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資料：「越前加賀海岸国定公園公園計画書（公園計画の一部変更）」
（令和元年8月現在、環境省ホームページ）

「若狭湾国定公園（京都府地域）指定書及び公園計画書（案）」
（令和元年8月現在、環境省ホームページ）

「若狭湾国定公園（福井県地域）指定書及び公園計画書（案）」
（令和元年8月現在、環境省ホームページ）

「平成30年度版環境白書（福井県）」（平成31年3月、福井県安全環境部環境政策課）
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「平成30年度版環境白書（福井県）」（平成31年3月、福井県安全環境部環境政策課）
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「平成30年度版環境白書（福井県）」（平成31年3月、福井県安全環境部環境政策課）
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