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 国指定文化財等データベース（文化庁ホームページ） 

 福井の文化財（福井県ホームページ） 

 環境省報道発表資料環境省レッドリスト 2019 の公表について（環境省ホームページ） 

 改訂版福井県の絶滅のおそれのある野生動植物（福井県安全環境部自然環境課、平成

28 年） 

 河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト（河川環境データベース

国土交通省、平成 30 年） 

 日本鳥類目録改訂第 7 版（日本鳥学会、平成 24 年） 

 福井県のすぐれた自然データベース（福井県みどりのデータバンクホームページ） 

 自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万）第 6-7 回（1999～2012/2013～）1/25,000 植生図

「鮎川」、「越前蒲生」、「越前森田」、「福井」（環境省ホームページ） 



 猛禽類保護の進め方（改訂版）（環境省、平成 24 年） 

 第 2 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書（環境庁、昭和 53 年） 

 第 3 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書（環境庁、昭和 63 年） 

 第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書（環境庁、平成 12 年） 

 植物群落レッドデータ・ブック（NACS－J,WWFJapan、平成 8 年） 

 国土数値情報（自然公園地域データ・森林地域データ・鳥獣保護区データ）（国土交通省国

土政策局国土情報課ホームページ） 

 都市計画課（福井県ホームページ） 

 くらし・手続き・税環境（坂井市役所ホームページ） 

 福井市民の誇り百選（福井市観光開発室ホームページ） 

 ふくいドットコム（公益社団法人福井県観光連盟ホームページ） 

 ふくい city ナビ（福井観光コンベーションビューローホームページ） 

 えちぜん観光ナビ（一般社団法人越前町観光連盟ホームページ） 

 第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図（環境庁、平成元年） 

 自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編

～」（環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年） 

 観光・イベント（福井市ホームページ） 

 くらし・環境、観光・文化（福井県ホームページ） 

 福井フィルムコミッション（福井市商工労働部ホームページ） 

 NATS 自然大好きクラブ（環境省自然環境局ホームページ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


