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部局名 資料数

都市戦略部 64

総務部 167

財政部 158

市民生活部 59

福祉部 23

保健衛生部 15

商工労働部 310

農林水産部 16

建設部 75

工事・会計管理部 5

消防局 2

企業局 28

議会事務局 36

教育委員会事務局 96

監査事務局 24

選挙管理委員会事務局 14

農業委員会事務局 1

計 1,093

行政資料作成等状況



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 行政資料目録の見方 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１ 行政資料名 

定期的に発行されている広報紙類は、号数、回数等を省いて記載しています。 

 

２ 作成課室 

福井市が作成した行政資料については、作成した課(室)又は部局を記載しています。 

福井市が取得した行政資料については、取得した課(室)又は部局を記載しています。 

なお、調査時点において、作成した課又は取得した課が組織の統廃合により存在しない

場合は、当該事業を引き継いだ課等を記載しています。 

 

３ 発行年月日 

発行年月日が詳細不明の場合は、発行年又は発行年月のみを記載しています。 

定期的に発行されるチラシ類については、最近の発行年月日を記載しています。 

図面等は「－」と記載しています。 

 

４ 発行状況 

定期（年刊、月刊、季刊、５年１回刊等）又は不定期で記載しています。 

  図面等は「－」と表示しています。 

 

５ 規格 

Ａ判又はＢ判以外のものは、最も近い規格で記載しています。 

大判を折ったものは、折った後の大きさの規格で記載しています。 

  図面等は「－」で表示しています。 

 

６ ページ数 

チラシ、パンフレット、・ポスター、定期的に発行される広報紙等は、「チラシ類」と記

載しています。 

また、随時ページが追加又は削除されるもの、電磁的記録又はカード式の形態のもの等

でページ数を示せないものについては、「－」と記載しています。 

 

７ 情報公開窓口配架の有無 

情報公開窓口（市民サービス推進課）に配架している行政資料は、「配架中」と記載して

います。 

また、作成した課(室)又は取得した課(室)で保管している場合は、「作成課で保管」又は

「取得課で保管」と記載しています。 

 

８ ホームページ掲載の有無 

令和５年１月１日現在における福井市のホームページ掲載の有無を記載しています。ま

た、行政資料の概要又は一部を掲載している場合は、「一部有」と記載しています。 

 

９ 備考 

福井市が取得した行政資料については、作成者又は発行者を記載しています。 

その他、販売等についての情報を記載しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（都市戦略部）

都市戦略部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

第２期福井市中心市街地活性化基本計画 都市整備課 H30.3 不定期刊 Ａ４ 171 配架中 有 H30.3第5回変更

第２期福井市中心市街地活性化基本計画(概要版） 都市整備課 H25.4 不定期刊 Ａ４ 6 配架中 有

福井市景観基本計画 都市整備課 H19.5 不定期刊 Ａ４ 160 配架中 有

福井市景観基本計画（概要版） 都市整備課 H19.5 不定期刊 Ａ４ 12 配架中 有

福井市景観計画 都市整備課 H31.1 不定期刊 Ａ４ 103 配架中 有 H31.1第5回変更

福井市景観計画概要版（福井市景観計画区域） 都市整備課 H20 不定期刊 Ａ４ 16 配架中 有

福井市景観計画概要版
（都心部ゾーン、中央１丁目ゾーン、浜町通り界隈ゾーン）

都市整備課 Ｈ21.4 不定期刊 Ａ４ 18 配架中 有 H25修正

福井市景観計画概要版（養浩館庭園周辺ゾーン） 都市整備課 H26.3 不定期刊 A4 16 配架中 有 H26.3.31指定告示

福井市景観計画概要版（福井城址公園ゾーン） 都市整備課 H28.3 不定期刊 A4 14 配架中 有

福井市景観計画概要版（福井城址周辺ゾーン） 都市整備課 H31.3 不定期刊 Ａ４ 16 配架中 有

福井市景観計画概要版〈一乗谷地区特定景観計画区域〉 都市整備課 H23 不定期刊 Ａ４ 12 配架中 有

福井市景観賞２０１４表彰作品 都市整備課 H26 不定期刊 Ａ３ チラシ類 配架中 有

福井市景観賞２０１５表彰作品 都市整備課 H27 不定期刊 Ａ３ チラシ類 配架中 有

福井市景観賞２０１６表彰作品 都市整備課 H28 不定期刊 Ａ３ チラシ類 配架中 有

足羽山・足羽川周辺空間再形成基本構想 都市整備課 H26.3 不定期刑 Ａ４ 19 配架中 有

県都デザイン戦略 都市整備課 H25.3 不定期刊 Ａ４ 46 配架中 有

県都デザイン戦略（概要版） 都市整備課 H25.3 不定期刊 Ａ４ 10 配架中 有

福井駅・城址周辺地区まちづくりガイドライン 都市整備課 H28.4 不定期刊 A4 59 配架中 有

足羽山魅力向上計画 都市整備課 H29.4 不定期刊 A4 21 配架中 有

福井駅・城址周辺地区市街地総合再生計画 都市整備課 H30.1 不定期刊 A4 41 配架中 有

第2次福井市都市交通戦略 福井駅周辺地区交通戦略 都市整備課 R3.12 不定期刊 A4 79 配架中 有

第2次福井市都市交通戦略 福井駅周辺地区交通戦略（概要版） 都市整備課 R3.12 不定期刊 A4 6 配架中 有

【改訂】福井市都市計画マスタープラン 都市計画課 H22.3 不定期刊 Ａ４ 配架中 有

　　　全体構想 68

　　　分野別構想 46

　　　地域別構想 55
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（都市戦略部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

【改訂】福井市都市計画マスタープラン(概要版） 都市計画課 H22.3 不定期刊 Ａ４ 20 配架中 有

福井市立地適正化計画 都市計画課 H31.3 不定期刊 A4 59 配架中 有

福井市立地適正化計画（概要版） 都市計画課 H31.3 不定期刊 A4 7 配架中 有

福井市身近なまちづくり推進条例 都市計画課 H19.4 不定期刊 Ａ４ 10 配架中 有

都市計画の図書 都市計画課 － － － － 作成課で
保管 無

福井市の用途地域の考え方 都市計画課 H23.10 不定期刊 Ａ４ 24 配架中 有

新幹線ルート線路平面図 新幹線整備課 － － － －
作成課で

保管 無

第２次　福井市都市交通戦略 地域交通課 R3.3 不定期刊 Ａ４ 102 配架中 有

福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画 地域交通課 H30.3 不定期刊 Ａ４ 63 配架中 有

えちぜん鉄道交通圏地域公共交通計画 地域交通課 R4.3 不定期刊 A4 71 配架中 有

福井市自転車利用環境整備計画（改定版） 自転車利用
推進課 H27.3 不定期刊 A4 66 配架中 有

自転車利用メリットチラシ 自転車利用
推進課 H29.11 不定期刊 A4 チラシ類 配架中 有

まちなかレンタサイクル「ふくチャリ」リーフレット
自転車利用

推進課 R4.4.1 不定期刊 B4 チラシ類 配架中 有 発行元：福井市まちなかレンタサイ
クル運営協議会

第１１次福井市交通安全計画 自転車利用
推進課 R3.4 ５年１回刊 Ａ４ 34 配架中 有

福井市地域情報化計画書 情報統計課 H5.3.1 不定期刊 Ａ４ 255 配架中 無

福井市情報化アクションプラン 情報統計課 H14.3.1 ５年１回刊 Ａ４ 125 配架中 無

第３次福井市地域情報化計画 情報統計課 H19.3 不定期刊 Ａ４ 41 配架中 無

福井市情報化ビジョン（平成２４年度～平成２６年度） 情報統計課 H24.4 年刊 Ａ４ 50 配架中 有

福井市情報化ビジョン（平成24年度～平成26
年度）平成25年度版

情報統計課 H25.5 年刊 Ａ４ 50 配架中 有

福井市情報化ビジョン（平成24年度～平成26
年度）平成26年度版

情報統計課 H26.6 年刊 Ａ４ 50 配架中 有

第二次福井市情報化ビジョン（平成27年度～
平成29年度）

情報統計課 H27.1 年刊 Ａ４ 54 配架中 有

第二次福井市情報化ビジョン（平成27年度～
平成29年度）平成28年度版

情報統計課 H28.7 年刊 Ａ４ 54 配架中 有

第二次福井市情報化ビジョン（平成27年度～
平成29年度）平成29年度版

情報統計課 H29.8 年刊 Ａ４ 54 配架中 有

福井市DX推進計画（令和４年度～令和８年
度）

情報統計課 R4.3 年刊 Ａ４ 26 配架中 有

福井市DX推進計画　概要版（令和４年度～令
和８年度）

情報統計課 R4.3 年刊 Ａ４ 1 配架中 有

福井市ＤＸ推進計画実施計画（アクションプラ
ン）

情報統計課 R4.3 年刊 Ａ４ 46 配架中 有

福井市ＤＸ推進計画実施計画（アクションプラ
ン）概要版

情報統計課 R4.3 年刊 Ａ４ 4 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（都市戦略部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市ＩＣＴ利活用推進計画（平成30年度～平
成33年度）

情報統計課 H30.4 年刊 Ａ４ 17 配架中 有

平成２３年度版　福井市統計書 情報統計課 H24.3 年刊 Ａ４ 300 配架中 有

平成２４年度版　福井市統計書 情報統計課 H25.3 年刊 Ａ４ 299 配架中 有

平成２５年度版　福井市統計書 情報統計課 H26.3 年刊 Ａ４ 300 配架中 有

平成２６年度版　福井市統計書 情報統計課 H27.3 年刊 Ａ４ 301 配架中 有

平成２７年度版　福井市統計書 情報統計課 H28.3 年刊 Ａ４ 304 配架中 有

平成２８年度版　福井市統計書 情報統計課 H29.3 年刊 Ａ４ 311 配架中 有

平成２９年度版　福井市統計書 情報統計課 H30.3 年刊 Ａ４ 311 配架中 有

平成３０年度版　福井市統計書 情報統計課 H31.3 年刊 Ａ４ 313 配架中 有

令和元年度版　福井市統計書 情報統計課 R2.3 年刊 Ａ４ 312 配架中 有

令和２年度版　福井市統計書 情報統計課 R3.3 年刊 Ａ４ 313 配架中 有

令和３年度版　福井市統計書 情報統計課 R4.3 年刊 Ａ４ 311 配架中 有

人口統計表 情報統計課 ― 月刊 電子データ ― 作成課で
保管 有

航空写真（平成１５年～） 情報統計課 － 不定期刊 － － 作成課で
保管 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（総務部）

総　務　部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数
情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市人材育成基本方針（平成31年4月版） 職員課 H31.4 不定期刊 ― ― ― 有
ホームページ掲
載のみ

福井市職員録 職員課 R4.5 年刊 A４ 219 配架中 無

福井市情報公開制度の手引 文書法制課 H28.4 不定期刊 Ａ４ 140 作成課で
保管 無

福井市個人情報保護制度の手引 文書法制課 H23.2 不定期刊 Ａ４ 233
作成課で

保管 無

文書事務の手引 文書法制課 H27.5 不定期刊 Ａ４ 156 作成課で
保管 無

情報目録 文書法制課 H9.7.1 年刊 Ａ４ －
作成課で

保管 無

平成２９年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 H29.2.21 年刊 Ａ４ 156 配架中 無

平成２９年５月　福井市議会臨時会議案（５月） 文書法制課 H29.5.16 年刊 Ａ４ 36 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（６月） 文書法制課 H29.6.5 年刊 Ａ４ 54 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（６月）その２ 文書法制課 H29.6.5 年刊 Ａ４ 31 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（９月） 文書法制課 H29.9.4 年刊 Ａ４ 63 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（１２月） 文書法制課 H29.11.27 年刊 Ａ４ 89 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（１２月）その２ 文書法制課 H29.11.27 年刊 Ａ４ 65 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（１２月）その３ 文書法制課 H29.12.19 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

平成２９年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 H30.2.19 年刊 Ａ４ 36 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 H30.2.19 年刊 Ａ４ 176 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 H30.2.19 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

平成３０年５月　福井市議会臨時会議案（５月） 文書法制課 H30.5.15 不定期刊 Ａ４ 46 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（６月） 文書法制課 H30.6.4 年刊 Ａ４ 66 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（６月）その２ 文書法制課 H30.6.4 年刊 Ａ４ 49 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（６月）その３ 文書法制課 H30.6.13 年刊 Ａ４ 57 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（６月）その４ 文書法制課 H30.6.26 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（９月） 文書法制課 H30.8.27 年刊 Ａ４ 79 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（９月）その２ 文書法制課 H30.8.27 年刊 Ａ４ 10 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（９月）その３ 文書法制課 H30.9.19 年刊 Ａ４ 12 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（１２月） 文書法制課 H30.11.27 年刊 Ａ４ 26 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（総務部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数
情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成３０年度　福井市議会議案（中核市移行関係１／２） 文書法制課 H30.11.27 年刊 Ａ４ 484 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（中核市移行関係２／２） 文書法制課 H30.11.27 年刊 Ａ４ 463 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（１２月）その２ 文書法制課 H30.11.27 年刊 Ａ４ 64 配架中 無

平成３０年度　福井市議会議案（１２月）その３ 文書法制課 H30.12.18 年間 Ａ４ 3 配架中 無

平成３１年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 H31.2.18 年刊 Ａ４ 301 配架中 無

平成３１年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 H31.2.18 年間 Ａ４ 6 配架中 無

令和元年５月　福井市議会臨時議会議案（５月） 文書法制課 R1.5.28 不定期刊 Ａ４ 18 配架中 無

令和元年度　福井市議会議案（９月） 文書法制課 R1.9.2 年刊 Ａ４ 104 配架中 無

令和元年度　福井市議会議案（９月）その２ 文書法制課 R1.9.26 年刊 A4 10 配架中 無

令和元年度　福井市議会議案（１２月） 文書法制課 R1.10.25 年刊 A4 73 配架中 無

令和元年１２月　福井市議会臨時会議案 文書法制課 R1.12.25 不定期刊 A4 86 配架中 無

令和元年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 R2.2.21 年刊 A4 52 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 R2.2.21 年刊 A4 137 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 R2.3.24 年刊 A4 5 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（６月） 文書法制課 R2.6.1 年刊 Ａ４ 99 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（６月）その２ 文書法制課 R2.6.1 年刊 Ａ４ 31 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（６月）その３ 文書法制課 R2.6.1 年刊 Ａ４ 5 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（９月） 文書法制課 R2.8.31 年刊 Ａ４ 120 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（９月）その２ 文書法制課 R2.9.7 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（９月）その３ 文書法制課 R2.9.24 年刊 Ａ４ 12 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（１２月） 文書法制課 R2.11.30 年刊 Ａ４ 72 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（１２月）その２ 文書法制課 R2.11.30 年刊 Ａ４ 51 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（１２月）その３ 文書法制課 R2.11.30 年刊 Ａ４ 5 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（１２月）その４ 文書法制課 R2.12.17 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 R3.2.19 年刊 A4 68 配架中 無

令和２年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 R3.3.23 年刊 A4 1 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 R3.2.19 年刊 A4 251 配架中 無
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令和３年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 R3.2.19 年刊 A5 3 配架中 無

令和３年５月　福井市議会臨時会議案 文書法制課 R3.5.20 不定期刊 A4 43 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（６月） 文書法制課 R3.6.7 年刊 A4 73 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（６月）その２ 文書法制課 R3.6.14 年刊 A4 4 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（９月） 文書法制課 R3.8.30 年刊 Ａ４ 98 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（９月）その２ 文書法制課 R3.8.30 年刊 Ａ４ 18 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（９月）その３ 文書法制課 R3.9.22 年刊 Ａ４ 11 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（１２月） 文書法制課 R3.11.29 年刊 Ａ４ 72 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（１２月）その２ 文書法制課 R3.11.29 年刊 Ａ４ 47 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（１２月）その３ 文書法制課 R3.11.29 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（１２月）その４ 文書法制課 R3.11.29 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（１２月）その５ 文書法制課 R3.12.16 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 R4.2.18 年刊 Ａ４ 54 配架中 無

令和３年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 R4.2.18 年刊 Ａ４ 3 配架中 無

令和４年度　福井市議会議案（３月） 文書法制課 R4.2.18 年刊 Ａ４ 95 配架中 無

令和４年度　福井市議会議案（３月）その２ 文書法制課 R4.2.18 年刊 Ａ４ 1 配架中 無

令和４年度５月　福井市議会臨時会議案（５月） 文書法制課 R4.5.17 年刊 Ａ４ 54 配架中 無

令和４年度５月　福井市議会臨時会議案５月（その２） 文書法制課 R4.5.17 年刊 Ａ４ 10 配架中 無

令和４年度　福井市議会議案（６月） 文書法制課 R4.6.6 年刊 Ａ４ 77 配架中 無

令和４年度　福井市議会案（９月） 文書法制課 R4.8.29 年刊 Ａ4 134 配架中 無

令和４年度　福井市議会案９月（その２） 文書法制課 R4.9.5 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和４年度　福井市議会案９月（その３） 文書法制課 R4.9.7 年刊 Ａ4 3 配架中 無

令和４年度　福井市議会案９月（その４） 文書法制課 R4.9.21 年刊 Ａ4 10 配架中 無

令和４年度　福井市議会議案 文書法制課 R4.11.28 年刊 Ａ4 114 配架中 無

令和４年度　福井市議会議案（その２） 文書法制課 R4.12.7 年刊 Ａ4 5 配架中 無

令和４年度　福井市議会議案（その３） 文書法制課 R4.12.15 年刊 Ａ4 3 配架中 無

行幸啓誌 (文書法制課) H31.3 不定期刊 ― 84 配架中 無 福井県作成

福井市史　通史編１　古代・中世 文書法制課分室 H9.3.31 不定期刊 Ａ５ 880 配架中 無
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福井市史　通史編２　近世 文書法制課分室 H20.6.30 不定期刊 Ａ５ 941 配架中 無

福井市史　通史編３　近現代 文書法制課分室 H16.3.31 不定期刊 Ａ５ 950 配架中 無

福井市史　資料編１　考古 文書法制課分室 H2.3.30 不定期刊 Ａ５ 943 配架中 無

福井市史　資料編１　考古補遺 文書法制課分室 H8.3.30 不定期刊 Ａ５ 21 配架中 無

福井市史　資料編２　古代・中世 文書法制課分室 H1.3.30 不定期刊 Ａ５ 1029 配架中 無

福井市史　資料編３　近世１ 文書法制課分室 S61.3.25 不定期刊 Ａ５ 449 配架中 無

福井市史　資料編４　近世２ 文書法制課分室 S63.3.20 不定期刊 Ａ５ 978 配架中 無

福井市史　資料編５　近世３ 文書法制課分室 H2.3.20 不定期刊 Ａ５ 944 配架中 無

福井市史　資料編６　近世４上 文書法制課分室 H9.3.31 不定期刊 Ａ５ 772 配架中 無

福井市史　資料編６　近世４下 文書法制課分室 H11.3.25 不定期刊 Ａ５ 771 配架中 無

福井市史　資料編７　近世５ 文書法制課分室 H14.3.29 不定期刊 Ａ５ 866 配架中 無

福井市史　資料編８　近世６ 文書法制課分室 H16.3.31 不定期刊 Ａ５ 1046 配架中 無

福井市史　資料編９　近世７ 文書法制課分室 H6.3.30 不定期刊 Ａ５ 874 配架中 無

福井市史　資料編１０　近現代１ 文書法制課分室 H3.7.31 不定期刊 Ａ５ 938 配架中 無

福井市史　資料編１１　近現代２ 文書法制課分室 H6.3.30 不定期刊 Ａ５ 1058 配架中 無

福井市史　資料編１２　近現代３ 文書法制課分室 H10.3.30 不定期刊 Ａ５ 1113 配架中 無

福井市史　資料編１３　民俗 文書法制課分室 S63.3.30 不定期刊 Ａ５ 902 配架中 無

福井市史　資料編　別巻　絵図・地図 文書法制課分室 H1.3.20 不定期刊 Ａ４ 268 配架中 無

福井市史　附録　市街地図 文書法制課分室 － 不定期刊 － － 配架中 無

市長交際費整理簿 秘書課 R5.1.4 年４回刊 Ａ４ － 配架中 無

福井市市勢要覧２０１７ 広報課 H29.3 年刊 A4 32 配架中 無

福井市市勢要覧２０１８ 広報課 H30.3 年刊 A4 32 配架中 無

広報ふくい 広報課
毎月

10日、
25日

年22回刊 Ａ４ 8～24 配架中 有
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福井市コミュニケーションマーク　基本デザ
インマニュアル

総合政策課 H14.3.3 １回刊 Ｂ５ 15 配架中 無

第八次福井市総合計画 総合政策課 R4.3 5年1回刊 A4 151 配架中 有

第八次福井市総合計画<概要版> 総合政策課 R4.3 5年1回刊 A4 6 配架中 有

平成３１年度　重要要望書 総合政策課 Ｈ30．7 年刊 Ａ４ 57 配架中 有

令和２年度　重要要望書 総合政策課 R1.7 年刊 Ａ４ 50 配架中 有

令和３年度　重要要望書 総合政策課 R2.7 年刊 Ａ４ 49 配架中 有

令和４年度　重要要望書 総合政策課 R3.7 年刊 Ａ４ 59 配架中 有

令和５年度　重要要望書 総合政策課 R4.7 年間 A4 69 配架中 有

マニフェストふくい『「誇りと夢」プラン』　平
成１８年度実行計画

総合政策課 H18.6 年刊 Ａ４ 47 配架中 無

マニフェストふくい『「誇りと夢」プラン』　平
成１８年度実行計画成果報告書

総合政策課 H19.4 年刊 Ａ４ 40 配架中 無

“希望と安心のふくい新ビジョン”実現のた
めの基本方針

総合政策課 H20.2 不定期刊 Ａ４ 41 配架中 無

平成３０年度　部局マネジメント方針（改訂版） 総合政策課 Ｈ30．10 不定期刊 Ａ４ 147 配架中 有

令和元年度　部局マネジメント方針 総合政策課 H31.4 年刊 Ａ４ 163 配架中 有

令和３年度　部局マネジメント方針 総合政策課 R3.4 年刊 Ａ4 146 配架中 有

令和４年度　部局マネジメント方針 総合政策課 R4.4 年刊 Ａ4 172 配架中 有

平成３０年度部局マネジメント方針成果報告書 総合政策課 H31.3 年刊 Ａ４ 280 配架中 有

令和元年度部局マネジメント方針成果報告書 総合政策課 R2.3 年刊 Ａ４ 270 配架中 有

令和３年度部局マネジメント方針成果報告書 総合政策課 R4.3 年間 A4 232 配架中 有

福井市行財政改革指針実施報告書（平成22年度～平成26年度） 総合政策課 Ｈ27.5 不定期刊 Ａ４ 22 配架中 有

福井市行財政改革指針実施報告書（改訂版）（平成27、28年度） 総合政策課 H29.4 不定期刊 Ａ４ 34 配架中 有

福井市行財政改革指針（平成２９～３３年度） 総合政策課 H29.2 不定期刊 Ａ４ 11 配架中 有

福井市行財政改革指針（平成２９～３３年度）取組計画 総合政策課 H29.4 不定期刊 Ａ４ 16 配架中 有

福井市行財政改革指針（平成２９～令和３年度）令和３年度取組結果 総合政策課 R4.4 不定期刊 Ａ４ 32 配架中 有

福井市行財政改革指針（令和４～８年度）令和４年度取組計画 総合政策課 R4.4 不定期刊 Ａ４ 37 配架中 有

福井市行財政改革指針（令和４～８年度） 総合政策課 R4.2 不定期刊 Ａ４ 13 配架中 有

北陸新幹線福井開業アクションプラン 総合政策課 H29.3 不定期刊 Ａ4 67 配架中 有

北陸新幹線福井開業アクションプラン H29年度改訂版 総合政策課 H30.3 不定期刊 Ａ4 69 配架中 有
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北陸新幹線福井開業アクションプラン R2年度改訂版 新幹線プロモーション課 R2.4 不定期刊 A4 80 配架中 有

北陸新幹線福井開業アクションプラン R3年度改訂版 新幹線プロモーション課 R3.5 不定期刊 A5 81 配架中 有

連携中枢都市宣言書 総合政策課 H30.11 不定期刊 Ａ４ 15 配架中 有

ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン 総合政策
課 H31.4 不定期刊 Ａ4 104 配架中 有

ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン（改訂版）
総合政策

課 R2.4 不定期刊 Ａ4 105 配架中 有

ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン（改訂版）
総合政策

課 R3.4 不定期刊 Ａ4 105 配架中 有

ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン　令和４年４月改訂
総合政策

課 R4.4 不定期刊 Ａ4 105 配架中 有

福井市国土強靭化地域計画 総合政策課 H30.9 不定期刊 Ａ４ 35 配架中 有

福井市国土強靭化地域計画　個別事業一覧表 総合政策課 R4.3 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 有

住みたくなるまちづくり全国交流大会　総合プログラム
まち未来
創造課 H16.10 不定期刊 Ａ４ 42 配架中 無

交流大会報告書　住みたくなるまちづくり全国交流大会
まち未来
創造課 H16.10 不定期刊 Ａ４ 66 配架中 有

まちづくりの参考事例集 まち未来
創造課 H21.3 不定期刊 Ａ４ 37 配架中 有

福井市『夢・創造事業』新夢プランモデルコース成
果報告書　まちづくりの参考事例集

まち未来
創造課 H20.3 不定期刊 Ａ４ 47 配架中 無

平成26年度「地域の誇り推進事業」１年間の活動の
キセキ　20周年特別号

まち未来
創造課 H27.3 不定期刊 A4 40 作成課で

保管 無

平成28年度「地域の魅力発信事業」１年間の活動
のキセキ

まち未来
創造課 H29.3 不定期刊 A4 34 配架中 無

第2期福井市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総
合戦略

まち未来創
造課 R2.3 5年1回刊 A4 64 配架中 有

美山５０年のあゆみ 美山総合支所 H18.1 不定期刊 Ａ４ 163 配架中 無

清水風土記　清水町５０周年記念誌 清水総合支所 H18.1 不定期刊 Ａ４ 62 配架中 無

清水町議会５０年のあゆみ 清水総合支所 H18.1 不定期刊 Ａ４ 94 配架中 無

広報　しみず 清水総合支所 H18.1 不定期刊 DVD - 配架中 無

福井男女共同参画ネットワークつ・な・ぐ
ハーモニー

女性活躍
促進課 R4.3 年２回刊 Ａ４ 4 配架中 無

男女共同参画に関する福井市民意識アンケー
ト調査報告書

女性活躍
促進課 R2.12 不定期刊 Ａ４ 64 配架中 有

福井市第６次男女共同参画基本計画
女性活躍
促進課 R4.3 ５年１回刊 Ａ４ 51 配架中 有

福井市第６次男女共同参画基本計画　概要版
女性活躍
促進課 R4.3 ５年１回刊 Ａ３ 1 配架中 有

令和元・2年度 福井市男女共同参画推進地域事
業　実施報告書

女性活躍
促進課 R3.3 2年１回刊 Ａ４ 14 配架中 有

福❤女のススメ 女性活躍
促進課 H28.12 不定期刊 Ｂ５ 42 配架中 有

婚❤活のススメ 女性活躍
促進課 H30.７ 不定期刊 A３ 2 － 有 イベント参加者に配付
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（総務部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数
情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

心と心をつなぐ　女と男の情報誌　アイアム
女性活躍
促進課 R4.3 年1回刊 Ａ4 8 配架中 有

子育てファミリー応援企業PRリーフレット
Part1

女性活躍
促進課 H29.3 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 有

子育てファミリー応援企業PRリーフレット Part2
女性活躍
促進課 H30.3 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 有

女性のキャリア形成冊子「もし、あした管理職になったら。」
女性活躍
促進課 H30.2 不定期刊 Ａ4 23 配架中 有

夫婦で納得！「家事・育児シェア」見える化シート
女性活躍
促進課 H30.2 不定期刊 Ａ4 6 配架中 有

女性が働きやすい組織をつくるための実
践ガイド  Work Life Management

女性活躍
促進課 H31.3 不定期刊 Ａ4 8 配架中 有

「女性の活躍で誰もが働きやすい職場に」
女性活躍
促進課 R2.3 不定期刊 Ａ4 6 配架中 無

LINE・メールアプローチguide（男性版） 女性活躍
促進課 R2.12 不定期刊 A4 2 － 無 イベント参加者に配付

LINE・メールアプローチguide（女性版） 女性活躍
促進課 R2.12 不定期刊 A4 2 － 無 イベント参加者に配付
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（財政部）

財　政　部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

財政運営計画　（平成１９年度～平成２８年度）（改訂版） 財政課 H21.11改訂 ３年１回刊 Ａ４ 30
作成課

で
保管

有

健全財政計画（H１９～２
８年度）改訂
中期行財政計画（H２２～
２４年度）

福井市財政再建計画（平成３０年度～平成３５年度） 財政課 Ｈ30.8 不定期刊 Ａ４ 34
作成課

で
保管

有

福井市公共施設等総合管理計画 財政課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 26 配架中 有

平成２９年度　予算に関する説明書 財政課 H29.2.14 年刊 Ａ４ 564 配架中 無

平成２９年度　当初予算案の概要 財政課 H29.2.14 年刊 Ａ４ 66 配架中 有

平成２９年度　当初予算　事業別概要 財政課 H29.2.14 年刊 Ａ４ 38 配架中 無

平成２９年度　当初予算案のポイント
(平成２９年度　当初予算案　資料）

財政課 H29.2.14 年刊 Ａ４ 17 配架中 無

平成２９年度　予算に関する説明書（６月補正） 財政課 H29.5.29 年刊 Ａ４ 23 配架中 無

平成２９年度　補正予算案の概要（６月補正）　 財政課 H29.5.29 年刊 Ａ４ 9 配架中 有

平成２９年度　予算に関する説明書（９月補正） 財政課 H29.8.28 年刊 Ａ４ 11 配架中 無

平成２９年度　補正予算案の概要（９月補正）　 財政課 H29.8.28 年刊 Ａ４ 6 配架中 有

平成２９年度　予算に関する説明書（１２月補正） 財政課 H29.11.20 年刊 Ａ４ 35 配架中 無

平成２９年度　予算に関する説明書（１２月補正）その２ 財政課 H29.11.27 不定期刊 Ａ４ 148 配架中 無

平成２９年度　予算に関する説明書（１２月補正）その３ 財政課 H29.12.19 不定期刊 Ａ４ 5 配架中 無

平成２９年度　補正予算案の概要（１２月補正）　 財政課 H29.11.20 年刊 Ａ４ 9 配架中 有

平成２９年度　補正予算案の概要（１２月補正）その２　 財政課 H29.11.27 年刊 Ａ４ 6 配架中 有

平成２９年度　予算に関する説明書（３月補正） 財政課 H30.2.19 年刊 Ａ4 33 配架中 無

平成２９年度　予算に関する説明書（３月補正）その２ 財政課 H30.2.28 年刊 Ａ4 5 配架中 無

平成２９年度　補正予算案の概要（３月補正）　 財政課 H30.2.13 年刊 Ａ4 10 配架中 有

平成２９年度　補正予算案の概要（３月補正）その２ 財政課 H30.2.28 年刊 Ａ4 5 配架中 有

平成３０年度　予算に関する説明書 財政課 H30.2.13 年刊 Ａ4 559 配架中 無

平成３０年度　当初予算案の概要 財政課 H30.2.13 年刊 Ａ4 65 配架中 有

平成３０年度　当初予算　事業別概要 財政課 H30.2.13 年刊 Ａ4 38 配架中 有

平成３０年度　当初予算案　資料 財政課 H30.2.13 年刊 Ａ4 17 配架中 有

平成３０年度　予算に関する説明書（６月補正） 財政課 H30.6.4 年刊 Ａ４ 5 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（財政部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成３０年度　予算に関する説明書（６月補正）その２ 財政課 H30.6.13 年刊 Ａ４ 148 配架中 無

平成３０年度　予算に関する説明書（６月補正）その３ 財政課 H30.6.26 年刊 Ａ４ 4 配架中 無

平成３０年度　補正予算案の概要（６月補正）　 財政課 H30.5.28 年刊 Ａ４ 5 配架中 有

平成３０年度　補正予算案の概要（６月補正）その２ 財政課 H30.6.13 年刊 Ａ４ 5 配架中 有

平成３０年度　予算に関する説明書（９月補正） 財政課 H30.8.27 年刊 Ａ４ 45 配架中 無

平成３０年度　予算に関する説明書（９月補正）その２ 財政課 H30.8.27 年刊 Ａ４ 13 配架中 無

平成３０年度　補正予算案の概要（９月補正）　 財政課 H30.8.20 年刊 Ａ４ 10 配架中 有

平成３０年度　補正予算案の概要（９月補正）その２ 財政課 H30.8.27 年刊 Ａ４ 5 配架中 有

平成３０年度　予算に関する説明書（１２月補正） 財政課 H30.11.19 年刊 Ａ４ 15 配架中 無

平成３０年度　予算に関する説明書（１２月補正）その２ 財政課 H30.11.27 不定期刊 Ａ４ 148 配架中 無

平成３０年度　予算に関する説明書（１２月補正）その３ 財政課 H30.12.18 不定期刊 Ａ４ 5 配架中 無

平成３０年度　補正予算案の概要（１２月補正）　 財政課 H30.11.19 年刊 Ａ４ 8 配架中 有

平成３０年度　補正予算案の概要（１２月補正）その２　 財政課 H30.11.27 年刊 Ａ４ 5 配架中 有

平成３０年度　予算に関する説明書（３月補正） 財政課 H31.2.12 年刊 Ａ４ 39 配架中 無

平成３０年度　補正予算案の概要（３月補正）　 財政課 H31.2.12 年刊 Ａ４ 9 配架中 有

平成３１年度　予算に関する説明書 財政課 H31.2.12 年刊 Ａ4 554 配架中 無

平成３１年度　当初予算案の概要 財政課 H31.2.12 年刊 Ａ4 62 配架中 有

平成３１年度　当初予算　事業別概要 財政課 H31.2.12 年刊 Ａ4 37 配架中 有

平成３１年度　当初予算案のポイント
（平成３１年度　当初予算案　資料）

財政課 H31.2.12 年刊 Ａ4 20 配架中 有

令和元年度　予算に関する説明書（６月補正） 財政課 R1.6.24 年刊 Ａ４ 20 配架中 無

令和元年度　補正予算案の概要（６月補正）　 財政課 R1.6.17 年刊 Ａ４ 8 配架中 有

令和元年度　予算に関する説明書（９月補正） 財政課 R1.9.2 年刊 Ａ４ 20 配架中 無

令和元年度　補正予算案の概要（９月補正）　 財政課 R1.8.23 年刊 Ａ４ 8 配架中 有

令和元年度　予算に関する説明書（12月補正） 財政課 R1.10.25 年刊 Ａ４ 18 配架中 無

令和元年度　補正予算案の概要（12月補正）　 財政課 R1.10.25 年刊 Ａ４ 7 配架中 有

令和元年度　予算に関する説明書（12月臨時会補正） 財政課 R1.12.25 年刊 Ａ４ 148 配架中 無

令和元年度　補正予算案の概要（12月臨時会補正）　 財政課 R1.12.25 年刊 Ａ４ 5 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（財政部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

令和元年度　予算に関する説明書（3月補正） 財政課 R2.2.17 年刊 Ａ４ 33 配架中 無

令和元年度　補正予算案の概要（3月補正）　 財政課 R2.2.17 年刊 Ａ４ 9 配架中 有

令和元年度　予算に関する説明書（３月補正　その２） 財政課 R2.3.24 年刊 Ａ４ 5 配架中 無

令和元年度　補正予算案の概要（３月補正　その２）　 財政課 R2.3.24 年刊 Ａ４ 4 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書 財政課 R2.2.17 年刊 Ａ4 544 配架中 無

令和２年度　当初予算案の概要 財政課 R2.2.17 年刊 Ａ4 61 配架中 有

令和２年度　当初予算　事業別概要 財政課 R2.2.17 年刊 Ａ4 38 配架中 無

令和２年度　当初予算案　資料
(令和２年度　当初予算案のポイント)

財政課 R2.2.17 年刊 Ａ4 18 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（令和２年３月補正） 財政課 R2.3.24 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（令和２年３月補正） 財政課 R2.3.24 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（６月補正） 財政課 R2.5.21 年刊 Ａ4 23 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（６月補正） 財政課 R2.5.21 年刊 Ａ4 11 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（６月補正）（その２） 財政課 R2.6.8 年刊 Ａ4 6 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（６月補正）（その２） 財政課 R2.6.8 年刊 Ａ4 5 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（９月補正） 財政課 R2.8.24 年刊 Ａ4 61 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（９月補正） 財政課 R2.8.24 年刊 Ａ4 23 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（９月補正）（その２） 財政課 R2.9.7 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（９月補正）(その２) 財政課 R2.9.7 年刊 Ａ4 5 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（１２月補正） 財政課 R2.11.24 年刊 Ａ4 47 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（１２月補正） 財政課 R2.11.24 年刊 Ａ4 12 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その２） 財政課 R2.11.24 年刊 Ａ4 158 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（１２月補正）(その２) 財政課 R2.11.24 年刊 Ａ4 5 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その３） 財政課 R2.11.30 年刊 Ａ4 5 配架中 無

令和２年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その４） 財政課 R2.12.17 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（１２月補正）(その４) 財政課 R2.12.17 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和２年度　予算に関する説明書（３月補正） 財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 37 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（３月補正） 財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 15 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（財政部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

令和２年度　予算に関する説明書（３月補正）（その２） 財政課 R3.3.23 年刊 Ａ4 3 配架中 無

令和２年度　補正予算案の概要（３月補正）（その２） 財政課 R3.3.23 年刊 Ａ4 5 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書 財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 518 配架中 無

令和３年度　当初予算案の概要 財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 59 配架中 有

令和３年度　当初予算案　資料
(令和３年度　当初予算案のポイント)

財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 20 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（令和３年３月補正） 財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 6 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（令和３年３月補正） 財政課 R3.2.15 年刊 Ａ4 5 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（６月補正） 財政課 R3.5.31 年刊 Ａ4 21 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（６月補正） 財政課 R3.5.31 年刊 Ａ4 16 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（６月補正）（その２） 財政課 R3.6.14 年刊 Ａ4 10 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（６月補正）（その２） 財政課 R3.6.14 年刊 Ａ4 7 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（９月補正） 財政課 R3.8.23 年刊 Ａ4 23 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（９月補正） 財政課 R3.8.23 年刊 Ａ4 15 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（９月補正）（その２） 財政課 R3.8.30 年刊 Ａ4 10 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（９月補正）（その２） 財政課 R3.8.30 年刊 Ａ4 6 配架中 有

平成２９年度　主要な施策の成果等報告書 財政課 Ｈ30.9 年刊 Ａ４ 234 配架中 無

平成３０年度　主要な施策の成果等報告書 財政課 Ｒ1.9 年刊 Ａ４ 226 配架中 無

令和元年度　主要な施策の成果等報告書 財政課 Ｒ2.9 年刊 Ａ４ 234 配架中 無

令和２年度　主要な施策の成果等報告書 財政課 Ｒ3.9 年刊 Ａ４ 232 配架中 無

令和３年度　予算に関する説明書（１２月補正） 財政課 R3.11.19 年刊 Ａ4 14 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（１２月補正） 財政課 R3.11.19 年刊 Ａ4 12 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その２） 財政課 R3.11.19 年刊 Ａ4 148 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（１２月補正）（その２） 財政課 R3.11.19 年刊 Ａ4 5 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その３） 財政課 R3.11.29 年刊 Ａ4 5 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（財政部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

令和３年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その４） 財政課 R3.11.29 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（１２月補正）（その４） 財政課 R3.11.29 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その５） 財政課 R3.12.16 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（１２月補正）（その５） 財政課 R3.12.16 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（３月補正） 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 36 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（３月補正） 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 14 配架中 有

令和３年度　予算に関する説明書（３月補正）（その２） 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 5 配架中 無

令和３年度　補正予算案の概要（３月補正）（その２） 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（９月補正） 財政課 R4.8.22 年刊 Ａ4 22 配架中 無

令和４年度　補正予算案の概要（９月補正） 財政課 R4.8.22 年刊 Ａ4 17 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（９月補正）（その２） 財政課 R4.9.5 年刊 Ａ4 7 配架中 無

令和４年度　補正予算案の概要（９月補正）（その２） 財政課 R4.9.5 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（９月補正）（その３） 財政課 R4.9.7 年刊 Ａ4 4 配架中 無

令和４年度　補正予算案の概要（９月補正）（その３） 財政課 R4.9.7 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和３年度　主要な施策の成果等報告書 財政課 Ｒ4.9 年刊 Ａ４ 230 配架中 無

令和4年度　予算に関する説明書 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 512 配架中 無

令和４年度　当初予算案の概要 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 64 配架中 有

令和４年度　当初予算案　資料 財政課 R4.2.14 年刊 Ａ4 19 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（６月補正） 財政課 R4.5.30 年刊 Ａ4 21 配架中 無

令和４年度　補正予算案の概要（６月補正） 財政課 R4.5.30 年刊 Ａ4 14 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（１２月補正） 財政課 R4.11.21 年刊 Ａ4 174 配架中 無

令和４年度　補正予算案の概要（１２月補正）財政課 R4.11.21 年刊 Ａ4 19 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その２） 財政課 R4.12.7 年刊 Ａ4 6 配架中 無

令和４年度　補正予算案の概要（１２月補正）（その２） 財政課 R4.12.7 年刊 Ａ4 4 配架中 有

令和４年度　予算に関する説明書（１２月補正）（その３） 財政課 R4.12.15 年刊 Ａ4 5 配架中 有

平成２８年度福井市財産に関する調書 施設活用
推進課 H29.9 年刊 Ａ４ 38 配架中 無

平成２９年度福井市財産に関する調書 施設活用
推進課 H30.9 年刊 Ａ４ 50 配架中 無

平成３０年度福井市財産に関する調書 施設活用
推進課 R1.9 年刊 Ａ４ 50 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（財政部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

令和元年度福井市財産に関する調書
施設活用
推進課 R2.9 年刊 Ａ４ 50 配架中 無

令和２年度福井市財産に関する調書
施設活用
推進課 R3.9 年刊 Ａ４ 46 配架中 無

令和３年度福井市財産に関する調書
施設活用推

進課 R4.9 年刊 Ａ4 46 配架中 無

平成２９年度　市有財産主管別調書
施設活用
推進課 H30.9 年刊 Ａ４ 162 配架中 無

平成３０年度　市有財産主管別調書
施設活用
推進課 R1.9 年刊 Ａ４ 162 配架中 無

令和元年度　市有財産主管別調書
施設活用
推進課 R2.9 年刊 Ａ４ 158 配架中 無

令和２年度　市有財産主管別調書
施設活用
推進課 R3.9 年刊 Ａ４ 154 配架中 無

令和３年度　市有財産主管別調書 施設活用推
進課 R4.9 年刊 Ａ4 152 配架中 無

福井市　施設マネジメント基本方針
施設活用
推進課 H25.2 不定期刊 Ａ４ 18 配架中 有

福井市　施設マネジメント計画 施設活用
推進課 H27.3 不定期刊 Ａ４ 174 配架中 有

福井市　施設マネジメントアクションプラン第１期
施設活用
推進課 R2.3 不定期刊 Ａ4 102 配架中 有

平成２０年度　市税概要 税務事務所 H20.12.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２１年度　市税概要 税務事務所 H22.2.1 年刊 Ａ４ 84 配架中 無

平成２２年度　市税概要 税務事務所 H22.11.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２３年度　市税概要 税務事務所 H23.11.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２４年度　市税概要 税務事務所 H24.12.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２５年度　市税概要 税務事務所 H25.10.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２６年度　市税概要 税務事務所 H26.10.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２７年度　市税概要 税務事務所 H27.10.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 無

平成２８年度　市税概要 税務事務所 H28.11.1 年刊 Ａ４ 82 配架中 無

平成２９年度　市税概要 税務事務所 H29.11.1 年刊 Ａ４ 82 配架中 無

平成３０年度　市税概要 税務事務所 H30.10.1 年刊 Ａ４ 82 配架中 無

平成３１年度　市税概要 税務事務所 R1.9.1 年刊 Ａ４ 82 配架中 無

令和２年度　市税概要 税務事務所 R2.9.1 年刊 Ａ４ 84 配架中 無

令和４年度　固定資産税のしおり 資産税課 R4.4.1 年刊 Ａ５ 56 配架中 無

航空写真（昭和45年、平成11年、平成14年） 資産税課 － 不定期刊 － －
作成課で

保管 無

納税組合のしおり　〔保存版〕 納税課 H18.1.1 不定期刊 Ａ４ 18 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（市民生活部）

市民生活部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成２９年度　市民課の事務概要 市民課 H29.5 年刊 Ａ４ 24 配架中 無

平成３０年度　市民課の事務概要 市民課 H30.5 年刊 Ａ４ 24 配架中 無

令和元年度　市民課の事務概要 市民課 R1.5 年刊 Ａ４ 23 配架中 無

令和２年度　市民課の事務概要 市民課 R2.7 年刊 Ａ４ 23 配架中 無

令和３年度　市民課の事務概要 市民課 R3.7 年刊 Ａ４ 24 配架中 無

令和４年度　市民課の事務概要 市民課 R4.6 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

平成２８年度　福井市民意識調査報告書（分析編）
市民サービス

推進課 Ｈ28.10 不定期刊 A4 45 配架中 無

平成２９年度　福井市民意識調査報告書 市民サービス
推進課 Ｈ29.10 年刊 A4 138 配架中 有

平成２９年度　福井市民意識調査報告書（分析編）
市民サービス

推進課 Ｈ29.10 不定期刊 A4 36 配架中 無

平成３０年度　福井市民意識調査報告書 市民サービス
推進課 Ｈ30.10 年刊 A4 121 配架中 有

令和２年度　福井市民意識調査報告書 市民サービス
推進課 R2.9 不定期刊 A4 138 配架中 有

令和３年度　ふくeアンケート報告書 市民サービス
推進課 R3.12 不定期刊 A4 38 配架中 有

令和４年度第１回ふくeアンケート報告書　 市民サービス
推進課 R4.8.31 不定期刊 A4 35 配架中 有

令和４年度第２回ふくeアンケート報告書　 市民サービス
推進課 R4.12.26 不定期刊 A4 43 配架中 有

平成２９年度消費者センター事業実績 消費者センター H30.7 年刊 Ａ4 10 配架中 無

平成３０年度消費者センター事業実績 消費者センター R1.7 年刊 Ａ4 8 配架中 無

令和元年度消費者センター事業実績 消費者センター R２.７ 年刊 Ａ４ 8 配架中 無

令和２年度消費者センター事業実績 消費者センター R３.７ 年刊 Ａ４ 8 配架中 無

令和３年度消費者センター事業実績 消費者センター R４.７ 年刊 Ａ４ 8 配架中 無

ＮＰＯ活働ハンドブック 市民協働・ボラ
ンティア推進課 H27.9 不定期刊 Ａ５ 46 配架中 無

市民協働推進の手引き 市民協働・ボラ
ンティア推進課 H23.8 不定期刊 Ａ４ 39 配架中 有

ロシアタンカー油流出事故　災害の記録 危機管理課 H10.3.1 不定期刊 Ａ４ 72 配架中 無

福井市防災ハンドブック 危機管理課 R4.11 不定期刊 A4 98 配架中 有

福井豪雨　福井市災害記録 危機管理課 H17.3.1 不定期刊 Ａ４ 105 配架中 無

福井県国民保護計画　〔概要版〕 危機管理課 H18.4.1 不定期刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有 福井県

福井市国民保護計画 危機管理課 R2.1 不定期刊 Ａ４ 110 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（市民生活部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市地域防災計画 危機管理課 R4.3 不定期刑 Ａ４ 1,192 - 有  ホームページ掲載のみ

福井市危機管理計画 危機管理課 Ｈ28.10 不定期刊 Ａ４ 68 配架中 有

福井市水防計画 危機管理課 Ｒ4.6 年刊 Ａ４ 238 配架中 有

福井市環境基本計画 環境政策課 R3.3 不定期刊 Ａ４ 67 配架中 有

福井市環境基本計画〔概要版〕 環境政策課 R3.3 不定期刊 Ａ４ 6 配架中 有

ふくいの環境　令和２年度版 環境政策課 R3.3 年刊 A4 25 配架中 有

ふくいの環境　令和３年度版 環境政策課 R4.3 年刊 A4 25 配架中 有

足羽三山の里山を守ろう 環境政策課 H25.9 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無 足羽山のＳＡＴＯＹＡＭＡを守る会

守り伝えたい福井市の優れた自然 環境政策課 H26.3 不定期刊 Ａ３ 2 配架中 有 福井市環境推進会議

伊自良の里　いきもの散策マップ 環境政策課 H28.3 不定期刊 Ａ３ 2 配架中 有 福井市環境推進会議

三里浜　生きものまっぷ 環境政策課 H29.4 不定期刊 Ａ３ 2 配架中 無 福井市環境推進会議

平成２８年　清掃事業概要（本編） 環境政策課 H29.1 年刊 Ａ４ 86 配架中 有

平成２８年　清掃事業概要（例規集） 環境政策課 H29.1 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

平成２９年　清掃事業概要（本編） 環境政策課 H29.11 年刊 Ａ４ 86 配架中 有

平成２９年　清掃事業概要（例規集） 環境政策課 H29.11 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

平成３０年　清掃事業概要（本編） 環境政策課 H30.9 年刊 Ａ４ 84 配架中 有

平成３０年　清掃事業概要（例規集） 環境政策課 H30.9 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

令和元年　清掃事業概要（本編） 環境政策課 R元.10 年刊 Ａ４ 87 配架中 有

令和元年　清掃事業概要（例規集） 環境政策課 R元.8 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

令和２年　清掃事業概要（本編） 環境政策課 R2.10 年刊 Ａ４ 86 配架中 有

令和２年　清掃事業概要（例規集） 環境政策課 R2.9 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

令和３年　清掃事業概要（本編） 環境政策課 R3.12 年刊 Ａ４ 86 配架中 有

令和３年　清掃事業概要（例規集） 環境政策課 R3.12 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理基本計画（中
期版）

環境政策課 Ｈ31.3 不定期刊 Ａ４ 70 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る計
画段階環境配慮書

新クリーンセン
ター建設事務所 Ｈ30.7. 不定期刊 Ａ４ 174 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る計
画段階環境配慮書　要約書

新クリーンセン
ター建設事務所 Ｈ30.7. 不定期刊 Ａ４ 49 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（市民生活部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環
境影響評価方法書

新クリーンセン
ター建設事務所 Ｈ30.11 不定期刊 Ａ４ 227 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環
境影響評価方法書　要約書

新クリーンセン
ター建設事務所 Ｈ30.11 不定期刊 Ａ４ 83 配架中 有

新ごみ処理施設整備基本計画 新クリーンセン
ター建設事務所 H31.2 不定期刊 Ａ４ 116 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環
境影響評価準備書

新クリーンセン
ター建設事務所 R2.9 不定期刊 Ａ４ 734 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環
境影響評価準備書　要約書

新クリーンセン
ター建設事務所 R2.9 不定期刊 Ａ４ 171 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環
境影響評価書

新クリーンセン
ター建設事務所 R3.6 不定期刊 Ａ４ 802 配架中 有

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環
境影響評価書　要約書

新クリーンセン
ター建設事務所 R3.6 不定期刊 Ａ４ 184 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（福祉部）

福祉部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

第４次福井市地域福祉計画 福祉政策課 R4.3 不定期刊 Ａ４ 103 配架中 有

第４次福井市地域福祉活動計画 福祉政策課 R4.3 不定期刊 Ａ４ 46 配架中 有 福井市社会福祉協議会

福井県福祉のまちづくり条例
施設整備マニュアル

障がい福祉課 H16.4 不定期刊 Ａ４ 121 配架中 無 福井県

第４次福井市障がい者福祉基本計画 障がい福祉課 R3.3 ６年１回刊 Ａ４ 68 配架中 有

福井市自殺対策計画 障がい福祉課 R2.3 5年に1回刊 Ａ４ 30 配架中 有

障がい者福祉施策の手引き 障がい福祉課 R4.4 年刊 Ａ４ 47 配架中 有

福井市すこやかＢＯＯＫ２０２２ 地域包括ケア
推進課 R4.9 不定期刊 Ａ４ 56 配架中 有

福井市第９次老人保健福祉計画・第8期介護保険
事業計画・第2次高齢者居住安定確保計画

地域包括ケア

推進課 R3.3 ３年１回刊 Ａ４ 111 配架中 有

令和４年度　福井市在宅福祉サービス 地域包括ケア
推進課 R4.4 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

ひとり親家庭のしおり 子ども福祉課 R1.9 不定期刊 A4 18 配架中 有

福井市ひとり親家庭自立促進計画 子ども福祉課 R2.3 ５年１回刊 A４ 80 配架中 有

平成２８年度福井市地域子育て支援委員会地区委
員会事業報告集

子育て支援課 H29.10 年刊 Ａ４ 200 配架中 無

平成２９年度福井市地域子育て支援委員会地区委員会事業報告集 子育て支援課 H30.10 年刊 Ａ４ 104 配架中 無

平成３０年度福井市地域子育て支援委員会地区委員会事業報告集 子育て支援課 R1.9 年刊 Ａ４ 98 配架中 有

福井市の認定こども園、保育所等における質の向上のた
めのアクションプログラム　平成27年度～平成31年度

子育て支援課 H26.10 不定期刊 A4 12 配架中 無

福井市の認定こども園、保育所等における質の向上のた
めのアクションプログラム　令和2年度～平成6年度

子育て支援課 R2.3 不定期刊 A4 12 配架中 無

第二期　福井市子ども・子育て支援事業計画 子育て支援課 R2.3 ５年１回刊 A４ 104 配架中 有

福井市子ども・子育て支援事業計画　リーフレット 子育て支援課 H28.11 ５年１回刊 Ａ４ 8 配架中 無 （修正再版）

福井市子ども・子育て支援事業計画第２章（中間見直し版） 子育て支援課 H29.11 不定期刊 Ａ４ 24 配架中 有

２０２１年度版　福井市結婚・子育てガイド　はぐくむbook 子育て支援課 R3.4 年刊 Ａ5 72 配架中 有

２０２２年度版　福井市結婚・子育てガイド　はぐくむbook 子育て支援課 R4.4 年刊 Ａ5 56 配架中 有

#えんしる　未来の保育者のための保育園・認定こども園・幼稚園ガイド 子育て支援課 Ｒ３．１ 不定期刊 Ｂ５ 68 配架中 有

介護保険あんしんガイド 介護保険課 R4.6 年刊 Ａ４ 19 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（保健衛生部）

保健衛生部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成３０年度版　福井市の国保（平成２９年度実績） 保険年金課 H30.10 年刊 Ａ4 87 配架中 有

平成３1年度版　福井市の国保（平成３０年度実績） 保険年金課 R1.11 年刊 Ａ4 87 配架中 有

令和２年度版　福井市の国保（令和元年度実績） 保険年金課 R2.11 年刊 Ａ4 87 配架中 有

令和3年度版　福井市の国保（令和2年度実績） 保険年金課 R3.11 年刊 Ａ4 89 配架中 有

令和4年度版　福井市の国保（令和3年度実績） 保険年金課 R4.12 年間 A4 85 配架中 有

平成３０年度　国民年金概要（平成２９年度実績） 保険年金課 H31.1 年刊 Ａ４ 20 配架中 無

平成３１年度　国民年金概要（平成３０年度実績） 保険年金課 R1.11 年刊 Ａ４ 20 配架中 無

令和２年度　国民年金概要（令和元年度実績） 保険年金課 R2.11 年刊 Ａ４ 21 配架中 無

令和３年度　国民年金概要（令和２年度実績） 保険年金課 R3.9 年刊 Ａ４ 20 配架中 無

令和4年度　国民年金概要（令和3年度実績） 保険年金課 R4.9 年刊 Ａ４ 20 配架中 無

健康ふくふくプラン２１　第２次福井市健康増進計画
平成２８年度～平成３３年度

健康管理センター H28.3 不定期刊 Ａ４ 78 配架中 有 旧　保健センター

健康ふくふくプラン２１　第２次福井市健康増進計画
概要版　平成２８年度～平成３３年度　〔保存版〕

健康管理センター H28.3 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 有 旧　保健センター

健康ふくふくプラン２１　第２次福井市健康増進計画
概要版　平成２８年度～平成３３年度　〔実践版〕

健康管理センター H28.6 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 有 旧　保健センター

令和４年　保健衛生統計（令和３年度版） 健康管理センター R４.6 年刊 Ａ４ 33 配架中 有

令和４年度　わが家の健康のために 健康管理センター R4.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有
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商工労働部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

ふくいの恵みパンフレット 商工振興課 R3.1 不定期刊 Ａ５ 32 配架中 有

福井における繊維産業魅力発信のための
施策に関する調査研究報告書

商工振興課 R3.3 不定期刊 A4 130 配架中 有

イメージアップ総合パンフレット「FUKUI CITY GUIDE」
おもてなし

観光推進課 H27.8 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 無

イメージアップ総合パンフレット「FUKUI CITY GUIDE」(英語版)
おもてなし

観光推進課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 無

イメージアップ総合パンフレット「FUKUI CITY GUIDE」（中国繁体字版）
おもてなし

観光推進課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 無

イメージアップ総合パンフレット「FUKUI CITY GUIDE」（中国簡体字版）
おもてなし

観光推進課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 無

イメージアップ総合パンフレット「FUKUI CITY GUIDE」（韓国語版）
おもてなし

観光推進課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 無

イメージアップ総合パンフレット「FUKUI CITY GUIDE」（フランス語版）
おもてなし

観光推進課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 無

FUKUI CITY 福井市観光GUIDE BOOK おもてなし
観光推進課 R4.12 不定期刊 Ａ４ 14 配架中 有

福井市の姉妹友好都市 おもてなし観光
推進課国際室 H24.3 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無

福井市生活ガイドブック「韓国語版」 おもてなし観光
推進課国際室 H27.3 不定期刊 Ａ４ 75 配架中 有

福井市生活ガイドブック「英語版」 おもてなし観光
推進課国際室 R2.6 不定期刊 Ａ４ 31 作成課で

保管 有

福井市生活ガイドブック「中国語版」 おもてなし観光
推進課国際室 R2.6 不定期刊 Ａ４ 27

作成課で
保管 有

福井市生活ガイドブック「ポルトガル語版」 おもてなし観光
推進課国際室 R2.7 不定期刊 Ａ４ 31 作成課で

保管 有

福井市ＰＲリーフレット（英語版） おもてなし観光
推進課国際室 H28.12 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 有

福井市ＰＲリーフレット（フランス語版） おもてなし観光
推進課国際室 H28.12 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 有

福井市ＰＲリーフレット（ドイツ語版） おもてなし観光
推進課国際室 H28.12 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 有

福井市ＰＲリーフレット（イタリア語版） おもてなし観光
推進課国際室 H28.12 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 有

福井市ＰＲリーフレット（ポルトガル語版） おもてなし観光
推進課国際室 H28.12 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 有

福井市ＰＲリーフレット（中国語_繁体字版） おもてなし観光
推進課国際室 H29.3 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 有

第２４回福井市ジュニア大使帰国報告書 おもてなし観光
推進課国際室 H27.7 年刊 Ａ４ 36 作成課で

保管 無 ふくい市民国際交流協会

第２５回福井市ジュニア大使帰国報告書 おもてなし観光
推進課国際室 H28.7 年刊 Ａ４ 18 作成課で

保管 無 ふくい市民国際交流協会

第２６回福井市ジュニア大使帰国報告書 おもてなし観光
推進課国際室 H29.7 年刊 Ａ４ 18 作成課で

保管 無 ふくい市民国際交流協会

第２７回福井市ジュニア大使帰国報告書 おもてなし観光
推進課国際室 H30.7 年刊 Ａ４ 34 作成課で

保管 無 ふくい市民国際交流協会

第２８回福井市ジュニア大使帰国報告書 おもてなし観光
推進課国際室 R1.8 年刊 Ａ４ 20 作成課で

保管 無 ふくい市民国際交流協会

福井市インバウンドパンフレット「知られざる場所」（英語版）
おもてなし観光
推進課国際室 R4.9 不定期刊 Ａ４ 34 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（商工労働部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市インバウンドパンフレット「知られざる場所」（フランス語版）
おもてなし観光
推進課国際室 R4.9 不定期刊 Ａ４ 34 配架中 有

外国人避難者対応資料集 おもてなし観光
推進課国際室 R4.3 不定期刊 Ａ４ 246 作成課で保管 無

橘曙覧入門 文化振興課 H15.9.1 不定期刊 Ａ４ 23 配架中 無

福井市の歴史がみえる建造物 文化振興課 H15.3 不定期刊 Ａ４ 111 配架中 無

歴史のみえるまちづくり協会 協会だより 文化振興課 R3.5 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

歴史のみえるまちづくり協会 協会だより 文化振興課 R4.5 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（松平春嶽） 文化振興課 H17 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無

福井なるほど歴史カード（笠原白翁） 文化振興課 H16 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無

福井なるほど歴史カード（日下部太郎
Ｗ．Ｅ．グリフィス）

文化振興課 H14 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（勝家とお市） 文化振興課 H26.4 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（朝倉孝景・義景） 文化振興課 H15 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（細井順子） 文化振興課 H19 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（岡倉天心） 文化振興課 H20 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（結城秀康） 文化振興課 H20 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（橋本左内） 文化振興課 H23.3 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（由利公正） 文化振興課 H26.4 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（横井小楠） 文化振興課 H26.4 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井なるほど歴史カード（橘曙覧） 文化振興課 R2.4 不定期刊 Ａ６ チラシ類 配架中 無
(公財)歴史のみえる
まちづくり協会

福井市歴史人物ガイドブック 文化振興課 H18.3 不定期刊 Ｂ５ 53 配架中 無

福井城下町名ガイドブック 文化振興課 H13.11.1 不定期刊 Ｂ５ 57 配架中 無

福井市史跡ガイドブック 文化振興課 H15.12.1 不定期刊 Ｂ５ 55 配架中 無

福井市歴史的建造物ガイドブック 文化振興課 H25.3 不定期刊 Ｂ５ 78 配架中 無

歴史講座「福井城-６８万石の威容-」講演
録

文化振興課 H20.3 不定期刊 Ａ４ 42 配架中 有

松平春嶽生誕１８０年記念歴史講座講演録 文化振興課 H21.5 不定期刊 Ａ４ 38 配架中 有

歴史講座「由利公正と福井藩・笠原白翁と
幕末の福井藩」講演録

文化振興課 H22.7 不定期刊 Ａ４ 48 配架中 有

歴史講座「戦国を生きた女たち」講演録 文化振興課 H23.3 不定期刊 Ａ４ 28 配架中 有

福井市橘曙覧記念文学館 文化振興課 H24.4 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無
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福井市橘曙覧記念文学館（英語版） 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

福井市橘曙覧記念文学館（中国語版） 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

福井市橘曙覧記念文学館（韓国語版） 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

福井市愛宕坂茶道美術館 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

福井市愛宕坂茶道美術館（英語版） 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

福井市愛宕坂茶道美術館（中国語版） 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

福井市愛宕坂茶道美術館（韓国語版） 文化振興課 H17.10 不定期刊 Ａ５ チラシ類 配架中 無

第１８回平成独楽吟 文化振興課 H25.9 年刊 Ａ５ 40 配架中 一部有

第１９回平成独楽吟 文化振興課 H26.7 年刊 Ａ５ 38 配架中 一部有

第２０回平成独楽吟 文化振興課 H27.7 年刊 Ａ５ 39 配架中 一部有

第２１回平成独楽吟 文化振興課 H28.7 年刊 Ａ５ 40 配架中 一部有

第２２回平成独楽吟 文化振興課 H29.7 年刊 Ａ５ 40 配架中 一部有

全訳註　独楽吟　橘曙覧　ひとりたのしめ
るうた

文化振興課 H29.4 不定期刊 Ｂ５ 58 配架中 無

「東大寺サミット2012 in 福井」記録集 文化振興課 H25.3 不定期刊 Ａ４ 35 配架中 無

名勝養浩館（旧御泉水屋敷）庭園保存活
用計画

文化振興課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 328 作成課で
保管 無

名勝養浩館（旧御泉水屋敷）庭園保存活
用計画（概要版）

文化振興課 H28.3 不定期刊 Ａ４ 32 作成課で
保管 無

福井市文化会館・文芸協会３０周年記念シンポジウム
　市民参加の文化事業文化ホールのあり方を考える

文化振興課 H11.3 不定期刊 Ａ４ 42 配架中 無 文芸協会

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡　朝倉義景廟修理工事報告
書　平成１１年３月

文化振興課 H11.3.31 不定期刊 Ａ４ 31 配架中 無

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡　保存管理計画策定事業報
告書（改定版）

文化振興課 H23.3 不定期刊 Ａ４ 125 配架中 無

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡　特別名勝一乗谷朝倉氏庭
園　朝倉館跡庭園　修理整備報告書

文化振興課 H24.3 不定期刊 Ａ４ 135 配架中 無

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡　植生・植栽管理計画 文化振興課 H27.3 不定期刊 Ａ４ 111 作成課で
保管 無

特別名勝一乗谷朝倉氏庭園保存活用計画 文化振興課 Ｒ2.3 不定期刊 Ａ４ 140 配架中 有

ふるさと福井の人々 文化振興課 H9.12.18 不定期刊 Ｂ５ 155 配架中 無

福井市文化芸術振興ビジョン 文化振興課 H20.2 不定期刊 Ａ４ 32 配架中 無

福井市文化会館整備基本構想 文化振興課 H29.3 不定期刊 Ａ４ 35 配架中 有

福井市文化会館整備基本計画 文化振興課 H30.3 不定期刊 Ａ４ 29 配架中 有
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の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市文化遺産 文化振興課 H31.3.15 不定期刊 A4横 24 配架中 一部有

福井市文化遺産（英語） 文化振興課 H31.3.15 不定期刊 A4横 24 配架中 一部有

福井市文化遺産（中国語_繁体字版） 文化振興課 H31.3.15 不定期刊 A4横 24 配架中 一部有

福井市文化遺産（中国語_簡体字版） 文化振興課 H31.3.15 不定期刊 A4横 24 配架中 一部有

日本遺産ガイドブック 文化振興課 R2.3 不定期刊 Ｂ５縦 20 配架中 無
福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

日本遺産ガイドブック（英語） 文化振興課 R2.3 不定期刊 Ｂ５縦 20 配架中 無
福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

日本遺産ガイドブック（中国語_繁体字版） 文化振興課 R2.3 不定期刊 Ｂ５縦 20 配架中 無 福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

日本遺産ガイドブック（中国語_簡体字版） 文化振興課 R2.3 不定期刊 Ｂ５縦 20 配架中 無 福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

日本遺産ガイドブック概要版 文化振興課 R2.3 不定期刊 Ｂ５縦 8 配架中 無 福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

日本遺産ガイドブックポケット冊子 文化振興課 R2.3 不定期刊 B7縦 B4八ツ折 配架中 無 福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

日本遺産ストーリーブック 文化振興課 R2.3 不定期刊 B5縦 20 配架中 無 福井・勝山日本遺産活用
推進協議会

めぐってみよう♪ふくい嶺北11市町のTreasure Place～お城編～ 文化振興課 R2.3 不定期刊 B5縦 巻三ツ折 配架中 有 ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン文化

振興事業推進部会

めぐってみよう ふくい嶺北11市町のTreasure Place～石編～ 文化振興課 R3.3 不定期刊 B5縦 巻三ツ折 配架中 有 ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン文化

振興事業推進部会

めぐってみよう ふくい嶺北11市町のTreasure Place～近代化遺産編～ 文化振興課 R4.3 不定期刊 A4縦 巻三ツ折 配架中 無 ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン文化

振興事業推進部会

活動報告書　平成１４年度　第１５号 自然史博物館 H15.8.30 年刊 Ａ４ 14 配架中 無

福井市自然史博物館研究報告　第４５号 自然史博物館 H10.12.25 年刊 Ｂ５ 71 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第４６号 自然史博物館 H11.12.26 年刊 Ｂ５ 136 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第４７号 自然史博物館 H12.12.25 年刊 Ｂ５ 72 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第４８号 自然史博物館 H13.12.25 年刊 Ｂ５ 78 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第４９号 自然史博物館 H14.12.25 年刊 Ｂ５ 84 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５０号 自然史博物館 H15.12.25 年刊 Ａ４ 70 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５１号 自然史博物館 H16.12.25 年刊 Ａ４ 67 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５２号 自然史博物館 H17.12.25 年刊 Ａ４ 104 作成課で
保管 有 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載のみ
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（商工労働部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市自然史博物館研究報告　第５３号 自然史博物館 H18.12.25 年刊 Ａ４ 139 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５４号 自然史博物館 H19.12.25 年刊 Ａ４ 107
作成課で

保管 有 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載のみ

福井市自然史博物館研究報告　第５５号 自然史博物館 H20.12.25 年刊 Ａ４ 142 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５６号 自然史博物館 H21.12.25 年刊 Ａ４ 78 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５７号 自然史博物館 H22.12.25 年刊 Ａ４ 76 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５８号 自然史博物館 H23.12.25 年刊 Ａ５ 81 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告　第５９号 自然史博物館 H25.3.25 年刊 Ａ４ 50 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６０号 自然史博物館 H25.12.25 年刊 Ａ４ 70 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６１号 自然史博物館 H26.12.25 年刊 Ａ４ 76 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６２号 自然史博物館 H27.12.25 年刊 Ａ４ 84 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６３号 自然史博物館 H28.12.25 年刊 Ａ４ 94 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６４号 自然史博物館 H29.12.25 年刊 Ａ４ 94 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６５号 自然史博物館 H30.12.25 年刊 Ａ４ 88 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６６号 自然史博物館 R1.12.25 年刊 Ａ４ 92 配架中 有

福井市自然史博物館研究報告  第６７号 自然史博物館 R2.12.25 年刊 Ａ４ 92 配架中 有

福井市自然史博物館展示ガイド 自然史博物館 H5.3.25 不定期刊 Ｂ５ 44 作成課で保管 無

郷土の自然・その移り変わり 自然史博物館 H1.4.10 不定期刊 Ｂ５ 18 配架中 無 博物館で販売

薬用植物要覧 自然史博物館 H4.7.1 不定期刊 Ｂ５ 42 配架中 無 博物館で販売

草木染めノート 自然史博物館 H6.3.29 不定期刊 Ｂ５ 20 配架中 無 博物館で販売

「足羽山の自然しらべ」調査報告書 自然史博物館 H6.3.30 不定期刊 Ｂ５ 15 配架中 無 博物館で販売

「町なかの自然しらべ」調査報告書 自然史博物館 H9.3.30 不定期刊 Ｂ５ 18 配架中 無 博物館で販売

下野谷豊一氏収集アンモナイトコレクション 自然史博物館 H9.3.3 不定期刊 Ａ４ 30 作成課で
保管 無

歩いてみよう足羽山（復刻版） 自然史博物館 H9.7.20 不定期刊 Ｂ５ 30 配架中 無 博物館で販売

福井県のトンボ 自然史博物館 H11.7.22 不定期刊 Ａ４ 12 配架中 無

地学散歩　歩いてみよう越前海岸 自然史博物館 H12.7.22 不定期刊 Ｂ５ 36 作成課で
保管 無

鈴間愛作氏寄贈貝類標本目録 自然史博物館 H18.3.21 不定期刊 Ａ４ 132 作成課で
保管 有 博物館で販売

身近な太古　福井市の化石 自然史博物館 H21.7.18 不定期刊 不定形 16 作成課で
保管 無

ふくい　地質景観百選（増刊） 自然史博物館 H21.3.31 不定期刊 Ａ４ 120 作成課で
保管 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（商工労働部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

博物館だよりNo.356 自然史博物館 H25.3.25 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.357 自然史博物館 H25.8.25 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.358 自然史博物館 H25.11.10 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.359 自然史博物館 H26.1.7 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.360 自然史博物館 H26.3.25 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.361 自然史博物館 H26.7.25 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.362 自然史博物館 H26.11.28 年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.363 自然史博物館 H27.1.6 年4回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.364 自然史博物館 H27.3.13 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.365 自然史博物館 H27.6.24 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.366 自然史博物館 H27.9.26 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.367 自然史博物館 H27.12.11 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.368 自然史博物館 H28.3.11 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.369 自然史博物館 H28.5.20 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.370 自然史博物館 H28.7.8 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.371 自然史博物館 H28.12.8 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.372 自然史博物館 H29.3.10 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.373 自然史博物館 H29.6.27 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.374 自然史博物館 H29.8.31 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.375 自然史博物館 H29.12.21 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.376 自然史博物館 H30.3.9 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.377 自然史博物館 H30.6.16 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.378 自然史博物館 H30.9.26 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.379 自然史博物館 H30.11.9 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.380 自然史博物館 H31.3.15 年4回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.381 自然史博物館 R1.7.20 年2回刊 Ａ4 チラシ類
作成課で

保管 有

博物館だよりNo.382 自然史博物館 R2.3.27 年2回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（商工労働部）
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窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

博物館だよりNo.383 自然史博物館 R2.7.10 年2回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.384 自然史博物館 R3.3.19 年2回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

博物館だよりNo.385 自然史博物館 R3.8.6 年2回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

福井の淡水魚図鑑 自然史博物館 H22.7.17 不定期刊 Ａ５ 96 作成課で
保管 無

きら
2
クリスタル－水晶とそのなかまたち－ 自然史博物館 H24.3.10 不定期刊 Ｂ５ 72 作成課で

保管 無

標本を作ってみよう（昆虫・植物編） 自然史博物館 H24.12 不定期刊 Ｂ５ 64 配架中 無 博物館で販売

むしむし美術館　神様のデザイン、人々の
アート

自然史博物館 H27.3 不定期刊 Ａ4 8 配架中 無 博物館で販売

昆虫たちのメッセージ～守り伝えたいふく
いの自然環境～

自然史博物館 H28.3 不定期刊 Ａ4 72 配架中 無

展示ガイドブック 自然史博物館 H28.3 不定期刊 Ｂ５変形 72 配架中 無

宇宙トラベルブック 自然史博物館 H28.3 不定期刊 Ａ４変形 20 配架中 無

旅をするタネ　生命のタイムカプセル 自然史博物館 H28.7 不定期刊 Ａ4 12 配架中 無 博物館で販売

蝶と蛾と ―とってもステキな自然のデザイン― 自然史博物館 H29.3 不定期刊 Ａ４変形 12 配架中 無 博物館で販売

夜空を彩るスペーストラベラー -彗星ってどんな星- 自然史博物館 H29.7 不定期刊 Ａ4 8 配架中 無 博物館で販売

福井県大飯郡高浜町　小黒飯の化石 自然史博物館 H30.3 不定期刊 Ａ４ 78 配架中 無 博物館で販売

世界の大むしむし展２－世界の、福井の昆虫大集合！－ 自然史博物館 H30.7 不定期刊 Ａ4 73 配架中 無 博物館で販売

美しき鳥の羽 自然史博物館 R1.7 不定期刊 Ａ４ 配架中 無 博物館で販売

笏谷石採掘坑に生きる-足羽山七ツ尾口坑道の節足動物- 自然史博物館 Ｒ２．２ 不定期刊 Ａ4 10 配架中 無

足羽三山トリペディア　孤立丘陵　足羽三山の鳥類
目録～足羽山総合調査　鳥類資料編～

自然史博物館 R3.３ 不定期刊 Ａ４ 35 配架中 無 博物館で販売

カブクワ大行進！～福井県のカブトムシ・クワガタムシ～ 自然史博物館 R3.7 不定期刊 Ａ５ 15 配架中 無 博物館で販売

福井市美術館　活動予定ごあんない　2020.4.1-2021.3.31 美術館 R2.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　活動予定ごあんない　2021.4.1-2022.3.31 美術館 R3.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　活動予定ごあんない　2022.4.1-2023.3.31 美術館 R4.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　アトリエご案内　Ｖｏｌ．４６ 美術館 R2.8 年２回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　アトリエご案内　Ｖｏｌ．４７ 美術館 R3.3 年２回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　アトリエご案内　Ｖｏｌ．48 美術館 R3.9 年２回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　アトリエご案内　Ｖｏｌ．４９ 美術館 R4.3 年２回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　アトリエご案内　Ｖｏｌ．５０ 美術館 R4.9 年２回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無
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美術館ニュース　Ｖｏｌ．２０ 美術館 H31.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

美術館ニュース　Ｖｏｌ．２１ 美術館 R2.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

美術館ニュース　Ｖｏｌ．２２ 美術館 R3.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

美術館ニュース　Ｖｏｌ．２３ 美術館 R4.3 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

福井市美術館　館報　Ｖｏｌ．11　平成２７年度 美術館 H29.3 年刊 Ａ４ 59 配架中 無

福井市美術館　館報　Ｖｏｌ．12　平成２８年度 美術館 H30.3 年刊 Ａ４ 57 配架中 無

福井市美術館　館報　Ｖｏｌ．13　平成２９年度 美術館 H31.3 年刊 Ａ４ 70 配架中 無

福井市美術館　館報　Ｖｏｌ．14　平成30年度 美術館 R2.3 年刊 Ａ４ 57 配架中 無

福井市美術館　館報　vol.15　令和元年度 美術館 R3.3 年刊 Ａ４ 57 配架中 無

アトリエ活動記録集　vol．１２ 美術館 H28.3 不定期刊 Ａ４ 45 配架中 無

アトリエ活動記録集　vol．１３ 美術館 H29.3 不定期刊 Ａ４ 45 配架中 無

アトリエ活動記録集　vol．14 美術館 H30.3 不定期刊 Ａ４ 40 配架中 無

アトリエ活動記録集　vol．１５ 美術館 H31.3 不定期刊 Ａ４ 47 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第７号 郷土歴史
博物館

H11.3.31 年刊 Ａ５ 78 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第８号 郷土歴史
博物館

H12.3.31 年刊 Ａ５ 69 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第９号 郷土歴史
博物館

H13.3.31 年刊 Ａ５ 76 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１０号
郷土歴史
博物館

H14.3.31 年刊 Ａ５ 76 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１１号
郷土歴史
博物館

H15.3.31 年刊 Ａ４ 63 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１２号
郷土歴史
博物館

H16.3.31 年刊 Ａ４ 29 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１３号
郷土歴史
博物館

H17.3.31 年刊 Ａ４ 26 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１４号
郷土歴史
博物館 H18.3.9 年刊 Ａ４ 38 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１５号
郷土歴史
博物館 H20.3.9 年刊 Ａ４ 32 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１６号
郷土歴史
博物館

H21.3.13 年刊 Ａ４ 35 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１７号
郷土歴史
博物館

H22.3.13 年刊 Ａ４ 28 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１８号
郷土歴史
博物館

H23.3.25 年刊 Ａ４ 14 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第１９号
郷土歴史
博物館

H25.3.25 年刊 Ａ４ 14 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第２０号
郷土歴史
博物館

H27.3.25 年刊 Ａ４ 14 配架中 無 博物館で販売
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福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第２１号
郷土歴史
博物館

H29.3.24 隔年 Ａ４ 34 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第２２号
郷土歴史
博物館

H31.3.29 隔年 Ａ４ 30 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館研究紀要　第２３号
郷土歴史
博物館 R3.3.26 隔年 Ａ４ 32 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館　史料叢書１　啓発録
郷土歴史
博物館 S53.3 不定期刊 Ａ５ 19 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　史料叢書６　笠原
白翁筆　戦競録

郷土歴史
博物館 H1.3 不定期刊 Ａ５ 32 配架中 有

福井市立郷土歴史博物館　史料叢書７　金屋
氏家譜

郷土歴史
博物館 H4.3 不定期刊 A５ 34 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館　史料叢書８　慶永
公名臣賢献言録（１）

郷土歴史
博物館 H5.3 不定期刊 Ａ５ 29 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館　史料叢書９　慶永
公名臣献言録（２）

郷土歴史
博物館 H6.3 不定期刊 A５ 47 配架中 無 博物館で販売

よみがえる心のかけ橋　－日下部太郎/Ｗ・Ｅ・
グリフィス－

郷土歴史
博物館 S57.3 不定期刊 Ａ５ 55 配架中 有

松平春嶽公百年祭記念講演録　松平春嶽 郷土歴史
博物館 H3.3 不定期刊 Ａ５ 63 配架中 有

なるほど！横井小楠 郷土歴史
博物館 H8.2 不定期刊 Ａ５ 16 配架中 無 横井小楠顕彰会会員

春嶽公記念文庫解説目録 -文書編-
郷土歴史
博物館 H17.11 不定期刊 Ｂ５ 99 有 博物館で販売

春嶽公記念文庫解説目録 -什器編- 郷土歴史
博物館 H18.8 不定期刊 Ｂ５ 68 有 博物館で販売

平成17年春季特別展『極楽 -北陸の浄土
教美術-』

郷土歴史
博物館

H17.3.26 不定期刊 Ａ４ 127 無 博物館で販売

平成19年春季特別展『出光美術館コレク
ション 岩佐又兵衛と俵屋宗達』

郷土歴史
博物館

H19.3.24 不定期刊 Ａ４ 79 無 博物館で販売

平成19年秋季特別展『古典が語る継体天
皇』

郷土歴史
博物館

H19.9.29 不定期刊 Ａ４ 65 無 博物館で販売

平成21年春季特別展『大奥』 郷土歴史
博物館

H21.3.21 不定期刊 Ａ４ 104 無 博物館で販売

平成21年企画展福井城跡発掘展『福井城
下の唐津-唐津焼からみる福井城の歴史-
』

郷土歴史
博物館

H21.5.21 不定期刊 Ａ４ 36 無 博物館で販売

平成21年秋季特別展図録『葵と菊～越前
の名刀工・康継と国清～』

郷土歴史
博物館

H21.10.16 不定期刊 Ａ４ 99 無 博物館で販売

平成23年秋季特別展図録『御三卿 一橋
徳川家と田安徳川家 将軍のお身内、文武
の家』

郷土歴史
博物館

H23.10.14 不定期刊 Ａ４ 55 無 博物館で販売

平成24年春季特別展図録『古代越前の文
字』

郷土歴史
博物館

H24.3.23 不定期刊 Ａ４ 59 無 博物館で販売
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平成24年秋季特別展図録『大阪の陣と越
前勢』

郷土歴史
博物館

H27.1.30 不定期刊 Ａ４ 68 無 博物館で販売

平成25年秋季特別展図録『甲冑の美』 郷土歴史
博物館

H26.3.20 不定期刊 Ａ４ 84 無 博物館で販売

平成26年春季特別展図録『合戦』 郷土歴史
博物館

H26.3.21 不定期刊 Ａ４ 117 無 博物館で販売

平成26年秋季特別展図録『徳川将軍家の
名宝』

郷土歴史
博物館

H26.10.17 不定期刊 Ａ４ 91 無 博物館で販売

平成27年秋季特別展図録『大名家族たち
の明治』

郷土歴史
博物館

H27.10.16 不定期刊 Ａ４ 85 無 博物館で販売

平成28年春季特別展図録『江戸の小袖の
春夏秋冬』

郷土歴史
博物館

H28.3.19 不定期刊 Ａ４ 100 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館蔵『宮下己代治
氏寄贈資料目録』

郷土歴史
博物館

H17.3.13 不定期刊 Ｂ５ 28 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館蔵『岡田啓介
家・加藤寛治家旧蔵史料目録』

郷土歴史
博物館

H17.3.27 不定期刊 Ｂ５ 16 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館蔵『杤屋家・岡
田準介家文書目録』

郷土歴史
博物館

H17.3.31 不定期刊 Ｂ５ 19 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館蔵『小塙家・小
島家・山田卓介家・廣部鳥道家寄贈史料
目録』

郷土歴史
博物館

H20.3.13 不定期刊 Ｂ５ 20 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館蔵『石田和外・
木内曽益・東郷正路各家旧蔵史料目録』

郷土歴史
博物館

H21.3.13 不定期刊 Ｂ５ 40 無 博物館で販売

名品選 郷土歴史
博物館

H16.3.21 不定期刊 ＡＢ 66 無 博物館で販売

福井城舎人門遺構復元整備事業報告書 郷土歴史
博物館 Ｈ17.3 不定期刊 Ａ４ 154 無 博物館で販売

わかりやすいふくい歴史人物シリーズ①
『橋本左内って知ってるかい？』

郷土歴史
博物館 Ｈ31.3 不定期刊 Ａ５ 15 無 博物館で販売

わかりやすいふくい歴史人物シリーズ②
『由利公正って知ってるかい？』

郷土歴史
博物館 Ｈ28.3 不定期刊 Ａ５ 15 無 博物館で販売

なるほど福井の江戸時代　忍者ヒストくん
のなぞとき絵巻

郷土歴史
博物館

H16.7.24 不定期刊 Ｂ５ 48 無 博物館で販売

橋本左内 やさしい 啓発録 郷土歴史
博物館

H26.12.23 不定期刊 Ｂ５ 53 無 博物館で販売

福井市春嶽公記念文庫　ボンボニエール 郷土歴史
博物館

H30.9.22 不定期刊 Ｂ５ 26 配架中 無

平成29年春季特別展図録『刀に彫る－刀
身彫刻の世界－』

郷土歴史
博物館

H29.3.24 不定期刊 Ａ４ 68 配架中 無 博物館で販売

平成29年秋季特別展『さよなら江戸幕府
－大政奉還と幕末の二条城－』

郷土歴史
博物館

H29.10.13 不定期刊 Ａ４ 75 配架中 無 博物館で販売

平成30年春季特別展図録『江戸・京・大坂
と城下町福井』

郷土歴史
博物館

H30.3.24 不定期刊 Ａ４ 79 配架中 無 博物館で販売
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平成30年夏季特別陳列『大集合！幕末福
井の偉人たち』

郷土歴史
博物館

H30.7.20 不定期刊 Ａ４ 17 配架中 無 博物館で販売

平成30年秋季特別展図録『皇室と越前松
平家の名宝－明治美術のきらめき－』

郷土歴史
博物館

H30.9.22 不定期刊 Ａ４ 79 配架中 無 博物館で販売

平成31年春季特別展展覧会図録『大安禅
寺の名宝』

郷土歴史
博物館

H31.3.21 不定期刊 Ａ４ 95 配架中 無 博物館で販売

令和元年秋季特別展『将軍家茂と皇女和
宮－行列が彩った二人の幕末－』

郷土歴史
博物館

R1.10.12 不定期刊 Ａ４ 91 配架中 無 博物館で販売

令和2年春季特別展『明智光秀と越前－雌
伏のとき－』

郷土歴史
博物館 R2.3.20 不定期刊 Ａ４ 29 配架中 無

令和2年秋季特別展『北陸の古刀』 郷土歴史
博物館

R2.10.10 不定期刊 Ａ４ 71 配架中 無  博物館で販売

令和３年春季特別展『グリフィスが見た明
治の福井』

郷土歴史
博物館 R3.3.20 不定期刊 A4 32 配架中 無 博物館で販売

福井城下図集 郷土歴史
博物館

H31.3.31 不定期刊 Ａ１ 4 配架中 無 博物館で販売

福井歴史ナビマップ 郷土歴史
博物館 H30.3 不定期刊 Ａ２ 両面 配架中 無 博物館で販売

なるほど福井の古墳時代　ヒストくんの古
墳ガイドブック

郷土歴史
博物館 R3.3.31 不定期刊 Ｂ５ 25 配架中 無 博物館で販売

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１号 郷土歴史
博物館 S49.3 不定期刊 Ｂ５ 31 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２号 郷土歴史
博物館 S50.3 不定期刊 Ｂ５ 21 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第３号 郷土歴史
博物館 S52.1 不定期刊 Ｂ５ 16 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第４号 郷土歴史
博物館 S53.3 不定期刊 Ｂ５ 28 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第５号 郷土歴史
博物館 S54.3 不定期刊 Ｂ５ 33 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第６号 郷土歴史
博物館 S55.3 不定期刊 Ｂ５ 35 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第７号 郷土歴史
博物館 S56.3 不定期刊 Ｂ５ 51 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第８号 郷土歴史
博物館 S57.3 不定期刊 Ｂ５ 23 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第９号 郷土歴史
博物館 S59.3 不定期刊 Ｂ５ 77 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１０号
郷土歴史
博物館 S60.3 不定期刊 Ｂ５ 27 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１１号
郷土歴史
博物館 S61.3 不定期刊 Ｂ５ 13 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１２号
郷土歴史
博物館 S62.3 不定期刊 Ｂ５ 15 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１３号
郷土歴史
博物館 S63.3 不定期刊 Ｂ５ 9 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１４号
郷土歴史
博物館 H1.3 不定期刊 Ｂ５ 6 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１５号
郷土歴史
博物館 H2.3 不定期刊 Ｂ５ 14 配架中 無
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福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１６号
郷土歴史
博物館 H3.3 不定期刊 Ｂ５ 10 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１７号
郷土歴史
博物館 H4.3 不定期刊 Ｂ５ 10 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１８号
郷土歴史
博物館 H5.3 不定期刊 Ｂ５ 11 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第１９号
郷土歴史
博物館 H6.3 不定期刊 Ｂ５ 18 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２０号
郷土歴史
博物館 H7.3 不定期刊 Ｂ５ 11 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２１号
郷土歴史
博物館 H8.3 不定期刊 Ｂ５ 7 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２２号
郷土歴史
博物館 H9.3 不定期刊 Ｂ５ 5 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２３号
郷土歴史
博物館 H10.3 不定期刊 Ｂ５ 3 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２４号
郷土歴史
博物館 H11.3 不定期刊 Ｂ５ 6 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２５号
郷土歴史
博物館 H12.3 不定期刊 Ｂ５ 5 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２６号
郷土歴史
博物館 H13.3 不定期刊 Ｂ５ 7 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２７号
郷土歴史
博物館 H14.3 不定期刊 Ｂ５ 7 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２８号
郷土歴史
博物館 H15.3 不定期刊 Ｂ５ 11 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館々報　復刊第２９号
郷土歴史
博物館 H16.1 不定期刊 Ｂ５ 2 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成１６年度年報
郷土歴史
博物館

H17.3.31 年刊 Ａ４ 38 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成１７年度年報
郷土歴史
博物館

H18.3.31 年刊 Ａ４ 43 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成１８年度年報
郷土歴史
博物館 H19.4.1 年刊 Ａ４ 35 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成１９年度年報
郷土歴史
博物館 H20.4.1 年刊 Ａ４ 32 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２０年度年報
郷土歴史
博物館 H21.6.1 年刊 Ａ４ 35 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２１年度年報
郷土歴史
博物館 H22.5.1 年刊 Ａ４ 35 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２２年度年報
郷土歴史
博物館 H23.7.1 年刊 Ａ４ 31 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２３年度年報
郷土歴史
博物館

H24.7.20 年刊 Ａ４ 34 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２４年度年報
郷土歴史
博物館 H25.8.1 年刊 Ａ４ 35 配架中 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２５年度年報
郷土歴史
博物館 H26.8.1 年刊 Ａ４ 30 作成課で

保管 無

福井市立郷土歴史博物館　平成２６年度年報
郷土歴史
博物館 H27.6.1 年刊 Ａ４ 28 配架中 有

福井市立郷土歴史博物館　平成２７年度年報
郷土歴史
博物館 H28.7.1 年刊 Ａ４ 30 配架中 有

福井市立郷土歴史博物館　平成２８年度年報
郷土歴史
博物館 H29.7.1 年刊 Ａ４ 30 配架中 有

福井市立郷土歴史博物館　平成２９年度年報
郷土歴史
博物館 H30.7.1 年刊 Ａ４ 29 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（商工労働部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市立郷土歴史博物館　平成３０年度年報
郷土歴史
博物館 R1.7.1 年刊 Ａ４ 19

作成課で
保管 有 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載のみ

福井市立郷土歴史博物館　令和元年度年報 郷土歴史
博物館 R2.9.1 年刊 Ａ４ 21 作成課で

保管 有  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載のみ

福井市立郷土歴史博物館　令和２年度年報 郷土歴史
博物館 R3.9.1 年刊 Ａ４ 16

作成課で
保管 有 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載のみ

福井市立郷土歴史博物館　令和３年度年報 郷土歴史
博物館 R4.9.1 年刊 Ａ４ 16

作成課で
保管 有 ホームページに掲載
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（農林水産部）

農林水産部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

第４次福井市食育推進計画 農政企画課 R4.3 不定期刊 Ａ４ 49 配架中 有

第４次福井市食育推進計画〔概要版〕 農政企画課 R4.3 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 有

第２次福井市農業活性化プラン 農政企画課 R2.3 不定期刊 Ａ４ 21 配架中 有

全国植樹祭記念誌 林業水産課 H22.1 不定期刊 Ａ４ 63 配架中 無

福井市森林整備・林業成長産業化推進プ
ラン

林業水産課 Ｒ3.3 不定期刊 Ａ４ 66 配架中 有

福井市水産業振興プラン 林業水産課 Ｒ3.3 不定期刊 Ａ４ 50 配架中 有

福井市森林整備計画変更計画書 林業水産課 R4.3 不定期刊 A4 88 配架中 有

福井市農村環境計画 農村整備課 H19.3 不定期刊 Ａ４ 160 配架中 無

福井市農村環境計画（パンフレット） 農村整備課 H19.3 不定期刊 Ａ４ チラシ類 配架中 無

市場２０周年誌 中央卸売市場 H7.2.28 不定期刊 Ｂ５ 191 配架中 無 開設20周年記念事業
実行委員会

福井市中央卸売市場開設３０周年記念
　市場まつり　開設３０周年記念式典

中央卸売市場 H17.2.1 不定期刊 CD-R － 配架中 無 開設３0周年記念事業委
員会

市場概要　平成３０年度 中央卸売市場 H30.4.1 年刊 Ａ４ 27 配架中 有

市場概要　令和元年度 中央卸売市場 R1.5.1 年刊 Ａ４ 27 配架中 有

市場概要　令和２年度 中央卸売市場 R2.5.1 年刊 Ａ４ 27 配架中 有

市場概要　令和３年度 中央卸売市場 R3.5.1 年刊 Ａ４ 27 配架中 有

市場概要　令和４年度 中央卸売市場 R4.5.1 年刊 Ａ４ 28 配架中 有

35



　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（建設部）

建　設　部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

道路台帳測定基図 監理課 - - - -
作成課で

保管 無

国有財産特定図面 監理課 - - - -
作成課で

保管 無

換地図等 監理課 - - - -
作成課で

保管 無

福井市道づくりビジョン 道路課 H22.8 不定期刊 Ａ４ 60 作成課で
保管 有

福井市街路樹指針 公園課 H26.3 不定期刊 Ａ４ 105 配架中 有

福井市住宅基本計画 住宅政策課 H29.7 不定期刊 Ａ４ 124 配架中 有

福井市空き家等対策計画 住宅政策課 Ｈ30.3 不定期刊 Ａ４ 79 配架中 有

平成３０年度（平成２９年度実績）建築行政
の概要

建築指導課 H30.6.1 年刊 Ａ４ 32 配架中 無

令和元年度（平成３０年度実績）建築行政の概要 建築指導課 R1.6.1 年刊 Ａ４ 32 配架中 無

令和２年度（令和元年度実績）建築行政の
概要

建築指導課 R2.6.1 年刊 Ａ４ 32 配架中 無

令和３年度（令和２年度実績）建築行政の
概要

建築指導課 R3.6.1 年刊 Ａ４ 33 配架中 無

令和４年度（令和３年度実績）建築行政の
概要

建築指導課 R4.6.1 年刊 Ａ４ 32 配架中 無

福井市建築物耐震改修促進計画 建築指導課 R3.3 不定期刊 Ａ４ 26 配架中 有

福井都市計画事業北部第七土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - Ａ３ 136 作成課で
保管 無

福井都市計画事業市場周辺土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 H25.9 - Ａ３ 209 作成課で
保管 無

福井市都市計画事業　森田北東部土地区画整理事業 区画整理課 H12 不定期刊 Ａ４ チラシ類
作成課で

保管 無

福井都市計画事業北部土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 80 作成課で
保管 無

福井都市計画事業北部第二土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 22 作成課で
保管 無

福井都市計画事業北部第三土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 51
作成課で

保管 無

福井都市計画事業北部第四土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 42 作成課で
保管 無

福井都市計画事業北部第五土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 26 作成課で
保管 無

福井都市計画事業北部第六土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 42 作成課で
保管 無

福井都市計画事業西部土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 58 作成課で
保管 無

福井都市計画事業西部第二土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 45 作成課で
保管 無

福井都市計画事業西部第三土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - Ｂ４ 48 作成課で
保管 無

福井都市計画事業東部土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 68 作成課で
保管 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（建設部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井都市計画事業東部第三土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 69
作成課で

保管 無

福井都市計画事業東部第四土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 13 作成課で
保管 無

福井都市計画事業東部第五土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 64
作成課で

保管 無

福井都市計画事業東部第六土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 40
作成課で

保管 無

福井都市計画事業南部土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - Ｂ４ 150 作成課で
保管 無

福井都市計画事業南部第二地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 24
作成課で

保管 無

福井都市計画事業南部第三社北土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - Ａ２ 75
作成課で

保管 無

福井都市計画事業南部第三社南土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - Ａ２ 76 作成課で
保管 無

福井都市計画事業南部第四土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 74 作成課で
保管 無

福井都市計画事業南部第五土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 20 作成課で
保管 無

福井都市計画事業南部第六土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - - - 43 作成課で
保管 無

福井都市計画事業南部第七土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 - Ａ３ 36 作成課で
保管 無

福井都市計画事業福井駅周辺土地区画整理事業換地確定図
区画整理課

（駅周辺整備課） H30.12 - Ａ３ 30 作成課で
保管 無

福井都市計画事業森田北東部（北工区）土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 H31.2 ‐ Ａ３ 210 作成課で
保管 無

福井都市計画事業森田北東部（南工区）土地区画整理事業換地確定図 区画整理課 H31.2 ‐ Ａ３ 200 作成課で
保管 無

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ
鶉、棗、本郷

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　安居、清水西、清水東、
清水南、清水北 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　殿下、
越廼

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　一光、国
見、鷹巣 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　西藤島、河合、大
安寺、宮ノ下 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　啓
蒙、中藤島、森田

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　円
山、岡保、東藤島

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　酒
生、一乗、東郷

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　上
文殊、文殊、六条

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　清
明、麻生津

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　東
安居、社南、社北、社西

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　春
山、松本、日新、明新

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（建設部）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　木
田、日之出、旭、和田

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ
豊、足羽、湊、宝永、順化

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　下
宇坂、芦見

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　羽
生、上宇坂

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　上
味見、下味見

河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　鶉、棗、本郷 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップやさしい日本
語版　安居、清水西、清水東、清水南、清水北 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　殿下、越廼 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日本語版　一光、国見、鷹巣 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日本語版　西藤島、河合、大安寺、宮ノ下 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日本語版　啓蒙、中藤島、森田　 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日本語版　円山、岡保、東藤島 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　酒生、一乗、東郷 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　上文殊、文殊、六条 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　清明、麻生津 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　東安居、社南、社北、社西 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　春山、松本、日新、明新 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　木田、日之出、旭、和田 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　豊、足羽、湊、宝永、順化 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　下宇坂、芦見 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　羽生、上宇坂 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

福井市洪水・土砂災害ハザードマップ　やさしい日
本語版　上味見、下味見 河川課 R4.3 不定期刊 A１ チラシ類 配架中 有

38



　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（工事・会計管理部）

工事・会計管理部

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成２９年度 福井県福井市歳入歳出決算書 出納課 Ｈ30.9 年刊 Ａ4 348 配架中 無

平成３０年度 福井県福井市歳入歳出決算書 出納課 R1.9 年刊 Ａ4 348 配架中 無

令和元年度 福井県福井市歳入歳出決算書 出納課 R2.9 年刊 Ａ4 330 配架中 無

令和２年度 福井県福井市歳入歳出決算書 出納課 R3.9 年刊 Ａ4 340 配架中 無

令和３年度 福井県福井市歳入歳出決算書 出納課 R4.9 年刊 Ａ4 320 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（消防局）

消　防　局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

令和４年　消防年報 消防総務課 Ｒ4.6 年刊 A4 109 配架中 有

不死鳥ふくい防災塾 予防課 H20.12 １回刊 Ａ４ 137 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（企業局）

企　業　局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

８０年のあゆみ 企業局 H5.3.31 不定期刊 B５ 233 配架中 無

平成２９年度　ガス・水道事業年報 企業局 H30.10 年刊 Ａ４ 162 配架中 無

平成３０年度　ガス・水道事業年報 企業局 Ｒ1.10 年刊 Ａ４ 165 配架中 無

令和元年度　ガス・水道事業年報 企業局 Ｒ2.10 年刊 Ａ４ 165 配架中 無

令和２年度　水道事業年報 企業局 Ｒ3.10 年刊 Ａ４ 123 配架中 無

令和３年度　水道事業年報 企業局 Ｒ4.10 年刊 Ａ４ 147 配架中 無

平成２９年度　決算書 企業局 H30.10 年刊 Ａ４ 58 配架中 無

平成３０年度　決算書 企業局 R1.10 年刊 Ａ４ 60 配架中 無

令和元年度　決算書 企業局 R2.10 年刊 Ａ４ 136 配架中 無

令和２年度　決算書 企業局 R3.10 年刊 Ａ４ 110 配架中 有

令和３年度　決算書 企業局 R4.10 年刊 Ａ４ 110 配架中 有

福井の水道 企業局 H18.4.1 不定期刊 Ａ４ 14 配架中 無

福井市ガス事業１００周年記念誌 企業局 H23.10.1 不定期刊 Ａ４ 100 配架中 無

福井市水道事業ビジョン2020 企業局 R2.3 不定期刊 Ａ４ 69 配架中 有

福井市水道事業ビジョン2020　【概要版】 企業局 R2.3 不定期刊 Ａ４ 6 配架中 有

上下水道のミカタ 企業局

7月、
11月、
3月各
月25日

年3回刊 Ａ４ 6 配架中 有

福井市の下水道　平成３０年度 下水管理課 H30.10 年刊 Ａ４ 71 配架中 無

福井市の下水道　令和元年度 下水管理課 R1.9 年刊 Ａ４ 73 配架中 無

福井市の下水道　令和２年版 企業局 R2.8 年刊 Ａ４ 73 配架中 無

福井市の下水道　令和３年版 企業局 R3.8 年刊 Ａ４ 74 配架中 無

福井市の下水道　令和４年版 企業局 R4.8 年刊 Ａ４ 75 配架中 無

下水道利用の手引き－福井市－平成30
年度版

下水道お客様サービス室 H30.4 不定期刊 Ａ４ 25 配架中 無

平成２９年度　福井市下水道事業会計決算書 下水管理課 H30.8 年刊 Ａ４ 51 配架中 有

平成３０年度　福井市下水道事業会計決算書 下水管理課 R1.8 年刊 Ａ４ 51 配架中 有

福井市下水道事業経営戦略（令和４年３月改定） 企業局 R4.3 不定期刊 Ａ４ 57 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（企業局）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市下水道内水ハザードマップ 雨水対策室 R4.3 不定期刊 A1 2 配架中 有

事業場排水の指導要綱 施設管理センター H18.7 不定期刊 Ｂ５ 20 配架中 無

福井市簡易水道事業経営戦略 企業局 R4.3 不定期刊 Ａ４ 36 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（議会事務局）

議会事務局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

ふくい市議会だより
　（６月･９月・１２月･３月定例会）

庶務課

8月10日
11月10日
2月10日
5月10日

年４回刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有 ホームページ掲載は、
H18.3月定例会分から

ふくい市政のあらまし　令和２年度版 議事調査課 R2.10 年刊 Ａ４ 324 無 有 電子データのみ

ふくい市政のあらまし　令和３年度版 議事調査課 R3.10 年刊 Ａ４ 320 無 有 電子データのみ

ふくい市政のあらまし　令和４年度版 議事調査課 R4.10 年刊 Ａ４ 324 無 有  ホームページに掲載

福井市議会会議録（平成２６年１２月定例会） 議事調査課 H27.2 年４回刊 Ａ４ 154 配架中 有

福井市議会会議録（平成２７年３月定例会） 議事調査課 H27.5 年４回刊 Ａ４ 206 配架中 有

福井市議会会議録（平成２７年５月臨時会・平成２７年６月定例会） 議事調査課 H27.8 年４回刊 Ａ４ 197 配架中 有

福井市議会会議録（平成２７年９月定例会） 議事調査課 H27.11 年４回刊 Ａ４ 160 配架中 有

福井市議会会議録（平成２７年１２月定例会・平成２７年１２月臨時会） 議事調査課 H28.2 年４回刊 Ａ４ 160 配架中 有

福井市議会会議録（平成２８年３月定例会） 議事調査課 H28.5 年４回刊 Ａ４ 198 配架中 有

福井市議会会議録（平成２８年５月臨時会・平成２８年６月定例会） 議事調査課 H28.8 年４回刊 Ａ４ 172 配架中 有

福井市議会会議録（平成２８年７月臨時会・平成２８年９月定例会） 議事調査課 H28.11 年４回刊 Ａ４ 141 配架中 有

福井市議会会議録（平成２８年１２月定例会） 議事調査課 H29.2 年４回刊 Ａ４ 177 配架中 有

福井市議会会議録（平成２９年３月定例会） 議事調査課 H29.5 年４回刊 Ａ４ 184 配架中 有

福井市議会会議録（平成２９年５月臨時会・平成２９年６月定例会） 議事調査課 H29.8 年４回刊 Ａ４ 162 配架中 有

福井市議会会議録（平成２９年９月定例会） 議事調査課 H29.11 年４回刊 Ａ４ 168 配架中 有

福井市議会会議録（平成２９年１２月定例会） 議事調査課 H30.2 年４回刊 Ａ４ 175 配架中 有

福井市議会会議録（平成３０年３月定例会） 議事調査課 H30.5 年４回刊 Ａ４ 174 配架中 有

福井市議会会議録（平成３０年５月臨時会・平成３０年６月定例会） 議事調査課 H30.8 年４回刊 Ａ４ 174 配架中 有

福井市議会会議録（平成３０年９月定例会） 議事調査課 H30.11 年４回刊 Ａ４ 170 配架中 有

福井市議会会議録（平成３０年１２月定例会） 議事調査課 H31.2 年４回刊 Ａ４ 193 配架中 有

福井市議会会議録（平成３１年３月定例会） 議事調査課 R1.5 年４回刊 Ａ４ 189 配架中 有

福井市議会会議録（令和元年５月臨時会・令和元年６月定例会） 議事調査課 R1.8 年４回刊 Ａ４ 188 配架中 有

福井市議会会議録（令和元年９月定例会） 議事調査課 R1.11 年４回刊 Ａ４ 166 配架中 有

福井市議会会議録（令和元年１２月定例会・令和元年１２月臨時会） 議事調査課 R2.2 年４回刊 Ａ４ 197 配架中 有

福井市議会会議録（令和２年３月定例会） 議事調査課 R2.5 年４回刊 Ａ４ 222 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（議会事務局）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市議会会議録（令和２年６月定例会） 議事調査課 R2.8 年４回刊 Ａ４ 118 配架中 有

福井市議会会議録（令和２年９月定例会） 議事調査課 R2.11 年４回刊 Ａ４ 182 配架中 有

福井市議会会議録（令和２年１２月定例会） 議事調査課 R3.2 年４回刊 Ａ４ 201 配架中 有

福井市議会会議録（令和３年３月定例会） 議事調査課 R3.5 年４回刊 Ａ４ 197 配架中 有

福井市議会会議録（令和３年５月臨時会・令和３年６月定例会） 議事調査課 R3.8 年４回刊 Ａ４ 186 配架中 有

福井市議会会議録（令和３年９月定例会） 議事調査課 R3.11 年４回刊 Ａ４ 196 配架中 有

福井市議会会議録（令和３年１２月定例会） 議事調査課 R4.2 年４回刊 Ａ４ 161 配架中 有

福井市議会会議録（令和４年３月定例会） 議事調査課 R4.5 年４回刊 Ａ４ 193 配架中 有

福井市議会会議録（令和４年５月臨時会・令和４年６月定例会） 議事調査課 R4.8 年４回刊 Ａ４ 187 配架中 有

福井市議会会議録（令和４年９月定例会） 議事調査課 R4.11 年４回刊 Ａ４ 171 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（教育委員会事務局）

教育委員会事務局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

福井市中学校教育５０年史 教育委員会 H9.10.1 不定期刊 Ｂ５ 359 配架中 無

平成２９年度　教育要覧 教育委員会 H29.8 年刊 Ａ４ 108 配架中 無

平成３０年度　教育要覧 教育委員会 Ｈ30.6 年刊 Ａ４ 108 配架中 無

令和元年度　教育要覧 教育委員会 R1.７ 年刊 Ａ４ 106 配架中 無

令和２年度　教育要覧 教育委員会 R2.7 年刊 Ａ４ 104 配架中 無

令和３年度　教育要覧 教育委員会 R3.7 年刊 Ａ４ 106 配架中 無

令和４年度　教育要覧 教育委員会 R4.8 年刊 Ａ４ 107 配架中 無

福井市教育に関する大綱 教育委員会 R4.1 不定期刊 Ａ４ 10 配架中 有

福井市教育振興基本計画 教育委員会 R4.3 不定期刊 Ａ４ 60 配架中 有

福井市教育振興基本計画（概要版） 教育委員会 R4.3 不定期刊 Ａ４ 2 配架中 有

平成２４年度福井市教育振興基本計画成
果報告書

教育委員会 H25.4 年刊 Ａ４ 24 配架中 有

美山町史　上巻 教育総務課 S59.9.20 不定期刊 Ａ５ 944 配架中 無

美山町史　下巻 教育総務課 S59.9.20 不定期刊 Ａ５ 838 配架中 無

福井市民の誇りGUIDEBOOK 生涯学習課 H29.6 不定期刊 Ａ４ 56 配架中 有

少年愛護センターだより「しるべ」 青少年課 R4.7 年2回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

少年愛護センターだより「しるべ」 青少年課 R4.12 年2回刊 Ａ4 チラシ類 配架中 有

愛のみちびき　令和３年度　青少年行政と
健全育成の概要

青少年課 R3.10 年刊 Ａ4 70 配架中 無

福井市スポーツ推進計画【改訂版】 スポーツ課 R2.1 不定期刊 Ａ４ 38 配架中 有

福井しあわせ元気国体２０１８　福井市しあ
わせ元気大会２０１８　福井市大会報告書

スポーツ課
(国体推進

部）
H31.1 不定期刊 Ａ４ 151 配架中 無

「福井しあわせ元気」国
体・障害者スポーツ大会
福井市実行委員会

令和3年度全国高等学校総合体育大会
輝け君の汗と涙　北信越総体2021報告書

スポーツ課 R4.3 不定期刊 Ａ４ 192 配架中 無
令和３年度全国高等学校
総合体育大会福井県実
行委員会

旧土屋家住宅移築復原工事報告書 文化財保護課 H20.1.31 不定期刊 Ａ４ 93 配架中 無

平成元年３月　旧梅田家住宅移築復原工事報告書 文化財保護課 H1.1 不定期刊 Ａ４ 113 配架中 無

新福井市の文化財 文化財保護課 H3.9.30 不定期刊 Ｂ５ 81 配架中 無

福井市の文化財 文化財保護課 R3.3.25 不定期刊 A4 207 配架中 無

免鳥古墳群範囲確認調査概要報告書 文化財保護課 H19.3.31 不定期刊 Ａ４ 115 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（教育委員会事務局）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

旧蓑輪家住宅移築復原工事報告書 文化財保護課 H21.9.1 不定期刊 Ａ４ 89 配架中 無

旧城地家住宅移築復原工事報告書 文化財保護課 H22.9.15 不定期刊 Ａ４ 81 配架中 無

旧岡本家住宅移築復元工事報告書 文化財保護課 H23.10.28 不定期刊 Ａ４ 95 配架中 無

旧山下家板倉移築復原工事報告書 文化財保護課 H24.12.10 不定期刊 Ａ４ 55 配架中 無

福井城跡Ⅸ　福井市立郷土歴史博物館移転新築
に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 20 配架中 無

福井城跡Ⅹ　名勝養浩館庭園建造物復元整備に
伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 18 配架中 無

福井城跡Ⅺ　柴田公園整備事業に伴う発掘調査報告書 文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 15 配架中 無

福井城跡Ⅻ　福井駅周辺土地区画整理事業に伴う
発掘調査報告書Ⅱ

文化財保護課 H24.3.31 不定期刊 Ａ４ 179 配架中 無

福井城跡ⅩⅢ　福井駅周辺土地区画整理事業に
伴う発掘調査報告書Ⅲ

文化財保護課 H25.3.29 不定期刊 Ａ４ 88 配架中 無

福井城跡ⅩⅣ　福井駅周辺土地区画整理事業に
伴う発掘調査報告書Ⅳ

文化財保護課 H25.3.29 不定期刊 Ａ４ 98 配架中 無

福井城跡ⅩⅤ　学校法人福井仁愛学園　仁愛女子
高等学校整備に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H25.3.29 不定期刊 Ａ４ 60 配架中 無

福井城跡ⅩⅩⅣ　北陸新幹線福井駅（東口）拡張
施設整備事業に伴う福井城跡発掘調査報告書

文化財保護課 R4.3 不定期刊 A4 15 配架中 無

開発遺跡発掘調査報告書Ⅰ 文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 文93
図52 配架中 無

福井市古墳発掘調査報告書Ⅰ　酒生古墳群 花野谷古墳
群 熊野山古墳群 足羽山古墳群 西大味古墳群

文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 文126
図  81 配架中 無

別所遺跡　一般県道徳光・福井線改良工事に伴う
発掘調査報告書

文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 15 配架中 無

高柳遺跡Ⅱ　(新)中藤小学校建設工事に
伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 37 配架中 無

重立山古墳群　福井幹線鉄塔建替え工事に伴う重
立山10号墳発掘調査報告書

文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 15 配架中 無

寄安遺跡発掘調査報告書Ⅰ 文化財保護課 H24.3.30 不定期刊 Ａ４ 文31
図12 配架中 無

市指定史跡伊自良氏館跡　市内遺跡発掘調査事
業に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H24.3.31 不定期刊 Ａ４ 13 配架中 無

福井城跡ⅩⅥ　福井駅周辺土地区画整理事業に
伴う発掘調査報告書Ⅴ

文化財保護課 H26.3.31 不定期刊 Ａ４ 22 配架中 無

福井城跡ⅩⅦ　中央公園周辺再整備事業に伴う福
井城跡発掘調査報告書

文化財保護課 H26.3.31 不定期刊 Ａ４ 84 配架中 無

福井城跡Ⅹⅷ　福井駅西口中央地区第一種市街
地再開発事業に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H27.3.31 不定期刊 Ａ４ 60 配架中 無

石盛遺跡　森田北東部土地区画整理事業に伴う発
掘調査報告書

文化財保護課 H26.3.31 不定期刊 Ａ４ 69 配架中 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（教育委員会事務局）

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

石盛遺跡　森田北東部土地区画整理事業に伴う発
掘調査報告書2

文化財保護課 H27.3.31 不定期刊 Ａ４ 40 配架中 無

今市遺跡2　一般県道清水麻生津線道路改良事業
に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H28.3.4 不定期刊 Ａ４ 32 配架中 無

寄安・栗森遺跡Ⅱ　森田北東部土地区画整理事業
に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H28.3.25 不定期刊 Ａ４ 18 配架中 無

福井城跡ⅩⅨ　ジェイアール福井駅西ＮＨＫビル開
発に伴う発掘調査報告書

文化財保護課 H28.3.31 不定期刊 Ａ４ 16 配架中 無

福井城跡ⅩⅩ　レーベン福井日之出新築工事に伴
う発掘調査報告書

文化財保護課 H29.2.24 不定期刊 Ａ４ 12 配架中 無

福井城跡ⅩⅩⅠ　平成11年度・12年度における福
井城跡発掘調査報告書

文化財保護課 H29.3.17 不定期刊 Ａ４ 23 配架中 無

福井城跡ⅩⅩⅡ　平成27･28年度福井市都市計画
福井駅周辺土地区画整理事業に伴う福井城跡発
掘調査報告書

文化財保護課 Ｈ30.3 不定期刊 Ａ４ 27 配架中 無

福井城跡ⅩⅩⅢ　中央１丁目１０番地地区優良建
築物等整備事業に伴う福井城跡発掘調査報告書

文化財保護課 R2.2 不定期刊 Ａ４ 9 配架中 無

平成23年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H24.2.24 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無

平成24年度企画展「縄文人のいた時代」 文化財保護課 H24.6.30 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無

平成24年度企画展「ふるさと発掘モノ語」 文化財保護課 H24.9.29 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無

平成24年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H25.3.2 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無

平成25年度企画展「昔の装飾品展」 文化財保護課 H25.10.11 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成25年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H26.3.1 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成26年度企画展「古墳誕生」 文化財保護課 H26.7.19 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成26年度企画展「墨書土器の世界」 文化財保護課 H26.10.11 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成26年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H27.2.14 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成27年度企画展「古墳絶頂」 文化財保護課 H27.7.18 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成27年度企画展「中世 城･館･寺を掘る」 文化財保護課 H27.10.31 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成27年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H28.2.13 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成28年度企画展「古墳終焉」 文化財保護課 H28.10.29 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成28年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H29.2.11 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成29年度企画展「福井の土偶＋発掘速報展」 文化財保護課 H30.2.10 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無

平成３０年度企画展「発掘速報展」 文化財保護課 H31.2.9 不定期刊 Ａ４ 4 配架中 無

福井市文化財保護センター図録（常設展） 文化財保護課 H27.3.1 不定期刊 Ａ４ 8 配架中 無
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行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成２２年度　年報 文化財保護課 H24.3.31 年刊 Ａ４ 22 配架中 無

平成２３年度　年報 文化財保護課 H25.3.31 年刊 Ａ４ 24 配架中 無

平成２４年度　年報 文化財保護課 H26.3.31 年刊 Ａ４ 28 配架中 無

平成２５年度　年報 文化財保護課 H27.3.31 年刊 Ａ４ 32 配架中 無

平成２６年度　年報 文化財保護課 H28.3.31 年刊 Ａ４ 26 配架中 無

平成２７年度　年報 文化財保護課 H29.3.31 年刊 Ａ４ 30 配架中 無

平成２８年度　年報 文化財保護課 H30.3.31 年刊 Ａ４ 24 配架中 無

平成２９年度　年報 文化財保護課 H31.3.31 年刊 Ａ４ 12 配架中 無

越前海岸　居倉・浜北山/城有・八ツ俣の
水仙畑と農村景観　保存活用計画
策定事業報告書

文化財保護課 R2.3 不定期刊 A4 48 配架中 無

平成13年度から令和元年度における森田地
区の試掘調査報告書

文化財保護課 R3.3 不定期刊 A4 21 配架中 無

福井市図書館だより　Ｎｏ．３２
図書館、みどり
図書館、桜木図
書館、美山図書
館、清水図書館

R1.10 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

福井市図書館だより　Ｎｏ．３３
図書館、みどり
図書館、桜木図
書館、美山図書
館、清水図書館

R3.1 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

福井市図書館だより　Ｎｏ．３４
図書館、みどり
図書館、桜木図
書館、美山図書
館、清水図書館

R3.11 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

福井市図書館だより　Ｎｏ．３５
図書館、みどり
図書館、桜木図
書館、美山図書
館、清水図書館

R4.7 年刊 Ａ４ チラシ類 配架中 有

福井市図書館リニューアル事業基本構想 図書館 Ｈ30.3 不定期刊 Ａ4 77 配架中 有

福井市図書館リニューアル事業基本計画 図書館 Ｈ31.3 不定期刊 Ａ4 13 配架中 無

桜木図書館事業報告－開館３周年を迎え
て－

桜木図書館 H23.1 不定期刊 Ａ４ 70 作成課で
保管 無

桜木図書館郷土史講演録　戦国城下町一乗谷
　～そこにどんな町が広がっていたのか～

桜木図書館 H24.1 不定期刊 Ｂ５ 44 作成課で
保管 無

桜木図書館歴史講演録  ありし日の福井城と城下 桜木図書館 H24.7 不定期刊 Ｂ５ 52 作成課で
保管 無

桜木図書館文学講演録  芭蕉が福井城下で過ごし
た2日間－『おくのほそ道』の福井の条を考える－

桜木図書館 H25.7 不定期刊 Ｂ５ 50 作成課で
保管 無

桜木図書館文学講演録　アオッサからみ
た福井の山々

桜木図書館 H25.9 不定期刊 Ｂ５ 38 作成課で
保管 無
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情報公開
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ホーム
ページ掲
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備  考

桜木図書館歴史講演録　福井の幕末維新
あれこれ

桜木図書館 H26.6 不定期刊 Ｂ５ 48
作成課で

保管 無

桜木図書館夜間講座（歴史編）平成２８年
度～２９年度

桜木図書館 Ｈ31.3 不定期刊 Ａ４ 130 作成課で
保管 無
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（監査事務局）

監査事務局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

平成２７年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 H28.9 年刊 Ａ４ 115 配架中 有

平成２８年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 H29.9 年刊 Ａ４ 100 配架中 有

平成２９年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 H30.9 年刊 Ａ４ 101 配架中 有

平成３０年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 R1.9 年刊 Ａ４ 99 配架中 有

令和元年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 R2.9 年刊 Ａ４ 101 配架中 有

令和２年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 R3.9 年刊 Ａ４ 101 配架中 有

令和３年度　福井市一般会計・特別会計決算及び
基金運用状況審査意見書

監査事務局 R4.9 年刊 Ａ４ 101 配架中 有

平成２７年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 H28.9 年刊 Ａ４ 82 配架中 有

平成２８年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 H29.9 年刊 Ａ４ 72 配架中 有

平成２９年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 H30.9 年刊 Ａ４ 70 配架中 有

平成３０年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 R1.9 年刊 Ａ４ 60 配架中 有

令和元年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 R2.9 年刊 Ａ４ 70 配架中 有

令和２年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 R3.9 年刊 Ａ４ 56 配架中 有

令和３年度　福井市公営企業会計決算審査意見書 監査事務局 R4.9 年刊 Ａ４ 56 配架中 有

平成２７年度決算に基づく福井市健全化判断比率
及び資金不足比率審査意見書

監査事務局 H28.9 年刊 Ａ4 7 配架中 有

平成２８年度決算に基づく福井市健全化判断比率
及び資金不足比率審査意見書

監査事務局 H29.9 年刊 Ａ4 7 配架中 有

平成２９年度決算に基づく福井市健全化判断比率
及び資金不足比率審査意見書

監査事務局 H30.9 年刊 Ａ4 7 配架中 有

平成３０年度決算に基づく福井市健全化判断比率
及び資金不足比率審査意見書

監査事務局 R1.9 年刊 Ａ4 7 配架中 有

令和元年度決算に基づく福井市健全化判断比率及
び資金不足比率審査意見書

監査事務局 R2.9 年刊 Ａ4 7 配架中 有

令和２年度決算に基づく福井市健全化判断比率及
び資金不足比率審査意見書

監査事務局 R3.9 年刊 Ａ4 7 配架中 有

令和３年度決算に基づく福井市健全化判断比率及
び資金不足比率審査意見書

監査事務局 R4.9 年刊 Ａ４ 7 配架中 有

令和元年度包括外部監査の結果報告書 監査事務局 R2.3 年刊 Ａ4 224 配架中 有

令和２年度包括外部監査の結果報告書 監査事務局 R3.3 年刊 Ａ4 294 配架中 有
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令和３年度包括外部監査の結果報告書 監査事務局 R4.3 年刊 Ａ4 159 配架中 有
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選挙管理委員会事務局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

選挙の記録
平成２３年４月１０日執行
福井県知事選挙、福井県議会議員選挙
平成２３年４月２４日執行
福井市議会議員選挙

選挙管理委
員会事務局 H23.6 不定期刊 Ａ４ 67 配架中 無

選挙の記録
平成２３年１２月１８日執行
福井市長選挙

選挙管理委
員会事務局 H24.1 不定期刊 Ａ４ 27 配架中 無

選挙の記録
平成２４年１２月１６日執行
第４６回衆議院議員総選挙
第２２回最高裁判所裁判官国民審査
福井県議会議員補欠選挙（福井市選挙区）

選挙管理委
員会事務局 H25.3 不定期刊 Ａ４ 67 配架中 無

選挙の記録
平成２５年７月２１日執行
第２３回　参議院議員通常選挙

選挙管理委
員会事務局 H25.9 不定期刊 Ａ４ 48 配架中 無

選挙の記録
平成２６年１２月１４日執行
第４７回衆議院議員総選挙
第２３回最高裁判所裁判官国民審査

選挙管理
委員会事

務局
H27.2 不定期刊 Ａ４ 46 配架中 有

選挙の記録
平成２７年４月１２日執行
福井県知事選挙、福井県議会議員選挙
平成２７年４月２６日執行
福井市議会議員選挙

選挙管理
委員会事

務局
H27.10 不定期刊 Ａ４ 68 配架中 有

選挙の記録
平成２７年１２月１３日執行
福井市長選挙

選挙管理
委員会事

務局
H28.1 不定期刊 Ａ４ 32 配架中 有

選挙の記録
平成２８年７月１０日執行
参議院議員通常選挙

選挙管理
委員会事

務局
H28.10 不定期刊 Ａ４ 48 配架中 有

選挙の記録
平成２９年１０月２２日執行
衆議院議員総選挙

選挙管理
委員会事

務局
H30.2 不定期刊 Ａ４ 67 配架中 有

選挙の記録
平成３１年４月７日執行
福井県知事選挙、福井県議会議員選挙
平成３１年４月２１日執行
福井市議会議員選挙

選挙管理
委員会事

務局
R2.2 不定期刊 Ａ４ 67 配架中 有

選挙の記録
令和元年７月２１日執行
参議院議員通常選挙

選挙管理
委員会事

務局
R2.3 不定期刊 Ａ４ 47 配架中 有

選挙の記録
令和元年１２月１５日執行
福井市長選挙

選挙管理
委員会事

務局
R2.3 不定期刊 Ａ４ 30 配架中 有

選挙の記録
令和３年１０月３１日執行
第４９回衆議院議員総選挙
第２５回最高裁判所裁判官国民審査

選挙管理
委員会事

務局
R4.3 不定期刊 Ａ４ 46 配架中 有

選挙の記録
令和４年７月１０日執行
参議院議員通常選挙

選挙管理
委員会事

務局
R4.12 不定期刊 Ａ４ 47 配架中 有
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　 令和5年1月１日現在　行政資料目録（農業委員会事務局）

農業委員会事務局

行 政 資 料 名 作成課室 発行年月日 発行状況 規格 ページ数

情報公開
窓口配架
の有無

ホーム
ページ掲
載の有無

備  考

ふくい農業委員会だより 農業委員会
事務局

毎年
7月、1月

年２回刊 Ａ４ 4 作成課で
保管 無
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