
●都市公園
 都市公園は、次の公園以外にも市内各地に整備されています。 
 近くの公園や特徴などは、都市計画課（22-3012）にお問合せください。 

No. 公園名 主な遊具等の設備 住所 種別 

1 帆山公園 
コンビネーション遊具 ブランコ シーソー バスケットゴール 

ジャングルジム 休憩施設 便所  
帆山町10-13～15、11-1 

近隣 

2 紫式部公園 日本庭園 藤棚 芝生広場 便所 東千福町369 

3 村国公園 
コンビネーション遊具 ザイルクライミング 砂場 休憩施設 

便所 
村国三丁目22-1 

4 枚井出公園 
ザイルクライミング 滑り台 バスケットゴール 砂場  

的当てサッカーゴール 休憩施設 便所 
平出三丁目2901 

5 今立中央公園 
ブランコ 滑り台 シーソー 砂場 休憩施設 ターザンロープ 

芝生広場 便所※ 
野岡町29-4～9 

6 今立南部公園 ブランコ 滑り台 シーソー 砂場 休憩施設 便所 岩本町1-12 

7 佐山姫公園 ブランコ 滑り台 ジャングルジム 便所 粟田部町104-5  

8 小次郎公園 日本庭園 休憩施設 芝生広場 便所  北坂下町-5-23 

9 
家久スポーツ

公園 
コンビネーション遊具 スプリング遊具 休憩施設 便所※ 家久町105-1 

地区 

10 
瓜生水と緑地

公園 

芝生広場 休憩施設 コンビネーション遊具 ターザンロープ 

ブランコ 健康遊具 便所※ 
瓜生町19-7-1 

11 芦山公園 展望台 遊歩道 休憩施設 便所※ 村国72～74 

総合 

12 白崎公園 
ローラー滑り台 コンビネーション遊具 休憩施設 芝生広場 

便所※ 
白崎町35・37・38・68・69 

13 和紙の里公園 展望台 遊歩道 便所 大滝町48-50 

14 丹南総合公園 
コンビネーション遊具 ふわふわマウンテン ブランコ 芝生広場 

休憩施設 便所※ 
余田町50-4 

15 
武生東運動 

公園 
コンビネーション遊具 ブランコ シーソー 休憩施設 便所 

宮谷町22・23・35 

西尾町31～35・44・45 

運動 

16 武生中央公園 

コンビネーション遊具 ブランコ バスケットゴール 芝生広場 

壁打ちテニス 健康遊具 ふわふわトランポリン 屋内遊戯施設 

親水広場 飲食施設 乳幼児遊具施設 休憩施設 便所※ 

高瀬二丁目 

17 
日野川河川敷

緑地 
砂場 芝生広場 便所 BBQエリア 堀川町6 緑地 

18 花筐公園 展望台 休憩施設（隣接する佐山姫公園に便所あり） 粟田部町17 風致 

※おむつ替えスペースあり 

※詳しい場所については、越前市ぐるぐるマップで検索ください。 
https://www.sonicweb-asp.jp/echizen/index

QRコードはこちら 
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内容 開催日時 対象 

だるまちゃんと遊ぼう！ 第一土曜日    午後 2 時から午後 3 時 0歳から小学校低学年 

からすの大工やさん 第二土曜日    午後 2 時から午後 4 時 どなたでも 

からすの紙芝居やさん 第三土曜日    午後 2 時から午後 3 時 どなたでも 

パピプペポーおんがくかい ※1 第四土曜日    午後 2 時から午後 3 時 どなたでも 

かこさんを楽しもう！ 第四日曜日  午後2時から午後2時30分 どなたでも 

自然と遊ぼう！※2 第五土曜日 午前 2 時から午後 3 時 30 分 4歳から小学校低学年 

★越前市 かこさとし ふるさと絵本館「石石（らく）」   高瀬一丁目14-7 電話 21-2019 

絵本や紙芝居が読める「えほんのへや」、複製原画などが見られる「もとのえをみるへや」、絵本のキャラクターに
変身できる「あそびのへや」があります。また、絵本の読み聞かせや工作などのイベントを開催しています。 
※令和4年4月1日現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変身グッズ利用は中止しています。 
開館時間：午前10時から午後6時まで 
休 館 日：毎週火曜日、国民の祝日の翌平日、年末年始（１２月２８日から１月４日まで）展示替えのため臨時休館あり

※1 4月、1月、2月を除く。 
※2 4月、7月、10月、令和5年1月に開催します。（令和５年１月は、第4土曜日） 

★～いっしょにあそぼう～かみなりちゃんのおうち     高瀬二丁目7-24（中央図書館東隣）

子どもたちに木のおもちゃに触れ、ぬくもりを感じながら好奇心や想像力をはぐくむような木育環境を提供する
施設です。施設内には、木のおもちゃが置いてあり、自由に遊べます。 
開館時間：午前９時３０分から午後５時３０分  休館日：年末年始（１２月２８日から１月４日） 
 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時間が変更になる場合があります。    

●周辺施設

詳しくはこちらをご覧ください。 
「あそびの絵本」
www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/kouen/tyuuoukouenn_d/fil/zen
ntaiban.pdf 
https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/tyuuoukouenn_d/fil/hei
menzu.pdf 
武生中央公園 だるまちゃん広場

絵本館 

ホーム 

ページは 

こちらから！
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家族で武生中央公園へ行こう！ 



★１０１ちゃんのおへやでは、 

NPO法人子どもセンターピノキオが、地域子育て支援

センター事業（Ｐ２０）及び利用者支援事業を実施し

ています。 

子どもや子育てに関することについて、お気軽に相談

ください。 

☆問い合わせTEL：0778-23-８211 

☆相談専用TEL： 090-9761-9436   

＝親子の触れ合いと子どもたちの自立をはぐくむ室内の遊び場＝ 

てんぐちゃん広場HP インスタグラム

〇住 所：越前市府中一丁目１１－２ 
（市民プラザたけふ３階） 

〇開館時間：午前９時３０分から午後５時３０分   
〇休館日：年末年始（１２月２８日から１月3日） 
〇利用に関する問い合わせ       詳しくは
TE L080-3740-1095       こちらをどうぞ 

おおむね１２歳までの親子が対象の広場です。遊びや

年齢で３つのゾーンにわかれていて、かこさとし氏の

絵本から名前がついています。 

2７

どんどこどんのおへや 

からだをつかってあそぶゾーン 

（３～１２歳） 

１０１ちゃんのおへや 

てやあたまをつかってあそぶ 

ゾーン（３～６歳） 

さあちゃん、ゆうちゃんのおへや 

ねころびゾーン（０～２歳） 



利用カードは０歳からつくることができます。

図書館 

開館時間表 

 月 火 水 木 金 土 日 

中央 
図書館 

開館 
休館※1 

午前9時30分 

閉館 午後6時 午後7時※2 午後6時 

今立 
図書館 

開館 
休館 

午前9時30分 

閉館 午後6時 午後7時 午後6時 

※1 月曜日が休日の場合は開館します。 
※2 休日は午後６時 

●開館時間

越前市中央図書館                      高瀬二丁目7-24（22-0354）

開館時間 
火・土・日・休日：午前９時３０分から午後６時まで 
水・木・金   ：午前９時３０分から午後７時まで 

休館 

月曜日（休日を除く） 
館内整理日（毎月第１木曜日・休日を除く） 
年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで） 
特別整理休館日 

越前市今立図書館                      定友町 21-3-1（43-0229）

開館時間 
午前９時３０分から午後６時まで 
金曜日のみ：午前９時３０分から午後７時まで 

休館 

休日 
月曜日 
館内整理日（毎週第4木曜日） 
年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで） 
特別整理休館日 

2８ 

名称 
利用できる 
図書等 

こども向け定例行事 

中央図書館 1人 15冊まで 
利用できます。 

絵本 
児童書 
育児書 
雑誌 
音楽CD 
アニメ等の
DVD 
紙芝居 
他 

たのしいかみしばい（紙芝居） 
毎月第1土曜日の午前10時30分から 

おはなしの会（絵本の読み聞かせ、手遊びなど） 
毎月第2・4土曜日の午前10時30分から 

きっず・らんど（工作遊び） 
毎月第3土曜日の午前10時30分から 

季節のおはなしあのね 
毎月第5土曜日の午前10時30分から 

今立図書館 

昔あそびと紙芝居（伝承遊びや工作など） 
 毎月第1土曜日の午後2時から 

おはなしおたのしみ会（絵本の読み聞かせや紙芝居、工作） 
 毎月第2土曜日の午後2時から 

子ども映画会と季節のおりがみ 
 毎月第3土曜日の午後2時から 

こどもランド（絵本の読み聞かせや工作） 
 毎月第4土曜日の午後2時から 

●利用できる図書等・行事案内

※新型コロナウイルスの感染状況により、行事時間等が変更になる場合があります。 


