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県立都市公園施設の概要 
（県土整備部所管分） 

 
 
 
 
 
 
 

１ 花巻広域公園 

 

２ 御所湖広域公園 

 

３ 内丸緑地 

 

 

 

 

 



 



名称
所在地
目的

関係法令、
条例等
施設整備の
概要

施設の名称 面積(ha)
有料施設
の有無

整備（開設）年度

運動ゾーン 6.1 あり Ｓ62

水と芝生ゾーン 15.4 無 Ｓ57

ゴルフゾーン 24.9

イベントゾーン 4.3 無 Ｈ４

植物園ゾーン 8.5 無 Ｈ８

メイン駐車場 3.2 無 Ｓ57
年度 令和元年度（実績）令和２年度（実績）令和３年度（実績） 令和４年度（計画）

県支出額（千円) 69,198 68,896 68,849 68,667
利用料収入（千円） 1,271 1,097 1,151 1,420

指定管理者

　宮沢賢治の里としてのイメージを尊重し、ロマンとメルヘンの世界をメインテーマに、公園内を
５つのゾーンと現況保存林区域に分け、主に山岳地周辺に変化に富んだ動的レクリエーション地
（ゴルフゾーン、イベントゾーン、運動ゾーン）を、金矢池を取り込んだ丘陵地に静的レクリエー
ション地（水と芝生ゾーン、植物園ゾーン）を整備している。

設置面積は91.3haであり、整備は全て完了している。

平成30年度（実績）

管理対象施設

イベント広場、太陽の広場、幹線園路、ヨダカの塔、
イギリス海岸、噴水池、野外劇場（ポランの広場）、
レストハウス

収支実績
（計画）

位置図平面
図、施設
図、写真等

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団

本県の大規模公園の第１号として、北上中部地方生活圏のレクリエーション需要に対応することを
目的に計画された公園である。

都市公園法、県立都市公園条例、県立都市公園条例施行規則

公園施設の概要

施設の構造

郷土の樹木園、花壇、花木園、街路樹、生垣見本園、
ハス池、駐車場(20台)、緑の休憩所

乗用車500台、大型10台

概 要

運動広場、テニスコート、駐車場(70台)、管理棟

金矢池広場、芝生広場、ちびっこ広場、流れとジャブ
ジャブ池、エントランス広場、管理事務所

＜概要は次頁＞

花巻広域公園
岩手県花巻市金矢

70,118
1,324

花巻広域公園（ゴルフ場除く）
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名称
所在地
目的

関係法令、条

施設整備の概

施設の構造

年度 令和元年度（実績）令和２年度（実績）令和３年度（実績）令和４年度（計画）

県支出額（千円) 0 0 0
利用料収入（千円） 29,157 30,785 26,334 30,352

指定管理者

花巻広域公園ゴルフ場
岩手県花巻市金矢

　県民の多様なレクリエーション活動への需要に対し、特に30～50歳代にかけて需要の高いゴル
フについて安価で良質のサービスを提供し、社会中堅世代の豊かで生きがいのある生活の一助と
するため整備した。
　今後とも低料金で、初心者も楽しむことができるゴルフ場であることが期待されている。

都市公園法、県立都市公園条例、県立都市公園条例施行規則

公園施設の概要

収支実績(計
画）

位置図平面
図、施設
図、写真等

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団

（１）オープン　平成３年７月27日
（２）建設事業費　総額1,140,041千円

（うち造成費1,000,607千円、施設建設費139,434千円）
（３）工事期間　昭和63年10月～平成３年３月

平成30年度（実績）

0
28,903

（１）面積 24.9ha
（２）コース延長　　 2,512ヤード（2,297メートル）
（３）ホール数 　９ホール
（４）パー 36

ロングホール（パー５）　　２ホール
ミドルホール（パー４）  ５ホール
ショートホール（パー３)　 ２ホール

（５）芝の種類 グリーン　ペンクロスベントグラス
その他　野芝

（６）スタートハウス（広域公園管理事務所に併設)
建築面積　1,224.34㎡
主な施設　食堂、浴室、ロッカールーム等

（７）コース管理棟　建築面積　408.4㎡
主な施設　機械格納庫、休憩室、資材倉庫

花巻広域公園ゴルフ場
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名称
所在地
目的

関係法令、
条例等
施設整備の
概要

施設の名称 面積(ha)
有料施設
の有無

整備（開設）年度

東口案内所 0.20 無 Ｈ１
さくら園 3.98 無 Ｓ58
尾入野湿性植物園 5.00 無 Ｈ３
繋大橋北園地 4.40 無 Ｈ20
自然林観察地 7.10 無 Ｈ20
塩ヶ森水辺園地 1.60 無 Ｈ２
黒沢川水辺園地 3.20 無 Ｈ15
中心地区 5.02 無 Ｈ13
雫石現況保存林 3.30 無 Ｈ15
御所大橋北園地 2.10 無 Ｈ15

ファミリーランド 12.00 あり Ｈ４

御所大橋運動場 6.80 あり Ｓ58
町場地区園地 11.00 無 Ｈ25
矢櫃地区水辺園地 2.20 無 Ｈ27
除ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6.60 無 Ｓ58
繋大橋南園地 1.60 無 Ｈ12

年度 令和元年度（実績）令和２年度（実績）令和３年度（実績） 令和４年度（計画）

県支出額（千円) 48,658 49,153 52,368 49,102
利用料収入（千円） 1,116 997 796 1,264

指定管理者

公園施設の概要
御所湖広域公園
盛岡市繋並びに雫石町御明神、繋及び西安庭地内
雫石川に建設された北上川水系五大ダムの一つである御所ダムの周辺環境整備と多様なレクリエー
ション需要に対応するものである。

野球場、テニスコート等
炊事棟、花畑、遊具

都市公園法、県立都市公園条例、県立都市公園条例施行規則

（１）都市計画決定面積 311.6ha（うち陸域172.3ha、水面139.3ha）
（２）都市計画事業認可面積　172.3ha
（３）事業期間 　昭和55年度～平成26年度
（４）整備状況　開設面積　 96.9ha（平成29年３月31日現在）

開設率　　 56.2％（75.8％）　　※（　）は湖面を含む

（５）全体計画　東口案内所、さくら園、尾入野湿性植物園、繋大橋北園地、
中心地区、御所大橋北園地、乗物広場、ファミリーランド、
御所大橋運動場、除スポーツセンター、繋大橋南園地等28地
区を整備する。

施設の構造 １　管理対象施設、面積及び設置年度

概 要

芝生広場
曲家等

カキツバタ、スイレン

駐車場、休憩所

レクリエーション広場、お花畑、修景広場、芝生広場、噴水池等

遊歩道
多目的広場、散策路等
広場

※園内樹木も管理（刈払い、施肥等）対象であること。

収支実績 平成30年度（実績）

48,231
1,101

２　指定管理対象外施設等
艇庫、乗り物広場、除スポーツセンター内多目的運動場、塩ケ森ハイキングコース、雫石水辺園
地、関根現況保存林、安庭橋西園地、天沼水辺園地、天沼湿生植物園、清水沢水辺園地、戸沢川自
然生態園、熊野展望園地、町場水辺園地、花木園

小岩井農牧株式会社
位置図平面
図、施設
図、写真等
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名称

所在地

目的

関係法令、
条例等施設整備の
概要

年度 令和元年度（実績）令和２年度（実績）令和３年度（実績） 令和４年度（計画）

県支出額（千円) 1,420 1,435 1,435 1,435
利用料収入（千円） 0 0 0 0

指定管理者

公園施設の概要
内丸緑地

盛岡市内丸（県庁南側に位置し、東西を盛岡東警察署及び国合同庁舎に挟まれた地区）

位置図平面
図、施設
図、写真等

施設の構造
（１） 面積　0.3ha
（２） 園路　カラー透水性舗装、カラー透水性平板
（３） ベンチ　25基
（４） 水のみ場　１箇所
（５） 照明灯　２基
（６） 植栽　ユリノキ７本、ナナカマド１本、ヤマボウシ８本

シラカンバ３本、キャラボク１本、生垣（ドウダンツツジ）、その他

収支実績 平成30年度（実績）

1,410
0

園路　ベンチ　水のみ場　照明灯　植栽

特定非営利活動法人　緑の相談室

盛岡市内丸地内に官公庁一団地への来訪者が気軽に休息、待ち合わせ等に利用できる施設とすると
ともに官公庁の中心シンボル的緑地として設置。

都市公園法、県立都市公園条例、県立都市公園条例施行規則

内丸緑地全体図

Ｎ

主要地方道盛岡横手線

岩手県庁
岩手県公会堂

←盛岡市役所
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