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資料：「国指定文化財等データベース」（令和元年8月現在、文化庁ホームページ）
「福井の文化財」（令和元年8月現在、福井県ホームページ）
「市指定文化財一覧」（令和元年8月現在、敦賀市ホームページ）
「美浜町指定文化財一覧（令和元年8月現在、美浜町勢要覧統計資料編）」（美浜町ホームページ）
「文化財一覧」（令和元年8月現在、若狭町ホームページ）
「若狭小浜デジタル文化財」（令和元年8月現在、小浜市ホームページ）
「文化財（おおい町勢要覧統計資料編）」（令和元年8月現在、おおい町ホームページ）
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