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福井（県） 福井市手寄２丁目２１０番２ 水　道 福井450m １住居

1 「手寄２－４－９」 1：3 ガ　ス （60・200）

下　水 準防

西木田３丁目１４０８番外 水　道 福井1.7km １中専

「西木田３－１４－３」 1：1.2 ガ　ス （60・200）

下　水

足羽１丁目２２０３番外 水　道 福井1.9km ２中専

「足羽１－２３－５」 2：1 ガ　ス （60・200）

下　水 準防

城東４丁目４２０番 水　道 福井1.2km ２中専

「城東４－４－３」 1：3 ガ　ス （60・200）

下　水

若杉浜３丁目２０１番４ 水　道 福井3.8km １住居

1：1.5 ガ　ス （60・200）

下　水

西開発１丁目１１０５番５外 水　道 越前開発 ２中専

1：2 ガ　ス 600m （60・200）

下　水

みのり３丁目３３７番 水　道 赤十字前 １低専

「みのり３－２６－２３」 1：1.2 ガ　ス 890m （60・100）

下　水

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南6ｍ市道

4 66,000 227 住宅Ｗ2 中小規模の一般住宅が多く建ち並ぶ住宅地域 北6ｍ市道

3 54,400 142 住宅Ｗ2

東6ｍ市道

2 56,900 147 住宅Ｗ2 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 東6ｍ市道

84,800 102 住宅Ｗ2
旧来から中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北6ｍ市道7 63,000 208 住宅ＬＳ2

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
北西6ｍ
市道

6 61,000 199 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 北10ｍ市道

5 51,200 260 住宅Ｗ2



経田１丁目６０２番 水　道 福井3.3km １中専

1：1.5 ガ　ス （60・200）

下　水

運動公園１丁目３７０２番 水　道 福井5.4km １低専

1：1 ガ　ス （60・100）

下　水

東郷二ケ町１１字東砂田１番
５２

水　道 越前東郷470m １住居

1：2 下　水 （60・200）

灯明寺２丁目１２１３番１ 水　道 新田塚850m １低専

11 1：2.5 下　水 （50・80）

つくし野２丁目６０３番 水　道 森田2.1km １中専

1：2 下　水 （60・200）

大島町９字中割５５番外 水　道 江端690m １中専

1：1.2 下　水 （60・200）

田原２丁目１８１４番 水　道 田原町300m １住居

「田原２－２８－１４」 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水 準防

松本３丁目８１０番 水　道 福井1.5km １住居

15 「松本３－８－１４」 1：1.5 ガ　ス （60・200）

※ 下　水 準防

北四ツ居２丁目７１５番３外 水　道 福井2.5km １中専

16 「北四ツ居２-７-３９」 1：2 下　水 （60・200）

※

8 68,000 250 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東6ｍ市道

北6ｍ市道

12 30,200 200 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東6ｍ市道

56,300 188 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が多い住宅地域

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東6ｍ市道

10 37,000 196 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の新興住宅地域 北6ｍ市道

9 53,500 223 住宅Ｗ2

北6ｍ市道

74,500 191 住宅Ｗ2 一般住宅のほかマンション等が見られる住宅地域 南6ｍ市道

84,800 293 住宅Ｗ2 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
南西6ｍ
市道

14 69,000 99 住宅Ｓ3 中規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 北6ｍ市道

13 40,400 219 建築中



上森田４丁目９２４番 水　道 森田1.3km １中専

1：2 下　水 （60・200）

藤島町３８字天王社２番１外 不整形 水　道 東藤島400m 「調区」

1.5：1 （60・200）

松本２丁目２７１３番 水　道 福井1.7km １住居

「松本２－２７－１８」 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水 準防

下馬２丁目１６０２番 水　道 福井3.5km １住居

1：1.5 下　水 （60・200）

木田町２６１３番 水　道 赤十字前880m １住居

21 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水

福１丁目２１１２番 水　道 福井4.3km １住居

22 2：1 ガ　ス （60・200）

※ 下　水

高木中央２丁目２８１１番１ 水　道 福井4.3km 2中専

1：2.5 下　水 （60・200）

八ツ島町１４字町田２番６外 水　道 八ツ島290m 1住居

1：1.5 下　水 （60・200）

大東１丁目８０４番 水　道 福井2.9km 1中専

「大東１－８－９」 1：1.5 下　水 （60・200）

中規模の一般住宅が主として建ち並ぶ住宅地域 東6ｍ市道

20 56,500 200 住宅Ｗ2
一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ区画整然とした
新興住宅地域

北西6ｍ
市道

19 69,600 265 住宅Ｗ2

中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅
地域

北6ｍ市道

18 19,300 1,232 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
南5ｍ市道
西側道

17 34,600 165 住宅Ｗ2

一般住宅のほか事務所等も見られる住宅地域 北6ｍ市道

24 54,200 225 住宅Ｗ2 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南6ｍ市道

23 60,000 215 住宅Ｗ2

南6ｍ市道

51,900 140 住宅Ｗ2 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 西6ｍ市道

63,000 261 住宅Ｗ2 一般住宅のほか工場、倉庫等が見られる住宅地域

中規模の一般住宅が多く見られる新興住宅地域 北6ｍ市道25 68,000 271 住宅Ｗ2



光陽１丁目１８１８番 水　道 福井2.2km 2中専

「光陽１－１８－１８」 1：1.5 ガ　ス （60・200）

下　水

加茂河原町２１字水深２番８外 水　道 福井3.2km 2中専

1：2 ガ　ス （60・200）

下　水

花堂北２丁目２５７１番７４ 水　道 花堂750m 1住居

「花堂北２－３１－２６」 1：1.5 下　水 （60・200）

花堂中２丁目２２２０番外 水　道 越前花堂550m 工業

「花堂中２－２２－３１」 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水

市波町２３字蔵ノ下１０番１外 水　道 市波近接 「都計外」

1：2.5 下　水

川合鷲塚町１５字中宅地４５番
外

水　道 鷲塚針原270m 「調区」

31 1：1.5 下　水 （60・200）

水　道 福井24km 「都計外」

1：1.5 下　水 国定公普通

在田町５字下一目２８番１外 水　道 福井12.6km 「都計外」

1：1.2 下　水

居倉町３８字宅地２４番 不整形 水　道 福井29.5km 「都計外」

1：1.2 下　水 国定公普通

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南5ｍ市道

28 48,500 209 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北6ｍ市道

27 51,000 165 住宅Ｗ2

26 48,500 182 住宅Ｗ2
中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅
地域

北6ｍ市道

南4ｍ市道
西側道

32

大味町３８字志屋ノ木４５番４
外

17,800 112 住宅Ｗ2
旧来からの漁家住宅や一般住宅等が混在する住宅
地域

南東3ｍ
市道

18,300 840 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域

住宅、事業所、事務所等が混在する既成住宅地域 北6ｍ市道

30 15,000 508 住宅Ｗ2
在来の農家住宅を中心とし一般住宅も混在する住
宅地域

東5.8ｍ
市道

29 51,800 262 住宅ＬＳ2

在来の農家住宅を中心とした農村集落地域
西4.5ｍ
市道
南側道

34 12,700 261 住宅Ｗ2
旧来からの漁家住宅や一般住宅等が混在する住宅
地域

北西2ｍ
市道

33 12,000 355 住宅Ｗ2



舟橋黒竜１丁目５１７番 水　道 福井5.2km １中専

1：2 下　水 （60・200）

山内町１７字野向７番 水　道 福井13km 「都計外」

1：2 下　水

宝永３丁目１５１６番 水　道 福井900m ２中専

37 「宝永３－１５－１７」 1：2.5 ガ　ス （60・200）

※ 下　水 準防

高柳３丁目３４０８番 水　道 福井5.5km １低専

1：2 下　水 （50・80）

四十谷町３字中割３５番１ 水　道 福井8.5km 「調区」

39 1：1 （60・200）

中央１丁目２７２９番 水　道 福井280m 商業

「中央１－４－２８」 1：2 ガ　ス （80・600）

下　水 防火

大手３丁目４０９番 水　道 福井500m 商業

「大手３－５－７」 1：2.5 ガ　ス （80・600）

下　水 防火

学園２丁目１０９番外 水　道 福井2.7km 近商

5-3 「学園２－１－２０」 1：1 下　水 （80・200）

順化２丁目２４１１番 水　道 福井800m 商業

「順化２－６－１８」 1：2 ガ　ス （80・400）

下　水 準防

一般住宅や共同住宅等が建ちつつある区画整然と
した住宅地域

東6ｍ市道

36 9,200 601 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
南東4ｍ
市道

35 52,100 177 住宅Ｗ2

25,000 257 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域
北東6ｍ
市道

5-1 265,000 242

北6ｍ市道

38 66,500 211 住宅ＬＳ2
中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整理済の住宅地
域

東6ｍ市道
背面道

93,400 173 住宅Ｓ3 一般住宅の中に事務所等も見られる住宅地域

西11ｍ市道

69,300 447
店舗兼事務
所Ｓ2

小売店舗、事務所等が建ち並ぶ近隣商業地域 北16ｍ市道

店舗兼事務
所ＲＣ6Ｆ1
Ｂ

中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域 北44ｍ県道

5-2 139,000 113
店舗、事務
所兼住宅Ｒ
Ｃ5

小売店舗、事務所等が建ち並ぶ普通商業地域

中層ビル、店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東11ｍ市道5-4 130,000 149
店舗兼住宅
ＲＣ6



豊島２丁目９０４番外 水　道 福井500m 商業

「豊島２－７－４」 1：2 ガ　ス （80・400）

下　水 準防

松本３丁目２０９番 水　道 福井1.2km 近商

「松本３－２－８」 1：2.5 ガ　ス （80・300）

下　水 準防

照手１丁目６１５番 水　道 福井1.1km 商業

「照手１－６－１８」 1：3 ガ　ス （80・400）

下　水 準防

八重巻東町１７の１４番２外 水　道 森田800m 近商

1：3 下　水 （80・200）

東郷二ケ町３６字上町２６番外 水　道 越前東郷 近商

1：4 下　水 300m （80・200）

大手２丁目２００２番 水　道 福井180m 商業

5-10 「大手２－６－１」 1：2.5 ガ　ス （80・600）

※ 下　水 防火

毛矢１丁目２０６番外 水　道 福井1km 商業

5-11 「毛矢１－２－２１」 1：2 ガ　ス （80・400）

※ 下　水 準防

文京７丁目１８１４番 水　道 福井3.7km 近商

「文京７－１８－２８」 1：1 下　水 （80・200）

文京４丁目９０５番 台形 水　道 福大前西福井 近商

5-13 「文京４－９－３３」 1：2 ガ　ス 270m （80・200）

下　水 準防

中低層の事務所や店舗併用住宅等が建ち並ぶ既成
の普通商業地域

南27ｍ市道

5-7 86,000 141
店舗兼住宅
ＲＣ4

低中層の小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東27ｍ県道

5-6 91,000 152
店舗兼住宅
Ｓ3

5-5 95,000 317
店舗兼住宅
ＲＣ4

中低層の店舗や店舗兼住宅が多い商業地域 北27ｍ県道

南東25ｍ
県道

88,500 227
事務所兼住
宅ＲＣ3

中低層の事務所ビル等が建ち並ぶ既成商業地域 西36ｍ県道

329,000 165
店舗兼住宅
ＲＣ4

中層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域

日用品を主体とした小売店舗が見られる近隣商業
地域

西15ｍ県道

5-9 36,400 380
医院兼住宅
ＲＣ2

小売店舗、医院、一般住宅等が建ち並ぶ近隣商業
地域

北5ｍ県道

5-8 40,200 208
店舗兼住宅
Ｗ2

店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 東20ｍ市道

78,500 284
店舗兼共同
住宅Ｓ3

低中層の小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域
北東16ｍ
県道

5-12 64,000 728
店舗兼事務
所Ｓ2



花堂南１丁目１１１９番外 水　道 ベル前140m 準工

「花堂南１-１１-２９」 1：1.2 下　水 （60・200）

飯塚町８字上平佐１３０番１ 水　道 福井4km １住居

1：2 下　水 （60・200）

不整形 水　道 美山600m 「都計外」

1：1 下　水

大和田１丁目３０４番 水　道 福井5.3km 準工

1：2.5 下　水 （60・200）

日之出１丁目９１０番外 水　道 福井240m 商業

「日之出１－１９－９」 1.2：1 ガ　ス （80・600）

下　水 防火

開発５丁目１９０３番外 水　道 福井4.1km 準工

1：3 下　水 （60・200）

二の宮２丁目３１０５番１外 不整形 水　道 福井2.9km 準工

「二の宮２－３１－３４」 1：3 下　水 （60・200）

西方２丁目２１５番 水　道 福井2.1km 準工

「西方２－２－１１」 1：2 下　水 （60・200）

江守中町７字定木２９番５外 水　道 福井4.9km 準工

5-22 1：1.2 下　水 （60・200）

中低層の店舗、事務所等が建ち並ぶ県道沿いの商
業地域

西22ｍ県道

5-15 60,500 542
事務所兼倉
庫Ｓ2

店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 西15ｍ市道

5-14 64,000 922
事務所ＲＣ
5

北12ｍ市道
背面道

5-18 147,000 221
店舗兼共同
住宅Ｓ9

中高層の事務所ビル等が見られる商業地域
南東25ｍ
市道

店舗兼住宅
Ｓ2

国道沿いに店舗、工場および一般住宅が混在する
路線商業地域

北東8ｍ
国道
背面道

5-17 72,800 3,379 店舗Ｓ1
病院、郊外型店舗、コンビニ、駐車場等が見られ
る商業地域

5-16

品ケ瀬町２０字縫上ケ橋
３番・４番合併２外

15,600 636

店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 北20ｍ県道

61,500 396
店舗兼住宅
Ｗ2

店舗、倉庫、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 北12ｍ市道

5-21 70,000 318
店舗兼住宅
Ｓ2

低層の店舗等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域
東27ｍ国道
背面道

5-20 73,300 1,021
店舗兼倉庫
Ｓ4

県道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地
域

東14ｍ県道
背面道

5-19 76,500 874 店舗Ｓ2



経田２丁目２０３番外 水　道 福井3.7km １住居

5-23 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水

二の宮５丁目１４０４番外 水　道 八ツ島350m 準工

5-24 「二の宮５－１４－１１」 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水

開発１丁目２１４番外 水　道 福井2.5km 準工

1：2 下　水 （60・200）

志比口２丁目１９１４番外 台形 水　道 福井2km 準工

「志比口２－１９－１４」 1：2 ガ　ス （60・200）

下　水 準防

敦賀（県） 敦賀市新和町２丁目２９番１４ 水　道 敦賀3.9km （都）１中専

1 「新和町２－２９－１４」 1：1 ガ　ス （60・200）

下　水

古田刈６７号東１０３１番 水　道 敦賀2.5km （都）１住居

1：2 下　水 （60・200）

野神４０号大坪２３４番８ 水　道 敦賀3.3km （都）１住居

1：2 下　水 （60・200）

松島町１１２７番外 水　道 敦賀2.3km （都）１住居

「松島町１１－１１」 1：3 下　水 （60・200）

櫛川町２丁目３０６番１ 水　道 敦賀3.3km （都）１低専

「櫛川町２－３－９」 1：2 下　水 （60・100）

幹線市道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商
業地域

西16ｍ市道

5-26 63,600 638
店舗兼住宅
Ｗ2

店舗併用住宅、一般住宅等が建ち並ぶ路線商業地
域

北西20ｍ
県道

5-25 63,800 442
店舗兼倉庫
Ｓ2

南16ｍ
市道
背面道

77,800 1,109
店舗兼寄宿
舎Ｓ2

県道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地
域

東16ｍ県道
背面道

78,500 942 店舗Ｓ1 低層の店舗等が建ち並ぶ路線商業地域

中規模の一般住宅の中に共同住宅等が見られる区
画整理済の住宅地域

南6ｍ市道

4 32,000 198 住宅Ｗ2 旧来から一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 南3ｍ市道

3 62,300 187 住宅Ｗ2

北6ｍ市道

2 45,800 203 住宅ＬＳ2 中規模の一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 北6ｍ市道

45,500 241 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域

中小規模の一般住宅が多く見られる住宅地域 南6ｍ市道5 46,500 213 住宅Ｗ2



公文名１５号木戸ノ上１４番５ 水　道 敦賀4.5km （都）

1：2 下　水 （60・200）

莇生野４１号奥野２４番２ 水　道 敦賀4.9km （都)

1：1.5 下　水 （60・200）

白銀町１０番１０ 水　道 敦賀180m （都）商業

5-1 「白銀町５－２７」 1：4 ガ　ス （80・400）

下　水 防火

相生町５番２ 水　道 敦賀1.4km （都）商業

「相生町５－２」 1：1 ガ　ス （80・400）

下　水 防火

清水町１丁目２３番２１ 水　道 敦賀800m （都）商業

5-3 「清水町１－２３－１０－２」 1：3.5 ガ　ス （80・400）

下　水 準防

若葉町１丁目１６０４番 水　道 敦賀3.9km （都）準工

5-4 1：1.2 下　水 （60・200）

昭和町２丁目２０番９ 水　道 敦賀2.3km （都）準工

「昭和町２－２０－２８」 1：1.5 下　水 （60・200）

古田刈６６号北７１８番内 水　道 敦賀2.1km （都)準工

2：1 下　水 （60・200）

原２３号安堵詰１番１外 水　道 敦賀4.1km （都）工業

1.5：1 （60・200）

在来の農家住宅を中心とした住宅地域
東4.2ｍ
市道

78,200 130
店舗兼住宅
Ｓ4

中低層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域
北東36ｍ
県道

7 21,500 227 住宅Ｗ2

6 44,200 214 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 北6ｍ市道

東22ｍ県道

5-5 53,000 397
事務所兼住
宅Ｓ3

県道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地
域

西20ｍ県道
背面道

73,000 396 店舗Ｗ2 飲食店や物品販売店が建ち並ぶ路線商業地域

小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 東25ｍ市道

57,000 140
店舗兼住宅
Ｓ3

事務所、店舗および併用住宅が建ち並ぶ近隣商業
地域

南15ｍ市道

5-2 51,000 314
店舗兼住宅
Ｗ2

大中規模の工場が散在する工業地域
北8ｍ市道
西側道

9-1 11,600 10,730 倉庫Ｗ1

5-6 59,000 902 店舗Ｓ1 国道沿いに店舗等が建ち並ぶ路線商業地域
北25.5ｍ
国道
東側道



小浜（県） 小浜市小浜多賀７２番９ 水　道 小浜1.3km （都）１住居

1 1：2.5 下　水 （60・200）

遠敷５丁目２０３番１外 水　道 東小浜370m （都）１中専

2 1：1.5 下　水 （60・200）

青井１０号川東７７番５ 水　道 小浜1.6km （都）１中専

1：1.5 下　水 （60・200）

小松原３号大西５７番 水　道 小浜2.4km （都）１住居

1：2.5 下　水 （60・200）

駅前町１９号２５番外 水　道 小浜80m （都）商業

5-1 「駅前町７－３」 1：3 下　水 （80・400）

準防

小浜鹿島４１番外 台形 水　道 小浜850m （都）近商

1：4.5 下　水 （80・200）

準防

多田９号下深田７番 水　道 東小浜1.5km （都）準工

5-3 1：2 下　水 （60・200）

大野（県） 大野市美里町８０９番内 下　水 越前大野 （都）１低専

1 1：3 1.1km （50・80）

中荒井町１丁目１０７番 下　水 越前大野 （都）１住居

1：2 1.3km （60・200）

41,000 184 住宅Ｗ2 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域
東5.5ｍ
市道

小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
北東5.5ｍ
市道

59,800 217
店舗兼住宅
Ｓ3

小売店舗、事務所等が建ち並ぶ駅前商店街 西15ｍ国道

4 23,500 99 住宅Ｗ2

東6ｍ市道

3 31,600 312 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
北西6ｍ
市道

32,500 279 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅を中心とする住宅地域

西6ｍ市道

2 18,900 217 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が多い住宅地域 南6ｍ市道

19,900 214 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域

小規模の店舗兼住宅のほか一般住宅等が混在する
近隣商業地域

南東6ｍ
市道

41,500 774
事務所兼工
場Ｓ2

各種の事務所、店舗等が建ち並ぶ路線商業地域
北12ｍ国道
背面道

5-2 37,000 220
店舗兼住宅
Ｗ2



右近次郎４０字大泉２４番 越前大野 （都）

1：1.2 2.5km （70・200）

１３７字義景一１６番１４ 台形 越前大野 （都）１中専

「泉町１２－３３」 1：1 1.5km （60・200）

友江１２字西五反田２３番２外 台形 水　道 北大野 （都）１住居

1：1.5 下　道 1.8km （60・200）

川合１６字カナケ１３番１内 台形 水　道 九頭竜湖 「都計外」

1.2：1 1km 県立公普通

日の出３５番３外 不整形 下　 水 越前大野 （都）商業

「日吉町１９－５」 1：2.5 150m （80・300）

準防

朝日３５字石亀７番１７ 水　道 九頭竜湖 「都計外」

1：2.5 400m 県立公普通

月美町６１４番 下　 水 越前大野 （都）準工

「月美町６－１４」 1：2.5 800m （60・200）

勝山（県） 勝山市郡町１丁目１９４番内 台形 水　道 勝山2.2km （都）１中専

1 「郡町１－２－４３」 1：1 下　水 （60・200）

旭町２丁目４１７番１外 水　道 勝山2.2km （都）１中専

「旭町２－２－２９」 1：1.5 下　水 （60・200）

一般住宅のほか作業所、農家住宅等が混在し農地
や空地も残る住宅地域

東5.5ｍ
市道

6 2,040 335 住宅Ｗ2 中規模の住宅が多い山間部の山村集落地域
西5ｍ市道
北側道

5 14,500 338 住宅Ｗ2

中規模の一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 南6ｍ市道

4 15,800 142 住宅Ｗ2 中小規模の一般住宅が多く見られる住宅地域
西3.6ｍ
市道

3 16,800 251 住宅Ｗ2

営業所、店舗等が混在する路線商業地域 東16ｍ県道

17,000 389 住宅Ｗ2
中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅
地域

東6ｍ市道

5-3 34,500 476
店舗兼住宅
Ｗ2

小売店舗等が見られる駅前商業地域
北西8.2ｍ
市道

5-2 10,300 658
店舗兼住宅
Ｗ2

小売店舗、事務所、一般住宅等が混在する地域
南13ｍ国道
西側道

5-1 29,000 274
店舗兼住宅
Ｓ3

一般住宅を中心とする区画整然とした住宅地域 北6ｍ市道2 19,800 311 住宅Ｗ2



長山町２丁目７３２番７ 水　道 勝山2.3km （都）１中専

「長山町２－７－３１」 1：1.2 下　水 （60・200）

元町２丁目１００２番５ 水　道 勝山1.3km （都）１住居

「元町２－１０－６」 1：2.5 下　水 （60・200）

元町１丁目６４６番外 水　道 勝山1.4km （都）近商

5-1 「元町１－６－２１」 1：2 下　水 （80・200）

準防

郡町３丁目３０７番 水　道 勝山2.6km （都）準工

5-2 1：2 下　水 （60・200）

鯖江（県）
鯖江市水落町１丁目１４１７番
外

水　道 水落860m （都）１中専

1 「水落町１－１４－３３－７」 1：1.5 下　水 （60・200）

住吉町３丁目１０１８番 水　道 鯖江1.1km （都）１低専

2 「住吉町３－１０－１９」 1：2 下　水 （60・100）

水　道 鯖江8.5km （都）１住居

3：1 下　水 （60・200）

小泉町２８字仲町１番２１ 水　道 神明2.3km （都）

4 1：1.5 下　水 （60・200）

吉谷町１１７番 水　道 神明3.7km （都）

1：2 下　水 （60・200）

一般住宅を中心とし小売店舗も混在する既成住宅
地域

北3.6ｍ
市道

33,900 142
店舗兼住宅
Ｓ3

事務所ビル、小売店舗等が建ち並ぶ商業地域
北東13ｍ
県道

4 17,600 307 住宅Ｗ2

3 15,100 248 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南6ｍ市道

西6ｍ市道

3

莇生田町１３字奥向田１番・
２番・３番合併６外

15,500 386 住宅Ｗ2 一般住宅、工場、倉庫等が混在する住宅地域 北6ｍ市道

35,700 325 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域

南22ｍ県道

35,100 283 住宅Ｗ2
中規模の一般住宅が建ちつつある区画整然とした
住宅地域

南6ｍ市道

24,500 743
事務所兼倉
庫Ｗ2

店舗、事務所、倉庫等が建ち並ぶ路線商業地域

北6ｍ市道

5 22,200 223 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が見られる郊外の住宅地域 北6ｍ市道

26,200 207 住宅Ｗ2
中規模の一般住宅が建ち並び周辺には農地も多く
残る新興住宅地域



旭町１丁目９０５番 水　道 鯖江200m （都）商業

5-1 「旭町１－９－４」 1：2 下　水 （80・500）

防火

東鯖江１丁目５２０番 水　道 鯖江940m （都）準工

「東鯖江１－５－２１」 1：2.5 下　水 （60・200）

丸山町２丁目４０５番１外 水　道 神明1.3km （都）準工

「丸山町２－４－７」 1：2.5 下　水 （60・200）

横江町２丁目３０４番 水　道 鯖江550m （都）準工

1：2 下　水 （60・200）

下河端町３２０番外 水　道 神明1.6km （都）工業

5-5 1：2.5 下　水 （60・200）

あわら（県） 水　道
あわら湯の
まち

（都）１中専

1 下　水 600m （60・200）

市姫３丁目１１０４番 水　道 芦原温泉 （都）１中専

「市姫３－１１－３」 1：3 下　水 1km （60・200）

上番４０字猿掛１２番４７ 水　道 本荘1km （都）

3 1：1.5 下　水 （60・200）

春宮３丁目６２４番 水　道 芦原温泉 （都）１中専

「春宮３－１７－１８」 1：2 下　水 800m （60・200）

南22ｍ県道

5-2 37,500 377 診療所Ｓ2
店舗、事務所等が建ち並ぶほか、一般住宅等も見
られる商業地域

東16ｍ市道

46,000 185
店舗兼住宅
Ｓ3

店舗、事務所等が建ち並ぶ駅前商業地域

46,300 1,725
事務所兼倉
庫Ｓ1

国道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地
域

西30ｍ
国道
三方路

あわら市田中々３字奥割
２５番２２ 19,800 191

店舗、事務所、中小工場等が建ち並ぶ郊外路線商
業地域

北西16ｍ
市道

5-4 43,800 595 店舗Ｗ2
国道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地
域

東26ｍ国道

5-3 36,100 390
事務所兼工
場Ｓ3

中小規模の一般住宅が多く見られる新興住宅地域 南6ｍ市道

16,000 200 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域
北西6ｍ
市道

1：2 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅を主とする普通住宅地域 東5ｍ市道

2 26,900 234 住宅Ｗ2

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東6ｍ市道4 24,200 164 住宅Ｗ3



市姫２丁目８０６番４ 水　道 芦原温泉 （都）１住居

「市姫２－２３－１５」 1：2 下　水 800m （60・200）

大溝２丁目６０４番外 水　道 芦原温泉 （都）準工

「大溝２－６－１５」 1：3.5 下　水 1.7km （60・200）

舟津３丁目１６番外 水　道
あわら湯の
まち

（都）商業

下　水 580m （80・400）

市姫１丁目２０５番８ 水　道 芦原温泉 （都）近商

「市姫１－１０－１１」 1：3.5 下　水 500m （80・200）

福井越前（県） 越前市国府２丁目４１４番３ 水　道 武生770m （都）１住居

1 「国府２－７－１４」 1：1.2 ガ　ス （60・200）

下　水 準防

粟田部町中央２丁目１０３番４ 水　道 武生8km （都）１中専

2 1：2 下　水 （60・200）

宮谷町４８字下円道保１番３４ 水　道 武生5.9km （都）

1：1.2 （60・200）

村国３丁目３１番１３ 水　道 武生2.2km （都）１中専

4 1：1 下　水 （60・200）

家久町８２字中石之塔１番３６ 水　道 家久500m （都）１住居

1：1.2 ガ　ス （60・200）

下　水

店舗や中小工場が混在する路線商業地域
西18ｍ県道
背面道

5-2 32,800 468 2：1
医院兼住宅
ＲＣ4

事務所、店舗等が建ち並ぶ路線商業地域

5-1 30,000 943
工場兼事務
所Ｓ2

5 22,500 166 住宅Ｗ2 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成市街地 北6ｍ市道

北5ｍ市道

29,100 337 住宅Ｗ2 中規模の住宅が多い区画整然とした住宅地域 西6ｍ市道

32,000 153 住宅Ｗ2 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域

西11ｍ県道

5-3 29,800 160
店舗兼住宅
Ｓ2

店舗、事務所、一般住宅等が混在する近隣商業地
域

西11ｍ市道

中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 西6ｍ市道5 30,300 206 住宅Ｗ2

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
北東8ｍ
市道

42,800 256 住宅ＲＣ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ新興住宅地域 南6ｍ市道

3 22,800 215 住宅Ｗ2



行松町１丁目１３番 水　道 武生3.2km （都）１中専

1：1 ガ　ス （60・200）

水　道 武生4.5km （都）

1.2：1 下　水 （60・200）

水　道 武生7.3km （都）１住居

1：3.5 下　水 （60・200）

蓬萊町１５２番１ 水　道 武生550m （都）商業

「蓬萊町５－７」 1：5 ガ　ス （80・300）

下　水 準防

水　道 武生2.3km （都）近商

5-2 1：1.2 （80・200）

準防

神明町２１３番 水　道 武生800m （都）近商

「神明町４－１６」 1：3 ガ　ス （80・200）

下　水 準防

粟田部町２５字西山５０番９ 水　道 武生6.8km （都）近商

5-4 1：2 下　水 （80・200）

日野美１丁目１８番 水　道 武生1.8km （都）準工

5-5 「日野美１－３－２６」 1.2：1 下　水 （60・200）

水　道 スポーツ公園 （都）準工

1：1.5 ガ　ス 400m （60・200）

「北府２－１５－１５」 下　水

6 24,300 338 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
西6.5ｍ
市道

旧来からの一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南4ｍ市道

5-1 47,000 322
店舗兼事務
所ＲＣ3

小売店舗等が建ち並ぶ旧来からの商業地域 南15ｍ国道

住宅Ｗ2 旧来からの農村住宅等が建ち並ぶ住宅地域 南6ｍ市道

8
粟田部町２８字大馬場８番４

22,700 289 住宅Ｗ2

7

広瀬町９９字北土亀橋１４番２
外

16,200 500

南7ｍ国道

46,400 429
事務所
ＲＣ4

中規模の事務所、店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 西18ｍ県道

25,300 167
店舗兼住宅
Ｓ3

店舗兼住宅や一般住宅等が混在する旧来からの近
隣商業地域

小売店舗、金融機関等が建ち並ぶ商業地域 南16ｍ県道

5-3 39,100 145
店舗兼住宅
Ｓ3

小売店舗のほかに、一般住宅等が見られる近隣商
業地域

南9ｍ県道

国高２丁目４４字片井田３番９
外

48,200 407
店舗兼事務
所Ｓ2

店舗兼住宅
Ｓ3

事務所、店舗、アパート等が混在する地域 西12ｍ市道5-6

北府２丁目１４字南六反田
３番５外

42,800 395



横市町１０字四ノ縄１番４外 水　道 武生3.4km （都）準工

1：2 （60・200）

坂井（県） 不整形 水　道 丸岡900m （都）１中専

1 2：1 下　水 （60・200）

不整形 水　道 丸岡400m （都）１住居

1：3 下　水 （60・200）

水　道 下兵庫440m （都）

1：1 （60・200）

水　道 三国1.1km （都）１住居

1：1 下　水 （60・200）

「三国町緑ヶ丘４－７－１０－
７」

水　道 三国神社 （都）１中専

1：3 下　水 2.3km （60・200）

三国町三国東２丁目１４１番 水　道 三国神社 (都）１低専

6 「三国町三国東２－５－３２」 1：2 下　水 700m （50・80）

丸岡町巽町１丁目５番２ 台形 水　道 丸岡4.4km （都）１住居

1：3 下　水 （60・200）

丸岡町新九頭竜２丁目６６番 水　道 森田4.2km （都）

1：1.5 下　水 （60・200）

東26ｍ国道

坂井市坂井町宮領４９字北平
３２番１外

12,000 468 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
南5.5ｍ
市道

5-7 47,000 991
事務所兼倉
庫Ｓ2

国道沿いに店舗、事業所等が建ち並ぶ路線商業地
域

中小規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 東9ｍ市道

4

三国町緑ヶ丘４丁目１２１０番
３６

29,800 231 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域

住宅Ｗ2 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域
南西8ｍ
県道
背面道

3

坂井町上兵庫６７字中埜江３０
番１５

24,000 217 住宅Ｗ2

2

坂井町長畑２３字堰ノ上１７番
３外

27,900 472

西6ｍ市道

7 31,400 198 住宅Ｗ2
旧来から中小規模の一般住宅等が建ち並ぶ既成市
街地

西8ｍ市道

31,000 219 住宅Ｗ2
一般住宅、共同住宅等が見られる区画整理済の住
宅地域

南西6ｍ市
道

5

三国町新保１１字五町目山方２
番

19,500 228 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域
北東6.5ｍ
市道

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 北6ｍ市道8 32,000 198 住宅Ｗ2



水　道 丸岡4.3km （都）

1：2 ガ　ス （60・200）

下　水

水　道 太郎丸450m （都）

1：1.2 下　水 （60・200）

春江町いちい野５１２番 水　道 春江500m （都）１低専

1：1.2 下　水 （50・80）

水　道 西長田700m （都）

1：1.5 下　水 （60・200）

坂井町下新庄１５字名代１番外 水　道 丸岡2.2km （都）

1.5：1 （60・200）

三国町北本町４丁目７２番 水　道 三国320m （都）近商

「三国町北本町４－１－１２」 1：3 下　水 （80・200）

丸岡町西瓜屋６字西裏２１番 水　道 丸岡4.2km （都）近商

1：3 下　水 （80・200）

春江町江留下屋敷１０９番１ 水　道 春江800m （都）準工

5-4 1：2 下　水 （60・200）

三国町三国東６丁目８１０番４
外

水　道 三国神社 （都）準工

5-5 「三国町三国東６－１－３」 1：2 下　水 300m （60・200）

南6ｍ市道

10

春江町西太郎丸４字上杵橋
４０番３７

29,900 222 住宅Ｗ2 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 西6ｍ市道

9

丸岡町一本田福所３０字流１番
１６

22,700 205 住宅Ｗ2
中規模の一般住宅の中に空地も見られる郊外の住
宅地域

南6ｍ市道

5-1 32,400 1,411
店舗兼倉庫
Ｓ2

県道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地
域

東20ｍ県道
南側道

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住
宅地域

北6ｍ市道

12

春江町千歩寺３５字三反縄１番
５４

22,600 187 住宅Ｗ2
中小規模の一般住宅が多く見られる郊外の住宅地
域

11 30,500 189 住宅Ｗ2

西16ｍ県道

38,000 660
店舗兼倉庫
Ｓ1

国道沿いに店舗等が見られる路線商業地域
東13ｍ国道
北側道

46,800 290
店舗兼住宅
Ｗ2

県道沿いに店舗、飲食店、事務所等が混在して建
ち並ぶ路線商業地域

店舗兼住宅、一般住宅等が建ち並ぶ旧来からの近
隣商業地域

南西5ｍ市
道

5-3 33,700 154
店舗兼住宅
Ｗ2

低層の小売店舗、一般住宅等が混在する近隣商業
地域

北15ｍ県道

5-2 25,500 271
店舗、事務
所兼住宅
Ｗ2



水　道 丸岡3.4km （都）準工

5-6 1：1.2 下　水 （60・200）

坂井町長屋７１字又張１番２外 台形 水　道 丸岡3.3km （都）

1：2 （60・200）

永平寺（県） 水　道 永平寺口 「準都計」

1 1：4 下　水 350m （70・200）

清水４字寺田５番４ 台形 水　道 山王700m 「準都計」

1.2：1 下　水 （70・200）

光明寺１３字大妙敷７番２外 不整形 水　道 光明寺200m 「準都計」

1：2.5 下　水 （70・200）

松岡春日２丁目３９番 水　道 松岡800m １住居

1：3 下　水 （60・200）

松岡松ケ丘１丁目２７番 水　道 松岡1.7km １低専

1：1.5 下　水 （60・100）

松岡御公領７０２番 台形 水　道 松岡2.5km (都）１中専

6 1：2 下　水 （60・200）

東古市１３字下町６番２外 水　道 永平寺口 「準都計」

1：2.5 下　水 300m （70・200）

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
南東4ｍ
町道

2 7,900 363 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域 南4ｍ町道

吉田郡永平寺町東古市１３字下
町７３番

23,400 99 住宅Ｓ2

国道沿いに沿道サービス関連の店舗が建ち並ぶ路
線商業地域

西28ｍ国道
背面道

9-1 12,000 6,853 工場 中規模工場が建ち並ぶ県道沿いの工業地域
北東11.5ｍ
県道
南側道

丸岡町一本田中３４字末延
５３番１外

41,400 837
店舗兼事務
所Ｓ2

中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
南西6ｍ
町道

37,400 415 住宅Ｗ2
中規模一般住宅のほか共同住宅が多く見られる住
宅地域

北東6ｍ
町道

5 28,200 161 住宅Ｗ2

農家住宅が多い古くからの住宅地域
北3.5ｍ
町道

4 34,600 270 住宅Ｗ2 旧来からの一般住宅が多い住宅地域
北西7ｍ
町道

3 10,500 238 住宅Ｗ2

店舗併用住宅を中心とし一般住宅等も混在する商
業地域

北東7.5ｍ
国道
北西側道

5-1 28,300 102
店舗兼住宅
Ｓ3



松岡春日１丁目３１番１外 水　道 松岡400m 近商

1：1.5 下　水 （80・200）

山王２３字下千原田１番４ 水　道 山王130m 「準都計」

1：1 下　水 （70・200）

池田（県） 台形 水　道 武生25.5km 「都計外」

1 2：1 下　水

上荒谷２２字谷出２２番１外 水　道 武生21km 「都計外」

1：1.2 下　水

稲荷３７字上野８番１内 水　道 武生22.6km 「都計外」

1.5：1 下　水

南越前（県） 台形 水　道 南条600m 「都計外」

1 1.5：1 下　水

上野３５字三ノ町２０番１ 台形 水　道 南条1.6km 「都計外」

2 1：1.2 下　水

日野１番８５ 水　道 南条1.8km 「都計外」

1：1 下　水

湯尾８８字野箱８番１外 不整形 水　道 湯尾1.5km 「都計外」

1：1.5 下　水

店舗、住宅等が混在する県道沿いの商業地域
南西8ｍ
県道
北西側道

今立郡池田町水海７２字大門町
２５番４

2,790 200 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域 西5ｍ町道

5-3 15,700 616
事務所
ＲＣ2

5-2 41,500 541
店舗兼事務
所ＳＲＣ2

低層の事務所や店舗兼住宅、一般住宅等が混在す
る近隣商業地域

北15ｍ国道

農家住宅が建ち並ぶ古くからの住宅地域
北東5ｍ
町道
北西側道

10,000 803 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
北東4.5ｍ
町道
三方路

南条郡南越前町西大道１５字
堂畷１４番

15,800 809 住宅Ｗ2

在来の農家住宅を中心とした住宅地域
北西6ｍ
国道

5-1 12,900 544 店舗Ｗ1 店舗、一般住宅等が混在する近隣商業地域
北西12.5ｍ
町道
北東側道

2 3,300 519 住宅Ｗ2

中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅
地域

東5ｍ町道

4 7,700 393 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
北4.8ｍ
町道

3 17,200 198 住宅Ｗ2



合波２２字西前川原５番１外 台形 水　道 今庄2km 「都計外」

1.5：1 下　水

甲楽城９字上此上６５番１外 水　道 武生18km 「都計外」

1：2.5 下　水 国定公普通

東大道１２字矢部１６番１４ 水　道 南条960m 「都計外」

1：2 下　水

今庄７５字東中町３７番６外 不整形 水　道 今庄100m 「都計外」

1：2 下　水

河野１９字八幡前５番２外 台形 水　道 武生16km 「都計外」

1.5：1 下　水

越前（県） 水　道 武生22km 「都計外」

1 1：1.2 下　水

大樟８字河南５８番２１ 水　道 武生24km 「都計外」

1：1.2 下　水 国定公普通

茂原９字上垣内４０番１ 水　道 武生22km 「都計外」

1.5：1 下　水 国定公普通

気比庄５６字樋ノ誥４番５ 水　道 神明4.8km （都）１中専

1：1.5 下　水 （60・200）

在来の農家住宅を中心とした住宅地域
西4ｍ町道
背面道

6 22,300 94 住宅Ｗ2 在来の漁家住宅を中心とした住宅地域
北東5ｍ
町道

5 4,140 310 住宅Ｗ2

飲食店舗や旅館のほか、一般住宅等も見られる商
業地域

南西12.5m
国道

丹生郡越前町新保１３字滝ケ浜
２２番４

28,100 99 住宅Ｗ2
旧来からの漁家住宅や小売店舗等が混在する住宅
地域

西4ｍ町道

5-3 32,200 650 店舗Ｗ1

低層の店舗、事務所等が見られる路線商業地域
南西13ｍ
国道
北西側道

5-2 17,500 251
店舗兼住宅
Ｓ3

各種小売店舗を中心とし一般住宅も混在する商業
地域

北西7ｍ
町道
背面道

5-1 33,000 496 店舗Ｓ3

旧来から一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
南4ｍ町道
西側道

4 18,600 424 住宅Ｗ2

中規模の一般住宅が多い住宅地域
東4ｍ町道
南側道

3 23,900 285 住宅Ｗ2
旧来からの漁家住宅のほか民宿等も見られる住宅
地域

西4.5ｍ町
道
背面道

2 27,600 89 住宅Ｗ2



上川去２５字蓮町１２番２８ 水　道 神明5.8km （都）１低専

1：1.5 ガ　ス （60・100）

下　水

西田中１２字五ノ町２８番９外 水　道 神明4.9km （都）１住居

1：2.5 下　水 （60・200）

江波１９字口保垣内２１番外 台形 水　道 武生12km （都）

1：1.2 下　水 （70・200）

寺１４字村中１番１外 台形 水　道 武生7.5km 「都計外」

1.5：1 下　水

織田３８字北上田１９番１外 水　道 鯖江15.7km （都）１中専

9 1：1 下　水 （60・200）

織田９８字辻２１番３外 水　道 鯖江14.8km （都）近商

1：2 下　水 （80・200）

西田中１６字沢利４番１外 水　道 神明4.8km （都）近商

1：1.5 下　水 （80・200）

東内郡１丁目３１０番 水　道 神明4.4km （都）準工

5-3 1.5：1 下　水 （60・200）

美浜（県） 不整形 水　道 美浜330m （都）１中専

1 1.2：1 下　水 （60・200）

5 17,800 239 住宅Ｗ2 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
南5.5ｍ
町道

在来の農家住宅が建ち並ぶ住宅地域
東6ｍ町道
三方路

21,500 396 住宅Ｗ1 中規模の一般住宅がみられる住宅地域 西5ｍ町道

8 6,650 753 住宅Ｗ2

一般住宅のほか空地等が見られる既成住宅地域
北4ｍ町道
背面道

7 8,700 287 住宅Ｗ2 在来の農家住宅が見られる住宅地域 南3ｍ町道

6 20,100 214 住宅Ｗ2

北15ｍ国道

三方郡美浜町郷市２７号
早稲田４番

19,100 409 住宅Ｗ2
旧来から中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅
地域

北4.5ｍ
町道

29,700 351
店舗兼住宅
Ｗ2

事務所、店舗、倉庫等が混在する路線商業地域

小売店舗、一般住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 西11ｍ町道

5-2 24,500 276
店舗兼住宅
Ｓ2

中小規模の小売店舗の中に住宅も見られる近隣商
業地域

西15ｍ町道
背面道

5-1 24,200 165
店舗兼住宅
ＲＣ3



河原市１５号大道ノ下２７番４ 水　道 美浜1.1km （都）１住居

1：2.5 下　水 （60・200）

佐田７１号中ノ庄４番１ 水　道 東美浜2.2km （都）

1：2.5 下　水 （70・200）

河原市１５号大道ノ下７番３外 水　道 美浜1km （都）近商

1：1.5 下　水 （80・200）

準防

木野２１号島田２番２ 水　道 美浜1.3km （都）準工

5-2 1：2 下　水 （60・200）

高浜（県） 水　道 若狭高浜 （都）１中専

1 1：1 下　水 460m （60・200）

宮崎３８字石塚１３番１外 水　道 若狭高浜 （都）１住居

2 1：2 下　水 1.2km （60・200）

青戸２字海端１番６２ 水　道 若狭和田 （都）１住居

1：1.5 下　水 500m （60・200）

三明１字東三明２３番４外 水　道 若狭高浜 （都）商業

1：2.5 下　水 800m （80・300）

宮崎７７字西丁田１３番１外 台形 水　道 若狭高浜 （都）準工

5-2 1：1.5 下　水 180m （60・200）

中規模の小売店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 南5ｍ町道

28,000 505
事務所、作
業場兼住宅
Ｓ2

中規模の事務所、店舗が建ち並ぶ路線商業地域
南10ｍ国道
背面道

5-1 24,000 187
店舗兼住宅
Ｓ2

小規模の一般住宅のほか在来住宅の混在する既成
住宅地域

北東3.5ｍ
町道

3 13,700 489 住宅Ｗ2
旧来からの中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住
宅地域

西5ｍ町道

2 16,000 149 住宅Ｗ2

中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 南6ｍ町道

5-1 50,500 171
店舗兼住宅
Ｗ2

小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 北8ｍ県道

3 40,000 332 住宅Ｗ2

中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 東5ｍ町道

34,200 437
旅館兼住宅
Ｗ2

一般住宅、季節旅館等が建ち並ぶ既成住宅地域
北東5.4ｍ
県道

大飯郡高浜町宮崎８８字
中見寺下１４番８

44,800 168 住宅Ｗ2

北18ｍ国道55,200 832
店舗兼住宅
Ｓ2

沿道サービス関連の店舗や事務所等が多い国道沿
いの路線商業地域



おおい（県） 不整形 水　道 小浜20km 「都計外」

1 1：2 下　水

水　道 小浜28km 「都計外」

2：1 下　水

台形 水　道 若狭本郷 「都計外」

1：1.2 下　水 500m

鹿野２５字宮ノ上６番２ 水　道 若狭本郷 「都計外」

1：1 下　水 7.2km

大島１１０字河谷口１３番１ 水　道 若狭本郷 「都計外」

1.5：1 下　水 6.6km

名田庄久坂４号行成１０番９外 台形 水　道 小浜15km 「都計外」

5-1 1：2 下　水

本郷１４７字西橋１番９外 水　道 若狭本郷 「都計外」

1：2.5 下　水 150m

若狭（県） 水　道 十村720m （都）

1 1：1 下　水 （70・200）

熊川２１号上ノ段１０番外 水　道 上中5.2km 「都計外」

1：2 下　水

住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
東6ｍ県道
南側道

3
本郷１４３字白浜２９番１

25,100 348 住宅Ｗ2

2

名田庄納田終１０１号棚橋
２２番１

2,680 333

大飯郡おおい町名田庄下２０号
石橋１３番１

4,440 318 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
南5.8ｍ
町道
東側道

在来の漁家住宅を中心とした住宅地域
南東2ｍ
町道
北東側道

11,400 243
店舗兼住宅
Ｗ2

小売店舗、一般住宅等が混在して建ち並ぶ地域 北6ｍ町道

5 9,100 208 住宅Ｗ2

一般住宅を中心に農家住宅も見られる既成住宅地
域

北東3.5ｍ
町道
南東側道

4 6,550 755 住宅Ｗ2 在来の農家住宅を中心とした住宅地域
西3.5ｍ
町道
北側道

旧来から一般住宅が建ち並び日用品の小売店舗も
混在する地域

北東6ｍ
町道

2 10,500 297 住宅Ｗ2

小売店舗のほか一般住宅等も混在する駅前商業地
域

南8ｍ町道

三方上中郡若狭町横渡６号
須波野１番２

12,000 242 住宅Ｗ2 旧来からの一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
南東6ｍ
町道

5-2 29,100 305
店舗兼住宅
Ｗ2



気山２２８号五市１３番２ 台形 水　道 気山500m （都）

1：1.5 下　水 （70・200）

大鳥羽２５号中村１番３外 不整形 水　道 大鳥羽近接 （都）

1：3 下　水 （70・200）

三方４０号馬場１５番１ 不整形 水　道 三方120m （都）

1：1 下　水 （70・200）

井ノ口３６号加福六２８番４ 水　道 上中150m （都）

1：2 下　水 （70・200）

3 11,700 641 住宅Ｗ2 旧来からの一般住宅が建ち並ぶ住宅地域
東5ｍ町道
北側道

店舗、一般住宅、銀行等が混在する近隣商業地域 東10ｍ町道5-2 24,600 291 店舗Ｓ2

旧来から一般住宅が建ち並び日用品の小売店舗等
も混在する地域

東12ｍ町道

5-1 24,000 133
店舗兼住宅
Ｓ3

店舗、事務所、一般住宅等が建ち並ぶ路線商業地
域

西13ｍ国道

4 14,000 1,037 住宅Ｗ2


