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観光おもてなし市民運動推進会議 



 

 

～ 観光おもてなし体験だより とは ～ 

 

福井市では、「観光おもてなし市民運動推進会議」の発足と

合わせ、観光客をはじめ福井を訪れたすべてのお客様から、福

井で触れた思わぬ親切や心温まる体験談の募集を始めました。 

  

この一冊には、平成２６年５月２３日から平成２７年２月１

６日の間に「観光おもてなし体験だより」や E メールなどで寄

せられた２８７通（件）のお客様の声が集約されています。 

 

皆さまから寄せられた体験談は、まごころのこもったおもて

なしとして、その団体・企業や個人への表彰を行う際の選考対

象とするだけでなく、要望や苦情については、個別に関係者の

方々へお知らせし改善をお願いしていきます。 

 

このような取り組みを通して、観光関連事業者だけでなく、

市民一人ひとりが観光客を温かく親切に迎える「おもてなし福

井づくり」をより一層目指していきます。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観光おもてなし体験だより 
 

～おもてなし体験 福井市内・福井市外編～ 
  

 



 
おもてなし体験・福井市内編 

 
1.「サイクルショップサーバーサイクルズにて」 

ツーリングの途中で信濃大町から黒部へ自転車を送った

際にワイヤーの調子が悪くなった。だましだまし走ってい

たが、福井で切れる寸前となった。足羽にサイクルショッ

プがあると聞いて、夜、閉店間際に飛び込みで修理を依頼。

閉店間際にも関わらず、気持ちよく引き受けてくれて修理

してもらい、また次の日から走れるようになりました。同

好の志でもあり、おしゃべりも楽しくとても嬉しかったで

す。 
（東京都、女性） 

  
2.「養浩館庭園にて」 

次の博物館への道を教えて貰ったところ感じがよかった。

そのほかの場所で会った人（観光案内所の人など）いずれ

も好感の持てる対応だった。 
（千葉県、男性） 

  
3.「福井市観光案内所にて」 

はじめて福井に来て、一切、情報を調べてこなかったの

ですが、観光案内所でとても親切にいろいろと教えて頂き

大変助かりました。歓迎の気持がとても伝わり楽しく旅す

ることができました。 
（宮城県、女性） 

  
4.「福井市観光案内所にて」 

ひさしぶりの福井。下調べもなく昔の記憶を頼りに動こ

うとしましたが、様子が変わり困っていたところ、観光案

内所でとても親切に分かりやすく案内を受け、安心しまし

た。三国温泉も往復のキップ、入浴料などとても安く得し

た気分になりました。あと、福井駅構内にちょっと座るベ

ンチがなかったので、あると良いと思います。 
（東京都、男性） 
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5.「福井市内の観光協会にて」 
永平寺までの交通手段を聞いたときに、担当の方の対応が

とても早くて適切でした。慣れているとはいえ、大変あり

がたく感じました。 
（女性） 

  
6.「福井県立歴史博物館にて」 

夕方閉館間際に駅の方へレンタサイクルで戻るにあたり、

自転車で走って気持ちのいい道を尋ねました。本当に親身

になって考えてくれ、いろいろ提案して下さいました。福

井の人のやさしさ、ひとなつっこい県民性などを感じまし

た。話が盛り上がり、さらに二名の職員の方も来られ、楽

しく過ごしました。旅の醍醐味です。 
（東京都） 

  
7.「西武百貨店にて」 

一人旅でしたので、夕食にと地下で惣菜を選んでいた時、

１つだけ買うのをためらっていると店の男の方が親切に

「カレイの唐揚げ」を１枚丁寧に選んでくれました。今時

珍しい体験でした。とてもおいしかったです。ありがとう

ございました。 
（千葉県、女性） 

  
8.「レ・プレジュールにて」 

チョコアイスメロンシューを２人で１つ買った時に店員

さんが嫌な顔をせずに、店のテーブルのところで食べるの

を許可してくれて、スプーンも２つ持ってきてくれました。

東京では考えられません。福井の人々はゆったりしていて、

心がギスギスしていなくていいと思いました。（他の店でも

優しく接していただきました。） 
（東京都、女性） 
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9.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

スタッフの方がその当時の衣装を着られていて、お声が

けをして頂きました。当時の事を詳しく説明して頂けて、

分かりやすかったです。思いがけず美しい景色とたくさん

の遺跡に感動致しました。また両親をつれて訪れたい場所

でした。 
（奈良県、女性） 

  
10.「養浩館庭園にて」 

和服姿のすてきな受付の女性が、園内の様子について詳

しく説明してくれるだけでなく、笑顔で「ゆっくり見学し

てください」と言葉をかけてくれたことがとても嬉しく感

じました。 
（新潟県、男性） 

  
11.「福井市観光案内所にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡、朝倉氏遺跡資料館、丸岡城への行方

を聞いたところ、大変分かり易い説明をして頂き、おかげ

で迷うことなく行くことができ、訪れた場所と共に良い旅

の思い出となりました。ベテランの方は明解な説明で、若

い方はにこやかで、お二人ともとても好印象でした。 
（神奈川県、男性） 

  
12.「えちぜん鉄道にて」 

先日ＴV でえちぜん鉄道の番組を見たら、お年寄りの乗

り降りに手を貸す女性乗務員の話をしていたと夫が言いま

した。実際に乗った時、夫が写真撮影をお願いすると笑顔

で応じてくれ、他の乗客の方達も乗り継ぎを細かく教えて

いただいたりと、とても暖かい心地がいたしました。 
（県名・性別未記入） 

  
13.「福井市観光案内所にて」 

夜の７時５分前（閉店５分前）でしたが、一乗谷朝倉氏

遺跡と福井市内バスの件で質問しましたら、詳しく一生懸
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命説明してくれました。 
閉店時間を２０分も過ぎても、一生懸命説明してくださ

り、申し訳なく、そしてありがたく思いました。おかげで、

次の日、順調に観光することが出来ました。ありがとう。 
（東京都） 

  
14.「道路を歩いていた（鷹巣海岸のそば）際に」 

民宿に着き、夕食までに主人と一緒に散歩して、鷹巣海

岸に向かっていたとき、道路の反対側から歩いてきた男性

から「こんにちは」とあいさつを受けました。地域の方の

ほんわかさと親しみやすさを覚えました。福井の人のあた

たかさを感じた出来事でした。 
（群馬県） 

  
15.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

詳しく知らず、何となく訪れた一乗谷朝倉氏遺跡を散策

していたところ、遺跡が見渡せる庭園で、「少しお時間があ

るようでしたら御案内しましょうか？」と声をかけられ、

お願いしたところ、簡潔に良くわかる様に説明してくださ

り、思いがけず印象深い場所となりました。桜の頃に再び

訪れてみたいです。ありがとうございました。 
（岡山県、女性） 

  
16.「福井市観光案内所にて」 

JR 福井駅の観光案内所、京福バス福井駅窓口、えちぜん

鉄道、あわら湯のまち駅の女性駅員、一乗谷朝倉氏遺跡資

料館の職員の方々、地理に不案内な旅行者に親切で丁寧な

対応はとても嬉しい「おもてなし」です。福井で出会った

地元の皆様、どの方にも温かさを感じます。ぜひ、また来

たい場所となりました。 
（栃木県、女性） 

  
17.「足羽山ふもとにて」 

親の墓参りに、足羽山の小山谷墓地へ直行しました。花
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も供物も用意できなかったのですが、墓地登り口の花屋さ

んで、お花を購入でき、不躾にもお願いした見ず知らずの

私に、おトイレを貸してくださいました。又、店を出ると

きに、菊の花が１つ折れて落ちたのを見つけ、新しい別の

花束にかえてくださって、親切にしてもらいました。親を

亡くした辛い時に、あたたかな心がとても有難かったです。 
（兵庫県、女性） 

  
18.「福井市にて」 

新入社員の息子の赴任地が福井県になり、引っ越しの手

伝いで初めての福井に行きました。電化製品を届けてくれ

た若い子に「おすすめのお寿司屋さんはあります？」と尋

ねたら「アトムという回転ずしが安くて美味しい！このマ

ンションの近くにもあるよ」と教えて下さり、さっそく行

ってみると、「本当に驚くほど美味しくて、しかも安くて、

やっぱり東京とは違うね、お魚もお米もおいしいね」と満

足でした。 
ユアーズホテルのホスピタリティは最高で、そこで電動

自転車を借りて、足羽山まで行こうと、川沿いをウォーキ

ングしていた初老の男性に行き方を尋ねました。すると、

春は桜の土手沿いがサイクリングに気持ちいいことや、一

乗谷朝倉氏遺跡は静かでとてもよいところなど親切に教え

て下さいました。 
最後の晩に１人で入った駅そばのお店では、店長さんが

福井のことをいろいろ教えてくださいました。どこにいっ

ても人が優しく親切で大好きになりました。人があたたか

いところは、また何度でも来たくなりますね。お世話にな

りました。また、必ず何度でも行きたいと思ってます。い

ごごち満点 FB のアップを楽しみにしています。 
（東京都、女性） 

  
19.「福井市観光案内所にて」 

１８時４１分福井駅着と遅かったのですが、翌日のバス

の時間が知りたくて立ち寄ったところ、閉店時間の７時間
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際でしたが、詳しく調べて下さり、３０分以上市内の観光

の見所を説明していただき、とても助かりました。急行バ

スは助かりました。 
（東京都、女性） 

  
20.「福井市観光案内所にて」 

主人の出張についてきましたが、急な話でホテルが決ま

らず困っていました。そんな時主人が「駅にある観光案内

へ行ってみよう！」と言うので行ってみると、すぐに対応

してくれ、親子３人泊まることが出来ました。対応がとて

もスピーディーで笑顔が素敵なお２人でした。ありがとう

ございました。 
（愛知県、女性） 

  
21.「福井駅前にて」 

親の介護で月に１～２回神戸から福井に来ています。駅

から毎回タクシーでは高いので、自転車で通っています。

受付の方から無料の自転車もありますよと親切に教えてい

ただき、ありがたかったです。やはり楽な電動に乗りまし

た。 
（兵庫県、女性） 

  
22.「えちぜん鉄道福井口駅にて」 

先日、仕事で上記の駅を利用しました。福井駅行きの電

車は真ん中のホームに着くということで待っていましたが、

女性の方が間違えて一番端のホームで待たれていました。

電車が着く時間が近くなると、駅員の方が女性に声掛けを

されていて正しいホームに誘導されていました。きめ細か

いサービスに感心しました。 
（奈良県、女性） 

  
23.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡の入口にいるコンシェルジュさんに歴

史の説明を、今私が住んでいる敦賀にからめてしていただ
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き、非常にわかりやすかったし、おもしろかったです。子

供にも分かりやすくて良かったです。暑い中３０分もかけ

てくださり、感謝です。 
（福井県内、女性） 

  
24.「福井市観光案内所にて」 

一通りネット等で予習をしていましたので、自分で作っ

た行程で動くつもりでした。市内散策マップをいただくつ

もりだけが、恐竜博物館と各種アクセス（電車・バス）の

コラボ得チケットなどを教えていただき、本当にうれしか

ったです！丁寧で、ゆっくり、あたたかい心配り、笑顔で

応対してくださり、福井到着の後、初めて会話をした方が

とてもハッピーでした。ありがとうございます。 
（岩手県、女性） 

  
25.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡保存協会の方に「復原町並」の字が「復

元」でない理由を聞いたら、丁寧にわかりやすく東京駅も

そうですよと教えてくださいました。さわやかな笑顔を添

えて。 
（愛知県、女性） 

  
26.「佐野温泉にて」 

幼児（２歳）の息子の分の食事付ではなかったのですが、

ご飯とお味噌汁、デザートなどをサービスしていただきま

した。又、やさしく息子に声をかけてくれたり、騒がしい

息子でしたが、いやな顔せず、ニッコリ笑ってくれました。

ありがとうございました。 
（愛知県、女性） 

  
27.「福井鉄道車内にて」 

フェニックスまつりを見終わって福鉄に乗ったら満席で

座れずにいたところ、地元高校生が席を譲ってくれました。

さりげない動きとさわやかな笑顔に感動。隣席の奥様も「や
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さしいね」と言ってました。 
（要望→観光パンフレットを見終わってからの処分に困

ってます。捨てるのはもったいないし、回収ボックスがほし

い。） 
（神奈川県、女性） 

  
28.「ユアーズホテルにて」 

ホテルフロント、レストラン従業員、客室マネージャー

全員がおもてなしの精神に溢れて、久しぶりの利用に親切

で細やかな対応はすばらしいです。省力化で機械対応型が

増える中、人と人とを大切にする事は大切！ 
（県名・性別未記入） 

  
29.「福井市宝永旅館にて」 

到着時間を伝えておいたら、暑い中、旅館前駐車場で待

っていてくれて、「ようこそ福井へ」と出迎えてくれた。帰

り、チェックアウト時、「またのお越しをお待ちしておりま

す」とあたたかいお言葉をいただき、今までで一度もなか

ったので、とてもうれしかったです。 
（愛知県） 

  
30.「福井市観光案内所にて」 

いきなり観光案内所に飛び込んで場所を聞くと、地図を

用意して、行き方を丁寧に教えていただけました。また、

歩き方のルートを２通りを教えていただき、そのとおりに

行くと、歴史ポイントが次々とわかりました。とってもい

い福井の旅になりました。 
（大阪府、男性） 

  
31.「道路にて」 

運転中、駐車場から車を出すとき、どの人も必ず道をあ

けて待っててくれる。とても親切でやさしい福井の方々は

すばらしいと思います。 
（大阪府、男性） 
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32.「一乗谷の無料バスの中にて」 
あいにくの雨で大変でしたが、無料バスに運転手と運転

手の指導員が乗務されており、無料コースの上に観光案内

が非常に良かったと思います。 
（男性） 

  
33.「福井市内にて」 

養浩館庭園を目指して歩いていたはずが、方角をまちが

えて思いもよらない所へ行ってしまいました。犬の散歩を

していた女性に尋ねましたら、散歩コースを変更してわか

りやすい所まで、世間話をしながら送って頂き、何とか時

間内に予定の所を見ることができました。別れが寂しくな

るほど、楽しいひと時でした。「福井の人は皆やさしいのよ」

とおっしゃってましたが、このような親切に感謝の気持ち

でいっぱいです。有難うございました。また、福井に行き

たいと思っています。 
（東京都、女性） 

  
34.「新栄商店街にて」 

お祭りを見に行こうとしていたところ、花火の見やすい

場所や行き方など、地元の人でないと知らないことを親切

に教えて頂きました。また、荷物も預かってくれて、帰っ

てきたら飲み物も頂きました。おもてなしの心に感動しま

した。 
（愛知県、男性） 

  
35.「福井市内にて」 

あちこちで出会った方々（道をたずねたとき、タクシー

の運転手さん、ホテルのフロントさん、食事をした店、駅

前の観光案内所などなど）から数えきれない程、親切にし

て頂きました。また、来たいところです。 
（大分県） 
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36.「プリズム福井 はや川にて」 

羽二重くるみを買った時、駐車場が分からず困っていた

ところ、詳しく説明してくれ、駐車券を押して下さり助か

りました。その後、初めて福井に単身赴任の夫を訪ねて来

たことを話すと、冬のスキー情報、お祭り、お店の本店が

勝山にあることなど、教えていただき、最後に「初めて来

たなら…」と、お菓子のプレゼントもしていただき、思い

がけない心遣いに大変感動しました。また、笑顔で「また

福井に来て下さい」を言われ大変嬉しかったです。店員さ

んの笑顔がとてもやさしく素敵でした。 
（千葉県、女性） 

  
37.「福井市内、一乗谷朝倉氏遺跡周辺にて」 

越前・若狭周遊タクシー「一乗谷朝倉氏遺跡と永平寺・

丸岡城」を利用させていただきました。一乗谷朝倉氏遺跡

では、コースに含まれていませんでしたが、一乗滝まで案

内していただきました。周辺スポットや移動途中の景色に

ついても丁寧に説明していただき、中身の濃い旅を満喫す

ることが出来ました。 
（大阪府、男性） 

  
38.「えちぜん鉄道の車両にて」 

えちぜん鉄道に乗って福井県立恐竜博物館に行ったとき、

質問にとても親切に答えてくれました。女性の車掌さん（ア

テンダント）は行きも帰りも違った方でしたが、２人とも

とても親切に接してくれました。特に、福井弁で明るく対

応してくれた方には、翌日の乗車時にもお会いしましたが、

一生懸命お仕事をされている姿は好印象でした。応援した

くなりました。 
（東京都、女性） 

  
39.「養浩館庭園にて」 

庭園を眺めていたら、ボランティアの方が気さくに声を

かけて下さり、いろいろと説明してくれました。相手の様
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子を見て話をしてくれているようで他の方々へは説明が違

う内容だったので、気をつかって話してくれているのだと

感じました。大変ためになりました。 
（三重県、男性） 

  
40.「福井駅にて」 

島田整形病院へ、兄の見舞に姉と行った時、病院が初め

て行く所で分からないので、タクシーに乗った。運転手さ

んが「今、西口で乗られましたが東口で乗った方が近道で

すよ」と教えて下さいました。 
（福井県、女性） 

  
41.「福井市のまつ田にて」 

とっても優しく接して頂いて、この辺の良い所や楽しい

話をたくさんして頂きました。サザエのツボ焼きも１つサ

ービスしてくれて、車もとめっぱなしで、海に遊びに行か

せてくれて、最後までみんなでめっちゃ笑顔で見送りまで

してもらえて、すごく幸せな温かい気持ちになれました。 
（大阪府、女性） 

  
42.「大安寺温泉 萬松閣にて」 

中学の硬式野球の遠征で宿泊させていただいた時のこと。

１７名の選手と一緒だったため、食事にしてもお風呂にし

ても、きれいに使うということは少ないし、食べる量もす

ごかったと思うのですが、イヤな顔一つせず、「がんばって

ね」と声までかけてくださいました。初戦で負けてしまっ

たんですが、福井まで行ってよかったと思いました。 
（大阪府、女性） 

  
43.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

朝倉氏遺跡の復原された町並を妻と歩いていたところ、

ボランティアの方が来られて１つ１つの建物や遺跡を詳し

く案内して頂きました。案内を聞かないと通り過ぎてしま

うところにも見どころがあり、大変知識が増えると共にい

11 



 
い思い出になりました。また、朝倉氏遺跡資料館で見て帰

る時に別のボランティアの方より、「どこから来られまし

た？」と聞かれ、それをきっかけにいろいろ話をしました。

非常になごやかな気分になりよかったです。ボランティア

の方には今後もがんばって頂きたいです。 
（京都府、男性） 

  
44.「福井市観光案内所にて」 

２時間くらいの空き時間があったので、駅前をぶらつこ

うと思い、訪ねました。おすすめのコースを教えてもらい、

歴史、建物、城跡が好きな私の好みに合わせてもらいまし

た（養浩館、柴田神社、福井城跡）。残念ながら、宿泊は富

山でしたが次は泊まりたいと思いました。お世話になりま

した。 
（岩手県、女性） 

  
45.「一乗谷復原町並にて」 

復原町並を家族（妻、子供１歳）で散策していた時に時

代装束の一団とすれちがいました。そうすると、お１人お

１人があいさつをして下さり、子供がビックリして私の陰

にかくれると、そのお１人が「ゴメンね、恐がらせて」と

子供に笑顔で話しかけて下さいました。 
（滋賀県、男性） 

  
46.「福井駅にて」 

駅の改札口で、女性の駅員さんが「お客様、お洋服のボ

タンが掛けちがっていますよ」と小さい声で言われ、上か

ら下まで前ボタンの掛け違いを直して下さった。他人に「あ

ら」と言えないものですが、知らせて下さり大変うれしか

ったです。 
（福井県、女性） 

  
47.「福井県立美術館にて」 

今回たまたま県立美術館へ行ってみましたが、自分の興
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味がない企画だったので、他の施設で関心が持てそうなも

のがないかを伺ったところ、すぐ教えて下さり、かつ無料

バスの案内までして、大変気持ちの良い対応でした。結局

アートラボふくいへ参りました。 
（石川県、女性） 

  
48.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

庭園の奥にもまた見所があってそこに行くのもいいと教

えてくれた。場所もとても丁寧に教えてくれた。 
（福井県、男性） 

 
49.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

勝山や永平寺への道の抜け方をとても親切に教えて下さ

いました。道を曲がる迄、見送ってくれていました。 
（福井県、女性） 

  
50.「福井市内にて」 

今回、東京から福井市に行って感じたことですが、福井

駅や観光案内所を始め、プレジュールというパン屋は、人

が穏やかで東京のあらゆる店より、買い物をして気分が良

かったです!!ブータンミュージアムも良かったです！福井

市内で知らない人に道を尋ねたら、非常に親切に教えて下

さいました! 
大都会では、知らない人に道を尋ねても、無言で立ち止

まってもくれない人も沢山いるので、嬉しかったです！ 
（東京都、女性） 

 
51.「福井市観光案内所にて」 

永平寺に行きたいとお伝えすると、５分後に臨時バスが

出発するとのことで、バス発券所まで走って連れて行って

下さいました。帰りのバス停の注意点も教えていただき、

おかげさまで、時間のロスもなく、楽しい旅行ができまし

た。ありがとうございました。 
（大阪府、女性） 
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52.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 
いつもの観光スポットとは別の所を教えてくれた。感じ

の良い対応でした。 
（福井県、女性） 

  
53.「すまいるバスにて」 

横浜から来たため、すまいるバスの路線が４本あること

を知らないで乗車。木田・板垣方面に乗るべきだったのに、

城東方面に乗ってしまった。乗車中に気づき、間違えてし

まったと車内で運転手に告げたら１００円のサービス券を

くれました。終点まで行き、そのチケットで乗りなおすこ

とができました。ありがたかったです。 
（神奈川県、女性） 

  
54.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡についての歴史、現在の様子等、くわ

しく教えて頂き、中へ入ろうか？と考えていた私たちにと

って、とても興味を持つことが出来ました。又、後で知り

ましたが、ソフトバンクのＣＭの撮影地だと知り、行って

良かったので、友人、会社同僚等に、推薦しています。 
（滋賀県、女性） 

  
55.「福井市立郷土歴史博物館にて」 

１人旅（大人の休日倶楽部）だったので、（自分の）写真

を撮ることが出来ず、国際交流会館から出てこられた女性

の方にお願いしたところ、気持ちよくシャッターを切って

頂きました。後、国際交流会館の警備員さんに道案内を頼

んだところ、気持ちよく教えて頂き、福井市の方々は、や

さしい人々だと思いました。感謝でいっぱいです。いい旅

ができました。また福井に来ます。 
（群馬県、男性） 
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56.「アートラボふくいにて」 

葛飾北斎展で作品についてわからないことを伺いたかっ

た。はじめ学芸員らしき若い方が近くにいたので声をかけ

たら、わからなかったようで、年配の学芸員を連れて来ら

れました。その方はきちんと答えて下さり、私の疑問もす

っきりしました。その会場を去るとき、出口に学芸員の男

性が数名いましたが、帰り際に私に気付き、声をかけてく

ださいました。親しみやすさを感じました。 
（石川県、女性） 

  
57.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

１日かけて一乗谷を見ました。アンケートを取っていた

ボランティアの方が親切にいろいろ教えてくれました。自

転車を借りて、一乗滝ほか、いろいろ見て回りました。あ

りがとう！ 
（東京都、女性） 

  
58.「福井駅周辺散策中にて」 

夜、たまたま歩いていた男性に、養浩館までの行き方を

教えてもらったところ、その場所まで連れて行ってくれ、

県庁周辺（福井城跡）の良さを話されたので、次の日の朝、

お堀の周りや養浩館をまた朝早く歩くことができ、二度も

周辺を歩くことができ良かったです。 
（宮城県） 

  
59.「佐野温泉にて」 

福井は祖母の故郷なので、何度も訪れておりますが、の

んびりして温かなおもてなしがあるところが好きです。そ

の中でも、佐野温泉の皆様にはおだやかでかつとてもほん

わかした気分にして下さるサービス対応をして下さいまし

た。日々の生活に疲れていたので、佐野温泉の皆さんのお

かげで癒されました。有難うございました。 
（兵庫県、女性） 
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60.「プリズム福井・観光案内所・エコノ福井駅前にて」 

松岡軒で７３５円の羽二重餅を買い、あとで大人の休日

倶楽部の特典のあることがわかり、追加で買って特典をも

らいたいと言ったところ、感じよく応じてくれました。案

内所に無料のレンタサイクルがあったことやエコノ福井駅

前ではチェックインの時間の前に、部屋が清掃済みであっ

たので入室できて、対応がよかったです。また来たいと思

いました。 
（福島県、男性） 

  
61.「福井市観光案内所にて」 

説明がとても丁寧。そして大変熱心で心がこもっている

印象を受けました。おかげ様で楽しい旅行が出来ました。 
（千葉県、男性） 

  
62.「福井市観光案内所にて」 

翌日観光予定の一乗谷、永平寺の移動スケジュールにつ

いて、パンフレットを使って、大変的確且つ合理的な説明

を受け、大いに助かりました。又、養浩館のライトアップ

についても教えてもらい、私の全くマークしていなかった

先ですが立ち寄ることができました。 
（東京都、男性） 

  
63.「福井市観光案内所にて」 

福井市観光案内所の対応は親切丁寧でよかったのですが、

マップ等のパンフレットを自由に手にとれるとありがたい

です。順番待ちしながら確認できるからです。観光案内所

の方々お世話になりました。 
（岩手県、女性） 

  
64.「福井市観光案内所にて」 

目的地点に行く行程を念の為聞きに行った所、当初予定

した行程では無理と教えてもらい聞いて助かりました。親

切に説明してもらい大変うれしく思いました。 
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（千葉県、男性） 

  
65.「城の橋通りにて」 

信号の所で北の庄城への道を聞きました。その時は、そ

の方もよくわからなかったようで、私達は信号を渡り歩き

始めました。ほどなく、後ろから追いかけて来て、「信号を

渡りなおして下さい。北の庄城は反対側です」と、教えて

下さいました。ともに柴田公園の前まで案内してください

ました、お若い方ありがとう！！ 
（神奈川県、女性） 

  
66.「ヨーロッパ軒にて」 

福井マラソンの前日に名物を食べたくて、ソースかつ丼

を食べにヨーロッパ軒に行きました。とてもおいしくて感

動。沢山の写真もとりました。夫婦２人で旅行するので、

お店の前で自分撮りをしていると、わざわざお店の中から

店員さんがでてきてくださり、写真を撮っていただきまし

た。２人での思い出の写真が増えて本当にうれしかったで

す。温かな店員さんの対応に感謝しています。 
（京都府、女性） 

  
67.「福井市「前田屋いちりん」にて」 

夕食に前田屋いちりんに行きました。おいしかった。こ

れが一番のおもてなしです。注文するときに「ハーフがあ

ります」と教えて下さり、いろいろな料理を食べることが

できました。最後に福井のお米を食べたいと思いましたが、

少量がいいと思って聞いたら、「ハーフでも良い」と言って

もらえました。「ハーフでもいいよ」と言ってもらえる料理

屋さんは初めてで、とてもよかったです。 
（新潟県、女性） 

  
68.「ホテルパレスにて」 

仕事で疲れ、ホテルを予約してチェックインをした時の

社員の対応が誠に丁寧で、言葉に温かみがあり、福井に来
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て、このような女性が！とびっくりした。ありがたかった。 

（大阪府、女性） 
  

69.「北の庄城址、柴田公園にて」 
①レンタサイクルまちなかステーションでの職員の対応

がとても感じが良かったです（今回で２度目のレンタサイ

クルです）。自転車も新しく乗りごこちも良く、人柄も良く、

旅の者としてはうれしかったです。 
②北の庄城址公園でもまたボランティアの方の対応（Ｄ

ＶＤ鑑賞時の説明、九十九橋の特徴の細かい説明）旅の者

にとって心暖まり感動しました。宿は金沢に取りましたが、

私のひとりよがりかもしれませんが、福井市の街（人々）

の雰囲気がとってもあたたかく、心落ち着けます。又、伺

いたいと思います。 
（栃木県、女性） 

 
70.「福井市観光案内所にて」 

１０月２日の午後、福井駅出口の観光案内所でとても丁

寧に東尋坊観光のアクセス等を教えて頂きました。雨のた

め今回は断念しましたが、日をあらためて伺います。あり

がとうございました。 
 （県名・性別未記入） 

 
71.「一乗谷朝倉氏遺跡万灯夜会場にて」 

８年ほど前にも万灯夜を初めて見て、あまりにキレイで

感動して福井にいながら知らなかったので、東郷から来て

いる女性、そこに住んでいる人の優しさがうれしかったで

す。 
（福井県） 

  
72.「ユアーズホテルでの親睦会場にて」 

福井のおいしいものや土産物などをビジネスではなく本

人が素直に感じるままに伝えて下さった事。単純なことか

もしれませんが、人のあたたかさを感じ、福井っていいな

18 



 
と感じられ又家族と来たいと思いました。 

（愛知県、男性） 
  

73.「えちぜん鉄道にて」 
東尋坊への行き方を車内で伺ったところ、親切に教えて

くれました。うれしかったです。①バス乗継もある帰りの

時刻表をいただいた②三国港駅に着いたときバス乗り場を

丁寧に教えていただいた（笑顔付）１０月９日 ９時４０

分福井発のアテンダントさんです（名前は聞きませんでし

た。女の方です） 
（茨城県、男性） 

  
74.「旅館 河甚にて」 

宿泊の際、丁寧に周辺の観光地について、説明を受けた。

ガイドブックにも載っていない足羽山及びその周辺の見ど

ころや美味しいお店でした。特に黒龍神社にお参りした日

に願いが叶い、足羽山も朝の散歩には快適であり、その上、

会う人が皆さんあいさつをしてくれたのには驚きであり、

心が和みました。 
（神奈川県、男性） 

  
75.「福井駅近くのダイソーにて」 

手紙を出したかったのでセロテープを少し頂きたいとお

願いすると、笑顔で対応して下さいました。又ポストの場

所も詳しく教えて頂きました。 
（福島県、女性） 

  
76.「えちぜん鉄道、観光案内窓口にて」 

旅の計画確認のためにＰＭ３：００～４：００頃に観光

案内所へ行きました。９月１４日朝倉特急・永平寺ライナ

ー・路面電車など、時間、乗り場、料金など詳しく調べて

くれましたので安心して観光ができました。９月１５日朝

倉特急（駅発、永平寺行）運転手さん、えちぜん鉄道永平

寺口駅発１４時２０分駅員さん、３人が特に親切でした。
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福井県の好感度アップ。丸岡城、一乗谷朝倉氏遺跡が良か

ったです。 
（静岡県、女性） 

  
77.「JR 福井駅前居酒屋にて」 

とても丁寧でテキパキ応対されていました。心地良く過

ごすことができました。 
（兵庫県、女性） 

  
78.「ＪＲ福井駅構内売店、田村屋、居酒屋にて」 

日本一周旅行（西鉄６０周年記念事業）で福岡から各地

の景勝地等を観光しています。とにかく福井のどこの箇所

でも皆さんの対応が親切で他県とは違います。県民の皆さ

んの「おもてなしの心」に強い印象を体験しました。 
（福岡県、男性） 

  
79.「えちぜん鉄道福井駅にて」 

定年を迎え、大人の休日倶楽部パスでやっと夫婦２人の

旅をすることになり、とても楽しみにしておりました。福

井駅から東尋坊へ向かう旅の途中、下車駅をまちがえ切符

を購入しようとしたところ親切に行き方、時刻を教えてく

ださいました。えちぜん鉄道もとても楽しく、ありがとう

ございました。 
（千葉県、女性） 

  
80.「タクシーを利用した際に」 

福井市内のホテルから山間にある野球場に独立リーグ福

井ミラクルエレファンツの試合を見に行った。行きのタク

シーの運転手さんが「帰りはどうするの？帰りはバスとか

もないし、雨も降るから歩いて帰るのは大変だよ。良かっ

たら電話して」とタクシーカードをくれました。 
試合は大雨で中止になり、他の人達はマイカーで帰り、

バスもなく、私は先に運転手さんにもらったカードに電話

し、大雨を脱してホテルまで送ってもらいました。大雨と
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帰路の遠さを考慮して、行きの時から心配してカードをく

れていた運転手の優しさに感動しました。朴訥
ぼくとつ

で口数少な

い感じの池端さんでしたが、真心は充分に伝わりましたよ。

嶺北方言かわいくてとても好きです!! 
（北海道、男性） 

  
81.「福井市観光案内所にて」 

永平寺行きのバス乗り場まで走って案内して下さり、乗

車券の購入と手荷物の預かりまで私と主人に的確に教えて

下さった嶺山さん。短い時間で、アドバイスして下さった、

竹内さん。お陰様で永平寺も次の日の東尋坊も楽しむこと

が出来ました。北陸の旅のありがとうです。 
（埼玉県、女性） 

  
82.「福井駅の観光案内所にて」 

福井のパンフレット、資料をたくさんいただきました。

中でも福井の鉄道の全列車が載っているポケット時刻表は

非常に役にたちました。 
（東京都、男性） 

  
83.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

直接ではありませんが、他のお客さんが観光協会の方に

夜の食事場所に何処か良い所がないか尋ねられていた所、

すごく丁寧に答えられていたのがすごく印象的で見ている

（聞いた）私も心が穏やかになりました。 
（京都府） 

  
84.「ユアーズホテルＢ１Ｆ 味彩にて」 

夕食時に福井の美味しい料理の説明を明るく楽しくして

くれて、大変うまい夕食になりました。料理もうまく、お

もてなしがとても良かったです。また来るときも必ず食べ

に来ます。ありがとうございました。 
（福岡県） 
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85.「福井市観光案内所にて」 

観光地（永平寺・大野・一乗谷・丸岡城）への交通機関

（ＪＲ、バス）や、バスの乗り場、降り場、時刻等につい

てパンフレットで丁寧詳細に説明してくれたので安心して

旅行が出来ました。 
（千葉県、男性） 

  
86.「キャッスルホテル福井にて」 

妻が病気で急に発熱してしまったのですが、フロントで

体温計を貸してもらい、さらに救急病院を聞いたところ親

切に教えてもらいました。おかげで妻の熱も下がり、その

後は元気に旅行を続けることが出来ました。あの時は本当

にありがとうございました。 
（東京都、男性） 

  
87.「美山からの地域住民バスに乗車した際に」 

バスが早発したため電話したところ、すぐに戻ってきて

くれたので一安心。ドライバーとの会話が盛り上がり、楽

しく過ごせました。苦情になるどころか、むしろその後の

乗り歩きも楽しくなりました。福井人の温かさを感じた気

がします。 
（埼玉県、男性） 

  
88.「福井市内にて」 

全国食生活改善推進員協議会大会が福井市にて開催され

出席しました。駅に出迎えてくださった福井の会員さん達

は、心から歓迎してくれ、至れり尽くせりでお世話をして

くださいました。また、お見送りの際は大きなメッセージ

カードを掲げ見送ってくださり、感謝の気持ちでいっぱい

でした。 
（宮崎県、女性） 

  
89.「エースイン福井にて」 

駅からホテルまで車で出迎えに来てくれました。初めて
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なので大変助かりました。また、領収書の書き直しを気持

ちよくしていただいた。普通は面倒だと思うところ、あり

がたかったです。電話の対応もとても親切でした。 
（三重県、男性） 

  
90.「ユアーズホテルにて」 

旅行社で１カ月前に予約をしましたがツインが取れずや

むを得ずシングルにしました。当日フロントでツインが空

きましたとの案内があり変更。高齢者夫婦にとって本当に

嬉しい親切でした。 
（長野県、男性） 

  
91.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡と記念館を見学しました。親切な案内

人にいろいろお話を聞き、当時の生活を思い、楽しい旅行

が出来ました。そばも大変おいしかったです。 
（兵庫県、男性） 

92.「国民宿舎 鷹巣荘にて」 
紅葉を観に行ったのですが、少し遅く、計画していたと

ころがあまりきれいに観ることが出来ませんでした。フロ

ント職員さんに、今見所をインターネットにて検索して頂

きマップをコピーしてもらいました。私達が何度も尋ねる

ことにも笑顔で接していただき、お陰でとても素敵な紅葉

を観る事が出来ました。ありがとう。 
（愛知県、女性） 

  
93.「ホテルにて」 

朝の時間をこちらに合わせてくれ、食べ終わりを見計ら

ってサイフォンにてコーヒーを入れてくれた。主人は先に

東京に帰ったが、私は、友人の家に２～３日泊まることに

なったが、その間荷物を預かって頂けた。また、その間の

料金は請求されなかった。とても来易く、楽な気分でいら

れました。 
（埼玉県、女性） 
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94.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 
「一乗谷朝倉氏遺跡」については、何の知識も無いまま

で、お伺いしたのですが、案内人の一乗谷朝倉氏遺跡保存

協会 会長 岸田清様のリアルに復原された町並みや壮大

な館跡がこのような形で遺跡となった経緯等々をわかりや

すくお話下さり、とても興味深く拝見できました。「遠見遮

断方式の町並み」なども詳細に説明いただいた為、よく理

解できました。また伺いたいです。 
（東京都、女性） 

  
95.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

遺跡見学での案内と説明がわかりやすく、話に引込まれ

ました。特に武家屋敷の町並みにおいて、遠見遮断方式に

ついては、説明を聞かなければ、単に通り過ぎてしまった

ことでしょう。遺跡へまた行ってみたいです。 
（東京都、男性） 

 
96.「福井市内にて」 

結婚して福井に来ましたが、結婚前に実母と福井市を訪

れた際に、地元の方々の温かさに触れました。 
バスに乗って観光していた際、途中、運転手さんが交代

することがあり、乗客の方々が、「ありがとう」「ごくろう

さま」と言っていた事に驚き、感激しました。バスを降り、

丸岡城までの道順が分からず、道行く人に尋ねたところ、

丁寧に途中まで案内してくれました。その時、「結婚して福

井に移住しても、大丈夫そうだな」と思い、今に至ります。 
（福井県、女性） 

  
97.「橘曙覧記念文学館にて」 

橘曙覧記念文学館に行った際、学芸員さんの親切なお話

を聞けた上、雨月物語展も開催しており楽しい一日でした。

また、親切に養浩館のことを教えていただき、立派な庭園

を見学できました。ありがとう。また行きたいです。 
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（兵庫県、女性） 

  
98.「福井市役所付近にて」 

福井市民の温かい接し方がうれしかったです。もう何度

も来ていますが、帰宅すぐに福井市に行ってみたくなる、

そんなホンノリとした街の雰囲気が好きなんです。食べ物

も美味しいです。お酒も良いですね。次回は２～３泊して、

福井市内をいろいろ歩いて、ブラリ観光をしたいです。 
（愛知県） 

  
99.「ホテルフジタ福井内土産売場にて」 

福井の土産物について悩んでいると、親身になって教え

ていただきました。その対応は変に押し付けるのではなく、

とても心地よい時間をすごさせていただきました。また、

その土産は家族にも喜ばれ、センスよいセレクトに感謝し

ております。 
（愛知県、男性） 

 
100.「養浩館庭園にて」 

大名庭園サミットに際して、初めて福井を訪れましたが、

福井の歴史の重みを感じ大変感動しました。養浩館での茶

会は大変思い出に残る時間でした。 
（茨城県、男性） 

  
101.「えちぜん鉄道にて」 

すべてにおいて親切な対応でした。記念写真にもこころ

よく応じてくれましたし、永平寺から福井駅迄の帰り方に

ついても、きめ細やかな対応でした。 
（岐阜県、男性） 

  
102.「養浩館庭園・橘曙覧記念文学館にて」 

養浩館庭園を見学しました。橘曙覧記念文学館では、い

ろいろ館員さんのお話を聞き、その時は雨月物語展をやっ

ており、たのしいお話を聞きました。あたたかい街での一
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日ありがとう。 

（兵庫県、女性） 
  

103.「福井駅にて」 
高齢で大手術（１０時間の手術）後間もない、身体が不

自由で買い物に困っていた時に店員さんに親切にしていた

だいた。荷物も持ちやすくしてくれた。 
（兵庫県、男性） 

  
104.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

入口の模型を見ていると、さりげなく近づいて来られ、

説明してくださるとの由、１０分から１５分程度で終わる

ので、後はゆっくりご覧くださいとのことで、ポイントを

押さえた説明で、自分自身でも展示を見る時間が十分にと

れ、よかったです。控えめ目なお話ぶりが好印象でした。 
（大阪府、女性） 

  
105.「福井鉄道ベル前駅にて」 

路面電車に乗る前に、駅員さんから、「あと２、３分で電

車が来ます。」と言われて、切符を手渡しで購入した。普段

券売機や ICOCA で乗っているので、なつかしい感じがし

た。よかった。 
（滋賀県、男性） 

  
106.「小川屋 福井駅前店にて」 

箸に慣れていない外国人と店に行ったが、フォークを貸

してくれたり、ソースの追加をくれたりして、気配りが良

かったです。おかげさまでソースカツ丼を堪能できました。 
（愛知県、女性） 

  
107.「居酒屋にて」 

駅前の居酒屋で、メニューの中に「へしこ」という名前

の料理があり、仲間みんなで不思議なものを想像していま

した。従業員さんに「へしこ」の作り方、食べ物などいろ
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いろと詳しく解説してもらい、おいしくお酒が飲めました。

ぜひ、福井へまた行きたくなりました。 
（島根県、女性） 

  
108.「シャトルバスゆめまる号にて」 

貸し切り状態のバスの中で質問にいろいろ答えていただ

き、帰りのバスも同じ方で、感想を話したところ、とても

丁寧に会話をしてくださいました。 
（東京都、女性） 

  
109.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

受付の人の対応に満足しました。しかし朝倉山椒の由来

について、聞きたかったのですが知名度の低さに少しがっ

かりしました。なお、朝倉山椒は当地では、苗木を積極的

に販売するなど、料理面においても積極的に取り組んでい

ます。 
（兵庫県、男性） 

  
110.「JR 福井駅近くにて」 

道をとても親切に教えてもらい、とても嬉しかったです。

また来たいなと思いました。 
（和歌山県、女性） 

  
111.「鷹巣荘にて」 

副支配人に温泉の効能を教えてもらいました。鷹巣荘で

蟹料理を食べ、とても美味しかったです。越前ガニは甘く

て美味しかったです。 
（長野県、女性） 

  
112.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

福井は主人の田舎ですが、初めて観光しました。一乗谷

朝倉氏遺跡では、当時のトイレの話とかいろいろ親切に教

えて下さいました。遺跡だけを見てもわからなかったけど、

話をしてくださったおかげで行った意味がありました。あ
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りがとうございました。 

（京都府、女性） 
  

113.「福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 
資料館で質問をした時に、色々親切に対応してもらえて、

嬉しかったです。直接わからない事は電話で確認してもら

えて良かったです。 
（女性） 

  
114.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡に行った際に遠見遮断方式の説明を受

け、昔の人の智恵に感動しました。 
（愛知県、女性） 

  
115.「福井駅付近にて」 

北ノ庄城址の資料館の年配の女性がとても感じのいい方

でした。 
（滋賀県、女性） 

  
116.「福井市観光案内所にて」 

（ライブがあったため）コンサート会場への行き方を何

人もの方が聞きにきていると思いますが。嫌な顔ひとつせ

ず、バスや電車、無料のバスなどいろいろ教えてくれて、

ありがとうございました。今度は観光で行きます。 
（石川県、女性） 

  
117.「福井市にて」 

仕事で福井へ行き、駅から１０分ぐらいと思い、雪道を

歩いていたら融雪の水でブーツがべたべたになり、目的地

の目印もわからなくなったため、車の雪を落としていた人

に道を聞きました。すると、大変だからと乗せていってく

れました。足元から冷えて、心まで冷えそうでしたが、見

知らぬ私を、車で送ってくれた親切に心が温まりました。

ありがとうございました。 
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（大阪府） 

  
118.「秋吉駅前店にて」 

福井に来たら必ず「おろしそば」を食べてくださいと言

われた。そばなどどこで食べても同じだと思っていたが、

とても美味しく、お土産も買いました。教えてくれてあり

がとうございました。 
（神奈川県、女性） 

  
119.「ユアーズホテル福井にて」 

長女が福井県内勤務となったため、福井観光をしていた

ところ、ユアーズホテル福井でウェルカムドリンク（３本

入り）をプレゼントしていただきました。セイコ蟹や魚、

野菜、地酒とすっかり福井ブランドがお気に入りです。平

泉寺白山神社に感動しました。大阪に情報発信基地、おも

てなし大使、配置してくださいね！ 
（兵庫県、女性） 

  
120.「ホテルフジタ、カラオケまねきねこ、吉田寿司にて」 

ホテルフジタ福井、カラオケまねきねこ、吉田寿司はど

ちらももてなし上手でした。 
（滋賀県、男性） 

  
121.「養浩館庭園にて」 

養浩館に鯉がいたのでエサを買いましたが、お釣りをも

らい忘れてしまいました。帰るときに、受付の人がお釣り

を持ってきてくれて嬉しかったです。 
（石川県、女性） 

  
122.「福井市観光案内所にて」 

観光案内所で「越前がに」を食べられる店を尋ねたとこ

ろ、色々説明していただき、店をいくつか紹介していただ

き、美味しい越前がにを食べることができました。ありが

とう。 
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（東京都、男性） 

  
123.「料理屋「絞や」にて」 

「翌日に三国港に行き昼食をとる。夕方には、福井駅に

戻ってそばを食べたい、どこか美味しいお店は無いか」と

聞くと、ご主人もスタッフも知恵を出してくれ、ネットで

住所や電話番号を調べてくれた。そのおかげで、その店に

行き楽しむことが出来ました。自分の店のことでもないの

に旅行者に親切で、もう一度この店に、そして福井に来よ

うと思いました。 
（大阪府、女性） 

  
124.「村中甘泉堂にて」 

友人から羽二重くるみを買ってきて欲しいと頼まれ、店

が分からず、福井駅から徒歩で見つけた店に入りました。

探していた店ではなかったのですが、親切に店を教えてく

れました。ライバル店だろうに嫌な顔もせず、大きな心だ

と感心しました。 
（東京都、女性） 

  
125.「福井県警本部前にて」 

福井の人口を聞いたところ、次々と観光の見所や飲食店

などを教えてもらいました。ただ城の中に不似合いな県庁

舎や警察本部、県議会などの建物は必要ありません。お城

を中心とした観光をめざしてください。あと、城壁を１周

できるといいかと思います。 
（神奈川県、女性） 

  
126.「福井市観光案内所にて」 

お陰様で大変楽しく興味深い福井の旅となりました。き

っかけは福井駅構内の観光案内所の方々に大変親切にわか

りやすくいろいろなコースを案内していただいたお陰です。

バスや電車、また自転車での時間配分を含め大変わかりや

すく、こちらの要望をもとにその場で計画してくださいま
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した。おかげさまで気持ちの良い青空の下、自転車を借り

て一乗滝まで行き、ゆっくりと爽やかな一乗谷の風を受け

ながら朝倉氏遺跡を見ることができ、素敵な人たちと出会

うことができました。旅先での偶然の出会いは、また旅の

大きな楽しみのひとつです。おかげさまで、一乗谷でのひ

とときは、大変思い出深いものとなりました。 
（東京都、男性） 

  
127.「福井駅構内にて」 

福井駅前の案内を見知らぬ人からしてもらいました。 
（東京都、男性） 

  
128.「えちぜん鉄道にて」 

なかなか福井には観光で来れなくて、仕事で来ました。

１日空きが出来たので、１人ぶらぶらしていました。えち

ぜん鉄道のアテンダントの方に観光案内をしていただき助

かりました。 
（奈良県） 

  
129.「えちぜん鉄道にて」 

親切というか・・・、例えば、車窓を案内してもらった

り、車内の女性アテンダントにはいつも心が和む。安全安

心はもとより、初めての客でも心強いし、運転士も安全運

行に集中している。全便全路線は無理かもしれないが、出

来うる限り続けてもらいたい。 
（東京都、男性） 

  
130.「国民宿舎 鷹巣荘にて」 

前回良かったので、リニューアルオープン時に再度伺い

ました。夕食時にわざわざ席まで来ていただき丁寧なお礼

の言葉をいただきました。あたたかい気持ちになり、また

行こうと思いました。 
（石川県、女性） 
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131.「ＪＲ福井駅にて」 

福山雅治さんのコンサート（サンドーム福井開催）のた

め、福井に来ましたが、福井に到着したのは、２３時を過

ぎていたと思います。ベビーカーの幼い子と大きな荷物を

抱えていた私に、とっさに「お手伝いしますよ」とまだ若

い男性の駅員さんが寒い中タクシーに乗り込むまで付いて

手伝ってくれました。外は寒く雪もありましたが、心温ま

る出来事でした。本当にありがとうございました。 
（大阪府、女性） 

  
132.「福井市にて」 

恐竜博物館（大変すばらしかったです。）に行き、福井市

に戻ったのは５時過ぎになってしまいました。ホテルまで

は、駅から１５分ほどでしたが、方向などまったく分から

ず困りました。しかし、皆さんに親切に教えていただき本

当に助かりました。 
（宮城県） 

  
133.「福井城址にて」 

７５歳になるのでボケ防止にと考えて、北陸一人旅を実

行しました。福井城址へ行った際に、散歩中と見受けられ

る同年代の男性から「どちらから？」と声をかけられ、近

くの見所や、逸話などを教えていただき、３０分ぐらい話

し込んでしまいました。おかげで楽しい旅になりました。 
（埼玉県、男性） 

  
134.「京福バスにて」 

永平寺へ観光に行く際、コインロッカーがどこもいっぱ

いで、結局荷物をもったままバスに乗ったのですが、バス

の運転手さんが永平寺で食事も出来、荷物も預かってくれ

るお店を紹介してくれ、さらに電話をして頼んでくれまし

た。また、そのお店の方に食事が済んだ後、車で永平寺ま

で送ってもらったりと本当に嬉しかったです。 
（千葉県、女性） 
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135.「JR 福井市観光案内所・丸岡城にて」 
金沢から朝一番で福井に着。急に決めた旅だった為、下

調べしておらず、宿泊先がまた金沢になってしまった為、

１６時ごろまでの日帰りの旅でした。観光案内所へすぐ出

向き、時間・行きたい場所を大ざっぱに伝えると、バス案

内とお得な切符取得やルート見学時間等を考えてくれ、分

かりやすくパンフレットに書いてくれた為、一日とっても

楽しく福井が大好きになりました。 
丸岡城の受付女性もあわてている私に詳しく帰りのバス

停や荷物の預かりまでしてくれたおかげで、落ち着いて見

学が出来ました。 
（東京都、女性） 

  
136.「駅コンビニ・その他にて」 

「チャオ」の店員の方はとても明るく良かったです。 
おろしそば、ソースカツ丼、さといもカレーとか東京で

は味わえない福井の味を大変楽しめました。 
（東京都、女性） 

  
137.「福井市観光案内所にて」 

こちらの要望をよく理解していただいて適切なアドバイ

スを受けました。東尋坊・永平寺フリー切符の利用や、芦

原温泉までは JR の方が早いこと、今日の天気は永平寺を

先に回ったほうが良いなど、とても助かりました。バス代

は９４０円もお得でした。ありがとうございました。 
（千葉県、男性） 

 
138.「タクシーに乗車した際に」 

駅から養浩館庭園までの短い時間だったが、親切に観光

案内していただいた。 
（神奈川県、男性） 
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139.「福井駅前商店街にて」 

ユアーズホテルに向かっている途中、突然革靴が壊れ、

歩けなくなってしまいました。近くの店で代用品を探すも

サイズが合わず困っていたら、修理できる店を教えてもら

い、会合には何とか出席することが出来ました。福井の人

のあたたかさに良い思い出となりました。 
（香川県、男性） 

  
140.「福井市 片町にて」 

カニを食べれる店を地図を見ながら探していたが見つか

らなかった。近くの商店に聞いてみたら親切に教えてくれ

た。 
店に行くと予約が必要とのことで、諦めて帰る途中、先

ほどの商店の前でカニを眺めていたら、とても安い値段で

販売してくれた。しかも宅配便で自宅まで送ってくれた。

とても親切な対応で感謝しています。 
（福島県、男性） 

  
141.「福井市観光案内所にて」 

質問のすべてに親切丁寧に答えてくださった。 
（東京都、女性） 

  
142.「ユアーズホテルにて」 

ホテル内のレストランで食事をしましたが、とても気持

ちの良いサービスをしていただきました。 
（東京都、女性） 

  
143.「フェニックスホテルレストランにて」 

１０日間連泊し、レストランを利用させていただきまし

たが、ビジネス的でなく、従業員の方の気遣いで、料理を

工夫していただけました。温かな気持ちになりました。 
（東京都、女性） 
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144.「えちぜん鉄道車内にて」 

いろいろな質問に対し、親切に答えてくれた。 
（神奈川県、男性） 

  
145.「福井駅にて」 

福井駅で偶然にもトワイライトエクスプレスに遭遇。電

車をバックに自分撮りをしていると、駅員さんが声をかけ

てくれ、写真を撮ってくれた。しかも、帽子まで貸してく

れて。とても思い出に残る記念撮影になりました。 
（東京都、男性） 

 
146.「福井駅前にて」 

７月１２日にがんのコーディネーター養成講座が済生会

病院であり、夜９時過ぎに福井駅に戻りました。辺りが暗

く地図を見てもホテルがわからず迷ってしまいました。若

い男性がおられたので、道を尋ねましたら、親切に近くま

で教えてくださいました。土地勘がないので大変助かりま

した。 
（奈良県、女性） 

 
おもてなし体験・福井市外編 

 
1.「高速道路バス停（武生）にて」 

武生からの夜行バスを福井駅出発に親切に変更してくれ

ただけでなく、ニッポンレンタカーで福井に行くことを進

めてくれた。助かった。 
（東京都、女性） 

 
2.「えちぜん鉄道勝山駅にて」 

福井観光の２日目東尋坊行の日。宿泊ホテルから始発の

駅勝山で切符を買い、えち鉄の乗り換えやバスの乗り継ぎ

を駅員さんに確かめ電車の席に着きました。 
発車少し前、先程の駅員さんが来られ、今の時刻では、（私

達の予定のコースだった）三国経由よりあわら湯のまち経
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由でバスに乗継ぐ方が待ち時間が３０～４０分少ないと乗

継時刻表に朱線を引き、持って来られました。おかげで東

尋坊に３０分程早く着き、その分ゆったり観光できました。

ご親切に感激しました。 
女性スタッフの方も大変親切で、翌日の帰りの電車まで

の空いた１時間半の駅周辺の観光地を、とても的確にマッ

プに印をつけてくださり、全部まわることができました。

今回訪れたところは、駅も通りも住宅も花がいっぱいでと

ても豊かで美しいところだと思いました。 
（神奈川県、女性） 

 
3.「芦原温泉駅にて」 

駅ホームの階段で、はっぴを着た男性が年配女性などの

荷物の上げ下ろしを手伝っていた。行きも帰りも同じよう

な対応をされていて、すばらしいと思った。 
（大分県、女性） 

4.「三国観光ホテルにて」 
電車の発車時間に間に合うように、タクシーを呼んで駅

まで行くと間に合いそうも無かったため、ホテルの方が駅

まで車で送ってくれた。おかげで、電車に間に合い、予定

通り移動でき、とても助かった。 
（大分県、女性） 

 
5.「東尋坊行きのバス車内にて」 

交通の足が少ないので、時間がかかるのが困るけど、そ

れも旅の形かなと思っていますが、皆さんが公共交通を利

用して頂けたらとも思います。また土日祝日以外にも便数

があると良いのですが。 
東尋坊バス停では荷物を預かって頂きゆっくり見学でき

ました。６月２５日の永平寺から１１時４５分発東尋坊行

きのバスの運転手さんの対応がとても親切で、途中から老

婦人が乗ってきた時、温泉に行くとのことで、どこそこで

下車した方が近いよと笑顔で丁寧に答えていました。聞い

ていた私たちもにっこりしました。 
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（神奈川県、女性） 

 
6.「朝倉特急バス車中にて」 

車内で、一乗谷朝倉氏遺跡の復原町並等の説明テープを

流していたが、１回目の音が小さかったので、「もう一回流

しましょう」とボリュームを上げて下さった。説明がとて

も良く聞き取れて、事前知識を持って見学できたので、と

ても興味深く見学でき、楽しかった。ボリュームを気にか

けてくれた心遣いが嬉しかった。 
（栃木県、女性） 

7.「JR 芦原駅下案内所にて」 
部分マップを何枚か入手するも繋がりが不明瞭。素人考

えで乗り換え、効率よく帰りましたが、観光地全体が確認

出来る地図、あるいは、方向だけでも分かるものがあると、

助かると思った。（一例・・あわら温泉広域ガイドに JR 福

井駅の表示がない。） 
帰りは案内所の職員がハキハキ判り易く、誰方にも親身

になって案内いただきました。私は、帰途でしたが、福井

に対する印象がよくなりました。 
（石川県、女性） 

 
8.「東尋坊にて」 

２人で来ている人に自分から声をかけ、記念写真をとっ

てあげる人。普通の事かもしれないけど、今の殺伐として

いる時代にホッとできる出来事でした。 
（愛知県） 

 
9.「タクシー車内にて」 

勝山平泉寺に行く途中、勝山駅から乗ったタクシーの運

転手さんが、色々と話をしてくれて、とても親切でした。

お話の内容もとてもためになって、福井について色々知る

ことが出来てよかったです。 
（福島県、女性） 
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10.「勝山市旭町２丁目付近にて」 

妻と２人で越前大仏を参拝しに勝山市を訪れたのですが、

参拝後勝山駅に戻ろうとしたところ、バスを逃してしまい

ました。仕方なく徒歩で駅まで行く途中、道に迷ってしま

いました。困っていたところ、勝山市にお住まいの男性が

車で通りかかり、道順をお聞きしたところ、親切に駅まで

送ってくれました。感謝の言葉を伝え、妻が身に着けてい

たブレスレットを同乗していた娘さんとお友達にプレゼン

トし、お別れしました。最も心温まる、忘れられない思い

出となりました。 
（石川県、男性） 

11.「今庄駅にて」 
今庄駅は列車の待合の時間が長いこともあり、待合の場

所にテレビが置かれ、いすにも座布団が敷いてあり、観光

客を含めて客を大切にする駅員さんの気持ちが伝わってき

ました。このときは、ＳＬなどの写真も展示されており、

駅が気持ちのいい空間に思えました。 
（岐阜県、男性） 

12.「小浜、敦賀にて」 
ふれあった人の多くが、親切にしてくれた。えちぜん鉄

道のアテンダントも好感。 
（東京都、男性） 

 
13.「料理旅館かねともにて」 

武生駅まで迎えに来ていただき、宿に着く途中陶芸村に

立ち寄ってもらったり、翌日には刃物会館、和紙の里など

観光させていただきました。とてもありがたかったです。

福井の方はとても親切です。 
（埼玉県、女性） 

 
14.「えちぜん鉄道にて」 

ずっと行きたかった恐竜博物館へ行ったとき、駅で迷っ

ていると駅員さんの方から声をかけて下さり、バス案内ま

でしてもらいました！はじめての場所は不安ですが、丁寧
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な対応におもてなしの心が感じられました。 
電車内でも、案内の方がおられたことに驚きました。対

応がとても丁寧でした。観光客用にその土地ならではのア

ナウンスなどしていただけたら、もっと良いのにと思いま

した！！ 
（京都府、男性） 

 
15.「大野市にて」 

予約した時刻よりも早く、大野市に到着しましたが、ガ

イドをしてくれました。大野市内から大野城まで、予定の

２時間を超え、１４時前から１７時過ぎまで３時間を超え

る時間、親切丁寧に案内してくれました。とても深く、歴

史に精通されていて、とてもよい勉強になりました。ガイ

ド料１０００円で申し訳なかったです。 
（群馬県、女性） 

 
16.「勝山駅えち鉄カフェにて」 

勝山でスタンプラリーに参加し、間違えてカフェにお邪

魔してしまいましたが、一緒になってお店を探してくださ

いました。 
（石川県、女性） 

 
17.「越前大野にて」 

駅から寺町を歩いて、お城の方へ行こうとして歩き始め

ましたが、案内板がなく、男の方に道を尋ねたところ、車

に乗せて連れて行ってくださいました。そして、どんな寺

が集まっているかなど説明して、町のパンフレットまでく

ださいました。私達姉弟二人旅でしたが、うれしいご親切、

忘れません。 
（神奈川県、女性） 

 
18.「恐竜博物館にて」 

孫が、車のベルトがからんで外れなくなった時、係の人

が雨の中モンキーを持ってきて、外してくださいました。
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とても助かりました。ありがとうございました。 

（愛知県、男性） 
 

19.「永平寺にて」 
一乗谷朝倉氏遺跡～永平寺～丸岡城と廻ってきました。

行った所々で店の人や町の人に大変親切にして頂きまし

た。さすが福井と感心して帰って来ました。ありがとう!!
（次どこどこへと、尋ねると…親切丁寧に接して頂き、安

心して行く事が出来ました。） 
（三重県、男性） 

 
20.「丸岡城にて」 

芦原温泉駅からバスで丸岡城へ行った所、消防士の方か

ら「これから丸岡城天守閣の防火訓練が行われるので、良

かったら見学してみませんか」と声をかけられた。丸岡城

からの小学生の避難誘導と天守閣への一斉放水などを体

験出来ました。 
（東京都、女性） 

 
21.「JR 芦原温泉駅にて」 

芦原温泉駅→永平寺→東尋坊→あわら湯のまちという

ルートを通るため、キャリーバッグをどうしようかと悩ん

でいたところバス切符売場のホリタさんが預かってくれ

て、宿泊先の清風荘のドライバーさんが来たら渡して下さ

ると申し出てくれました。おかげで、手ぶらの快適な旅と

なりました。ありがとうございました。 
（神奈川県、女性） 

 
22.「芦泉荘（あわら温泉）にて」 

芦泉荘にて「ごっつおさん亭」の場所を聞き（たずね）

ましたところ判らず…ネットで調査、苦戦の末、住所、電

話番号が判明→ナビにて現地に→多謝。 
（岩手県、女性） 
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23.「湯殿庭園にて」 

７０歳以上無料はとても有難い。受付の方の対応もとて

もよかった。世界に誇れるこの遺跡をより整備して、外国

の人々にも見てもらいたいので、景観を損ねないように配

慮しながらベンチをもっと設置してほしいです。 
（福井県、男性） 

24.「吉峰寺にて」 
突然の訪問にも関わらず、参拝料も辞退されたうえ、寺

内をご案内してくださいました。 
（佐賀県、男性） 

25.「越前三国湊 海船や にて」 
東尋坊へ車椅子を押して苦労して向かっていたところ、

スロープへの行き方を教えてくれ、帰りは店のエレベータ

ーの使用を薦めてくれた。商売での声かけだとしても嬉し

く、助かりました。今回は、時間がなく買い物は出来ませ

んでしたが、次回は買い物に寄りたいと思えるぐらいでし

た。 
 

（富山県、女性） 
 

26.「永平寺にて」 
１１月７日永平寺に行きました。帰り際夕方バス停の近

くの売店で絵葉書を購入しました。バスの時間で急いでバ

スに乗り、やれやれとした処、お金は払っていたのに絵葉

書を忘れていたらしく、店員さんがバスまで持ってきてく

れました。良かったです。 
（鳥取県、女性） 

 
27.「ＪＲ芦原温泉駅にて」 

ＪＲ芦原温泉駅の長い階段を上り下りする際に重い荷

物を、法被を着た方に無料で運んでもらえたことが嬉しか

った。助かりました。 
（東京都、女性） 
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28.「えちぜん鉄道三国港駅にて」 

雪景色の駅のホームで３人で交互に写真を撮っていた

ら、駅の人が撮ってあげましょうと言ってくれ、３人揃っ

て写る事が出来ました。 
（大阪府、女性） 

 
29.「松島水族館にて」 

案内がわかりやすく丁寧でした。小さな子ども連れの旅

行だったので、人に迷惑を掛けないか不安でしたが、親切

に対応いただいて心温まりました。ありがとうございまし

た。 
（愛知県、女性） 

 
30.「東尋坊のソフトクリーム屋にて」 

友人と東尋坊へ行ったら、同じく旅行できていた夫婦と

仲良くなり「イカスミソフトクリーム」をご馳走になりま

した。ですが、私の元に出てきたソフトは、定員さんが初

心者だったのか、小さい・・・。それを見た夫婦が「小さ

いね～」とつぶやいたら、半分以上食べていたにも関わら

ず店員さんがどっさり追加してくれました。すごいサービ

ス！！ありがとうございました。 
（大阪府、女性） 

 
31.「丸岡城にて」 

丸岡城の行き方も知らなかった所、わざわざ埼玉まで電

話を頂き、福井駅からバスに乗るように教えていただきま

した。帰りは丸岡城のバス停まで送って下さいました。丸

岡城では、１時間半たっぷり城を案内していただきました。

８５歳の宮本様、いつまでもお元気で。私たちも８５歳ま

で元気でボランティア出来るといいなと思いました。 
埼玉県、男性） 

 
32.「えちぜん鉄道車内にて」 

新田塚までの車内と帰りの新田塚から田原町経由市役
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所前までの三国線で、偶然にも行き帰りともアテンダント

の渡辺さんに会い、心温まる「おもてなし」（乗り継ぎや

待ち合わせ時間等の説明）を受けました。名物の越前おろ

しそばやソースカツ丼に勝さる旅行の思い出となりまし

た。新幹線金沢開通後も又来てみたいと思います。ありが

とう。 
（千葉県、男性） 
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観光おもてなし体験だより 
 

～改善提案・残念・苦情編～   

 



 
改善提案・残念・苦情編 

 
1.「北の庄資料館にて」 

興味があったため行って見た。大変愛想が悪かった。も

う少し説明などしてくれてもいいのでは。 
（茨城県、男性） 

 
2.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡は良かったのですが、雑草のお手入れ

が出来てないのが、とても気になりました。シルバーさん

とかで、お手入れをしていただいたらよいのにと思いまし

た。 
（福井県内） 

 
3.「北陸線車中にて」 

旅先でお国訛を聞きながらのローカル線の車中も楽し

いもの。しかし、学生、若者のマナーの悪さに興醒め。立

っているお年寄りがいるにもかかわらず、隣席にバックを

おいて平気な学生、土足のまま反対側のシートに足を投げ

出す若者達。これまでの地元の人達から受けた親切が台な

し！！ 
 
4.「タクシーに乗った際に」 

どうしようもない事なのですが、県庁がある位置は、福

井城祉としてとても大きな観光スポットになり得たと思

いました。どうしてここに庁舎が？というもったいなさを

感じてしまいました。 
（宮城県、女性） 

 
5.「タクシーに乗った際に」 

話しかけても無視。「領収書下さい」と言っても無言。

強めに「領収書」と言ったら逆ギレ。降りる際には「二度

と乗るな」と暴言を吐かれました。ちなみに個人タクシー

も横柄な態度です。 
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（福井県内、女性） 

 
6.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡は静かで良いところでした。あれだけ

の町並を復原しているのに少しさみしすぎます。町娘さん

が２人程途中にいましたが、県民性でしょうか？全く話し

かけることもなく、シーンとしていました。もう少し活気

ある施設になってほしいと希望します。 
（埼玉県、男性） 

 
7.「居酒屋にて」 

７月３日の夜は大雨で傘をさしてホテルの近くの居酒

屋へ…。入店が遅かったため、最後までお酒を楽しみまし

た。帰りに傘立てに傘が無い…。店員に聞くと誰かがまち

がって持っていったんでしょうね。好きなカサをかわりに

持っていって下さいと言われました。お気に入りの傘だっ

たのに、高かったのに、帰りはボロボロの傘でかえりまし

た。労いの言葉がほしかったです。 
（静岡県、女性） 

 
8.「Ｋ旅館にて」 

早急なお出迎え、観光に対する親身な対応感謝いたして

おります。しかしながら、会計後、会計口よりのあいさつ

のみで見送りなし、玄関口にも出られない対応には落胆し

ました。ＨＰでアットホームな印象で飾られた表面上のみ

の印象を感じました。 
（大阪府、男性） 

 
9.「福井県内にて」 

今回は、レンタカーを利用しましたが、一乗谷、恐竜博

物館、丸岡城、永平寺、東尋坊の交通の便が悪いです。期

間限定でもいいので、もう少し改善してほしいです。 
（埼玉県、男性） 
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10.「福井市内にて」 

駅周辺の歩道上に黒い直径３センチくらいのヨゴレが

多数見られます。多分、ガムを捨てたものと思われます。

非常に気分を害します。掃除できないのでしょうか。元福

井市民の一人として福井人のマナーを疑います。富山、金

沢では見られません！ 
（富山県、女性） 

 
11.「福井市内のコンビニにて」 

福井市内のコンビニでおつりをもらうとき、たくさん店

員がいるのに、横を向きながら手に落とすように渡されま

した。１日中不愉快でした。 
（大阪府、女性） 

 
12.「貸自転車について」 

ホテルのフロントの方の貸自転車の説明が不足してい

る。電動自転車を借りた時のカギのかけ方、ベルの鳴らし

方、返す時に必要な紙の案内が不足して、大変困りました。

ただ貸自転車が２００円とは安かったです。車に乗ること

が多く、自転車は乗りませんので、カギ、ベルの使用を教

えてほしかったと思います。 
（群馬県、女性） 

 
13.「福井市内にて」 

午前９時に到着。お昼から午後５時まで用事があったので、

午前中は食べたり観光したりしたかったのですが、駅前のレ

ストランのほとんどが午前１１時オープンだったのが残念

でした。 
（静岡県、女性） 

 
14.「駅構内のタクシーについて」 

あけぼのホテルの親切で心が救われた一方、福井駅構内タ

クシーの客への対応がいつ乗っても悪い。近い距離が理由で

あるなら、近距離おことわりの看板を立てるべきです。駅構
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内のタクシー滞留が多すぎます。 

（兵庫県、男性） 
 

15.「一乗谷駅にて」 
一乗谷朝倉氏遺跡を観るために、一乗谷駅におりたところ、

無人駅で案内表示も分かりづらく、バス等の停留所の表示も

ないため歩いて行きました。歩いて２５分位でした。遺跡の

案内所に行って、バスが走っていることが判ってがっかり。

帰りは資料館までバスで帰ったのですが、観光客に優しくあ

りませんでした。 
（青森県、男性） 

 
16.「橘曙覧記念文学館にて」 
橘曙覧記念文学館に行くためにわざわざ福井に来たのに、

３日間も休館とは！大人の休日期間くらいは休まないように

してほしい。 
（県名・性別未記入） 

 
 

17.「バスを利用した際に」 
大人の休日倶楽部で福井に来た。一乗谷朝倉氏遺跡に行き、

１４時６分発の帰りのバスを資料館前で待っていたらバス

が止まらずにそのまま通り過ぎてしまい、バス会社に電話し

たところ”Ｉ”という方の対応がとても悪く、はじめは『１

４時６分のバスはない』と言われ、別の職員の方に替わった

ところ、『バス停の近くにいないと通過します。次のバスに

乗って下さい。』と時間を案内されただけで謝罪の一言もな

かった。こちらは土地勘もなく、バス停もどちらか分からな

いのに、信じられないぐらい対応が悪かった。富山へ行く予

定をくんでいたのに間に合わなくて怒り心頭。もう福井には

来たくない！ 
（男性） 
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18.「JR 福井駅にて」 

小松空港行きのバスに乗ろうとしたところ、運転手の方に

『全便欠航です。』と言われたので乗車をやめた。半信半疑

で観光案内所に立ち寄りパソコンで確認したところ、全便欠

航は東京便の事で福岡便は通常通り運行していた。結局、タ

クシーで小松空港へ向かったが、こちらの状況をきちんと確

認してから、何でも説明してほしい。 
（福岡県、女性） 

 
19.「○○駅構内コンビ二にて」 

朝６：５０頃、パンを選んでいたところ、愛想のない女性

店員が、邪魔だと言わんばかりに私を押しのけ、パンの在庫

チェックを始めた。業務上必要なことであっても、一言「す

みません」とか「前を失礼します」があれば、こちらも気分

を害さないのに…。レジの店員も「いらっしゃいませ」がな

く、いきなりバーコードを取る始末。○○駅は玄関口です。

もう少し自覚を持ってほしい。 
 

20.「居酒屋Ｋにて」 
新鮮で大変美味しく頂きましたが、会計のとき、金銭を扱

ったその手で水割のコップに氷を入れていました。人手が足

りず忙しい様子でしたが、大変気になりました。 
（長野県、男性） 

 
21.「Ｓ市観光案内所にて」 

地図が欲しくて入りましたが、（居るのに）人がいないか

と思うぐらい反応が無く、有名な観光地なのに残念でした。

もう少しあかるく対応していただければと思いました。 
（富山県、女性） 

 
22.「お店・道路にて」 

車の車線の幅がせまい為、車通行するときヒヤヒヤしまし

た。お店の方に質問したり道などお尋ねしたりすると対応が

悪い！ 
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（兵庫県） 

 
23.「福井県内にて」 

私は息子２人と越前松島水族館に行った後、東尋坊の遊覧

船に乗りました。何で、水族館にセット券がないんだ～ザン

ネン！ 
（富山県、男性） 

 
24.「コミュニティバスにて」 

移動にコミュニティバスを利用させていただきました。そ

れまで楽しく過ごしていたのに、バスの運転手さんの無愛想

さに「何か悪いことした？」と嫌な気持ちになりました。 
（富山県、女性） 

 
25.「ＪＲ福井駅前からのバスの中にて」 

道がわからず、病院とホテルとの往復でバスを利用しまし

たが、次の日にも病院に行くのでバスの運転手に歩いていけ

るか確認したところ、聞こえているはずなのに、無視され、

数分して怒ったように「何ですか？」と言われショックでし

た。初めての福井の旅で不安だったのにもっと親切にしてほ

しかったです。しかし、乗っていたお客さんが優しく声をか

けてくれて救われました。 
（愛媛県、女性） 

 
26.「恐竜博物館にて」 

今回の旅行は、恐竜博物館へ行くことが一つの目的だった

が、急な休館のため、行くことが出来なかった。旅行計画は

数ヶ月前から立てるので、周知方法に一考が必要だと思う。 
（東京都、男性） 

 
27.「えちぜん鉄道にて」 

えちぜん鉄道１日券で東尋坊に行った。車内案内で三国駅

で下車したが、三国港まで行った方が早く安かった。 
（岩手県、男性） 
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観光おもてなし市民運動推進会議 

 構成団体 

 

 

福井経済同友会、福井商工会議所、福井県経営者協会、福井 

青年会議所、福井市旅館業協同組合、福井県タクシー協会、 

福井県個人タクシー協同組合、福井県バス協会、西日本旅客 

鉄道株式会社、えちぜん鉄道株式会社、福井鉄道株式会社、 

日本旅行業協会中部支部福井地区委員会、全国旅行業協会福 

井県支部、福井観光コンベンションビューロー、朝倉氏遺跡 

保存協会、福井市歴史ボランティアグループ「語り部」、福井 

市立郷土歴史博物館ボランティア「とねりの会」、福井県麺類 

業生活衛生同業組合福井支部、福井県喫茶飲食生活衛生同業 

組合福井支部、福井市自治会連合会、福井市公民館連絡協議会、 

福井市校長会、福井市商工会連絡協議会、福井県社交飲食業 

生活衛生同業組合福井支部、福井市商店街連合会、福井市シ 

ルバー人材センターふくい観光ガイド倶楽部、福井市 

（順不同） 

平成２７年３月１日現在 
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