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※災害時協力井戸については、公共施設に設置された井戸の位置のみを掲載している。

資料：「越前若狭の地酒」（令和元年8月現在、福井県酒造組合ホームページ）
（令和元年8月現在、福井県酒造組合ホームページ）

「名水百選（昭和60年選定）」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「平成の名水百選」（令和元年8月現在、環境省ホームページ）
「湧水保全ポータルサイト」（令和元年8月現在、環境省水・大気環境局ホームページ）
「温泉地検索」（平成31年3月現在、一般社団法人日本温泉協会ホームページ）
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