
タイトル 著者・編者・版元・印刷所など 備考 大きさ（ｃｍ） 縮尺 裏面

[1889] 明治22頃福井県福井市之図 　［出版者不明］

市政の施行が明治22年。また旧城内本丸には「陸
軍所轄地」とあるが、明治23年には城内が松平家
に払下げとなるので、この地図は明治22年頃作成
と思われる。

46×62

1891.3 明治24 福井市街全図 平沢潤助／編集兼発行者
市街地に朱線で町の境界線を示し、地図の右側
に「町名新旧比較表」（城町と石場畑方は欠落）
を、左側に「図中標目」（現在の地図記号）を掲載。

49×68

1894.2 明治27 福井市街明細全図
中村六三郎／著作発行兼印刷者
岡崎左喜助（ママ）／売捌所

町毎に色分けされた色彩豊かな地図。
「福井市新旧町名」と「福井ヨリ各地ヘノ里程」を掲
載。
主な寺社や建物の絵を8枚掲載。

37×50

1911.6 明治44 福井市街地図
木村広楠／発行印刷編集人
川広分店／発行所（大阪）

地図の表面に凡例のほか、「名所古跡停車場ヨリ
各所ヘノ里程」を掲載。

41×56 1/7200 (新旧町名表）

1915.1 大正4
（市区改正）
福井市街地図

南部城南／編集者
品川太右衛門／発行者
沢田助太郎／印刷者（金沢）
明治印刷／印刷所（金沢市）

39×55 1/7200
(新旧町名表）
（主な施設案内）

1917.6 大正6 福井市街地図
中村六三郎／著作兼発行者
岡崎左喜介／印刷者
岡崎活版所／印刷所

55×40 1/7200
「福井市案内略記」
「市内新旧町名」

1918.8 大正7 福井市街地図
中村六三郎／著作兼発行者
岡崎左喜介／印刷者
岡崎活版所／印刷所

55×39 1/7200
「福井市案内略記」
「市内新旧町名）

1922.5 大正11 福井市街地図
中村六三郎／発行者
岡崎左喜介／印刷者

55×39 1/7200 「福井市勢概要」

1926.5 大正15 福井市新地図
大淵善吉／編集者兼印刷発行者（大
阪）
駸々堂旅行案内部／発行所（大阪）

55×40 1/7000
「福井市遊覧案内」
「福井城址」「九十九
橋」など写真11枚
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タイトル 著者・編者・版元・印刷所など 備考 大きさ（ｃｍ） 縮尺 裏面出版年

1928.8 昭和3 福井市街地図 福井市
地図の下部に「福井市内著名ノ神社寺院名勝旧
跡ノ概要」

54×76 1/10000
「福井市勢要覧（昭和2
年）」

1929.10 昭和4 福井市街地図 福井市
地図の下部に「福井市内著名ノ神社寺院名勝旧
跡ノ概要」

55×79 1/10000
「福井市勢要覧（昭和3
年）」

1930.4 昭和5 福井市街地図
中村六三郎／発行者
駸々堂書店／印刷所（大阪）
中村書店／発行所

55×40 1/7200

「福井市遊覧案内」
「足羽山」「福井城址」
など写真8枚
「福井附近交通地図」

1930.5 昭和5 福井市新地図
大淵善吉／編集兼印刷発行者（大阪）
駸々堂旅行案内部／発行所（大阪）

55×39 1/7000

1932.8 昭和7 福井市新地図
大淵善吉／編集兼印刷発行者（大阪）
駸々堂旅行案内部／発行所（大阪）

55×40 1/7000

「福井市遊覧案内」
「福井城址」「九十九
橋」など写真10枚
「町名索引」

1933.10 昭和8
最新番地入福井市街地
図　　大演習記念

木下靖／編集発行人
竹内行一／印刷人
福井新聞社／発行

昭和8年の陸軍大演習を記念して発行された市街
図。
各町名に加えて番地が詳細に記載。

110×79

1933.10 昭和8 福井市街全図
岡崎左喜介／編集印刷兼発行者
品川書店／発行所

76×55 1/6000

1937.6 昭和12 最新福井市全図
日下伊兵衛／著作兼印刷発行者（大
阪）
和楽路屋／発行所（大阪）

左上に「福井県里程図」を併載 55×78 1/10000

（福井市の概要、名勝
案内）
「福井県庁」「本町通」
など写真15枚
「福井市町名索引表」

1940.5 昭和15
大日本職業別明細図
第623号　福井市・粟原
温泉

西村善汎／著作発行兼印刷人（東京）
東京交通社／発行所（東京）

事業所のみを対象にした現代の住宅地図のような
地図資料。「芦原温泉」「附近交通略図」、事業所
や名所の写真30枚を掲載。

53×76　
職業別イロハ順の索引
（福井市の概要、名勝
案内）
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タイトル 著者・編者・版元・印刷所など 備考 大きさ（ｃｍ） 縮尺 裏面出版年

1943.7 昭和18 福井市市街図
森木鉀一／著作者発行者（一宮）
帝国交通社／発行所（一宮）

38×55 1/10000

[参考]
福井戦災復興都市計画
図

県庁の西側に軍政部があることより昭和21～24年
頃作成か

55×79

市街地図　敦賀市

タイトル 著者・編者・版元・印刷所など 備考 大きさ（ｃｍ） 縮尺 裏面

1908.4 明治41 敦賀町全図　[訂正4版]
編輯者/吉田芳松
発行兼印刷者/山上吉栄

「敦賀郡之図」を併載 50×54

1921.7 大正10
敦賀町全図　[訂正10
版]

編輯者/吉田芳松
発行兼印刷者/山上治三郎

「敦賀郡之図」を併載 40×55

1924.8 大正13 敦賀港及敦賀町之図
著作兼発行者/山上治三郎
発行所/山上書店

「越前敦賀湾略図」を併載 47×64 [約1：5510] 「敦賀案内」

1926.10 大正15 敦賀港及敦賀町之図

編輯/敦賀町役場
著作兼発行者/水野定治
印刷者/河田貞次郎（大垣市）
印刷所/西濃印刷（大垣市）

「越前敦賀湾略図」を併載 67×59 [約1：5510]

1926.11 大正15 敦賀港市街全図
著作兼発行者/山上治三郎
発行所/山上書店

「浦塩斯徳市街図」「敦賀湾之図」を併載 52×60 [約1：5455]
「極東ヨリ欧露ニ至ル
鉄道里程図」・「敦賀
港著名ノ営業者」

1929.4 昭和4 敦賀港及敦賀町之図

著作者/吉本正利
発行人/文室惣助
印刷者/河田貞次郎（大垣市）
印刷所/西濃印刷（大垣市）

「越前敦賀湾略図」を併載 55×62 [約1：5510]
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タイトル 著者・編者・版元・印刷所など 備考 大きさ（ｃｍ） 縮尺 裏面出版年

1933.10 昭和8
敦賀港及敦賀町附近之
図

編輯/敦賀町役場
著作兼発行者/水野定治
印刷者/十字屋　財藤勝藏
販売店/山上書店・千田新聞店

「越前敦賀湾略図」を併載 84×79

1939.12 昭和14 敦賀港及敦賀市之図
発行所/山上商店
印刷所/西濃印刷（大垣市）

「越前敦賀湾略図」を併載 46×55 [約1：5510]

1941.7 昭和16 敦賀港及敦賀市之図
著作兼 /山上治三郎
発行所/山上書店
印刷者/大正印刷社　代表和久本金治

「越前敦賀湾略図」を併載 44×54 [約1：5510]

市街地図　武生・鯖江

タイトル 著者・編者・版元・印刷所など 備考 大きさ（ｃｍ） 縮尺 裏面

1940.7 昭和15
大日本職業別明細図
第633号　武生町

西村善汎／著作発行兼印刷人（東京）
東京交通社／発行所（東京）

「武生町隣村図」と武生町（現越前市）の主な寺社
や商店の写真を掲載。

55×79 職業別イロハ順の索引

1940.10 昭和15
大日本職業別明細図
第643号　鯖江町及附
近町村

西村善汎／著作発行兼印刷人（東京）
東京交通社／発行所（東京）

鯖江町とその近郊の地図、主な寺社や商店の写
真を掲載。

53×76 職業別の索引
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