物価格 9,855,825 千円

備考

備考

全国的なスポーツ大会やイベント、興行を開催できる大規模体育施設。

メイン、サブアリーナのほか、フィットネスルーム、体操練習場、弓道場、ボクシング室、卓球場などを備え、様々な

競技で練習や大会開催で利用されています。

敷地面積 17,801.58 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市スポーツ施設条例

構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時30分 休館日 年末年始（12月28日～1月4日）

総合体育館 28681.97 1999 47 32 3

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、アリーナ・体育館、ト

レーニング室
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基本情報

施設名称 東富山体育館 施設番号 29 対象年度 2014年度

所在地 米田16番2 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

95 財産区分 公共用財産

供用年度 1992 棟数 3 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 445,403 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 4,661.00 ㎡ 地域 富山北部

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 1542.68 ㎡

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 年末年始（12月28日～1月４日）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

東富山体育館 1512.52 1991 47 24 1

8 1

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ アリーナ・体育館

東富山体育館電気室 21.52 1991 38 15 1

写真

備考

備考

富山市北部に位置する地域の拠点体育施設。

バレーボールやバドミントン、卓球など市民の利用のほか、市民大会などの開催にも利用されています。

鉄骨造東富山体育館自転車置場 8.64 1991 31
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写真

47 20 3

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数

備考

備考

富山市南部に位置する地域の拠点体育施設。

バスケットボール、バレーボール、卓球など様々な競技を行なうことが可能です。

メイン、サブアリーナのほか、会議室や研修室を備え、スポーツ以外にも利用されています。

多くの市民のほか、市民大会開催にも利用されています。

構造 主なスペース

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 会議室・研修室、アリーナ・体育館

富山南総合公園文化体

育施設体育文化センター

4755.01 1987

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 年末年始（12月28日～1月4日）

階数

敷地面積

152,907.75㎡

（富山南総合公園分）

地域 富山南部

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 4755.01 ㎡ 建物価格 1,278,500 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 213 財産区分 公共用財産

供用年度 1987 棟数 1 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 友杉1097番 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 富山南総合公園文化体育施設体育文化センター 施設番号 30 対象年度 2014年度
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.

2000年富山国体を機に建設された富山市東部地区における拠点体育施設です。

バスケットボールやバレーボール、卓球、バドミントンなどを行うことができます。

市民の利用のほか、中高生の大会や市民大会の開催にも利用されています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ アリーナ・体育館

2000年体育館物置 19995.27 24

軽量鉄骨造2000年体育館プロパン庫 2.21 1999 24 9 1

9 1 軽量鉄骨造

2000年体育館 2554.85 1999 47 32 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 年末年始（12月28日～1月４日）

写真

備考

備考

敷地面積

1,123.00㎡

（天正寺公園分）

地域 富山東部

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 2562.33 ㎡ 建物価格 809,428 千円

土地の所有2000 棟数 3 主たる構造 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 48 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 天正寺1400番 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 2000年体育館 施設番号 31 対象年度 2014年度
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備考

備考

水橋地域の拠点施設。

障害者の体育施設として活用されるほか、地域のスポーツ活動の場として利用されています。

バスケットボールやバレーボール、バドミントン、卓球等に利用されており、特に車いすバスケットボールに利用さ

れています。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山勤労身体障害者体

育センター器具置場

8.07 1993 31 10 1 鉄骨造

富山勤労身体障害者体

育センター

1013.65 1979 47 12 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 年末年始（12月28日～1月4日）

敷地面積 3,941.17 ㎡ 地域 水橋

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 1021.72 ㎡ 建物価格 149,180 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 50 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 水橋畠等298番2 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 富山勤労身体障害者体育センター 施設番号 32 対象年度 2014年度
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1

大沢野南部の下タ地区の体育施設。付近の住民が主な利用者層です。

バレーボールやバドミントンを行うことができ、マットを敷いてゲートボールの利用もされています。

下タ南部公民館が併設されており、利用者管理を行っています。

主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ アリーナ・体育館下夕南部体育館

耐用年数建築年度

写真

備考

備考

階数 構造残存年数

1982 47384.00 15

併設施設 下タ南部公民館、下タ南部地区福祉センター

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

敷地面積

1,237.26㎡

（下タ南部公民館敷地

分）

地域 大沢野

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 384.00 ㎡ 建物価格 43,035 千円

土地の所有1982 棟数 1 主たる構造 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 5 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 舟渡字下杉割66番1 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 下タ南部体育館 施設番号 33 対象年度 2014年度
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備考

備考

大沢野南部の下タ地区の体育施設。

付近の住民のコミュニティ施設としても利用されています。

バレーボール、バドミントンなどに利用可能です。

写真

鉄骨造 アリーナ・体育館

下夕北部体育館倉庫 112.05 1984 38 8 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

下夕北部体育館 371.50 1983 34 3 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 なし

敷地面積 3,551.08 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 483.55 ㎡ 建物価格 42,470 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 20 財産区分 公共用財産

供用年度 1984 棟数 2 主たる構造 鉄骨造

所在地 布尻字東平割672番3 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 下タ北部体育館 施設番号 34 対象年度 2014年度
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備考

備考

大山地区の拠点体育施設。併設された大山総合体育センターとともに、「大山体育施設」として区分されています。

市民の利用のほか、季節によって合宿などにも利用されています。

バレーボール、バドミントン、バスケットボールに利用されるほか、エアロビクススタジオを備えており、ダンスなどに

も利用可能です。上滝中に隣接していることから、中学生の利用も多く見られます。

写真

鉄骨造 アリーナ・体育館

大山社会体育館 53.99 1997 34 17 2 鉄骨造 トレーニング室

大山社会体育館 1982.00 1972 34 0 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 大山総合体育センター

運営時間等 9時00分～21時30分 休館日 月曜日、年末年始（12月28日～1月4日）

敷地面積 4,197.00 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 2035.99 ㎡ 建物価格 203,300 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

全体で284台（大山総合

体育センター、大山テニ

スコートと共用）

財産区分 公共用財産

供用年度 1972 棟数 2 主たる構造 鉄骨造

所在地 花崎字大川寺割379番1 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 大山社会体育館 施設番号 35 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 大山Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館） 施設番号 36 対象年度 2014年度

所在地 本宮字花切割12番 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

供用年度 1983 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 一部借地

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 7 財産区分 公共用財産

延床面積 1102.28 ㎡ 建物価格 226,492 千円

写真

備考

備考

敷地面積 5,501.58 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市スポーツ施設条例

構造 主なスペース

併設施設 山野スポーツセンター（県営施設）

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 なし

1102.28 1983 47 16 1

階数

Ｂ＆Ｇ（ブルーシー・アンド・グリーンランド）財団が健康づくりを目的として建設し、

富山市へと無償譲渡された体育館です。

大山地域の体育施設であり、併設される山野スポーツセンターに受付管理を委託しています。

シーズンを通して、スポーツ合宿の際の練習の場として利用されているほか、

スキーの大会開催時において、休憩所・式典会場としても利用されています。

バスケットボール、バレーボール、バドミントンのほか、剣道などの武道にも利用されています。

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 耐用年数建築年度 残存年数

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ アリーナ・体育館

大山Ｂ＆Ｇ海洋センター

（体育館）
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基本情報

施設名称 八尾スポーツアリーナ 施設番号 37

建物情報１　（棟基本情報）

対象年度 2014年度

所在地 八尾町井田101番 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

供用年度 1999 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 400 財産区分 公共用財産

延床面積 5684.41 ㎡ 建物価格 1,508,300 千円

備考

備考

八尾地域の拠点体育施設。メイン、サブのアリーナのほか、トレーニング室、会議室が設置されています。

一般利用のほか、小中学生や市民大会も開催されています。

ハンドボール、テニスの利用が可能な点が特徴で、ハンドボールの日本リーグの開催実績もあります。

敷地面積 30,783.00 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市スポーツ施設条例

主なスペース

併設施設 八尾コミュニティセンター、八尾図書館

運営時間等 9時00分～21時30分 休館日 年末年始（12月29日～1月3日）

5684.41 1999 47 32 2

構造

写真

名称 耐用年数 残存年数延床面積 建築年度 階数

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、アリーナ・体育館、ト

レーニング室

八尾スポーツアリーナ
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写真

47 18 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 耐用年数 残存年数延床面積 建築年度

備考

備考

山田地域の拠点体育施設。

バスケットボール、バレーボール、バドミントンのほか、フットサルにも利用されており、

市民の一般利用のほか、大会開催や合宿に利用されています。柔剣道場も備えています。

構造 主なスペース

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、アリーナ・体育館、ト

レーニング室、その他

山田総合体育センター 3319.53 1985

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 月曜日、休日の翌日、年末年始（12月28日～1月4日）

階数

敷地面積 31,801.85 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 3319.53 ㎡ 建物価格 599,600 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 150 財産区分 公共用財産

供用年度 1986 棟数 1 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 山田中瀬2番 所管部署 スポーツ健康課 用途 体育館

基本情報

施設名称 山田総合体育センター 施設番号 38 対象年度 2014年度
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山市体操練習場

（東富山温水プール）

274.05 1993 34 13 1 鉄骨造

東富山温水プール 1861.67 1982 47 15 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 北部プール

運営時間等 12時00分～20時00分 休館日 年末年始（12月28日～1月4日）

備考

備考

富山市北部地域の拠点体育施設。北部地区の屋内プールとして、広く市民に利用されています。

一般利用のほか、大会の開催も行なわれています。

日本水泳連盟から競泳プールとして公認を受けている施設です。

敷地面積 11,992.40 ㎡ 地域 富山北部

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 2135.72 ㎡ 建物価格 577,977 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

供用年度 1983 棟数

写真

基本情報

施設名称 東富山温水プール 施設番号 39

2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所管部署

対象年度 2014年度

所在地 米田65番4 プール

150 財産区分 公共用財産

スポーツ健康課 用途
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基本情報

施設名称 呉羽プール 施設番号 40 対象年度 2014年度

所在地 呉羽町6195番 所管部署 スポーツ健康課 用途 プール

スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1980 棟数 1 主たる構造 鉄骨

建物価格 56,700 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 1,699.36 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 86.42 ㎡

主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 10時00分～16時30分 休館日 7月24日～8月30日以外の日

1

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

備考

備考

呉羽地区の地域プール。地域住民や呉羽小学校、付近の保育所等から利用されています。

一般開放は、小学校の夏休み期間に合わせ供用しています。

鉄骨呉羽プール管理棟 86.42 1980 38 4
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任海778番

基本情報

施設名称 新保プール 施設番号 41 対象年度 2014年度

所管部署 スポーツ健康課 用途 プール

供用年度 1969 棟数 2 主たる構造 鉄骨

所在地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 スペース有

㎡ 建物価格 6,470 千円

土地の所有 自己所有

財産区分 公共用財産

写真

敷地面積 1,313.46 ㎡ 地域 富山南部

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 43.56

併設施設 なし

運営時間等 10時00分～16時30分 休館日 7月24日～8月30日以外の日

1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

新保地区の地域プール。

地域住民や新保小学校、付近の学童など児童、園児から利用されています。

一般開放は、小学校の夏休みに合わせ、行なっています。

鉄骨新保プール管理棟 43.56 1969 38 0
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外観写真 内観写真

所在地 荒川四丁目65番1

基本情報

施設名称 市民プール 施設番号 42 対象年度 2014年度

所管部署 スポーツ健康課 用途 プール

供用年度 1999 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 公園内一部借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 66 財産区分 公共用財産

運営時間等

延床面積 9261.22 ㎡ 建物価格 4,349,572

10時00分～21時30分

敷地面積 地域 富山東部

条例等 富山市スポーツ施設条例

併設施設 なし

千円

82972.1㎡

（城東ふれあい公園分）

休館日 年末年始（12月28日～1月4日）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

市民プール 9167.82 1998 47 31 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

8 1

市民プールゴミ置場 5.40 1998 38 22 1

備考

備考

市中心部に位置する大型拠点屋内プール。

メインプールとサブプールを設けていることから、一般市民のほか、教室の開催、大会開催など様々な用途に利用

されています。メインプールは稼動壁を設け、長水路・短水路での競泳も可能です。

日本水泳連盟の競泳プールの公認を受けています。このほか、フィットネスルームを備えており、総合的な体力づ

くりの場として利用されています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

軽量鉄骨造市民プール自転車小屋 88.00 1998 24
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備考

備考

水橋三郷地区の地域プール。

三郷小学校児童が主に利用していましたが、小学校プールが完成したことにより、

平成２８年度末にて廃止しました。

併設施設 なし

運営時間等 10時00分～16時30分 休館日 7月上旬～8月下旬以外の日

主なスペース

敷地面積 2,036.00 ㎡ 地域 水橋

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 72.05 ㎡ 建物価格 41,000 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 15 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 鉄骨

所在地 水橋小路326番 所管部署 スポーツ健康課 用途 プール

基本情報

施設名称 三郷プール 施設番号 43 対象年度 2014年度

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

鉄骨三郷プール管理棟 72.05 1978 38 2 1
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写真

鉄骨造

大山Ｂ＆Ｇ海洋センター

（プール更衣室

125.25 1983 34 3 1 鉄骨造

大山Ｂ＆Ｇ海洋センター

（プール）

833.11 1983 34 3 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～16時00分 休館日

8月15日、5月中旬から9月までの期間で市長が定める日以外

の日

備考

備考

大山地域の小見地区における地域プール。主に小見小学校児童による利用が多くみられます。

一般開放は、小学校の夏休みに合わせ、行っています。

シートによる上屋があることから、天候の悪い時でも利用可能です。

敷地面積 1,654.02 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 958.36 ㎡ 建物価格 96,508 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1983 棟数 2 主たる構造 鉄骨造

所在地 小見字鳥越割31番1 所管部署 スポーツ健康課 用途 プール

基本情報

施設名称 大山Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール） 施設番号 44 対象年度 2014年度
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高内114番1 所管部署所在地

基本情報

施設名称 大沢野武道館 施設番号 45 対象年度 2014年度

スポーツ健康課 用途 武道館

財産区分 公共用財産

供用年度 1976 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

49,957 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 25

敷地面積

3705.00㎡

（青少年体育センター敷

地分）

地域 大沢野

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 468.00 ㎡

月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

建物価格

備考

備考

大沢野地域にある青少年体育センター敷地内にある武道場。

地域の柔道、剣道の団体に利用されています。

併設施設 なし　(同敷地内に青少年体育センター）

運営時間等 13時00分～21時00分 休館日

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ その他大沢野武道館 468.00 1976 47 9 1
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トレーニング室、その他

階数 構造 主なスペース

大山総合体育センター 1777.32 1997 27 10 2 軽量鉄骨造

備考

備考

大山地域の拠点体育施設。

大山社会体育館と一体で「大山体育施設」として管理しています。

トレーニングルームと武道場を備えており、トレーニングルームは富山南部地域にお住まいの方の一般利用も多く

みられます。

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数

併設施設 大山社会体育館

運営時間等 9時00分～21時30分 休館日 月曜日、年末年始（12月28日～1月4日）

敷地面積 5,821.21 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 1777.32 ㎡ 建物価格 593,198 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

全体で284台（大山社会

体育館、大山テニスコー

トと共用）

財産区分 公共用財産

供用年度 1997 棟数 1 主たる構造 軽量鉄骨造

所在地 三室荒屋字出口割261番1 所管部署 スポーツ健康課 用途 武道館

基本情報

施設名称 大山総合体育センター 施設番号 46 対象年度 2014年度
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※写真添付願います

市民球場内野スタンド 2306.69

備考

備考

全面人工芝の大型拠点野球場。プロ野球、高校野球の開催会場となっていますが、グラウンドは、一般利用もされ

ています。

室内練習場を備えており、雨天時や冬季の練習場としても利用可能です。

フィットネスルームや会議室があり、野球以外にもご利用いただけます。

1995 50 31 2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 【屋外】競技場・球技場

市民球場便所 50.00 1992 38 16 1

市民球場プロパン庫 7.14 1992 34 12 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、トレーニング室、【屋

内】競技場・球技場、【屋外】競技場・球

技場

市民球場スコアボード室 205.10 1992 38 16 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

市民球場スタンド 16479.72 1992 50 28 3

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 年末年始（12月28日～1月4日）

敷地面積 96,913.73 ㎡ 地域 富山北部

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 19048.65 ㎡ 建物価格 5,218,770 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 532 財産区分 公共用財産

所管部署 スポーツ健康課 用途 野球場

供用年度 1992 棟数 5 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

写真

基本情報

施設名称 市民球場 施設番号 47 対象年度 2014年度

所在地 下飯野30番1
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備考

備考

護国神社敷地内に設置された相撲場で、相撲連盟の大会などで利用されています。

屋形（神明造り）の老朽化が進行しています。

相撲場 鉄骨造81.00 1982 34 2 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし（神社敷地内）

運営時間等 9時00分～17時00分 休館日 なし

写真

敷地面積 264.00 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市スポーツ施設条例

延床面積 81.00 ㎡ 建物価格 10,700 千円

土地の所有 借地

財産区分 公共用財産避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 なし

供用年度 1982 棟数 1 主たる構造 鉄骨造

所在地 磯部町一丁目1番10 所管部署 スポーツ健康課 用途 その他スポーツ施設

基本情報

施設名称 相撲場 施設番号 48 対象年度 2014年度

(施設概要）50



産業振興施設

基本情報

施設名称 富山市公設地方卸売市場 施設番号 49 対象年度 2014年度

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 掛尾町500番 所管部署 地方卸売市場 用途

自己所有棟数 41 主たる構造

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 1260 財産区分 公共用財産

供用年度

36,859.65 ㎡ 建物価格 2,612,962 千円

土地の所有1972

敷地面積 123,138.34 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市公設地方卸売市場条例

延床面積

併設施設 なし

運営時間等 24時間 休館日

日曜（1/5、12/27～12/30の日曜を除く）、

祝日、年末年始（12/31～1/4）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

主体建物 20844.5 1972 50 8 2 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

花き卸売場 545.67 1986 38 10 1 鉄骨造

花き仲卸売場 276.00 1986 38 10 1 鉄骨造

花き業者事務所 114.33 1986 38 10 1 鉄骨造

花き卸売場（増築） 692.19 1995 38 19 1 鉄骨造

管理棟 918.45 1972 50 8 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理棟 214.50 1972 50 8 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

銀行（増築） 23.50 1972 50 8 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

第2卸売場 1359.87 1971 31 0 1 鉄骨造

青果倉庫 990.00 1980 31 0 1 鉄骨造

第3倉庫 180.00 1980 31 0 1 鉄骨造

塵芥集積所（発砲増築） 197.00 1981 31 0 1 鉄骨造

空箱回収所 150.30 1997 31 14 1 鉄骨造

第1倉庫 504.00 1971 31 0 1 鉄骨造

第2冷蔵庫 947.69 1980 31 0 1 鉄骨造

第3冷蔵庫 662.22 1991 31 8 1 鉄骨造

関連店舗B（当初D) 176.00 1972 38 0 1 鉄骨造

関連店舗C（当初A) 192.00 1971 38 0 1 鉄骨造

関連店舗D（当初B) 192.00 1971 38 0 1 鉄骨造

関連店舗E（当初C) 168.00 1971 38 0 1 鉄骨造

関連店舗F（当初E) 192.00 1972 38 0 1 鉄骨造

関連店舗H 144.00 1986 38 10 1 鉄骨造

青果保冷庫 1027.60 1972 38 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

業者事務所（青果商業組合） 226.00 1972 50 8 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

業者事務所（魚商業組合） 226.00 1972 50 8 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

業者事務所（精算会社） 94.61 1980 50 16 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

花き倉庫加工所事務所 515.01 1997 38 21 2 鉄骨造

第1冷蔵庫 2180.50 1972 38 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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建物情報2　（棟基本情報）

備考

全国各地から大量に集めた青果、水産物、花きなどの生鮮食料品等を適正な価格で安定して供給するため、市が開設する

市場です。

冷蔵庫機械室 60.00 1990 31 7 1 鉄骨造

守衛室 5.55 1993 38 17 1 鉄骨造

受水槽 162.00 2001 31 18 - 鉄骨造

ﾎﾟﾝﾌﾟ棟 43.00 2001 31 18 1 鉄骨造

防火水槽 156.00 2001 31 18 - 鉄骨造

買荷保管所 370.25 1971 31 0 - 鉄骨造

買荷保管所 370.25 1971 31 0 - 鉄骨造

買荷保管所 370.25 1971 31 0 - 鉄骨造

買荷保管所 370.25 1971 31 0 - 鉄骨造

買荷保管所 370.25 1971 31 0 - 鉄骨造

買荷保管所 370.25 1971 31 0 - 鉄骨造

製氷棟 97.66 1980 31 0 3 鉄骨造

写真

第2倉庫 160.00 1971 31 0 1 鉄骨造

備考
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軽量鉄骨造

営農サポートセンター温

室

97.20 1988 24 0 1

軽量鉄骨造

営農サポートセンター花

き種苗供給ｾﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ

342.00 1988 31 5 1 鉄骨造

営農サポートセンター淡

水魚調査舎

19.44 1987 24 0 1

鉄骨造

営農サポートセンター温

室

101.40 1985 24 0 1 軽量鉄骨造

営農サポートセンター堆

肥舎

49.20 1985 31 2 1

鉄骨造

営農サポートセンター資

材庫

19.44 1981 24 0 1 軽量鉄骨造

営農サポートセンター廊

下・渡廊下

6.66 1981 31 0 1

鉄骨造

営農サポートセンター資

材庫

19.44 1981 34 1 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

営農サポートセンター車

庫

33.28 1981 31 0 1

鉄骨造

営農サポートセンター温

室

101.40 1979 31 0 1 鉄骨造

営農サポートセンター温

室

202.80 1977 31 0 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

営農サポートセンター休

憩所

27.15 1977 50 13 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

営農サポートセンター燃

料庫

5.00 1976 34 0 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

営農サポートセンター温

室

100.80 1976 31 0 1 鉄骨造

営農サポートセンターそ

の他

28.08 1976 38 0 1

鉄骨造

営農サポートセンター倉

庫

127.28 1976 34 0 2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

営農サポートセンター作

業所・工作室

217.68 1975 31 0 1

鉄骨造

営農サポートセンター温

室集中管理棟

50.68 1975 34 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

営農サポートセンター温

室

191.22 1974 31 0 1

構造 主なスペース

営農サポートセンター事

務所

609.60 1974 50 10 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

建物情報１　（棟基本情報）

敷地面積 80,445.66 ㎡ 地域 富山南部

条例等 富山市営農サポートセンター条例

延床面積 4,615.81 ㎡ 建物価格 599,096 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数

供用年度 1975 棟数 30 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所管部署 営農サポートセンター 用途 産業振興施設

139 財産区分 公共用財産

基本情報

施設名称 営農サポートセンター（旧農業センター） 施設番号 50 対象年度 2014年度

所在地 月岡町三丁目101番
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建物情報2 （棟基本情報）

備考

平成20年に農業センターから営農サポートセンターに改名し、「とやま楽農学園」を開講して講義や実地研修を行

い、農業サポーターや新規就農者の養成をしています。

鉄骨造

公衆便所 28.10 1996 31 13 1 鉄骨造

野外研修棟 129.68 1996 31 13 1

鉄骨造

農機具・資材格納庫 259.68 1996 31 13 1 鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

組織培養施設 335.57 1992 31 9 1

講義研修棟(農業構造改

善センター）

532.63 1981 38 5 2

鉄骨造90.00 1998 31 15

営農サポートセンター温

室

95.40 1999 31 16 1 鉄骨造

営農サポートセンター品

種交配専用網室

1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

営農サポートセンター栽

培調査

684.00 1992 31 9 1 鉄骨造

営農サポートセンター配

電室・電気室

30.00 1991 38 15 1

営農サポートセンター温

室

81.00 1989 31 6 1 鉄骨造

写真 全体図

備考
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基本情報

施設名称 大山研修所（温室、管理棟、ポンプ室、作業棟） 施設番号 51 対象年度 2014年度

所在地 東福沢1番 所管部署 営農サポートセンター 用途 産業振興施設

財産区分 公用財産

供用年度 1989 棟数 4 主たる構造 鉄骨造

43,467 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 スペース有

敷地面積

26,869.88㎡

(大山下水処理場用地分）

地域 大山

条例等 なし

延床面積 830.16 ㎡ 建物価格

併設施設 なし

運営時間等 随時 休館日 ―

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

フラワーセンター温室 686.24 1988 31 5 1 鉄骨造

フラワーセンター機械棟 6.50 1988 34 8

フラワーセンター管理棟 48.16 1988 15 0

24

木造

1 軽量鉄骨造

1

0

1

備考

備考 旧大山町が、合併前に大山町フラワーセンターとして、浄化センター横に設置した温室施設です。

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

フラワーセンター作業棟 89.26 1990
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

残存年数 階数 構造 主なスペース

産業センター 593.50 1983 47 16 2

備考

備考

富山市の林業振興を図るとともに森林の総合的な維持管理を促進し、国土の保全と森林の造成に資するため、地

域林業の活動拠点施設として設置されたもので、林業技術の研修、林業相談、研究等林業の振興の場として、研

修室、和室・会議室等を備えた施設です。

婦負森林組合に管理を委託しています。

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時00分 休館日

(1)土曜日、日曜日及び祝日

(2)12月29日から翌年の1月3日までの日

敷地面積

5,574.16㎡（農村環境改

善センター敷地分）

地域 八尾

条例等 富山市八尾林業総合センター管理運営要領

延床面積 593.50 ㎡ 建物価格 121,440 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数 10 財産区分 公共用財産

供用年度 1984 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町梅苑町一丁目95番1 所管部署 農林事務所農地林務課 用途 産業振興施設

基本情報

施設名称 林業総合センター 施設番号 52 対象年度 2014年度

(施設概要）56



小学校

基本情報

施設名称 奥田北小学校 施設番号 53 対象年度 2014年度

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 下新北町3番72 所管部署 学校施設課 用途

自己所有

避難所指定 ○ 棟数 11 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度

7871.00 ㎡ 建物価格 8,120 千円

土地の所有1970 創立年 1969（昭和44年） 主たる構造

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 16,478.53 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

359人

学級数

(2015年度）

14

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 配置図

主なスペース

奥田北小学校校舎（施台

1-1）

3669.00 1969 47 2 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

延床面積

奥田北小学校渡廊下（施

台2-1）

101.00 1969 38 0 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田北小学校給食室棟

（施台1-2）

408.00 1970 41 0 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田北小学校渡廊下（施

台2-2）

513.00 1970 38 0 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田北小学校校舎（施台

3-1）

932.00 1970 47 3 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田北小学校校舎（施台

3-2）

637.00 1972 47 5 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田北小学校雑庫（施台

5）

5.00 1972 34 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

奥田北小学校プール付

属室（施台6）

121.00 1965 31 0 1 鉄骨造

奥田北小学校油庫（施台

7）

3.00 1990 38 14 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田北小学校体育館（施

台8-1）

1461.00 2009 47 42 1

鉄骨造

奥田北小学校渡廊下（施

台8-2）

21.00 2009 31 26 1
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校プール更衣

室（施台28）

28.00 1989 47 21 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校プール更衣

室（施台29）

66.00 2004 47 36 1

1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校渡廊下（施台

27-6）

5.00 1976 38 0 1

奥田小学校渡廊下（施台

27-5）

4.00 1971 38 0 1

鉄骨造

奥田小学校渡廊下（施台

27-4）

48.00 1989 31 6 1 鉄骨造

奥田小学校渡廊下（施台

27-3）

30.00 1989 31 6 1

鉄骨造

奥田小学校渡廊下（施台

27-2）

4.00 1989 31 6 1 鉄骨造

奥田小学校体育館（施台

27-1）

1278.00 1989 34 9 2

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校便所（施台

26）

14.00 1981 34 1 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

奥田小学校校舎（施台

23）

142.00 1976 34 0 2

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校校舎（施台

22）

63.00 1976 34 0 3 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校校舎（施台

21）

2600.00 1976 34 0 3

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校雑庫（施台

20）

32.00 1967 34 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

奥田小学校校舎（施台

16-2）

2010.00 1974 34 0 4

奥田小学校給食室（施台

16-1）

1211.00 1971 31 0 4 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

3 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田小学校校舎（施台4-

2）

1228.00 1967 34 0 3 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

延床面積

奥田小学校校舎（施台4-

1）

1444.00 1967 34 0

1974 34 0 2 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

奥田小学校校舎（施台

17）

295.00

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

539人

学級数

(2015年度）

19

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 22,519.86 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 10,502.00 ㎡ 建物価格 325,728 千円

土地の所有1974 創立年 1873（明治6年） 主たる構造 一部借地

避難所指定 ○ 棟数 18 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 奥田双葉町10番18 所管部署 学校施設課 用途 小学校

基本情報

施設名称 奥田小学校 施設番号 54 対象年度 2014年度
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写真 配置図
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基本情報

施設名称 浜黒崎小学校 施設番号 55 対象年度 2014年度

財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 浜黒崎3301番2 所管部署 学校施設課 用途 小学校

避難所指定 ○ 棟数 14 駐車場台数 スペース有

土地の所有1966 創立年 1873（明治6年） 主たる構造 一部借地

延床面積 4,312.00 ㎡ 建物価格 203,447 千円

7

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 15,468.30 ㎡ 地域 富山北部

条例等 富山市立学校設置条例

写真 配置図

主なスペース

浜黒崎小学校校舎（施台

1）

1327.00

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

133人

学級数

(2015年度）

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造延床面積

浜黒崎小学校渡り廊下

（施台2-1）

30.00 1965 34 0

1965 47 0

1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

浜黒崎小学校用務員室

（施台2-2）

81.00 1965 22 0 1 木造

浜黒崎小学校校舎（施台

7）

1525.00 1976 47 9 4

16.00 1985 34 5 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄骨造

浜黒崎小学校渡り廊下

（施台8）

22.00 1976 31 0 1

鉄骨造

浜黒崎小学校校舎（施台

7-2）

1

鉄骨造

浜黒崎小学校雑庫（施台

9）

22.00 1976 31 0 1

浜黒崎小学校プール専

用付属室（施台12）

12.00 1978 31 0 1 鉄骨造

浜黒崎小学校プール専

用付属室（施台11）

14.00 1984 31 1 1

鉄骨造26.00 1978 31 0

鉄骨造

1

浜黒崎小学校昇降口（施

台14）

51.00 1992 47 25 1

浜黒崎小学校調理員控

室（施台13）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

浜黒崎小学校渡り廊下

（施台15-1）

52.00 1999 38 23

浜黒崎小学校クラブハウ

ス（施台15-3）

205.00 1999 47 32 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

2

浜黒崎小学校体育館（施

台15-2）

929.00 1999 47 32 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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基本情報

施設名称 倉垣小学校 施設番号 56 対象年度 2014年度

財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 布目4002番 所管部署 学校施設課 用途 小学校

避難所指定 ○ 棟数 7 駐車場台数 スペース有

土地の所有1968 創立年 1874（明治7年） 主たる構造 自己所有

延床面積 4,032.00 ㎡ 建物価格 677,442 千円

8

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 16,663.00 ㎡ 地域 和合

条例等 富山市立学校設置条例

写真 配置図

主なスペース

倉垣小学校校舎（施台1-

2、8-1）

1431.00

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

182人

学級数

(2015年度）

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造延床面積

倉垣小学校給食室（施台

1-1）

506.00 1966 41 0

1968 47 1

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

倉垣小学校教室（施台8-

2）

171.00 1972 47 5 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

倉垣小学校普通特別教

室（施台5）

782.00 1977 47 10 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

倉垣小学校体育館（施台

7-1）

941.00 2004 47 37 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

倉垣小学校クラブハウス

（施台7-2）

110.00 2004 47 37 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

倉垣小学校クラブハウス

（施台7-3）

91.00 2004 47 37 1
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基本情報

施設名称 古沢小学校 施設番号 57 対象年度 2014年度

財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 古沢501番 所管部署 学校施設課 用途 小学校

避難所指定 ○ 棟数 10 駐車場台数 スペース有

土地の所有1965 創立年 1873（明治6年） 主たる構造 自己所有

延床面積 3257.00 ㎡ 建物価格 367,674 千円

7

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 13,705.00 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市立学校設置条例

写真 配置図

主なスペース

古沢小学校校舎（施台1-1） 1408.00

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

53人

学級数

(2015年度）

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造延床面積

古沢小学校給食室（施台10） 657.00 1991 41 18

1965 47 0

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

古沢小学校体育館（施台13-2） 909.00 2000 47 33 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

古沢小学校クラブハウス（施台13-3） 203.00 2000 47 33 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

古沢小学校雑庫（施台1-3） 11.00 1966 38 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

古沢小学校ポンプ室（施台6） 5.00 1966 34 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

古沢小学校プール機械庫（施台8） 15.00 1973 38 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

古沢小学校プール便所（施台9） 4.00 1981 34 1 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

古沢小学校プール更衣室（施台12） 28.00 1994 34 14 1 鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ古沢小学校渡り廊下（施台13-1） 17.00 2000 38 24 1
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基本情報

施設名称 寒江小学校 施設番号 58 対象年度 2014年度

財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 本郷中部427番 所管部署 学校施設課 用途 小学校

避難所指定 ○ 棟数 9 駐車場台数 スペース有

土地の所有1979 創立年 1874（明治7年） 主たる構造 自己所有

延床面積 3501.00 ㎡ 建物価格 211,530 千円

7

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 11,299.61 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市立学校設置条例

前景写真 配置図

主なスペース

寒江小学校校舎（施台7） 1120.00

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

74人

学級数

(2015年度）

3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造延床面積

寒江小学校給食室（施台

10）

161.00 1983 41 10

1978 47 11

1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

寒江小学校特別教室（施

台13）

915.00 1993 47 26 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

寒江小学校体育館（施台

15-1）

957.00 1996 47 29 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

寒江小学校クラブハウス

（施台15-2）

222.00 1996 47 29 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

寒江小学校用務員用宿

直室（施台5）

73.00 1964 22 0 1 木造

寒江小学校ダムウエー

ター（施台11）

27.00 1988 31 5 3 鉄骨造

寒江小学校渡り廊下（施

台14）

15.00 1993 38 17 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

寒江小学校プール機械

庫（施台16）

11.00 1997 38 21 1
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備考 平成28年4月に移転改築を行い、旧五福小学校については、用途を廃止しました。

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ五福小学校便所（施台10） 5.00 1993 31 10 1

鉄骨造

五福小学校プール便所（施台9） 12.00 1979 31 0 1 鉄骨造

五福小学校プール更衣室（施台8） 27.00 1979 34 0 1

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校物置（施台6） 26.00 1964 15 0 1 木造

五福小学校体育館(2F)（施台3-2） 829.00 1972 34 0 2

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校校舎（施台2） 367.00 1970 47 3 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校校舎（施台1-2） 518.00 1973 47 6 4

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校校舎（施台1-1） 2121.00 1970 47 3 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校管理棟（１Ｆ）（施台3-1） 810.00 1970 47 3 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

416人

学級数

(2015年度）

15

写真

備考

敷地面積 15,586.29 ㎡ 地域 富山西部

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 4715.00 ㎡ 建物価格 181,223 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 棟数 9 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1970 創立年 1892（明治25年） 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 五福3994番 所管部署 学校施設課 用途 小学校

基本情報

施設名称 （旧）五福小学校 施設番号 59-1 対象年度 2014年度
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用途 小学校

基本情報

施設名称 （新）五福小学校 施設番号 59-2 対象年度 2016年度

所在地 五福4431番2 所管部署 学校施設課

創立年 1892（明治25年）

スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 2016 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 1,709,799 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 棟数 4 駐車場台数

備考

備考 平成２８年４月に建替移転を行いました。

地域 富山西部

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 7281.00 ㎡

残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

児童数

(2016年度）

411人

学級数

(2016年度）

14

五福小学校体育館・倉庫 1046.00 2015 47 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校クラブハウス

ほか

275.00 2015 47 46 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校校舎 5917.00 2015 47 46 3

2015 47 46 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

写真

敷地面積 15,319.65 ㎡

46

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

五福小学校プール付属室 43.00
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鉄骨造

鉄骨造

水橋東部小学校便所（施

台14）

11.00 1984 31 1 1

水橋東部小学校雑庫（施

台10）

10.00 1981 31 0 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

水橋東部小学校宿直室

（施台1-2）

60.00 1963 47 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

水橋東部小学校昇降口

（施台13-2）

196.00 1993 38 17 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

水橋東部小学校体育館

（施台13-1）

1088.00 1993 47 26 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

水橋東部小学校校舎（施

台12）

317.00 1990 47 23 2

水橋東部小学校校舎（施

台9-1）

249.00 1981 34 1 1 鉄骨造

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

水橋東部小学校給食室

（施台3）

120.00 1963 38 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

延床面積

水橋東部小学校校舎（施

台1-3）

694.00 1963 47 0

1962 47 0 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 配置図

主なスペース

水橋東部小学校校舎（施

台1-1）

379.00

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

55人

学級数

(2015年度）

6

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 11,095.31 ㎡ 地域 水橋

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 3124.00 ㎡ 建物価格 548,250 千円

土地の所有1963 創立年 1873（明治6年） 主たる構造 一部借地

避難所指定 ○ 棟数 10 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 水橋上桜木114番 所管部署 学校施設課 用途 小学校

基本情報

施設名称 水橋東部小学校 施設番号 60 対象年度 2014年度
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小学校

基本情報

施設名称 上滝小学校 施設番号 61 対象年度 2014年度

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 上滝517番 所管部署 大山教育行政センター 用途

一部借地

避難所指定 ○ 棟数 1 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度

6539.00 ㎡ 建物価格 956,300 千円

土地の所有1981 創立年 明治5年 主たる構造

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 10,782.98 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

111人

学級数

(2015年度）

7

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 配置図

主なスペース

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

上滝小学校（施台1、4-

1、4-2、5）

6539.00 1981 47 14 3

延床面積
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延床面積

小見小学校（施台8、9、

10）

3197.24 1983 47 16 2

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 配置図

主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

併設施設 なし

児童数

(2015年度）

22人

学級数

(2015年度）

3

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 13,961.32 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 3197.24 ㎡ 建物価格 526,349 千円

土地の所有1983 創立年 1873（明治6年） 主たる構造 一部借地

避難所指定 ○ 棟数 1 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 小見250番 所管部署 大山教育行政センター 用途 小学校

基本情報

施設名称 小見小学校 施設番号 62 対象年度 2014年度
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備考

備考 中央小学校、堀川小学校、東部小学校、山室小学校に通う生徒が主に通学しています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大泉中学校渡り廊下（施

台22-2）

3.00 1990 38 14 1

大泉中学校渡り廊下（施

台22-1）

32.00 1990 31 7 1 鉄骨造

大泉中学校武道館（施

台21）

453.00 1990 34 10 1 鉄骨造

鉄骨造

大泉中学校体育館（施

台20）

1088.00 1989 34 9 1 鉄骨造

大泉中学校雑庫（施台

19）

66.00 1986 31 3 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大泉中学校校舎（施台

18）

96.00 1986 47 19 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大泉中学校校舎（施台

17）

1157.00 1986 47 19 3

大泉中学校部室（施台

14）

40.00 1983 38 7 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1 鉄骨造

大泉中学校校舎（施台

12-1）

1696.00 1980 47 13 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

延床面積

大泉中学校特別教室

（施台9）

319.00 1971 34 0

1985 47 18 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 配置図

主なスペース

大泉中学校校舎（施台

15-1）

1307.00

併設施設 なし

生徒数

（2015年度）

152人

学級数

（2015年度）

7

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 21,363.70 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 6257.00 ㎡ 建物価格 646,560 千円

土地の所有1986 創立年 1953（昭和28年） 主たる構造 自己所有

避難所指定 ○ 棟数 11 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 大泉東町二丁目11番26 所管部署 学校施設課 用途 中学校

基本情報

施設名称 大泉中学校 施設番号 63 対象年度 2014年度
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備考 杉原小学校に通う生徒が主に通学しています。

鉄骨造

杉原中学校器具庫（施台

13）

45.00 1989 31 6 1 鉄骨造

杉原中学校体育館（施台

11、12-1、12-2、15）

1824.00 1978 34 0 2

名称

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

杉原中学校特別教室（施

台14）

219.00 1992 34 12 1 鉄骨造

杉原中学校校舎（施台9-

1、9-2）

3398.00 1977 47 10 3

延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

写真 配置図

備考

構造 主なスペース

併設施設 なし

生徒数

（2015年度）

221人

学級数

（2015年度）

8

建物情報１　（棟基本情報）

敷地面積 24,447.46 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 5486.00 ㎡ 建物価格 1,210,170 千円

土地の所有 自己所有

財産区分 公共用財産避難所指定 ○ 棟数 4 駐車場台数 スペース有

供用年度 1978 創立年 1947（昭和22年） 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町大杉84番 所管部署 八尾教育行政センター 用途 中学校

基本情報

施設名称 杉原中学校 施設番号 64 対象年度 2014年度
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中学校

基本情報

施設名称 八尾中学校 施設番号 65 対象年度 2014年度

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町福島250番 所管部署 八尾教育行政センター 用途

自己所有

避難所指定 ○ 棟数 3 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度

8937.00 ㎡ 建物価格 1,946,040 千円

土地の所有1996 創立年 1947（昭和22年） 主たる構造

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 31,085.18 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積

併設施設 なし

生徒数

（2015年度）

378人

学級数

（2015年度）

13

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

写真 配置図

主なスペース

八尾中学校校舎（施台6-

1・2・3・4・5、8、17、19、

20）

5696.00 1996 47 29 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

延床面積

47 2 2

八尾中学校特別教室（施

台16-1、16-2）

266.00 1992 34 12 1

備考

備考 八尾小学校、保内小学校、樫尾小学校に通う生徒が主に通学しています。

鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

八尾中学校体育館（施台

4-1・2、9-1・2・3・4・5）

2975.00 1969
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基本情報

施設名称 楡原中学校 施設番号 66 対象年度 2014年度

所在地 楡原405番 所管部署 大沢野教育行政センター 用途 中学校

スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1981 創立年 1947(昭和22年） 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 742,337 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 棟数 8 駐車場台数

敷地面積 18,061.77 ㎡ 地域 細入

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 5430.95 ㎡

写真 配置図

併設施設 神通碧小学校

生徒数

（2015年度）

39人

学級数

（2015年度）

4

備考

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

2

構造 主なスペース

楡原中学校校舎（施台6） 3110.49 1981 47 14 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

部室（施台8） 47.00 1983 31 0 1 鉄骨造

体育館（施台7-1、7-2）

25.00 1993 31 10 1

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2121.40 1981 47 14

鉄骨造

艇庫（施台9） 60.00 1985 15 0 1

部室（施台10）

木造

給食室・プロパン庫（施

台6-2）

43.29 2008 41 35 1 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

楡原中学校校舎（施台6-

3）

2.86 2008 47 41 1

備考 神通碧小学校に通う生徒が主に通学しています。

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

EV室（施台6-4） 20.91 2008 38 32 4
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写真

備考

備考

当研究所は、プロのガラス作家の育成を目的として1991年に設立され、ガラス造形に関する基礎知識・技術の習得

や、多彩で個性豊かな創造性と高度な表現力を身につけるための専門教育を行っています。

全国で初めての公立のグラスアート専門高等教育機関です。

鉄骨造

富山ガラス造形研究所

特別制作室

421.48 1999 31 16 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山ガラス造形研究所

研究科棟

568.86 1992 38 16 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山ガラス造形研究所

公舎

1734.40 1991 38 15 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

１学年定員

（造形科）

16名

1学年定員

（研究科）

4名

敷地面積 24,643.68 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市ガラス造形研究所条例

延床面積 2724.74 ㎡ 建物価格 746,422 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 20 財産区分 公共用財産

供用年度 1991 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 西金屋80番 所管部署 富山ガラス造形研究所 用途 その他学校

基本情報

施設名称 富山ガラス造形研究所 施設番号 67 対象年度 2014年度
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備考

備考

教員の専門性を高めるための研修を実施するとともに、教育相談の推進や教育に関する総合的な調査・研究、教

育情報の収集・提供等を行い、教育の振興に努めています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

旧八人町小学校プール

機械室

11.00 1992 38 16 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

旧八人町小学校プール

付属室

21.00 1991 38 15 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

旧八人町小学校

体育器具庫

8.00 1987 38 11 1

旧八人町小学校便所 4.00 1977 34 0 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ259.00 1965 47 0

旧八人町小学校体育館 969.00 1991 47 24 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

旧八人町小学校校舎 3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

旧八人町小学校校舎 1302.00 1965 47 0 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

延床面積

旧八人町小学校校舎 686.00 1964 47 0 3

1962 47 0 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

旧八人町小学校校舎 788.00

併設施設 (市民学習センター分室,少年指導センター)

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 年末年始・土日祝日

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 9,834.00 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市教育センター条例

延床面積 4048.00 ㎡ 建物価格 221,005 千円

土地の所有1962 棟数 9 主たる構造 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数 20 財産区分 公共用財産

供用年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八人町5番17 所管部署 教育センター 用途 その他教育施設

基本情報

施設名称 教育センター 施設番号 68 対象年度 2014年度
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写真 位置図
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備考

平成28年度より一時的に旧西田地方保育所に機能を移転しました。

写真は旧堀川保育所のものであり、建物については現在取り壊されています。

平成30年度に建替完了の予定です。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

堀川保育所 31.75 1971 22 0 1 木造

堀川保育所 451.84 1968 47 1 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

開所時間 7時00分～19時00分 定員 130人

写真 写真

備考

敷地面積 1,591.61 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市保育所条例

延床面積 483.59 ㎡ 建物価格 16,685 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 なし 財産区分 公共用財産

供用年度 1968 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 堀川小泉町一丁目16番24 所管部署 こども支援課 用途 保育所

基本情報

施設名称 堀川保育所 施設番号 69 対象年度 2014年度
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

写真

愛宕保育所 447.53 1969 47 2 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

開所時間 7時00分～19時00分 定員 80人

敷地面積 850.87 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市保育所条例

延床面積 447.53 ㎡ 建物価格 16,635 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 なし 財産区分 公共用財産

供用年度 1968 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 神通町二丁目9番13 所管部署 こども支援課 用途 保育所

基本情報

施設名称 愛宕保育所 施設番号 70 対象年度 2014年度
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ西田地方保育所 943.45 1970 47 3 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

写真 写真

備考

備考

保育所の周辺には、堀川小学校・堀川中学校・いずみ高校などの教育施設があり、近くには地区センターもあるな

ど、公共施設が多く集まる地域です。

平成27年度までは西田地方保育所として稼動していましたが、平成28年度には建替移転しました。

そのため、平成28年度からは、一時的に堀川保育所として運営しています。

併設施設 なし

開所時間 7時00分～19時00分 定員 130人

敷地面積 1,527.00 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市保育所条例

延床面積 943.45 ㎡ 建物価格 36,570 千円

自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数

供用年度 1971 棟数

基本情報

施設名称 （旧）西田地方保育所 施設番号 71-1

1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

磯部町三丁目9番3 所管部署

対象年度 2014年度

所在地 用途 保育所

なし 財産区分 公共用財産

こども支援課

土地の所有
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基本情報

施設名称 （新）西田地方保育所 施設番号 71-2 対象年度 2016年度

所在地 西田地方町二丁目10番30 所管部署 こども支援課 用途 保育所

供用年度 自己所有

避難所指定 53 財産区分

棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有

公共用財産

2015

敷地面積 5,475.59 ㎡ 地域

― 貸館 ― 駐車場台数

7時00分～19時00分 定員 210人

延床面積 1843.09 ㎡ 建物価格 ― 千円

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

条例等 富山市保育所条例

併設施設 なし

開園時間

47

写真 写真

主なスペース

46 1

備考

備考

保育所はすずかけ通りに面しており、市街地からも近く交通の便がよいところにあります。

近くには南部中学校や西田地方小学校、検察庁などがあります。

平成28年度に旧施設から建替移転しました。

富山中央

残存年数 階数 構造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ西田地方保育所 1843.09 2015
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基本情報

施設名称 和合保育所 施設番号 72 対象年度 2017年度

所在地 布目4173番 所管部署 こども支援課 用途 保育所

なし 財産区分 公共用財産

供用年度 1975 棟数 4 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 82,456 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 344.74 ㎡ 地域 和合

条例等 富山市保育所条例

延床面積 1025.22 ㎡

併設施設 なし

開所時間 7時30分～18時00分 定員 80人

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

和合保育所 770.00 1974 47 7 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

和合保育所 234.00 1974 47 7 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1992 24 2 1

3.08 1979 24

写真

軽量鉄骨造

和合保育所危険物貯蔵庫 0 1 軽量鉄骨造

和合保育所物置 18.14
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基本情報

施設名称 池多保育所 施設番号 73 対象年度 2014年度

所在地 西押川1492番 所管部署 こども支援課 用途 保育所

3 財産区分 公共用財産

供用年度 1982 棟数 4 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 70,811 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 2,063.46 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市保育所条例

延床面積 421.32 ㎡

併設施設 なし

開所時間 7時30分～18時00分 定員 40人

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

池多保育所 395.53 1981 47 14 1

池多保育所危険物貯蔵庫 軽量鉄骨造

鉄骨造

0 1

4.98

21 1

写真

木造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1981 24 0 1

池多保育所物置 9.72 1981 15

池多保育所 2001 3411.09
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基本情報

施設名称 石金保育所 施設番号 74 対象年度 2014年度

所在地 石金三丁目2番37 所管部署 こども支援課 用途 保育所

財産区分 公共用財産

供用年度 2012 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

386,296 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数 52

敷地面積

5629.13㎡

（駐車場用地除く）

地域 富山東部

条例等 富山市保育所条例

延床面積 1786.01 ㎡ 建物価格

併設施設 なし

開所時間 7時00分～19時00分 定員 280人

写真 写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

石金保育所1 1744.07 2011 47 44 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

石金保育所1 19.32 2011 24 21 1 軽量鉄骨造

石金保育所 22.62 2013 47 46 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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基本情報

施設名称 笹津保育所 施設番号 75 対象年度 2014年度

所在地 笹津361番 所管部署

大沢野行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 保育所

20 財産区分 公共用財産

供用年度 1971 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 46,525 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 2,652.39 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市保育所条例

延床面積 830.18 ㎡

併設施設 なし

開所時間 7時30分～18時00分 定員 30人

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

笹津保育所 690.01 1971 47 4 2

笹津増築（保育室） 30.57 1975 47 8 1

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

笹津保育所増築（遊戯

室、保育室）

109.60 1973 47 6
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基本情報

施設名称 船峅保育所 施設番号 76 対象年度 2014年度

所在地 坂本1337番 所管部署

大沢野行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 保育所

60 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 113,550 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 4,947.06 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市保育所条例

延床面積 679.80 ㎡

併設施設 なし

開所時間 7時30分～18時00分 定員 50人

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

船峅保育所

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ679.80 1980 47 13 1
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基本情報

施設名称 婦中熊野保育所 施設番号 77 対象年度 2014年度

所在地 婦中町中名479番 所管部署

婦中行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 保育所

26 財産区分 公共用財産

供用年度 1981 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 186,780 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 4,054.95 ㎡ 地域 婦中

条例等 富山市保育所条例

延床面積 849.57 ㎡

構造 主なスペース

併設施設 なし

開所時間 7時00分～19時00分 定員 140人

婦中熊野保育所 849.57 1980 47 13 1

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数
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写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

朝日保育所 451.17 1982 47 15 1

併設施設 なし

開所時間 7時30分～18時00分 定員 70人

敷地面積 2,350.21 ㎡ 地域 婦中

条例等 富山市保育所条例

延床面積 451.17 ㎡ 建物価格 99,220 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 9 財産区分 公共用財産

供用年度 1983 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 婦中町友坂417番2 所管部署

婦中行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 保育所

基本情報

施設名称 朝日保育所 施設番号 78 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 宮川保育所 施設番号 79 対象年度 2014年度

所在地 婦中町広田5101番 所管部署

婦中行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 保育所

24 財産区分 公共用財産

供用年度 1988 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 104,060 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 2,815.15 ㎡ 地域 婦中

条例等 富山市保育所条例

延床面積 473.44 ㎡

併設施設 なし

開所時間 7時30分～18時00分 定員 70人

12.95

耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

宮川保育所 460.49 1987 47 20

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度

1999 47 32 1

1

宮川保育所乳児室
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写真

基本情報

施設名称 山田保育所 施設番号 80 対象年度 2014年度

所在地 山田中村1000番 所管部署

婦中行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 保育所

15 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 144,452 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 1,805.61 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市保育所条例

延床面積 783.10 ㎡

併設施設 なし

開所時間 7時00分～19時00分 定員 60人

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ山田保育所 783.10 1979 47 12 1
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所在地 呉羽町1877番4

基本情報

施設名称 呉羽幼稚園 施設番号 81 対象年度 2014年度

所管部署 学校施設課 用途 幼稚園

なし 財産区分 公共用財産

自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

供用年度 1968 棟数 2

494.00 ㎡ 建物価格 62,910 千円

土地の所有主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

写真

敷地面積 2,328.56 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積

併設施設 なし

開園時間 8時30分～17時00分 定員 70人

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

呉羽幼稚園 421.00 1967 47 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

呉羽幼稚園 73.00 1971 47 4 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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構造 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水橋幼稚園 618.00 1982 47 15

写真

1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 なし

開園時間 8時30分～17時00分 定員 105人

敷地面積 1,951.95 ㎡ 地域 水橋

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 618.00 ㎡ 建物価格 82,800 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

供用年度 1983 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

学校施設課 用途 幼稚園

19 財産区分 公共用財産

所在地 水橋舘町390番13

基本情報

施設名称 水橋幼稚園 施設番号 82 対象年度 2014年度

所管部署
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

速星幼稚園 53.85 1999 22 7

主なスペース

1 木造

速星幼稚園 520.00 1983 47 16 1

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

併設施設 なし

開園時間 8時30分～17時00分 定員 95人

敷地面積 2,914.11 ㎡ 地域 婦中

条例等 富山市立学校設置条例

延床面積 573.85 ㎡ 建物価格 119,780 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

供用年度 1984 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

婦中教育行政センター 用途 幼稚園

13 財産区分 公共用財産

所在地 婦中町速星706番1

基本情報

施設名称 速星幼稚園 施設番号 83 対象年度 2014年度

所管部署
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写真 位置図

鉄骨造

基本情報

施設名称 星井町児童館 施設番号 84 対象年度 2014年度

所在地 星井町二丁目7番11

公共用財産

所管部署 こども育成健康課 用途 児童館

供用年度 2012 棟数 1 主たる構造

千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 なし 財産区分

年末年始（12月28日～1月4日）

敷地面積 461.00 ㎡ 地域延床面積 549.00 ㎡ 建物価格 58,550

条例等 富山市児童館条例

併設施設 なし

運営時間等 9時30分～18時00分 休館日

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

星井町児童館 549.00 1977 34 0 3

備考

備考

親子や友達と遊べる場所です。幼児向けの親子サークルや、小中学生を対象とした活動や行事などが行われており、

お住まいの地域に関係なく誰でも利用できる施設です。

富山中央

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 主なスペース

鉄骨造
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基本情報

施設名称 (旧）北部児童館 施設番号 85-1 対象年度 2014年度

所在地 蓮町一丁目4番11 所管部署 こども育成健康課 用途 児童館

設置年度 1971 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

避難所指定 ○ 貸館 ― 駐車場台数 馬場記念公園と兼用

㎡ 建物価格 44,260 千円

土地の所有 一部借地(国）

財産区分 公共用財産

写真 位置図

敷地面積

51,322.16㎡

(馬場記念公園分）

地域 富山北部

条例等 富山市児童館条例

延床面積 259.20

併設施設 馬場記念公園内

運営時間等 9時30分～18時00分 休館日 年末年始（12/28～1/3）

1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

親子や友達と遊べる場所です。

幼児向けの親子サークルや、小中学生を対象とした活動や行事などが行われており、お住まいの地域に関係なく

誰でも利用できる施設です。

馬場記念公園の中にある施設ですが、平成28年度中に同公園内の別の場所に建替移転しました。

旧施設については取り壊されています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ北部児童館 259.20 1970 47 3
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基本情報

施設名称 （新）北部児童館 施設番号 85-2 対象年度 2016年度

所在地 蓮町一丁目４番１１号 所管部署 こども育成健康課 用途 児童館

供用年度 2016 棟数 1 主たる構造 鉄骨造 土地の所有 一部借地（国）

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 馬場記念公園と兼用 財産区分 公共用財産

年末年始（12/28～1/3）

敷地面積 地域延床面積 298.70 ㎡ 建物価格 108,889 千円

51,322.16㎡

(馬場記念公園分）

残存年数 階数 構造

条例等 富山市児童館条例

併設施設 なし

運営時間等 平日9時30分～18時00分、土・日・休日9時30分～17時00分 休館日

1 鉄骨造

写真 位置図

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

富山北部

備考

備考

親子や友達と遊べる場所です。幼児向けの親子サークルや、小中学生を対象とした活動や行事などが行われて

おり、お住まいの地域に関係なく誰でも利用できる施設です。

馬場記念公園の中にある施設ですが、平成28年度から同公園内の現在の場所に建替移転しました。

主なスペース

北部児童館 298.70 2016 34 34
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写真 位置図

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基本情報

施設名称 水橋児童館 施設番号 86 対象年度 2014年度

所在地 水橋中村町240番11

公共用財産

所管部署 こども育成健康課 用途 児童館

供用年度 1982 棟数 3 主たる構造

千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 15 財産区分

年末年始（12/28～1/3）

敷地面積 1,607.64 ㎡ 地域延床面積 322.98 ㎡ 建物価格 62,322

条例等 富山市児童館条例

併設施設 なし

運営時間等 9時30分～18時00分 休館日

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

1.70 1981 31 0

構造 主なスペース

1981 47 14 1

備考

親子や友達と遊べる場所です。幼児向けの親子サークルや、小中学生を対象とした活動や行事などが行われて

おり、お住まいの地域に関係なく誰でも利用できる施設です。

水橋

0 1 鉄骨造

水橋児童館

9.72 1981

311.56 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

水橋児童館雑庫

1

備考

31

鉄骨造水橋児童館貯蔵庫
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基本情報

施設名称 山田児童館 施設番号 87 対象年度 2014年度

所在地 山田中瀬106番 所管部署

婦中行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 児童館

公共用財産

供用年度 2001 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 10 財産区分

１２月２８日から翌年の１月３日までの日

敷地面積 390.00 ㎡ 地域延床面積 781.19 ㎡ 建物価格 160,310

山田児童館 781.19 1983

条例等 富山市児童館条例

併設施設 なし

運営時間等 9時30分～18時00分 休館日

備考

備考

旧山田小学校・中学校の寄宿所を利用して運営している児童館です。

親子や友達と遊べる場所です。幼児向けの親子サークルや、小中学生を対象とした活動や行事などが行われて

おり、お住まいの地域に関係なく誰でも利用できる施設です。

外観図 内観図

耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

山田

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度

47 16 3
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老人福祉センター

基本情報

施設名称 水橋老人憩いの家 施設番号 88 対象年度 2014年度

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 水橋伊勢屋28番 所管部署 長寿福祉課 用途

自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 15 財産区分 公共用財産

供用年度

449.85 ㎡ 建物価格 232,166 千円

土地の所有1978 棟数 3 主たる構造

建物情報１　（棟基本情報）

名称

敷地面積 2,605.38 ㎡ 地域 水橋

条例等 富山市老人憩いの家条例

延床面積

併設施設 なし

運営時間等 9時30分～17時00分 休館日 年末年始

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

外観写真 内観写真

主なスペース

水橋老人憩いの家 286.36 1977 47 10 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

延床面積

31 16 1

水橋老人憩いの家（増

築）

11.49 1995 47 28 1

備考

備考

市内に居住する60歳以上の方が利用でき、地域の高齢者の健康増進、教養の向上等のための機会を提供する高

齢者福祉施設です。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄骨造

水橋老人憩いの家付設

作業所

152.00 1999
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大山保健福祉センター 569.81

大山

写真

備考

備考

大山地域における保健サービス及び福祉サービスを総合的に推進する施設。

乳幼児を対象とした各種健診やがん検診を実施しています。

その他、大山地域の健康増進に寄与するため、健康教育等の事業を実施しています。

機能のみ平成28年度に大山行政サービスセンターへ移転し、旧施設は現在閉鎖中です。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ1978 50 14 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

条例等 富山市保健福祉センター条例

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 土日祝日

敷地面積 844.71 ㎡ 地域延床面積 569.81 ㎡ 建物価格 83,340 千円

自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

保健所 用途 保健施設

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有

所在地 三室荒屋830番

基本情報

施設名称 （旧）大山保健福祉センター 施設番号 89 対象年度 2014年度

所管部署
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写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

4241.60 1973 50大沢野総合行政センター 9 5

車庫（庁舎北側） 209.28

大沢野

1973 31 0 1

階数

備考

備考

「地域支援活動」「福祉に関する手続き」「市民生活に関する手続き」など、市民にとって身近な行政サービスを行っ

ています。

その他の窓口サービスについては、関係部局と連絡調整を図りながら事務を行っています。

平成２８年度から大沢野保健福祉センターが機能のみ移転しました。

合併前に旧大沢野町の役場だった建物を使用しています。

鉄骨造

構造 主なスペース建築年度 耐用年数 残存年数

条例等 富山市行政組織規則

併設施設 大沢野保健福祉センター（Ｈ28年度～機能のみ移転）

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 土日祝日、年末年始

敷地面積 17,671.20 ㎡ 地域延床面積 4,450.88 ㎡ 建物価格 250,863 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 200 財産区分 公用財産

供用年度 1973 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 高内333番 所管部署

大沢野行政サービスセン

ター総務課

用途 支所

基本情報

施設名称 大沢野行政サービスセンター 施設番号 90 対象年度 2014年度
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備考

「地域支援活動」「福祉に関する手続き」「市民生活に関する手続き」など、市民にとって身近な行政サービスを行っ

ています。

その他の窓口サービスについては、関係部局と連絡調整を図りながら事務を行っています。

また、大山保健福祉センター（Ｈ28年度から機能のみ移転）を併設しています。

合併前に旧大山町の役場だった建物を使用しています。

50 25 3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大山行政サービスセンター庁舎 630.04

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大山行政サービスセンター庁舎 178.77 1989

備考

1977 50 13 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

構造 主なスペース

大山行政サービスセンター庁舎 1254.96 1958 50 0 3

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 大山保健福祉センター（平成28年度～機能のみ移転）

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日

建物情報１　（棟基本情報）

延床面積 2063.77 ㎡ 建物価格 497,800.00

条例等 富山市行政組織規則

財産区分

土日祝日、年末年始

敷地面積 2,609.80 ㎡ 地域 大山

供用年度 1958 棟数 3 主たる構造

千円

避難所指定 ― 貸館 ―

上滝字南割528番2

公用財産

所管部署

大山行政サービスセン

ター総務課

用途 支所

土地の所有 一部借地

駐車場台数 10

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基本情報

施設名称 大山行政サービスセンター 施設番号 91 対象年度 2014年度

所在地
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206.12 鉄骨造

八尾行政サービスセン

ター倉庫（旧水道課）

1

備考

38

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

八尾行政サービスセン

ター車庫

備考

「地域活動支援」「福祉に関する手続き」「市⺠⽣活に関する手続き」など、市民にとって身近な⾏政サービスを行っ

ています。

その他の窓口サービスについては、関係部局と連絡調整を図りながら事務を⾏っています。

合併前に旧八尾町の役場だった建物を使用しています。

八尾

0 1 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

八尾行政サービスセン

タープレハブ倉庫

150.00 1958

91.61 1958 38 0

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1981 31 0 2

八尾行政サービスセン

ター別館

1983.44 1981 50 17 4

構造 主なスペース

八尾行政サービスセン

ター本館

1554.81 1958 50 0 2 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日

建物情報１　（棟基本情報）

延床面積 3985.98 ㎡ 建物価格 315,750

条例等 富山市行政組織規則

財産区分

土日祝日、年末年始

敷地面積 8,319.27 ㎡ 地域

供用年度 1958 棟数 5 主たる構造

千円

避難所指定 ― 貸館 ―

八尾町福島151番

公用財産

所管部署

八尾行政サービスセン

ター総務課

用途 支所

土地の所有 自己所有

駐車場台数 137

写真

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基本情報

施設名称 八尾行政サービスセンター 施設番号 92 対象年度 2014年度

所在地
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所在地

70

写真

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基本情報

施設名称 婦中行政サービスセンター 施設番号 93 対象年度 2014年度

―

婦中町速星754番1

公用財産

所管部署

婦中行政サービスセン

ター総務課

用途 支所

土地の所有 自己所有供用年度 1982 棟数 3 主たる構造

千円

避難所指定 ― 貸館

条例等 富山市行政組織規則

併設施設 埋蔵文化財センター（平成29年度～機能移転）

財産区分駐車場台数

婦中

土日祝日、年末年始

敷地面積 6,287.96 ㎡ 地域

構造 主なスペース

建物情報１　（棟基本情報）

名称

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日

延床面積 7820.68 ㎡ 建物価格 1,999,390

6

1992 38

延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

2702.15

2001 31 18

1982 50 18 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

婦中行政サービスセンター

備考

16 3 鉄骨造

婦中行政サービスセンター 5056.83

備考

「地域活動支援」「福祉に関する手続き」「市民生活に関する手続き」など、市民にとって身近な行政サービスを行っ

ています。

その他の窓口サービスについては、関係部局と連絡調整を図りながら事務を⾏っています。

また、埋蔵文化財センター（Ｈ29年度から機能移転）を併設しています。

合併前に旧婦中町の役場だった建物を使用しています。

鉄骨造婦中行政サービスセンター 61.70 2
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基本情報

施設名称 山田中核型地区センター 施設番号 94 対象年度 2014年度

所在地 山田湯780番 所管部署 山田中核型地区センター 用途 支所

7 財産区分 公用財産

供用年度 1970 棟数 4 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 147,600 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 908.44 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市行政組織規則

延床面積 1396.15 ㎡

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 年末年始、土日祝日

備考

備考

「地域活動支援」「福祉に関する手続き」「市民生活に関する手続き」など、市民にとって身近な行政サービスを

行っています。

その他の窓口サービスについては、関係部局と連絡調整を図りながら事務を⾏っています。

合併前に旧山田村の役場だった建物を利用しています。

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

山田総合行政センター 824.54 1970 50 6 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

山田総合行政センター 353.39 1974 50 10 4

37 4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1980 50 16 4

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

山田総合行政センター

山田総合行政センター 143.61

74.61 2001 50
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基本情報

施設名称 細入中核型地区センター 施設番号 95 対象年度 2014年度

所在地 楡原字中島1088番 所管部署 細入中核型地区センター 用途 支所

63 財産区分 公用財産

供用年度 1972 棟数 5 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 166,710 千円

階数 3

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 2,873.43 ㎡ 地域 細入

条例等 富山市行政組織規則

延床面積 1,900.09 ㎡

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 土、日曜及び祝日

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

庁舎 1,492.44 1972 50 8 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

庁舎増築 134.56 1984 50 20 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄骨造

細入総合行政センター裏

倉庫

171.49 1997 31 14 2

2 1

鉄骨造

細入総合行政センター裏

車庫

87.60 1982 31 0 1

備考

備考

「地域活動支援」「福祉に関する手続き」「市民生活に関する手続き」など、市民にとって身近な行政サービスを

行っています。

その他の窓口サービスについては、関係部局と連絡調整を図りながら事務を⾏っています。

合併前に旧細入村の役場だった建物を利用しています。

写真

鉄骨造

細入総合行政センター裏

車庫

14.00 1985 31
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写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基本情報

施設名称 埋蔵文化財センター 施設番号 96 対象年度 2014年度

所在地 愛宕町一丁目2番24

公共用財産

所管部署 埋蔵文化財センター 用途 事務所

土地の所有 自己所有

駐車場台数 5

供用年度 2005 棟数 1 主たる構造

千円

避難所指定 ― 貸館 ― 財産区分

年末年始、土日祝

敷地面積 696.92 ㎡ 地域延床面積 752.64 ㎡ 建物価格 ―

条例等 なし

併設施設 平成29年度～婦中行政サービスセンターに移転し併設

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

埋蔵文化財センター 752.64 1977 50 13 2

備考

備考

わたしたちが先人から受け継いだ、郷土富山の歴史を知るためのかけがえのない文化遺産である「史跡」や「埋蔵

文化財」を保護し、未来へ継承し、市民に興味と関心をもってもらうための事業を行っています。平成29年度中に

婦中行政サービスセンター内に機能移転しました。

富山中央

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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事務所

基本情報

施設名称 環境保全課分室 施設番号 97 対象年度 2014年度

鉄骨造

所在地 米田字真免田19番1 所管部署 環境保全課 用途

自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 5台程度 財産区分 公共用財産

供用年度

399.33 ㎡ 建物価格 69,906 千円

土地の所有1989 棟数 2 主たる構造

備考

備考

元々、つばき園建設時に合わせて建てられた環境に関する検査機関でしたが、

保健所への機能移転により、現在は書類や備品を保管する倉庫として利用しています。

敷地面積

12016.34㎡

（つばき園敷地分）

地域 富山北部

条例等 なし

延床面積

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 倉庫利用時以外は開館していない

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

345.06 1989 31 6 1

環境保全課分室車庫 54.27 1992

写真

鉄骨造

3 1 軽量鉄骨造25

環境保全課分室試験室
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基本情報

施設名称 道路河川管理課分室 施設番号 98 対象年度 2014年度

所在地 栗山字向田橋場割637番 所管部署 道路河川管理課 用途 事務所

供用年度 1990 棟数 4 主たる構造 鉄骨造 土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 環境センターと兼用 財産区分 公共用財産

敷地面積 地域延床面積 1237.67 ㎡ 建物価格 197,299 千円

23,110.13㎡

（環境センター敷地内）

写真 写真

条例等 なし

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 土日祝日、年末年始

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄骨造

道路維持課分室中型車庫 454.67 1990 31 7 1

1990 31 7 1

1990 31 7 1

備考

備考

道路維持作業班詰所、道路維持作業車及び除雪車両の車庫、道路維持作業物品保管庫、書類保管庫の機能を

果たしています。

鉄骨造

道路維持課分室水防倉庫 7 1

道路維持課分室中型車庫 326.79

富山南部

鉄骨造

鉄骨造

道路維持課分室大型車庫 331.71

124.50 1990 31
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建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

写真

備考

備考

主なスペース

20 2

元々、上婦負介護保険事務組合として利用していましたが、市町村合併に伴い利用を中止し、現在は書類を保管

する倉庫として利用しています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ454.20介護保険課婦中分室

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 倉庫利用時以外は開館していない

構造

1984 50

敷地面積 759.20 ㎡ 地域 婦中

条例等 なし

延床面積 454.20 ㎡ 建物価格 ― 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 4 財産区分 公共用財産

供用年度 1995 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 婦中町速星749番4 所管部署 介護保険課 用途 事務所

基本情報

施設名称 介護保険課婦中分室 施設番号 99 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 大沢野消防署 施設番号 100 対象年度 2014年度

所在地 上二杉202番 所管部署 消防局 用途 消防署

供用年度 1978 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 12 財産区分 公用財産

敷地面積 6,032.07 ㎡ 地域延床面積 1194.55 ㎡ 建物価格 145,500 千円

条例等 富山市消防本部及び消防署の設置に関する条例

併設施設 なし

運営時間等 24時間 休館日 なし

建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

大沢野消防署 1194.55 1978 50 14 2

備考

備考

消防ポンプ自動車２台、救急車１台、救助工作車１台、資機材搬送車１台を配置しています。

大沢野地域での火災予防や、火災・救急・救助などの災害活動拠点となっています。

大沢野

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積
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所在地 八尾町鏡町595番5

基本情報

施設名称 (旧）八尾消防署 施設番号 101-1 対象年度 2014年度

所管部署 消防局 用途 消防署

供用年度 1976 棟数 4 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有

千円

自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 13 財産区分 公用財産

敷地面積 3,710.00 ㎡ 地域延床面積 806.75 ㎡ 建物価格 ―

条例等 富山市消防本部及び消防署の設置に関する条例

併設施設 なし

運営時間等 24時間 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

八尾消防署 606.70 1976 50 12 2

1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

八尾消防署 157.00 1976 38 0 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

31 6 1 鉄骨造

八尾消防署水防倉庫 33.12 1978 31 0

写真

備考

備考

消防ポンプ自動車２台、救急車１台、資機材搬送車１台を配置していました。

八尾地域での火災予防や、火災・救急などの災害活動拠点としていました。平成29年度に建替移転しました。

八尾

鉄骨造

八尾消防署除雪機格納庫 9.93 1989
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基本情報

施設名称 （新）八尾消防署 施設番号 101-2 対象年度 2017年度

所在地 八尾町福島816-1 所管部署 消防署 用途 消防署

供用年度 2017 棟数 2 主たる構造 鉄骨造

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 18

㎡ 建物価格 335,127 千円

土地の所有 自己所有

財産区分 公有財産

運営時間等 24時間 休館日 なし

敷地面積 5,017.07 ㎡ 地域延床面積 1,230.59

写真 位置図

備考

備考

消防ポンプ自動車2台、救急車1台、資機材搬送車1台を配置しています。

八尾地域での火災予防や、火災・救急などの災害活動拠点となっています。

平成29年度に現在の場所に建替移転しました。

八尾

条例等 富山市消防本部及び消防署の設置に関する条例

併設施設 なし

町民ひろば

八尾中学校

ｺﾝﾋ゙ ﾆ

八尾総合病院

新婦ス－パ－農道

妙川寺

八尾消防署

行政サービス

センター

越中八尾駅

旧八尾消防署

田

川

井
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所在地 岩瀬入船町1番6

基本情報

施設名称 富山北消防署海上分遣所 施設番号 102 対象年度 2014年度

所管部署 消防局 用途 消防分署

供用年度 1980 棟数 1 主たる構造 鉄骨造 土地の所有

千円

借地

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 2 財産区分 公用財産

備考

敷地面積 124.01 ㎡ 地域延床面積 206.64 ㎡ 建物価格 48,045

主なスペース

条例等 富山市消防本部及び消防署の設置に関する条例

併設施設 海上分団器具置場

運営時間等 24時間 休館日 なし

写真

4 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

備考 消防艇１艇を配置しています。主に海上での火災や、救助の災害活動拠点となっています。

富山北部

鉄骨造富山北消防署海上分遺所 206.64 1980 38

構造
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備考

消防ポンプ自動車１台、救急車１台を配置しています。富山地域南部での火災予防や、火災・救急などの災害活

動拠点となっています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ富山消防署南部出張所

写真

393.62 1977 50 12

建築年度 耐用年数

備考

残存年数 階数 構造 主なスペース

2

併設施設 なし

運営時間等 24時間 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

敷地面積 1,524.76 ㎡ 地域 富山南部

条例等 富山市消防本部及び消防署の設置に関する条例

延床面積 393.62 ㎡ 建物価格 54,760 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 7 財産区分 公用財産

供用年度 1977 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 悪王寺25番1 所管部署 消防局 用途 消防分署

基本情報

施設名称 富山消防署南部出張所 施設番号 103 対象年度 2014年度
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ富山市北部斎場 398.28 1971 50 7 1

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考 北部斎場は、富山市にある４斎場の中で、唯一電車でのアクセスが可能な斎場です。５基の火葬炉を有しています。

写真

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 1月1日、友引

敷地面積 2,038.00 ㎡ 地域 富山北部

条例等 富山市斎場条例

延床面積 398.28 ㎡ 建物価格 43,878 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 10台程度 財産区分 公共用財産

供用年度 1971 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 岩瀬池田町71番2 所管部署 環境保全課 用途 環境関連施設

基本情報

施設名称 富山市北部斎場 施設番号 104 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 富山市斎場 施設番号 105 対象年度 2014年度

所在地 西番字直垂割135番 所管部署 環境保全課 用途 環境関連施設

供用年度 1967 棟数 6 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 一部借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 45台程度 財産区分 公共用財産

条例等 富山市斎場条例

延床面積 1995.98 ㎡ 建物価格 108,025 千円

1月1日、友引

敷地面積 12,714.55 ㎡ 地域 富山東部

備考

備考

富山市斎場は、１１基の火葬炉を保有しています。

平成30年4月1日以降は、これまで火葬時間の待合や会食に利用していた会館棟（管理棟）はその機能を廃止し、

式場棟（斎場棟）については、内部の改装と洋式・多目的トイレの整備を行い、待合スペースとする予定です。

写真

併設施設 富山霊園

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

富山市斎場管理棟 815.05 1967 50 3 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 休憩室・休憩スペース

富山市斎場渡廊下 39.60 1993 24 3 1 軽量鉄骨造

富山市斎場火葬場棟 535.67 1967 50 3 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山市斎場斎場棟 354.14 1967 50 3 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山市斎場渡廊下 219.13 1967 31 0 1 鉄骨造

富山市斎場渡エレベータ 32.39 1993 31 10 3 鉄骨造
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14 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ婦負斎場 404.00 1978 50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

婦負斎場 33.00 1978 38 2 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

残存年数 階数 構造 主なスペース

婦負斎場 358.00 1978 50 14 1

備考

備考 婦負斎場は、斎場に隣接して市営の婦負斎場墓地公苑があります。４基の火葬炉を有しています。

写真

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 １月１日、友引

敷地面積 80,430.89 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市斎場条例

延床面積 795.00 ㎡ 建物価格 309,660 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 20台程度 財産区分 公共用財産

供用年度 1978 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町三田77番 所管部署 環境保全課 用途 環境関連施設

基本情報

施設名称 婦負斎場 施設番号 106 対象年度 2014年度
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

奥田ビル2号館ポンプ室 8.43 1967 34 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

奥田ビル1号館ポンプ室 8.43 1966 34 0 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田ビル3号館 4339.94 1968 47 1 6 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田ビル2号館 1967 47 0 6

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

奥田ビル3号館ポンプ室 8.43 1968 34 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

奥田ビル1号館 4639.18 1966 47 0 5

6350.32

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

※現在、公募停止中

交通機関：あいの風富山駅から北東750ｍ

学校区　：奥田小学校、奥田中学校

写真

併設施設 なし

入居戸数

(2015年度）

128

管理戸数

（2015年度）

242

敷地面積 6,997.70 ㎡ 地域 富山中央

条例等 富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例

延床面積 15,354.73 ㎡ 建物価格 437,800 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1966 棟数 6 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 奥田寿町6番 所管部署 市営住宅課 用途 市営住宅

基本情報

施設名称 奥田団地（賃貸住宅、賃貸店舗） 施設番号 107 対象年度 2014年度
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地住宅（1号棟） 493.15 2014 34 34 2 鉄骨造

月岡団地ゴミ置場 9.30 2014 38 38 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地駐輪場 69.10 2014 38 38 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地住宅（A棟） 3374.90 2014 47 47 4

軽量鉄骨造

月岡団地集会場 147.54 1984 34 4 2 鉄骨造

月岡団地4戸建 146.08 1973 27 0 1

軽量鉄骨造

月岡団地5戸建 365.20 1973 27 0 1 軽量鉄骨造

月岡団地3戸建 234.30 1973 27 0 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

月岡団地4戸建 2499.20 1973 27 0 1 軽量鉄骨造

月岡団地4戸建 842.64 1972 38 0 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地3戸建 210.66 1972 38 0 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

月岡団地8戸建 793.60 1972 47 5 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地6戸建 3273.60 1972 47 5 1 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地4戸建 198.40 1972 47 5 1

軽量鉄骨造

月岡団地5戸建 1404.40 1971 27 0 1 軽量鉄骨造

月岡団地4戸建 421.32 1971 27 0 1

軽量鉄骨造

月岡団地8戸建 1587.36 1971 27 0 1 軽量鉄骨造

月岡団地7戸建 1736.20 1971 27 0 1

軽量鉄骨造

月岡団地6戸建 595.24 1971 27 0

月岡団地7戸建 1388.96

2 軽量鉄骨造

月岡団地4戸建 1685.28 1970 27 0 1

27 0

軽量鉄骨造

月岡団地3戸建 315.99 1970 27 0 1 軽量鉄骨造

軽量鉄骨造

月岡団地4戸建

1

軽量鉄骨造

1970 27 0 2

軽量鉄骨造

0

1 軽量鉄骨造

月岡団地2戸建 1263.96 1970 27 0

月岡団地6戸建 1488.10 1970

27 0 1

月岡団地6戸建 297.62 1970 27

1249.60

2

1970

軽量鉄骨造月岡団地3戸建 238.14 1970 27 0 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

入居戸数

(2015年度）

218

管理戸数

（2015年度）

513

敷地面積 56,264.42 ㎡ 地域 富山南部

条例等 富山市営住宅条例、富山市営住宅条例施行規則

延床面積 27,697.49 ㎡ 建物価格 1,877,518 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 149 財産区分 公共用財産

供用年度 1969 棟数 39 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 月見町五丁目1番 所管部署 市営住宅課 用途 市営住宅

基本情報

施設名称 月岡団地（市営住宅） 施設番号 108 対象年度 2014年度
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建物情報2　（棟基本情報）

月岡団地4号棟駐輪場 5.00 2014

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地3号棟物置 15.20

月岡団地4号棟物置 7.60 2014 38 38 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1

2014 38 38 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地3号棟駐輪場 10.00 2014 38 38

38 38

鉄骨造

月岡団地住宅（4号棟） 292.30 2014 34 34 2 鉄骨造

月岡団地住宅（3号棟） 484.70 2014 34 34 2

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地ゴミ置場 9.30 2014 38 38 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地2号棟物置 15.20 2014 38 38 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地1号棟物置 15.20 2014 38 38 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地2号棟駐輪場 10.00 2014 38 38 1

鉄骨造

月岡団地1号棟駐輪場 10.00 2014 38 38 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

月岡団地住宅（2号棟） 493.15 2014 34 34 2

備考

備考

※現在、公募しているのは、建替住宅のみです。

交通機関：富山地方鉄道上滝線 開発駅（約1km）

　　　　　地鉄バス 月見町五丁目（約100m）

学校区　：月岡小学校（約700m） 月岡中学校（約1.2ｋm）

写真
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基本情報

施設名称 中市団地（市営住宅） 施設番号 109 対象年度 2014年度

所在地 中市18番 所管部署 市営住宅課 用途 市営住宅

スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 19 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 5,224,840 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 23,869.13 ㎡ 地域 富山東部

条例等 富山市営住宅条例、富山市営住宅条例施行規則

延床面積 18910.13 ㎡

併設施設 なし

入居戸数

(2015年度）

271

管理戸数

（2015年度）

280

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

中市団地1号棟 1976.27 1981 47 14 5 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地物置 100.12 1982 27 0 1 軽量鉄骨造

5 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地2号棟 1858.51 1980 47 13 5

1981 47 14 5

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地3号棟 1858.51 1980 47 13

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地5号棟 1858.50 1981 47 14 5 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地4号棟 1976.27

5 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地6号棟 2634.96 1982 47 15 5

1981 47 14 5

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地7号棟 1976.22 1983 47 16

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地9号棟 1854.72 1982 47 15 5 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地8号棟 1858.51

1 軽量鉄骨造

中市団地集会場 149.72 1981 47 14 1

1980 27 0 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

中市団地物置 95.70 1981 27 0

軽量鉄骨造

中市団地物置 95.70 1980 27 0 1 軽量鉄骨造

中市団地物置 95.70

1 軽量鉄骨造

中市団地物置 95.70 1981 27 0 1

1982 27 0 1

軽量鉄骨造

中市団地物置 95.70 1981 27 0

軽量鉄骨造

中市団地物置 100.12 1983 27 0 1 軽量鉄骨造

中市団地物置 133.50

中市団地物置 95.70 1981 27 0 1 軽量鉄骨造
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備考

備考

交通機関：地鉄電車不二越・上滝線 大泉駅下車6分

　　　　　地鉄高原・不二越循環不二栄町行バス 青葉町下車1分

学校区　：山室小学校・大泉中学校

写真
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鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ井田団地 1104.10 1978 47 11 4

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

管理戸数：準公営6戸・地特賃6戸（2ＤＫ、3ＤＫ）

交通機関：ＪＲ越中八尾駅下車 車3分

学校区　：杉原小学校、杉原中学校

写真

併設施設 なし

入居戸数

(2015年度）

6

管理戸数

(2015年度）

12

敷地面積 952.00 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市営住宅条例、富山市特定賃貸住宅条例、富山市地域特定賃貸住宅条例、富山市営住宅条例施行規則

延床面積 1104.10 ㎡ 建物価格 208,490 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1987 棟数 1 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 八尾町井田4396番2 所管部署 市営住宅課 用途 市営住宅

基本情報

施設名称 井田団地（準公営・地特賃住宅） 施設番号 110 対象年度 2014年度
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0 1

0 1

7 1

221987 木造

竹の内団地3 65.07 1999 22 木造

木造

竹の内団地1 65.07 1987 22 木造

竹の内団地2 65.07

竹の内団地6 65.07 1999 22 7 1

木造

竹の内団地5 65.07 1999 22 7 1 木造

竹の内団地4 65.07 1999 22 7 1

木造

竹の内団地7 65.07 1999 22 7 1 木造

竹の内団地集会場 162.31 1980 22 0 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

交通機関：地鉄バス山田中村下車 徒歩5分

学校区　：山田小学校・山田中学校

写真

併設施設 なし

入居戸数

(2015年度）

5

管理戸数

(2015年度）

7

敷地面積 3,175.95 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市営住宅条例、富山市営住宅条例施行規則

延床面積 617.80 ㎡ 建物価格 90,840 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1987 棟数 8 主たる構造 木造

所在地 山田中瀬33番 所管部署 市営住宅課 用途 市営住宅

基本情報

施設名称 竹の内団地（市営住宅） 施設番号 111 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 楡原西部団地（市営住宅） 施設番号 112 対象年度 2014年度

所在地 楡原字西上島3235番 所管部署 市営住宅課 用途 市営住宅

財産区分 公共用財産

供用年度 1978 棟数 5 主たる構造 鉄骨造

124,578 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 32

敷地面積 地域 細入

条例等 富山市営住宅条例、富山市営住宅条例施行規則

4,265.43㎡（駐車場除く）延床面積 1664.00 ㎡ 建物価格

併設施設 なし

入居戸数

(2015年度）

17

管理戸数

(2015年度）

30

備考

備考

交通機関：ＪＲ高山本線「楡原」下車 徒歩5分

　　　　　地鉄バス「楡原」下車 徒歩5分

学校区　：神通碧小学校・楡原中学校

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

楡原西部住宅1号 332.80 1978 34 0 2 鉄骨造

楡原西部住宅5号 332.80 1979 34 0 2 鉄骨造

楡原西部住宅2号 332.80 1978 34 0 2 鉄骨造

楡原西部住宅3号 332.80 1978 34 0 2 鉄骨造

鉄骨造楡原西部住宅4号 332.80 1979 34 0 2
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

城址公園駐車場 42.59 2007 38 31 Ｂ1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

残存年数 階数 構造 主なスペース

城址公園駐車場 4194.26 1971 38 0 Ｂ1

備考

備考

城址公園の地下にある駐車場です。

鉄筋コンクリート地下１階建、収容台数　普通自動車１０１台となっています。

前景写真 位置図

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

併設施設 城址公園敷地内

運営時間等 24時間 休館日 なし

敷地面積 地域 富山中央

条例等 富山市駐車場条例

70,460.72㎡

（城址公園分）

延床面積 4236.85 ㎡ 建物価格 1,012,854 千円

土地の所有 公園内一部借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 101 財産区分 公共用財産

供用年度 1971 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 本丸1番42 所管部署 管財課 用途 その他

基本情報

施設名称 城址公園駐車場 施設番号 113 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 高木地区公民館 施設番号 114 対象年度 2014年度

所在地 高木1160番 所管部署 環境センター 用途 その他

財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 1 主たる構造 軽量鉄骨造

10,019 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 なし

敷地面積 地域 呉羽

条例等 なし

183.25㎡

（高木地内市有地分）

延床面積 111.33 ㎡ 建物価格

備考

備考 高木地区住民の集会場として利用されている施設です。

写真

併設施設 なし

運営時間等 24時間(随時） 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

軽量鉄骨造高木地区公民館 111.33 1979 30 0 1
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基本情報

施設名称 大沢野地区産業会館倉庫 施設番号 115 対象年度 2014年度

所在地 八木山52番5 所管部署

大沢野行政サービスセン

ター総務課

用途 その他

財産区分 公共用財産

供用年度 1970 棟数 1 主たる構造 鉄骨

3,999 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 なし

敷地面積 地域 大沢野

条例等 なし

1,100.31㎡（大沢野地区

産業会館敷地分）

延床面積 192.15 ㎡ 建物価格

備考

備考 大沢野地区産業会館自体は普通財産となっていますが、倉庫のみ行政財産として管理を続けています。

写真

併設施設 なし

運営時間等 24時間（随時） 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄骨大沢野地区産業会館倉庫 192.15 1970 38 0 2
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基本情報

施設名称 大山車両センター（大山バス管理センター） 施設番号 116 対象年度 2014年度

所在地 花崎字四辻割669番2 所管部署 交通政策課 用途 その他

スペース有 財産区分 公用財産

供用年度 1977 棟数 1 主たる構造 鉄骨造

建物価格 58,924 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

敷地面積 1,898.00 ㎡ 地域 大山

条例等 なし

延床面積 657.00 ㎡

大山車両センター

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～17時00分(職員事務所） 休館日 土日祝日、年末年始

備考

1

備考 大山コミュニティバス事業における運営事務所およびバス車庫となっています。

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 階数 構造 主なスペース

鉄骨造657.00 1977 31 0

残存年数
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y

基本情報

施設名称 バス管理事務所・車庫（八尾バス管理センター） 施設番号 117 対象年度 2014年度

所在地 八尾町福島443番 所管部署 交通政策課 用途 その他

供用年度 1974 棟数 3 主たる構造 鉄骨造 土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 スペース有 財産区分 公用財産

条例等 なし

延床面積 888.00 ㎡ 建物価格 79,920 千円

土日祝日、年末年始

敷地面積 3,610.29 ㎡ 地域 八尾

備考

備考 八尾、山田のコミュニティバス事業における運営事務所であり、八尾コミュニティバス車庫となっています。

写真 写真

併設施設 なし

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

バス管理車庫 450.00 1979 38 3 1 鉄骨造

バス管理事務所 205.00 1973 38 0 2 鉄骨造

鉄骨造バス管理車庫 233.00 1973 38 0 1
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 集会室、調理室、和室、講習室

富山市勤労青少年ホー

ム多目的ホール

332000 47 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

2

399.05

備考

教養教室・サークル活動などを通じて働く若者の心身をリフレッシュし、仲間作りや明日への勤労意欲を高めるた

めの「憩いと教養の場」としてつくられた施設です。あらかじめ登録(友の会会員登録）を行った、40歳未満の勤労

青少年が利用の対象です。（別名ユースピア）

構造 主なスペース

富山市勤労青少年

ホーム

862.04 1979 47 12

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

写真 内観図

併設施設 なし

運営時間等 13時00分～21時30分 休館日 年末年始（12/28～1/3）

備考

建物情報１　（棟基本情報）

敷地面積 2,955.00 ㎡ 地域 富山東部

条例等 富山市勤労青少年ホーム条例

延床面積 1261.09 ㎡ 建物価格 236,227 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 40 財産区分 公共用財産

供用年度 1979 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 山室181番 所管部署 勤労青少年ホーム 用途 その他集会施設

基本情報

施設名称 富山市勤労青少年ホーム 施設番号 118 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 八尾農村環境改善センター 施設番号 119 対象年度 2014年度

所在地 八尾町梅苑町一丁目95番1 所管部署 農林事務所農地林務課 用途 その他集会施設

60 財産区分 公共用財産

供用年度 1985 棟数 1 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 470,520 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 5,574.16 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市農村環境改善センター等条例

延床面積 1,489.58 ㎡

主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日 (1)日曜日及び休日　(2)年末年始（12月29日～1月3日）

21 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造

備考

備考

農業生産の中核的担い手の育成や農村環境の整備を図るため、多目的ホール、和室などを備えた多目的施設で

す。

施設の一部について、富山市シルバー人材センター及び八尾土地改良区が利用しています。

２階にある多目的ホールは、八尾社会体育館の代替機能を果たす一面もあります。

写真

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

会議室・研修室、事務室、アリーナ・体

育館、倉庫・保管庫・格納庫・書庫

農村環境改善センター 1489.58 1985 50
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基本情報

施設名称 大山歴史民俗資料館 施設番号 120 対象年度 2014年度

所在地 亀谷1番 所管部署 大山教育行政センター 用途 博物館等

供用年度 1984 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 34 財産区分 公共用財産

条例等 富山市大山歴史民俗資料館条例

延床面積 806.72 ㎡ 建物価格 214,615 千円

月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始

敷地面積 5,480.97 ㎡ 地域 大山

備考

備考

常願寺川の治水と発電、湖底に沈んだ有峰村の歴史と文化、加賀藩の財政を支えた鉱山（亀谷銀山・長棟鉛山）、映

画「剣岳　点の記」でも知られる山案内人の宇治長次郎ら大山生誕の三賢人についての資料を展示しています。

外観写真 内観写真

併設施設 なし

運営時間等 9時30分～17時00分 休館日

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

大山歴史民俗資料館 316.61 1984 50 20 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大山歴史民俗資料館 490.11 2004 50 40 2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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基本情報

施設名称 富山市おわら資料館(富山市八尾おわら資料館） 施設番号 121 対象年度 2014年度

所在地 八尾町字東町2105番1 所管部署 八尾教育行政センター 用途 博物館等

なし 財産区分 公共用財産

供用年度 2000 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 416,800 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 982.47 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市八尾おわら資料館条例

延床面積 683.00 ㎡

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～17時00分 休館日 年末年始

備考

備考

富山県民謡おわら保存会初代会長故川崎順二氏にまつわる資料を中心に展示しており、

八尾四季を詠んだ小杉放庵や野口雨情ら旧川崎邸を訪れた、多くの文人墨客との交流の様子がうかがえます。

前景写真 位置図

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ八尾おわら資料館 683.00 2000 50 36 2
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基本情報

施設名称 猪谷関所館 施設番号 122 対象年度 2014年度

所在地 猪谷978番4 所管部署 大沢野教育行政センター 用途 博物館等

供用年度 1988 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 土地の所有 自己所有

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 20 財産区分 公共用財産

条例等 富山市猪谷関所館条例

延床面積 909.68 ㎡ 建物価格 134,991 千円

月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(ただし、翌日が土・日の場合は開

館)、年末年始(12/28～1/4)

敷地面積 2,075.61 ㎡ 地域 細入

備考

備考

越中と飛騨を結ぶ飛騨街道の要衝に置かれた富山藩西猪谷関所です。

ここに残されていた、人や物が行き交ったことを示す古文書などを展示しています。

また関所の大型模型や籠渡しを体感することもでき、昔の人々の旅が一層身近なものに感じられます。

前景写真 館内配置

併設施設 なし

運営時間等 9時00分～17時00分 休館日

建物情報（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ猪谷関所館 909.68 1987 50 23 2
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木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン10

51.34 1993 22 1 1

木造

木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン9

51.34 1993 22 1 1

富山市古洞の森自然活用

村農畜産物処理加工施設

163.44 1992 15 0 1

木造

富山市古洞の森自然活用

村農作業管理休養施設

132.50 1992 15 0 1 木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン8

51.34 1992 22 0 1

木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン7

51.34 1992 22 0 1 木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン6

51.34 1992 22 0 1

木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン5

42.23 1991 22 0 1 木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン4

42.23 1991 22 0 1

木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン3

51.34 1991 22 0 1 木造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン2

51.34 1991 22 0 1

鉄骨造

富山市古洞の森自然活用

村ケビン1

51.34 1991 22 0 1 木造

富山市古洞の森自然活用

村車庫

63.00 1990 31 7 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山市古洞の森自然活用

村受水槽

72.50 1989 38 13 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山市古洞の森自然活用

村合併処理槽

94.50 1989 38 13 1

木造

富山市古洞の森自然活用

村エネルギー棟

72.50 1989 38 13 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

富山市古洞の森自然活用

村総合管理施設

987.71 1990 24 0 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 食の健康拠点施設

運営時間等 9時00分～21時00分 休館日 年末年始、施設点検時(年3日間)

備考

備考

富山市古洞の森自然活用村は、富山市の南西端(池多地区)に位置し、自然とのふれあいの場の提供や都市と農村

の交流促進、豊かで潤いのある農村空間の創造を目的に整備を行ってきた施設です。

平成2年に食事・特産コーナーや研修室を有する「総合管理施設」が竣工し営業を開始しており、ケビンへの宿泊も

可能です。併設施設には「食の健康拠点施設」（温泉施設）があり、古洞の森と一体となって「食」を通じた健康と休

養の場を提供しています。

敷地面積 98,504.33 ㎡ 地域 呉羽

条例等 富山市古洞の森自然活用村条例

延床面積 2081.33 ㎡ 建物価格 518,429 千円

土地の所有 一部借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 90 財産区分 公共用財産

供用年度 1990 棟数 17 主たる構造 木造

所在地 池多1044番 所管部署 農業水産課 用途 観光施設

基本情報

施設名称 富山市古洞の森自然活用村 施設番号 123 対象年度 2014年度
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写真
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ1

木造

県立自然公園白木峰山

小屋

105.00 1975 24 0

1

1

8

シャワー棟 39.74 2000 34 20

4.00 1986 38 10

1

鉄骨造

21世紀の森滅菌室

木造

コテージ 52.17 2000 22

木造

1 木造

コテージ 37.26 2000 22 8

コテージ 37.26 2000 22 8 1

木造

コテージ 37.26 2000 22 8 1 木造

コテージ 37.26 2000 22 8 1

構造 主なスペース

県立自然公園キャンプ場

管理棟

198.28 1975 38 0 1 鉄骨造

備考

備考

県立自然公園内にあり、森林の有する豊かな自然を確保するとともに、市民の休養や余暇活動等の総合的な利

用の促進を図るために設置された施設で、コテージ、バンガロー、キャンプ場、トイレ、シャワー、管理棟等を備えて

います。

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 富山県森林学習展示館（公園内県営施設）

運営時間等

宿泊（コテージ等）　14時00分～翌10時00分

日帰り　10時00分～17時00分

休憩室　8時30分～17時00分

休館日 11月1日から翌年の4月30日までの日

敷地面積 88,238.33 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市21世紀の森杉ケ平キャンプ場条例

延床面積 548.23 ㎡ 建物価格 95,695 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 60 財産区分 公共用財産

所管部署 農林事務所農地林務課 用途 観光施設

供用年度 1977 棟数 9 主たる構造 鉄骨造

写真

所在地 八尾町杉平字南平16番9

基本情報

施設名称 21世紀の森杉ヶ平キャンプ場（県立自然公園） 施設番号 124 対象年度 2014年度
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建築年度

3

備考

自然環境活用センター

牛岳ハイツ

1188.75 1985 47

備考

自然環境の保全及び活用を図りながら農林業の育成、都市と農山村の交流を促進し、地域産業の振興と農林業

者等に就業機会を与え、農家経済の安定向上を図る施設です。

Ｈ9年に宿泊部門を休止しており、グリーンシーズンは子どもの村宿泊の登山者や一般観光客、冬期間はスキー

観光客用にトイレを開放しています。また、スキーリフトの防風機能も果たしています。

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

18

併設施設 てんころ館

運営時間等 なし（トイレのみ利用可能） 休館日 なし

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積

敷地面積 6,909.13 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市山田自然休養村条例

延床面積 1188.75 ㎡ 建物価格 241,680 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 30 財産区分 公共用財産

供用年度 1985 棟数 1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 山田若土字赤坂151番2 所管部署 農林事務所農業振興課 用途 観光施設

基本情報

施設名称 自然環境活用センター　牛岳ハイツ 施設番号 125 対象年度 2014年度
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備考

市民の健全なレクリエーションと健康増進に資することを目的とし、チケット販売所・休憩室・救護室・更衣室等を備

えた施設です。

山田

写真

鉄骨造牛岳温泉スキー場管理事務所 1281.15 1991 38 15 4

備考

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

条例等 富山市牛岳温泉スキー場条例

併設施設 なし(牛岳温泉スキー場内）

運営時間等 8時30分～17時15分 休館日 土日祝日（スキーシーズンは無休）

敷地面積 1,586.78 ㎡ 地域延床面積 1281.15 ㎡ 建物価格 3,140,470 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 1,800 財産区分 公共用財産

供用年度 1991 棟数 1 主たる構造 鉄骨造

所在地 山田小谷字中根2番 所管部署 観光政策課 用途 観光施設

基本情報

施設名称 牛岳温泉スキー場(牛岳温泉スキー場管理事務所) 施設番号 126 対象年度 2014年度
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対象年度 2014年度

所在地 山田若土字赤坂151番2 観光施設

30 財産区分 公共用財産

農林事務所農業振興課 用途

写真

基本情報

施設名称 体験農場等利用促進施設　てんころ館 施設番号 127

1 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所管部署

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数

供用年度 1992 棟数

延床面積 608.62 ㎡ 建物価格 187,563 千円

備考

備考

牛岳スキー場のゲレンデ内頂上に位置する施設です。

平成25年度から食堂営業は行わないこととなり、冬場はスキー観光客用の無料の休憩施設として開放し、

それ以外の季節は展望台として開放しています。

敷地面積 250.00 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市山田自然休養村条例

併設施設 牛岳ハイツ

運営時間等 冬期間休憩所　通常日：8時～16時　ナイター日：8時～20時 休館日 冬期間休憩所：シーズン（12月下旬～3月中旬）以外は休館

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

体験農場等利用促進施

設　てんころ館

608.62 1992 50 28 2
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牛岳温泉スキー場周辺施設の豊かな自然環境を通じて、市民の健全な余暇活動の推進及び観光の振興を図る

目的で設置されている、宿泊棟９棟、管理棟１棟のコテージ型宿泊施設です。

平成30年4月1日から施設を民間事業者へ有償貸付します。

森のコテージ木MAMA9 49.51 1994 22 2 木造

森のコテージ木MAMA10 49.51 1994 22 2 1 木造

2

木造

森のコテージ木MAMA8 49.51 1994 22 2 2 木造

森のコテージ木MAMA7 49.51 1994 22 2 2

木造

森のコテージ木MAMA6 49.51 1994 22 2 2 木造

森のコテージ木MAMA5 49.51 1994 22 2 2

木造

森のコテージ木MAMA4 49.51 1994 22 2 2 木造

森のコテージ木MAMA3 49.51 1994 22 2 2

木造

森のコテージ木MAMA2 49.51 1994 22 2 2 木造

森のコテージ木MAMA1 49.51 1994 22 2 2

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 16時00分～翌10時00分 休館日 毎週火曜日

写真

備考

備考

敷地面積 8,100.00 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市牛岳温泉健康センター等条例

延床面積 495.10 ㎡ 建物価格 196,140 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 スペース有 財産区分 公共用財産

供用年度 1994 棟数 10 主たる構造 木造

所在地 山田赤目谷13番3 所管部署 観光政策課 用途 観光施設

基本情報

施設名称 森のコテージ木・ＭＡＭＡ 施設番号 128 対象年度 2014年度
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鉄骨造

牛岳温泉スキー場周辺の豊かな自然環境を通じて、市民の健全な余暇活動の推進及び観光の振興を図るために

設置されている宿泊施設です。

平成30年4月1日から民間事業者へ有償貸付します。

13 1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ふれあいの里ささみね渡

り廊下

105.91 17 1

ふれあいの里ささみね渡

り廊下

156.62 1996 31

2000 31

構造 主なスペース

鉄骨造

ふれあいの里ささみね 2249.54 1996 47 29 3

写真

備考

備考

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 牛岳温泉健康センター、山田交流促進センター

運営時間等 15時00分～翌10時00分 休館日 毎週火曜日

敷地面積 15,216.66 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市牛岳温泉健康センター等条例

延床面積 2512.07 ㎡ 建物価格 735,735 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

供用年度 1996 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所管部署 観光政策課 用途 観光施設

約100台（他施設と共有） 財産区分 公共用財産

基本情報

施設名称 ふれあいの里　ささみね 施設番号 129 対象年度 2014年度

所在地 山田赤目谷144番
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写真

備考

日本海から立山連峰までを一望できる絶景のオートキャンプ場です。牛岳スキー場へむかう途中に位置しています。

＜主要施設・設備＞

・管理棟（管理人常駐）1棟

・キャンプサイト　26サイト

・バンガロー5棟

・サニタリー棟（シャワー・トイレ・ランドリー・炊事場)　1棟

・多目的広場　1面

木造

オートキャンプ場　きらら

バンガロー5

25.25 2000 22 8 1

木造20.25 2000 22 8 1

オートキャンプ場　きらら

バンガロー4

25.25 2000 22 8 1 木造

オートキャンプ場　きらら

バンガロー３

木造

オートキャンプ場　きらら

バンガロー２

20.25 2000 22 8 1 木造

オートキャンプ場　きらら

バンガロー１

20.25 2000 22 8 1

木造

オートキャンプ場　きらら

管理棟

43.74 2000 24 10 1 木造

オートキャンプ場　きらら

サニタリー棟

165.78 2000 15 1 1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 なし

運営時間等 13時00分～翌10時00分 休館日

火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、11月1

日から翌年の4月30日までの日

備考

敷地面積 21,605.00 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市山田自然休養村条例

延床面積 320.77 ㎡ 建物価格 113,777 千円

土地の所有 借地

財産区分 公共用財産避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 30

供用年度 2001 棟数 7 主たる構造 木造

所在地 山田若土字赤坂150番1 所管部署 農林事務所農業振興課 用途 観光施設

基本情報

施設名称 オートキャンプ場　きらら 施設番号 130 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 割山森林公園「天湖森」 施設番号 131 対象年度 2014年度

所在地 割山字土田9番1 所管部署 農林事務所農地林務課 用途 観光施設

150 財産区分 公共用財産

供用年度 1999 棟数 25 主たる構造 木造

建物価格 364,825 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 92,514.05 ㎡ 地域 細入

条例等 富山市割山森林公園条例

延床面積 1,143.36 ㎡

併設施設 なし

運営時間等

キャンプサイト　宿泊　13時00分～翌11時00分

ログハウス　コテージ　宿泊　14時00分～翌10時00分

日帰り　10時00分～16時00分

休館日 年末年始（12/29～1/3）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

管理棟 294.00 1997 24 7 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

コテージ 26.00 1998 22 6 1 木造

天体観測棟 16.00 1998 50 34 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

バーベキュー棟 28.00 1998 15 0 1 木造

バーベキュー棟 28.00 1998 15 0 1 木造

バーベキュー棟 16.00 1998 15 0 1 木造

バーベキュー棟 16.00 1998 15 0 1 木造

バーベキュー棟 16.00 1998 15 0 1 木造

ログハウス 99.80 2001 22 9 2 木造

ログハウス 99.80 2004 22 12 2 木造

オートキャンプ炊事棟 36.00 1997 15 0 1 木造

資材倉庫 70.12 2000 15 1 1 木造

天湖森便所 24.86 1998 15 0 1 木造

便所(植物園付近) 12.42 2000 15 1 1 木造

ログハウス 99.80 2006 22 14 2 木造

給水施設 22.70 2009 38 33 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

入場ゲート 13.00 1998 24 8 ― 木造
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写真

木造

33 1

便所（芝生広場） 13.66 1998 15 0 1

備考

備考

総面積14haの大ロケ－ションの中には、オ－トキャンプサイト、フリ－キャンプサイトや設備の整ったコテ－ジ、バリ

アフリ－対応のログハウス、炊事棟、バーベキュー棟等が設置され、自然を満喫しながらアウトドアをエンジョイで

きる森林公園です。

建物情報2　（棟基本情報）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ汚水処理施設 55.20 2009 38
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備考

トレーニングゾーン　プールゾーン　バーデゾーン　リラクゼーションゾーン　レストランを兼ね添えた温泉活用型

の健康増進施設。「ウインディ」の愛称で親しまれています。

専門的知識を有するスタッフの介護予防を取り入れた健康づくり事業の啓発と実践により、利用者の健康増進を

図っています。

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大沢野健康福祉センター 504.71 2004 50 40 2 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

大沢野健康福祉センター 7,878.90 1997 50 33

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

写真 位置図

併設施設 大沢野老人福祉センター

運営時間等

10時00分～22時00分（日曜・祝日および12月～3月は21時ま

で）

休館日 毎月第２・４火曜日

備考

3

敷地面積 53,927.61 ㎡ 地域 大沢野

条例等 富山市大沢野健康福祉センター条例

延床面積 8,383.61 ㎡ 建物価格 3,283,845 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ○ 貸館 ○ 駐車場台数 300 財産区分 公共用財産

供用年度 1997 棟数 2 主たる構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 春日字大林割96番1 所管部署

大沢野行政サービスセン

ター地域福祉課

用途 宿泊・入浴施設

基本情報

施設名称 大沢野健康福祉センター 施設番号 132 対象年度 2014年度
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基本情報

施設名称 白樺ハイツ 施設番号 133 対象年度 2014年度

所在地 亀谷1番1内 所管部署 観光政策課 用途 宿泊・入浴施設

約30台 財産区分 公共用財産

供用年度 1977 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

建物価格 934,573 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

敷地面積 4,533.53 ㎡ 地域 大山

条例等 富山市白樺ハイツ条例

延床面積 3729.31 ㎡

併設施設 なし

運営時間等 (宿泊）16時00分～翌10時00分 休館日 無休

写真

備考

備考

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

47 10 4

構造 主なスペース

31 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

市民の保健休養の場を提供し、市民の福祉の向上及び健康の増進に資するため設置された日帰り入浴兼宿泊施

設です。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

白樺ハイツ 1243.71 1998 47

白樺ハイツ 2485.60 1977
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備考

備考

自然体験や農業体験を通じた都市農村交流を図る滞在拠点施設です。

宿泊、温泉、食事、そば打ち体験、バーベキュー、クラフト教室、人工芝のソリ遊び等、子どもから大人まで楽しむ

ことができます。また各種会議を行うことができる会議室も備えています。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ八尾ゆめの森 29.20 2005 38 29 1

木造

中山間地域活性化施設

（研修施設）

603.75 1999 38 23 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

体験農園休憩棟（休憩

所）

109.30 1999 24 9 1

木造

ゆうゆう館（宿泊施設） 3159.48 1999 47 32 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

こども元気村体験工房

（研修施設）

178.93 2000 15 1 1

写真

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 八尾ゆめの森テニスコート

運営時間等 9時00分～22時00分 休館日

水曜日（この日が休日に当たるときは、その翌日）ただし、宿泊

は休館日なし

敷地面積 85,140.77 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市八尾ゆめの森交流施設条例

延床面積 4080.66 ㎡ 建物価格 11,550 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 150 財産区分 公共用財産

供用年度 2000 棟数 5 主たる構造 木造

所在地 八尾町下笹原678番1 所管部署 農林事務所農業振興課 用途 宿泊・入浴施設

基本情報

施設名称 八尾ゆめの森（ゆうゆう館一帯） 施設番号 134 対象年度 2014年度
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建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数

木造

写真

残存年数 階数 構造 主なスペース

2004 22 12

備考

かけ流しの天然温泉を有する都市農村交流施設です。

いろりの間、休憩室、内風呂、露天風呂があり、大長谷の自然の中でゆったりと過ごすことができます。

1

備考

併設施設 なし

運営時間等 10時00分～19時00分 休館日 木曜日（この日が祝日の場合はその翌日）、12/29-1/3

保養所 191.47

敷地面積 15,751.00 ㎡ 地域 八尾

条例等 富山市白木峰山麓交流施設条例

延床面積 191.47 ㎡ 建物価格 56,140 千円

土地の所有 自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 40 財産区分 公共用財産

供用年度 2005 棟数 1 主たる構造 木造

所在地 八尾町杉平12番 所管部署 農林事務所農業振興課 用途 宿泊・入浴施設

基本情報

施設名称 白木峰山麓交流施設 施設番号 135 対象年度 2014年度
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備考

備考

牛岳温泉スキー場周辺の豊かな自然環境を通じて、市民の健全な余暇活動の推進及び観光の振興を図るために

宿泊施設として設置されていました。

平成30年度からは冬季（12月中旬～翌3月中旬）の牛岳温泉スキー場オープン期間に合わせ、スキー場利用者の

ための食堂及び貸しスキー運営を有償貸付にて行います。

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ牛岳温泉グリーンパレス 1.00 1993 47 26 4

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

牛岳温泉グリーンパレス 1.00 1985 47 18 4 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

牛岳温泉グリーンパレス 3188.00 1981 47 14 3

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

併設施設 （牛岳温泉スキー場内）

運営時間等

(宿泊）15時00分～翌10時00分

（休憩）10時00分～15時00分

休館日 無休

写真

敷地面積 2,911.32 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市牛岳温泉健康センター等条例

延床面積 3190.00 ㎡ 建物価格 329,082 千円

土地の所有 借地

財産区分 公共用財産避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数

約1800台（牛岳温泉ス

キー場と共有）

供用年度 2003 棟数 3 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 山田小谷字中根82番 所管部署 観光政策課 用途 宿泊・入浴施設

基本情報

施設名称 牛岳温泉グリーンパレス 施設番号 136 対象年度 2014年度
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木造

牛岳温泉健康センター

不老閣

568.56 1989 22 0 2

構造 主なスペース

牛岳温泉健康センター 2332.35 1990 47 23 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

備考

備考

牛岳温泉スキー場周辺の豊かな自然環境を通じて、市民の健全な余暇活動の推進及び観光の振興を図るため設

置された日帰り入浴施設です。

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数

併設施設 ふれあいの里ささみね、山田交流促進センター

運営時間等 10時00分～22時00分 休館日 毎週火曜日

敷地面積 120.31.26 ㎡ 地域 山田

条例等 富山市牛岳温泉健康センター等条例

延床面積 2900.91 ㎡ 建物価格 743,643 千円

土地の所有 借地

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 約100台（他施設と共有） 財産区分 公共用財産

所管部署 観光政策課 用途 宿泊・入浴施設

供用年度 1990 棟数 2 主たる構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

写真

所在地 山田赤目谷31番28

基本情報

施設名称 牛岳温泉健康センター 施設番号 137 対象年度 2014年度
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宿泊・入浴施設

基本情報

施設名称 岩稲ふれあいセンター「楽今日館」 施設番号 138 対象年度 2014年度

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

所在地 岩稲26番1 所管部署 観光政策課 用途

自己所有

避難所指定 ― 貸館 ○ 駐車場台数 約100台 財産区分 公共用財産

供用年度

3972.31 ㎡ 建物価格 1,372,480 千円

土地の所有1996 棟数 2 主たる構造

備考

備考

住民の生活改善、保健休養及び勤労意欲の増進に資するとともに、地域活性化の担い手である若者の定着と都

市住民との交流促進を図ることを目的として設置された日帰り入浴兼宿泊施設です。

敷地面積

5,514.05㎡

(第２駐車場除く）

地域 細入

条例等 富山市岩稲ふれあいセンター条例

延床面積

併設施設 なし

運営時間等 16時00分～翌9時30分 休館日 元日（1/1）

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

岩稲ふれあいセンター

「楽今日館」

2645.05 1996 47 29 2

写真

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

岩稲ふれあいセンター

「楽今日館」宿泊休憩棟

1327.26 1999 47 32 3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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基本情報

施設名称 山田りんご体験農園管理施設 施設番号 139 対象年度 2014年度

所在地 山田牧3番 所管部署 農林事務所農業振興課 用途 産業振興施設

供用年度 2004 棟数 1 主たる構造 鉄骨造

避難所指定 ― 貸館 ― 駐車場台数 30

㎡ 建物価格 70,628 千円

土地の所有 自己所有

財産区分 公共用財産

写真

敷地面積 16,254.00 ㎡ 地域 山田

条例等 なし

延床面積 247.52

併設施設 なし

運営時間等 りんごもぎとり体験会（11月）：10時00分～15時00分 休館日 イベント等開催日以外

1

建物情報１　（棟基本情報）

名称 延床面積 建築年度 耐用年数 残存年数 階数 構造 主なスペース

備考

備考

当施設は、山村と都市の子供たちの学習機会や都市住民との交流促進を図ることを目的に整備した施設です。

平成16年度の供用開始時からJA山田村に管理運営を委託しており、地元及び県内外の小中学生を対象とした摘

果作業や収穫作業の体験学習、また都市部の一般客を対象としたもぎとり収穫体験会を開催しています。

鉄骨造

山田りんご体験農園管

理施設

247.52 2002 31 19
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