
各施設の運営状況
※マスクの脱着は、国・県の考え方に基づき、屋内・屋外問わず、個人の判断で構いません。
※ただし、感染対策上や事業上の理由により、施設からマスク着用を求められた場合にはご協
力をお願いします。

施設名 利用制限等 所管課・問合先等

庁舎屋上庭園
＊開放時間 平日8：30～17：15（悪天候時は閉鎖）
＊出入口は、５階教育委員会執務室の東側、南側出入口の２箇所

財産管理課
電話：２２－３2３４

庁舎5階展望ラウンジ
＊開放時間は通常通り

平日8：30～18：00 土曜9：00～18：00          日・祝日9：00～17：00
＊３密防止のため椅子の数を少なくしています。

財産管理課
電話：２２－３2３４

庁舎1階カフェ　ピースカフェ・
カーナ

＊営業時間 平日10：00～17：00
＊カフェスペース区域のテーブルは、最低１ｍの間隔を空けて配置する。
＊カフェスペースでの飲食は、長時間の滞在や多人数での利用を避ける。

財産管理課
電話：２２－３2３４

ぴーぷるファン
電話：２３－１４３９

市民プラザたけふ（市民交流セン
ター）

開館時間 8：30～22：00
＊貸館の際の利用人数制限を解除
＊コワーキングスペースは消毒・名簿作成等の条件有
＊飲食可（マスク着用推奨）
＊カラオケ、合唱、民謡、詩吟などの利用可
【継続】検温、手指消毒、利用者情報の確認、机等の消毒、１時間に１回程度の換気

市民協働課
電話：２２－３２９３

福祉健康センター

通常通り開館 8：30～21：00
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする。
　ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
＊飲食可（飲酒は不可）
【継続】検温、手指消毒、利用者情報の確認、机等の消毒、１時間に１回程度の換気

健康増進課
電話：２４－２２２１

保育園・認定こども園

通常通り開所
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする（園児へのマスク着用を求め
ない。マスク着用は個人判断）
ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
【継続】検温、手指消毒、机等の消毒、１時間に１回程度の換気

こども家庭課
電話：２２－３００６
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等

放課後児童クラブ

通常通り開所
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする（マスク着用は個人判断）
ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
【継続】検温、手指消毒、机等の消毒、１時間に１回程度の換気

各児童クラブ実施施設

児童発達支援センター　なないろ

通常通り開所
＊換気や手洗い、距離の確保、健康観察等の基本的な感染対策は引き続き励行。感染状況によ
り休止を検討。
＊マスク着用については、国の考え方（障がい福祉サービス事業所等の取り扱い）に基づき、
職員は着用し、利用者（大人）には、着用を推奨する。

こども家庭課　子ども・子育て総合
相談室
電話：２２－３６２８

児童館・児童センター

通常通り開所
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする（マスク着用は個人判断）
ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
【継続】検温、手指消毒、机等の消毒、１時間に１回程度の換気
＊貸館については、従前から登録してある団体に限る

各児童館・児童センター

てんぐちゃん広場

開館時間 9：30～17：30
    利用人数(定員まで）どんどこどんのおへや　　72人
　　　　　　　　101ちゃんのおへや・さあちゃん、ゆうちゃんのおへや　72人
◆消毒タイム
・12：00～13：00

＊午前と午後、続けての利用可
＊ドアを開放(柵設置)、換気扇常時稼働
＊検温・体調確認実施（職員も）来所時に手洗い又は手指消毒。
＊連絡先登録(緩和していく方向）
＊食事は禁止（水分補給は可）
＊イベントの予約は基本なし（人数制限もなし）
＊家族集団ごとに間隔を開けて遊べるような環境づくり（密集密接防止）

NPO法人子どもセンターピノキオ
電話：23-8211
　　　090-9761-9436

たけのこくらぶ
電話：080-3740-1095

こども家庭課
子ども・子育て総合相談室
電話：22-3628
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等

子育て支援センター（５か所）
・ピノキオ
・フォルマシオーン
・いまだて
・一陽
・ハーツきっずたけふ

＊利用人数制限あり
　ピノキオ72人、フォルマシオーン５組(2時間まで)、
　いまだて７組、一陽10人、ハーツきっず7組
＊イベント制限あり
　イベントの内容によって、予約制や少人数、時短等で実施
＊消毒(閉鎖)・換気タイムあり
＊検温、体調チェック、大人は原則マスク着用、連絡先登録、食事禁止、来所時の手洗い・消
毒を依頼
＊同居家族含め県外往来歴のある方は、利用を控えていただく場合あり
　（フォルマシオーンは2週間、いまだては1週間、一陽は3日）
＊兄弟などの同居家族で休校・休園措置が取られている場合、利用を控えていただく
＊市がまん延防止等重点措置の対象区域に指定された場合、子どもへの感染状況が極めて悪化
した場合には休館。

こども家庭課子ども・子育て総合相
談室　☎22-3628・
ピノキオ　☎23-8211・
フォルマシオーン　☎23-6318・
いまだて　☎42-2511・
一陽　☎090-3764-0862・
ハーツきっずたけふ　☎0120-54-
3415

湯楽里
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする。
　ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
＊検温、手指消毒、換気等の継続を要請

社会福祉課
電話：２２－１０２０

コミュニティセンター柳荘

通常通り開館
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする。
　ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
【継続】検温、手指消毒、机等の消毒、１時間に１回程度の換気

社会福祉課
電話：２２－１０２０

社会福祉センター

通常通り開館
＊マスク着用については、国・県の考え方に基づいた対応とする。
　ただし、感染症の状況により協力を求める場合がある。
【継続】検温、手指消毒、机等の消毒、１時間に１回程度の換気

社会福祉課
電話：２２－１０２０

式部ふれあい館

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊利用人数制限解除
＊飲食可（マスク会食推奨）
＊体育館部分においては「屋内スポーツ施設」の運用に準じる

産業政策課
電話：２２－３０４７
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等

労働福祉会館

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊利用人数制限解除
＊飲食可（マスク会食推奨）

産業政策課
電話：２２－３０４７

国高労働福祉センター、ふれあいセ
ンター

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊利用人数制限解除
＊飲食可（マスク会食推奨）

産業政策課
電話：２２－３０４７

広瀬勤労者研修センター

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊利用人数制限解除
＊飲食可（マスク会食推奨）

産業政策課
電話：２２－３０４７

池ノ上勤労者スポーツセンター
通常通り開館
＊中央競技団体の感染拡大防止ガイドラインに基づいて利用すること

産業政策課
電話：２２－３０４７

刃物の里 ＊通常どおり開館 産業政策課
電話：２２－３０４７

紙の文化博物館 ＊通常どおり開館 産業政策課
電話：２２－３０４７

卯立の工芸館 ＊通常どおり開館 産業政策課
電話：２２－３０４７

パピルス館 ＊通常どおり開館 産業政策課
電話：２２－３０４７

万葉菊花園 ＊通常どおり開館 観光誘客課（万葉菊花園）
電話：２７－７８００

万葉館 ＊通常どおり開館 観光誘客課（万葉館）
電話：２７－２２０４
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等

紫ゆかりの館 ＊通常どおり開館 観光誘客課
電話：２２－３００７

観光・匠の技案内所
＊通常どおり開館 観光誘客課（観光・匠の技案内所）

電話：２３－８９００

「ちひろの生まれた家」記念館
＊通常どおり開館 観光誘客課（越前市観光協会）

電話：２３－８９００

もやいの郷

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊飲食可（マスク会食推奨）

農政課（もやいの郷農楽園）
電話：４２－３８３８

家久農村婦人の家

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊飲食可（マスク会食推奨）

農政課
電話：２４－５２４０

エコビレッジ交流センター

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊マスク着用（推奨）、手指消毒、検温実施
＊飲食可（マスク会食推奨）

環境政策課（エコビレッジ交流セン
ター）
電話：２８－１１２３

しらやまいこい館（コウノトリＰＲ
館）

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊飲食不可（マイボトルでの水分補給を除く）

農政課（コウノトリＰＲ館）
電話：２８－１４００

しらやまいこい館（多目的ホール）

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊飲食可（マスク会食推奨）

農林整備課
電話：２２－３００８
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等

月尾サブセンター

通常通り開館
＊講座・イベント開催可
＊手指消毒、検温実施
＊飲食可（マスク会食推奨）

農林整備課
電話：２２－３００８

金華山グリーンランド

4月1日～
＊3密防止・飛沫防止・消毒など安全対策を行う。
【コテージ、バンガロー、キャンプ場】
＊マスク会食(推奨）
＊手指消毒、換気などの感染対策の注意喚起
【バーベキュー場】
＊マスク会食(推奨)
＊手指消毒、換気等感染症対策の注意喚起

農林整備課（金華山グリーンラン
ド）
電話：２８－１１４９

八ツ杉森林学習センター

4月1日～
＊3密防止・飛沫防止・消毒など安全対策を行う。
【バンガロー、キャンプ場】
＊マスク会食(推奨）
＊手指消毒、換気などの感染対策の注意喚起
【バーベキュー場】
＊マスク会食(推奨）
＊手指消毒、換気等感染症対策の注意喚起

農林整備課（八ツ杉森林学習セン
ター）
電話：４３－３８００

月尾山村広場
＊大会の実施にあたっては、中央競技団体の感染拡大防止ガイドラインに基づくこと 農林整備課

電話：２２－３００８
武生中央公園
遊具施設（屋外）

ふわふわ雲
＊定期的な巡回監視

観光誘客課
電話：２２－３００７

武生中央公園
かみなりちゃんのおうち（屋内）

＊開館時間 10：00～17：00
＊同時利用は12組まで（４㎡/人）
＊ボールプール、おもちゃ玩具の一部（子どもが口に入れそうなおもちゃ玩具）は撤去
＊管理人は配置せず、入口に利用上の注意看板を設置
＊入口に消毒液を設置、窓を開け換気を実施
＊定期的に巡回し、人がよく触れる箇所のアルコール消毒を実施

観光誘客課
電話：２２－３００７
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等
武生中央公園
まさかりどんの館

＊入口に検温計・消毒液を設置
＊定期的な巡回監視

観光誘客課
電話：２２－３００７

日野川河川緑地ＢＢＱ施設
＊マスク会食(推奨)
＊手指消毒など感染症対策の注意喚起

観光誘客課
電話：２２－３００７

都市公園（６公園のみ）
（丹南総合公園、武生東運動公園、
白崎公園、瓜生水と緑公園、村国公
園、枚井手公園）

〇通常どおり開園
＊体調が悪いときは、公園利用を控える。

都市計画課
電話：２２－３０１２

生涯学習センター

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。
＊マスク着用は、個人の判断。
　但し、調理時や飲食時はマスク着用を推奨。

生涯学習センター
電話：２２－３００５

地区公民館

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。
＊マスク着用は、個人の判断。
　但し、調理時や飲食時はマスク着用を推奨。
＊新型コロナウイルスによる学級閉鎖を実施中の小中学校校区内の地区公民館は、中学生以下
の使用不可。
＊スポーツルームは、屋内スポーツ施設の利用規定に準じる（身近な体育館と同様）

生涯学習課
電話：２２－３９７７

武生公会堂記念館
通常どおり開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等、基本的感染対策の励行

文化課
電話：２２－７４５９

ふるさとギャラリー叔羅
通常どおり開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等、基本的感染対策の励行

ふるさとギャラリー叔羅
電話：２３－５８１１

文化センター
通常どおり開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等、基本的感染対策の励行

文化センター
電話：２３－５０５７

いまだて芸術館
通常どおり開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等、基本的感染対策の励行

いまだて芸術館
電話：４２－２７００

7



施設名 利用制限等 所管課・問合先等

図書館

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等、基本的感染対策の励行
＊エントランスの飲食コーナー黙食の解除

中央図書館
電話：２２－０３５４

今立図書館
電話：４３－０２２９

かこさとし　ふるさと絵本館
「石石」（らく）

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等、基本的感染対策の励行

かこさとし　ふるさと絵本館「石
石」(らく)
電話：２１－２０１９

越前市アイシンスポーツアリーナ
（武生中央公園総合体育館）

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。

スポーツ課
電話：２２－７４６３

市スポーツ協会
電話２２－６３９５

パーキー　　ハウス
ＰＥＲＫＹ　ＨＯＵＳＥ
（武生中央公園温水プール）

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。

スポーツ課
電話：２２－７４６３

温水プール
電話：４２－５０１５

屋内スポーツ施設
（越前市アイシンスポーツアリーナ、ＰＥ
ＲＫＹ　ＨＯＵＳＥ除く）
※身近な体育館と地区公民館のス
ポーツルームも同様

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。 スポーツ課

電話：２２－７４６３
※各スポーツ施設
「越前市内のスポーツ施設」で検索

屋外スポーツ施設
（武生中央公園水泳場除く）

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。

スポーツ課
電話：２２－７４６３

※各スポーツ施設
「越前市内のスポーツ施設」で検索
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施設名 利用制限等 所管課・問合先等

みどりと自然の村

通常通り開館
＊3密防止・飛沫防止・消毒など安全対策を行う。
【キャンプ場】
＊マスク会食(推奨）
＊手指消毒、換気等感染対策の注意喚起
【バーベキュー場】
＊マスク会食(推奨)
＊手指消毒、換気等感染症対策の注意喚起

スポーツ課（市みどりと自然の村）
電話：２８－１１１９

※営業時間：午前９時～午後６時
　休館日　：月曜日

丹南総合公園
体育館、野球場、多目的グラウン
ド、全天候型球技場

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。

スポーツ課
電話：２２－７４６３

丹南総合公園管理事務所
電話：４２－６７８０

小中学校・体育館・グラウンド
（学校体育施設開放事業）

通常通り開館
＊換気、手指消毒、距離の確保等基本的感染対策の励行。

スポーツ課
電話：２２－７４６３

あいぱーく今立

通常通り開館
〈利用制限〉
＊換気・飛沫防止・消毒等安全対策を実施
＊マスク着用は、個人の判断。
　但し、調理時や飲食時はマスク着用を推奨。

地域振興課
電話：４３－７８１１
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