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～ 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 27 年 2 月 1 日から平成 28 年 1 月 18 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 313 通（319 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

なしを行った団体・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」を目指していきます。 

 

 

 

 



 

 

目 次 

おもてなし体験・福井市内編 ............................ 1 
1.「えちぜん鉄道にて」 ......................................................................... 1 
2.「福井市片町にて」 ............................................................................. 1 
3.「ユアーズホテルにて」...................................................................... 1 
4.「フェニックスホテルレストランにて」............................................. 1 
5.「えちぜん鉄道にて」 ......................................................................... 2 
6.「福井駅にて」 .................................................................................... 2 
7.「福井駅にて」 .................................................................................... 2 
8.「割烹間海にて」 ................................................................................ 2 
9.「北の庄城址にて」 ............................................................................. 2 
10.「セブンイレブン福井駅西口店にて」 .............................................. 3 
11.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ................................................................ 3 
12.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ................................................................ 3 
13.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 3 
14.「鷹巣荘にて」 .................................................................................. 4 
15.「鷹巣荘にて」 .................................................................................. 4 
16.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 4 
17.「駅から観タクン福井にて」 ............................................................ 4 
18.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 4 
19.「割烹豆狸にて」 .............................................................................. 5 
20.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ................................................................ 5 
21.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ................................................................ 5 
22.「ホテルＦにて」 .............................................................................. 5 
23.「福井駅にて」 .................................................................................. 6 
24.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 6 
25.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 ..................................................... 6 
26.「東横インホテルエレベーターにて」 .............................................. 6 
27.「足羽山周辺にて」 ........................................................................... 6 
28.「足羽山周辺にて」 ........................................................................... 7 
29.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 ..................................................... 7 
30.「福井市内にて」 .............................................................................. 7 
31.「一乗谷朝倉特急バスにて」 ............................................................ 7 
32.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 8 
33.「福井駅にて」 .................................................................................. 8 
34.「養浩館庭園にて」 ........................................................................... 8 
35.「味の王様にて」 .............................................................................. 8 
36.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 9 
37.「福井市観光案内所にて」 ................................................................ 9 



 

 

38.「パリオにて」 .................................................................................. 9 
39.「長野県にて」 ................................................................................ 10 
40.「福井駅周辺にて」 ......................................................................... 10 
41.「福井市内にて」 ............................................................................ 10 
42.「福井中央郵便局にて」 .................................................................. 10 
43.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 11 
44.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 11 
45.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 11 
46.「プラント 3 発の福井駅前行きのバスにて」 ................................. 11 
47.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 12 
48.「福井市内にて」 ............................................................................ 12 
49.「越前料理旅館一丁来にて」 .......................................................... 12 
50.「ターミナルホテルフクイにて」 ................................................... 12 
51.「福井鉄道内にて」 ......................................................................... 12 
52.「福井市観光案内所にて」 .............................................................. 13 
53.「福井市観光案内所にて」 .............................................................. 13 
54.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 13 
55.「京福バスにて」 ............................................................................ 13 
56.「県庁周辺にて」 ............................................................................ 14 
57.「福井鉄道にて」 ............................................................................ 14 
58.「越前満月にて」 ............................................................................ 14 
59.「京福バスにて」 ............................................................................ 14 
60.「ユアーズホテルフクイにて」 ....................................................... 15 
61.「埼玉県にて」 ................................................................................ 15 
62.「福井県立美術館にて」 .................................................................. 15 
63.「福井市観光案内所にて」 .............................................................. 15 
64.「波の華にて」 ................................................................................ 16 
65.「ホテルリバージュアケボノにて」 ................................................ 16 
66.「福井駅にて」 ................................................................................ 16 
67.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 16 
68.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 17 
69.「福井片町おそばやさんにて」 ....................................................... 17 
70.「つるきそば佐佳枝店にて」 .......................................................... 17 
71.「お堀 御本城橋あたりにて」 ....................................................... 17 
72.「アパホテルにて」 ......................................................................... 18 
73.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 18 
74.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 18 
75.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 18 
76.「居酒屋はるちゃんにて」 .............................................................. 19 



 

 

77.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 19 
78.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 19 
79.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 19 
80.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 19 
81.「アカデミアホテルにて」 .............................................................. 20 
82.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 20 
83.「朝倉ゆめまる号にて」 .................................................................. 20 
84.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 20 
85.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 20 
86.「福井駅前にて」 ............................................................................ 20 
87.「福井市観光案内所にて」 .............................................................. 21 
88.「田原町駅にて」 ............................................................................ 21 
89.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 21 
90.「かんぽの宿福井ほかにて」 .......................................................... 21 
91.「福井市観光案内所・タクシーにて」 ............................................ 21 
92.「福井市内にて」 ............................................................................ 22 
93.「旅館にて」 ................................................................................... 22 
94.「観光バスにて」 ............................................................................ 22 
95.「県内あちこちの寺・神社にて」 ................................................... 22 
96.「一乗谷朝倉氏遺跡・越前そばの里・越前和紙の里にて」 ............ 22 
97.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 23 
98.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 23 
99.「おもてなし観光推進室にて」 ....................................................... 23 
100.「ユアーズホテルフクイにて」 ..................................................... 24 
101.「福井駅にて」 .............................................................................. 24 
102.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 24 
103.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 ................................................. 24 
104.「駅前交番にて」 .......................................................................... 24 
105.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 25 
106.「福井城址にて」 .......................................................................... 25 
107.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 25 
108.「かんぽの宿福井にて」 ................................................................ 25 
109.「ホテルリバージュアケボノにて」 .............................................. 26 
110.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 26 
111.「トヨタレンタリース福井にて」 .................................................. 26 
112.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 ................................................. 26 
113.「ツアーにて」 .............................................................................. 27 
114.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 27 
115.「タイムズカーレンタル福井駅東口店にて」 ................................ 27 



 

 

116.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 ................................................. 27 
117.「北の庄城址・柴田公園にて」 ..................................................... 28 
118.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 28 
119.「おさごえ民家園にて」 ................................................................ 28 
120.「京福バスにて」 .......................................................................... 28 
121.「福井城址にて」 .......................................................................... 28 
122.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 29 
123.「かんぽの宿福井にて」 ................................................................ 29 
124.「ターミナルホテルフクイにて」 ................................................. 29 
125.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 29 
126.「やなぎ町にて」 .......................................................................... 29 
127.「かんぽの宿福井にて」 ................................................................ 30 
128.「かんぽの宿福井にて」 ................................................................ 30 
129.「ホテルにて」 .............................................................................. 30 
130.「えちぜん鉄道車内にて」 ............................................................ 31 
131.「ユアーズホテルフクイにて」 ..................................................... 31 
132.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 31 
133.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 31 
134.「民宿浜茄子にて」 ....................................................................... 31 
135.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 32 
136.「大衆割烹善甚にて」 ................................................................... 32 
137.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 32 
138.「ユアーズホテルフクイにて」 ..................................................... 33 
139.「マーシュ美容室 ドゥオモ店にて」 .......................................... 33 
140.「福井駅前にて」 .......................................................................... 33 
141.「ホテルリバージュアケボノにて」 .............................................. 33 
142.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 33 
143.「東海道新幹線車内にて」 ............................................................ 33 
144.「福井市内にて」 .......................................................................... 34 
145.「みらくる亭にて」 ....................................................................... 34 
146.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 34 
147.「グリィフィス記念館にて」 ........................................................ 34 
148.「橘曙覧記念文学館にて」 ............................................................ 35 
149.「ホテルにて」 .............................................................................. 35 
150.「タクシーにて」 .......................................................................... 35 
151.「えちぜん鉄道にて」 ................................................................... 35 
152.「福井文学館にて」 ....................................................................... 35 
153.「山根屋にて」 .............................................................................. 36 
154.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 36 



 

 

155「福井駅前の喫茶店にて」 ............................................................. 36 
156.「タクシーにて」 .......................................................................... 36 
157.「えちぜん鉄道にて」 ................................................................... 36 
158.「街のめがね屋にて」 ................................................................... 36 
159.「ホテルにて」 .............................................................................. 37 
160.「タクシーにて」 .......................................................................... 37 
161.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 37 
162.「えちぜん鉄道にて」 ................................................................... 37 
163.「福井駅にて」 .............................................................................. 38 
164.「福井駅周辺にて」 ....................................................................... 38 
165.「青木蘭麝堂にて」 ....................................................................... 38 
166.「福井駅にて」 .............................................................................. 39 
167.「えちぜん鉄道にて」 ................................................................... 39 
168.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 39 
169.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 ............................................................ 39 
170.「西武福井店にて」 ....................................................................... 39 
171.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 40 
172.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 40 
173.「福井市観光案内所にて」 ............................................................ 40 
174.「橘曙覧記念文学館にて」 ............................................................ 41 
175.「京福バスにて」 .......................................................................... 41 
おもてなし体験・福井市外編 ........................... 42 
1.「料理旅館かねともにて」 ................................................................ 42 
2.「勝山市内にて」 .............................................................................. 42 
3.「三国観光ホテルにて」.................................................................... 42 
4.「芦原温泉駅にて」 ........................................................................... 42 
5.「大野市内にて」 .............................................................................. 43 
6.「民宿ふるきにて」 ........................................................................... 43 
7.「福井県畜産試験場にて」 ................................................................ 43 
8.「越前大野名水マラソンにて」 ......................................................... 43 
9.「三方五湖にて」 .............................................................................. 43 
10.「あわら温泉にて」 ......................................................................... 44 
11.「ホテルハーヴェスト勝山にて」 ................................................... 44 
12.「あわら湯のまち駅にて」 .............................................................. 44 
13.「タクシーにて」 ............................................................................ 44 
14.「越前大野名水マラソンにて」 ....................................................... 44 
15.「太郎丸駅付近にて」 ..................................................................... 45 
16.「さばえコミュニティバスにて」 ................................................... 45 
17.「旅館料亭板甚にて」 ..................................................................... 45 



 

 

18.「勝山警察署にて」 ......................................................................... 45 
19.「勝原駅にて」 ................................................................................ 46 
20.「永平寺参道にて」 ......................................................................... 46 
21.「ホテルセレクトイン敦賀にて」 ................................................... 46 
22.「勝山市内にて」 ............................................................................ 46 
23.「敦賀鉄道資料館にて」 .................................................................. 47 
24.「敦賀釣船にて」 ............................................................................ 47 
25.「あわら温泉にて」 ......................................................................... 47 
26.「越前そばの里にて」 ..................................................................... 47 
27.「永平寺口駅のバス停にて」 .......................................................... 47 
28.「小谷城にて」 ................................................................................ 48 
29.「永平寺にて」 ................................................................................ 48 
30.「山中温泉朝市にて」 ..................................................................... 48 
31.「三国観光ホテルにて」 .................................................................. 48 
32.「大野市内にて」 ............................................................................ 49 
33.「大野市内にて」 ............................................................................ 49 
34.「鯖江体育館前公園にて」 .............................................................. 49 
35.「国民休暇村越前三国にて」 .......................................................... 49 
36.「東尋坊にて」 ................................................................................ 50 
37.「永平寺門前にて」 ......................................................................... 50 
38.「山代温泉彩朝楽にて」 .................................................................. 50 
39.「海の幸食処えちぜんにて」 .......................................................... 50 
40.「福井県内にて」 ............................................................................ 51 
41.「福井県内にて」 ............................................................................ 51 
42.「永平寺門前にて」 ......................................................................... 51 
43.「三国駅にて」 ................................................................................ 51 
44.「かにまつりにて」 ......................................................................... 51 
45.「越美北線にて」 ............................................................................ 52 
46.「阿さひ旅館にて」 ......................................................................... 53 
47.「道の駅九頭竜にて」 ..................................................................... 53 
48.「永平寺門前にて」 ......................................................................... 53 
49.「清風荘にて」 ................................................................................ 53 
50.「やまに水産にて」 ......................................................................... 53 
51.「道の駅九頭竜にて」 ..................................................................... 54 
52.「勝山市内にて」 ............................................................................ 54 
53.「道の駅 九頭竜にて」 .................................................................. 54 
54.「あわら温泉にて」 ......................................................................... 54 
55.「民宿ちひろにて」 ......................................................................... 55 
56.「芦原温泉駅にて」 ......................................................................... 55 



 

 

57.「永平寺門前にて」 ......................................................................... 55 
58.「東尋坊にて」 ................................................................................ 55 
59.「大野市内にて」 ............................................................................ 56 
60.「芦原温泉駅近くにて」 .................................................................. 56 
61.「カフェぶんぶんにて」 .................................................................. 56 
62.「越前大野城の近くにて」 .............................................................. 56 
63.「芦原温泉駅にて」 ......................................................................... 56 
64.「清風荘にて」 ................................................................................ 57 
65.「KANAZAWARA 号にて」 ............................................................ 57 
66.「まつや千千にて」 ......................................................................... 57 
改善提案・残念・苦情編 ............................... 58 
1.「恐竜博物館にて」 ........................................................................... 58 
2.「東尋坊にて」 .................................................................................. 58 
3.「芦原温泉駅にて」 ........................................................................... 58 
4.「永平寺町にて」 .............................................................................. 58 
5.「某菓子店開発店にて」.................................................................... 58 
6.「武生駅にて」 .................................................................................. 59 
7.「福井城址にて」 .............................................................................. 59 
8.「西武福井店周辺にて」.................................................................... 59 
9.「道の駅西山公園・丸岡城にて」 ..................................................... 60 
10.「福井市内にて」 ............................................................................ 60 
11.「京福バスチケットセンターにて」 ................................................ 60 
12.「福井市内にて」 ............................................................................ 60 
13.「居酒屋Ｒにて」 ............................................................................ 61 
14.「福井駅周辺にて」 ......................................................................... 62 
15.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 62 
16.「福井市内にて」 ............................................................................ 62 
17.「福井駅周辺にて」 ......................................................................... 62 
18.「みらくる亭にて」 ......................................................................... 63 
19.「福井駅にて」 ................................................................................ 63 
20.「福井市観光案内所にて」 .............................................................. 63 
21.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 63 
22.「福井県内にて」 ............................................................................ 63 
23.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 63 
24.「福井駅周辺にて」 ......................................................................... 64 
25.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 64 
26.「宿泊施設Ｔにて」 ......................................................................... 64 
27.「勝山市内にて」 ............................................................................ 64 
28.「あわら温泉にて」 ......................................................................... 64 



 

 

29.「福井県立若狭歴史博物館にて」 ................................................... 64 
30.「勝山市内にて」 ............................................................................ 65 
31.「プリズムコロラドにて」 .............................................................. 65 
32.「駅周辺・ホテル・タクシーにて」 ................................................ 65 
33.「福井市内にて」 ............................................................................ 66 
34.「あわら温泉にて」 ......................................................................... 66 
35.「永平寺門前にて」 ......................................................................... 66 
36.「越前市内にて」 ............................................................................ 66 
37.「福井駅のタクシーにて」 .............................................................. 66 
38.「すまいるバスにて」 ..................................................................... 67 
39.「福井市内にて」 ............................................................................ 67 
40.「福井駅にて」 ................................................................................ 67 
41.「ホテル周辺にて」 ......................................................................... 68 
42.「敦賀観光案内所にて」 .................................................................. 68 
43.「恐竜博物館にて」 ......................................................................... 68 
44.「今庄３６５温泉やすらぎにて」 ................................................... 68 
45.「えちぜん鉄道にて」 ..................................................................... 69 
46.「東尋坊にて」 ................................................................................ 69 
47.「福井県内にて」 ............................................................................ 69 
48.「福井駅周辺にて」 ......................................................................... 69 
49.「えちぜん鉄道にて」 ..................................................................... 69 
50.「福井県内にて」 ............................................................................ 70 
51.「福井市内にて」 ............................................................................ 70 
52.「福井駅周辺にて」 ......................................................................... 70 
53.「東尋坊にて」 ................................................................................ 70 
54.「宿泊先にて」 ................................................................................ 71 
55.「タクシーにて」 ............................................................................ 71 
56.「敦賀駅のタクシーにて」 .............................................................. 71 
57.「福井市内にて」 ............................................................................ 71 
58.「あさくら水の駅にて」 .................................................................. 71 
59.「一乗谷駅にて」 ............................................................................ 72 
60.「越美北線にて」 ............................................................................ 72 
61.「福井駅弁当販売店にて」 .............................................................. 72 
62.「福井市内にて」 ............................................................................ 72 
63.「福井市内にて」 ............................................................................ 72 
64.「福井駅のタクシーにて」 .............................................................. 72 
65.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 .............................................................. 72 
66.「タクシーにて」 ............................................................................ 73 
67.「福井県内にて」 ............................................................................ 73 



 

 

68.「北の庄城址・柴田公園にて」 ....................................................... 73 
69.「法恩寺山有料道路にて」 .............................................................. 73 
 

※分野別に事務局到達順に掲載しています。 

なお、内容が不明瞭なものについては除 

いております。 
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おもてなし体験・福井市内編 
 

1.「えちぜん鉄道にて」 

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る旅行の思い出となりました。新

幹線金沢開通後もまた来てみたいと思います。ありがとう。 

（千葉県、男性） 

 

2.「福井市片町にて」 

カニを食べられる店を地図を見ながら探していたが見つ

からなかったので、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） 

 

3.「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。 

あと、まちなかが少しさみしいかな。雪対策は good! 北

陸新幹線が出来たら、期待しています。 

（東京都、女性） 

 

4.「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。

ビジネス的ではなく、従業員の方の気遣いで、板前さんに

まで料理を工夫していただきました。温かいホッとする感

じでした。 

（東京都、女性） 
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5.「えちぜん鉄道にて」 

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） 

 

6.「福井駅にて」 

福井駅で偶然にも寝台特急トワイライトエクスプレスに

遭遇。電車をバックに一人撮りをしていると、駅員さんが

声をかけてくれ、写真を撮ってくれた。しかも、さりげな

く帽子まで頭に乗せてくれて！とてもとても思い出に残る

記念写真となりました。 

（東京都、男性） 

 

7.「福井駅にて」 

おすすめの観光地を聞いたら、とても丁寧に教えてくれ

ました。3月 21 日の夜 11:30 にもかかわらず、改札で！ 

たくさんの人の声を聞き、改善しようとしていることが

とてもよく伝わりました。 

（神奈川県、女性） 

 

8.「割烹間海にて」 

知人に教えてもらって夕食に行きました。朝倉氏遺跡に

行って来たという話をしておりましたら、そこで作られて

いる珍しい薬酒をサービスして下さいました。福井の方で

も飲んだことがない様な逸品を一見の私達に提供して下さ

り、感激しました。出される料理も人生 好の新鮮な絶品

の数々でした。 

（奈良県、女性） 

 

9.「北の庄城址にて」 

案内の方に声をかけていただき、施設内でくつろげまし

た。NHK 大河ドラマ「江」を機に行って以来、福井が気に入

り、年に3回くらい福井市を中心に大野等に行っています。 

（新潟県、男性） 
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10.「セブンイレブン福井駅西口店にて」 

福井県の皆様は会った方みんながとても親切で感動しま

した。4月でしたがとても寒い日で駅前のコンビニへ「ほっ

かいろ」を買いに行き、店員さんに「どこにありますか？」

と聞いたら「もう取り扱っていないんです」と返答してい

た横で、もう一人の店員さんが「私持ってます」と自分の

持っていた「ほっかいろ」を「使ってください」と渡して

くれました。とても心に残る体験でした。 

（東京都、女性） 

 

11.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

遺跡の入口の所で、スタンプがありますかと聞いたら、

親切に笑顔で対応していただきました。また福井市の観光

スポットに足を運びたいと思います。 

（岡山県、男性） 

 

12.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

特設駐車場まで、快く案内してくださいました。福井の

温泉めぐりした時、みらくる亭の帰りに手にした「ふくい

春まつり」のパンフレットで朝倉氏遺跡や道の駅を訪ねま

した。 

（奈良県、男性） 

 

13.「福井市観光案内所にて」 

初めて福井へ行き、まず、案内所でパンフレットを子ど

も共々頂きました。その時案内所の方から親切に「何かお

探しですか？」とお声かけをして頂き、”一乗谷”へ行きた

い旨を話しますと、裏にあったパンフレットを持って来て

いただき、お話をして下さいました。笑顔でご対応して下

さり、とても嬉しかったです。話がしやすく思わず駅にあ

るお店のお土産のおすすめも聞かせて頂きました。次回買

いにいこうと思います。ありがとうございました。 

（兵庫県、女性） 
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14.「鷹巣荘にて」 

とても良い大浴場でした。4回入りました。その度バスタ

オル・ミニタオルを貸していただきありがとうございます。 

（岐阜県、男性） 

 

15.「鷹巣荘にて」 

地元の方に温泉の良さを教えていただきました。言葉も

親しみやすく、温かいお心でゆったりできました。 

（石川県、女性） 

 

16.「福井市観光案内所にて」 

観光案内所は、多くの観光客が訪れ、一人一人の旅行者

にていねいにアドバイスされたり、案内をされていました。

私達夫婦もそんな旅行者でした。とても親切にアドバイス

をいただき、すごく有難かったです。笑顔も素敵でした。

初めての福井、とても良い印象で、是非また来たいです。 

（茨城県、不明） 

 

17.「駅から観タクン福井にて」 

タクシーの運転手さんは、福井弁できさくに、楽しいお

話をしてくれての案内でした。ただの観光案内だけでなく、

花らっきょうのこと、信号がたての訳、素肌のきれいな女

性が多いこと、車の利用が多いのに、渋滞はあまりないこ

と（車の台数と人口の話）etc.とってもためになりました。

冬の福井の水羊かん食べに来たいです。 

（茨城県、男性） 

 

18.「福井市観光案内所にて」 

JR 福井駅案内所の竹内さんの案内がよく、一乗谷・養浩

館庭園を満喫することができました。観光タクシーの案内

も行き届き、歴史に教養のある人にあたり、誠にありがた

かったです。 

（大阪府、女性） 
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19.「割烹豆狸にて」 

大学編入のため親と引越しをした日です。親も福井へ泊

まり、夜は皆でお祝ご飯にしようと、ホテルの人が教えて

くれた豆狸さんへ伺いました。敷居が高そうで、おそるお

そる伺うと、ご主人が温かく迎えてくれました。お手頃な

定食は、なんと自家製の野菜ばかり。やさしいお味でおい

しい。そればかりでなく、おまけと言ってもう一品「これ

も食べてってー」とデザートまで。ご主人の心と笑顔にと

ても良い時間をすごせました。ありがとうございました。

ぜひ表彰してください。とっても素敵な方です。 

（静岡県、女性） 

 

20.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

朝倉氏遺跡の復原町並の通りでベビーカーを持ち上げて、

運んで下さいました。 

（兵庫県、女性） 

 

21.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

資料館で自転車をかりて復原町並へ。そこから一乗滝へ

行きたかったので受付の方にどのくらいで行けるか尋ねま

した。「3km 程だけれど坂が…」ということで、「電動自転車

あるけど…」と提案してくれました。反対側の受付の方に

話を通してくれて、スムーズに自転車を借りることができ

ました。電動自転車のパワーをかりて、気分よく、快適に

一乗滝まで行き、イオンパワーももらえました。自転車を

返却したときも心温まる声掛けをしていただきました。お

二人のおかげで良い時間を過ごすことができました。本当

にありがとうございました。 

（静岡県、女性） 

 

22.「ホテルＦにて」 

花火大会の日のディナーの予約。規定では小上り席は 4

人で、2人では断られた。テーブル席も指定は出来ないと言

われ、いくら早く予約してもダメじゃんと指摘したところ、
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上司の方が出て来て、2人でも小上り席 OK になりました。

料理もおもとめやすい価格でのおもてなしでした。 

（福井県、男性） 

 

23.「福井駅にて」 

バス乗り場が判りにくかったので尋ねたところ、行先は

どこかと尋ねられ、わざわざ乗り場が見える所まで一緒に

来て下さいました。彼女の行く方向とは逆方向だったのに

ありがたかったです。それにしても駅周辺の工事のせいか

歩きにくく、遠いバス停でした。 

（岡山県、男性） 

 

24.「福井市観光案内所にて」 

6 月 4～7 日、福井に滞在。その間、3回程、観光案内所

で観光地への乗物時刻表、現地でのレンタルサイクル等、

豊富な知識にてご教授戴き有意義な旅行となりました。多

謝。 

（愛知県、男性） 

 

25.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

豊橋で働いていらした学芸員さんがこちらで正職員とし

てがんばっていました。ていねいな説明をしていただきま

した。がんばって下さい。 

（愛知県、男性） 

 

26.「東横インホテルエレベーターにて」 

小生は等級２の障害者ですが、平成 27 年 6 月 7 日、福井

市東横インホテルに宿泊し、エレベーターに乗り込むとき

に、閉まってしまったドアを、同じホテルの宿泊者の方が

開けてくださり、助かりました。 

（宮城県、男性） 

 

27.「足羽山周辺にて」 

東京からの友人と駅レンタル自転車を借りて左内公園を
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探してウロウロ…。おばあちゃんから声をかけてくれて親

切な道案内、東京の友人も大感激！私も福井出身として鼻

高々でした。 

（東京都、女性） 

 

28.「足羽山周辺にて」 

道に迷っていると親切に教えてくれて、地域ぐるみで来

訪者に対応しようという意識が見えました。足羽山も含め、

県民だけでなく県外からの観光客も受け入れられるよう、

表示など、わかりやすい環境整備を進めていってもらいた

いです。 

（福井県、女性） 

 

29.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

家族で館内をみているとスタッフさんが「どこから来ま

したか」「お時間頂けるなら案内しましょうか」と声をかけ

てくれ、案内してくれました。わかりやすくよかったです。 

（徳島県、男性） 

 

30.「福井市内にて」 

アカデミアホテル、トヨタレンタリース福井、ホテル近

くのファミリーマートにおいて、いずれもスタッフの方が

親切で、名所旧跡の道順等もわかり易く教えていただきパ

ンフレット等も色々と渡してくれました。おかげ様で孫と

のふたり旅が楽しいものとなりました。ありがとう福井の

皆さん！！ 

（福岡県、男性） 

31.「一乗谷朝倉特急バスにて」 

一乗谷城に登った後、特急バスで永平寺に行った帰り、

「一乗谷朝倉特急バス」の車内アナウンスで、一乗谷朝倉

氏遺跡についての説明を聞き、とても解りやすくしかも要

領を得た素晴らしいもので感激した次第です。男性の声で、

当日の運転手さんの声のように思いました。ガイドとして

も 高のものであったと思います。私は二度目の一乗谷訪
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問で、前回は山城に行く時間がなかったので今回は山城に

登り、朝倉氏の館遺跡を堪能していても、このアナウンス

は文句なし。ぜひその旨京福バスに伝えておいてください。 

（東京都、男性） 

 

32.「福井市観光案内所にて」 

19 時にとびこみました。時間外になったのに「いいです

よ」と親切に市内の案内をしてくださいました。6月 15 日

は早朝養浩館も見に行けて満足でした。 

（東京都、女性） 

 

33.「福井駅にて」 

「フルムーンパス」の中の特急券（グリーン車の身障者

席）について、急遽列車の変更を申し出たにもかかわらず、

いやな顔もせず、金沢駅にも連絡してくださり、その親切

に感謝しております。青山さんという方。 

（宮城県、男性） 

 

34.「養浩館庭園にて」 

養浩館庭園に朝散策に。ゲートにいた男性から丁寧な説

明をして頂き嬉しかったです。女性の方からも同様のもて

なしを頂きました。今日は入園料もタダの日何ともラッキ

ーな日になりました。 

（兵庫県、男性） 

 

35.「味の王様にて」 

味の王様の本店で、「兵庫県から来たのでいいところ教え

てほしい」と話したところ、山のことや、観光施設の事、

あとおいしい店がいろいろとあると教えていただき、楽し

い時間過ごさせていただきました。味の王様の支店？（弟

さんの店）も又良いと言って、店の前まで案内していただ

いたところ、その店が又とても良く、店長さんやお客さん

がいろいろ教えて下さいました。 

（兵庫県、女性） 
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36.「福井市観光案内所にて」 

旅行先で親切にされると嬉しいものですが、旅行先で適

切なアドバイスを受け、旅行の楽しさがアップすると親切

を受けた以上に嬉しいものです。今回、5泊 6日で嶺北エリ

アを妻と伴に旅行し、滞在中 5日間嶺山さんのアドバイス

を受けました。交通手段、観光ポイント、食事処と全ての

分野で嶺山さんの豊富な知識に驚かされ、又、種々の質問

を遠慮なく聞ける雰囲気は旅行者にとってありがたいこと

です。結果として、今回、想定していたより 120％楽しく、

想い出の多い旅行となりました。次回、嶺南エリアを旅行

する機会があれば、再び嶺山さん（或は嶺山さんと同レベ

ル）のアドバイス楽しみにしています。 

過去、種々の観光地で観光案内所を利用しましたが、種々

の質問を遠慮なく聞ける雰囲気で旅行者の意図を読み取り、

適切なアドバイスをした嶺山さんはトップクラスの観光案

内人と理解しています。 

（東京都、男性） 

 

37.「福井市観光案内所にて」 

私達夫婦は、国内で様々な所へ旅行に行き、観光案内所

をまず訪ね情報を得るようにしています。今回、5泊 6日福

井市に滞在し、その間いつもやさしく的確な案内を嶺山さ

んにしてもらい、旅行が一層楽しくスムーズに行きました。

聞きやすい雰囲気は一番良いところですが、永平寺～丸岡

城に行くときのバスの案内（バス停の位置など）詳しく教

えてくれました。地元の人しか知らない「ふくしん」のカ

ツ丼屋さんのことなど、多くのことを教えてもらい、あり

がとうございました。旅行者の身になって案内してくれる

姿勢が、何よりもすてきでした。 

（東京都、女性） 

 

38.「パリオにて」 

パリオで子どもをおんぶしながら食器売り場で買い物を

していたのですが、カートの車輪がうまく回らず（ひっか
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かるような感じ）滑りが悪くて曲がろうとしたらカートが

ひっくりかえってしまったのですが、近くにいた人たちが、

すぐに起こしてくれとても助かりました。 

（福井県、女性） 

 

39.「長野県にて」 

夫と 2人の福井旅行のため、福井市役所にパンフレット

発送を希望。大変、心あたたまる対応に感心しました。お

名前はわかりませんが、女性の方でした。ありがとうござ

います。 

（長野県、女性） 

 

40.「福井駅周辺にて」 

生まれて初めて、電車に乗り雨の中を JR 福井駅に降りま

した。一人で駅を降りてから、外に出てウロウロして困っ

ている時に、近くで工事をしていた人が「どうされました

か」と声をかけて道を案内してくれました。うれしかった

です。ありがとうございました。 

（長野県、女性） 

 

41.「福井市内にて」 

アパホテル福井の前では大型バス駐車できないので歩い

て行く途中、角のコンビニの女店員さん、何も買わないの

にとてもていねいにホテル迄の道をおしえてくださいまし

た。また、ソースカツ丼と越前そば、とっても落ち着いた

店で、お値段もリーズナブルでした。そば重のお店も静か

で窓の外に風流な井戸があり、とってもよかったです。 

（北海道、男性） 

 

42.「福井中央郵便局にて」 

私は、いつも旅行先から家族や友人にハガキを出します。

中央郵便局でご当地フォルムカード（東尋坊の絵はがき）

を求め、お便りを書き送りました。切手に風景印を押印し

てもらいましたが、印影がとてもきれいで嬉しかったです。
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友人も喜んでました。 

（大阪府、女性） 

 

43.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

梅雨の間の蒸し暑い日、たくさんの汗をかきながら、こ

の遺跡や朝倉氏の説明を熱心にしていただきました。学者

のみなさんの説の他、ご自分の意見もお話されるとともに、

朝倉氏への熱い思いとともに、ユーモアをまじえた説明に

ツアーの皆さん、引きこまれていました。また来てお会い

したいと思います。 

（埼玉県、ご夫婦） 

 

44.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡では、男性の語り部さんのような方、

写真を数枚見せながら、細かくていねいに説明をされまし

た。おかげで車の「ナビ」を頼りに一乗谷まで来ましたが、

ここはもっと開発されるべきと思いました。 

（愛知県、女性） 

 

45.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

朝倉氏遺跡の説明をたいへんわかりやすくかつ楽しくお

聞かせいただきました。ボランティアガイドの 70 代の男性

です。 

（東京都、女性） 

 

46.「プラント 3発の福井駅前行きのバスにて」 

越前町の梨子ヶ平で梅を 5ｋｇ購入して「プラント 3」の

バス停で福井駅前行きのバスを待っている時、若い女性が

私の荷物をバスの中まで持ってきて下さった。 

（福井県、女性） 
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47.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

とてもよい天気で暑かったのですが、ていねいにガイド

をして頂きました。季節を変えて又行きたくなりますネ。 

（兵庫県、女性） 

 

48.「福井市内にて」 

「暑いので気をつけてね」とねぎらわられ、「いえいえ、

こんな炎天下で作業されているので塩や水を十分とって頑

張って下さい」と言ってしまいました。水も清らかなので

人もやさしいのではと感じています。ありがとう！！ 

（三重県、女性） 

 

49.「越前料理旅館一丁来にて」 

米国在住のいとこ家族と来館し、念願の日本海での釣り

を満喫。釣った魚を一丁来の方に頼み料理してもらいまし

た。一丁来の方は、嫌な顔一つせず快くひき受けて下さり、

皆自分の釣った魚を前に大喜び！写真も笑顔でポーズ。美

味しくいただき大満足でした！一丁来の魚は格別に美味し

いと感謝されました！ 

（兵庫県、女性） 

 

50.「ターミナルホテルフクイにて」 

恐竜博物館に行くため、福井で一泊した際、2F の一番端

の部屋に案内されました。隣の部屋や、階下に心配する必

要もなかったので、安心して宿泊することができました。

又、障害者用の部屋だったため、バスタブも広く、家族皆

でゆったりとお風呂に入ることができました。ホテルの方

のご配慮、とてもうれしかったです。 

（兵庫県、女性） 

 

51.「福井鉄道内にて」 

福井駅前から路面電車に乗って市役所前で降りようとし

たら、降車ボタンがない！！慌てて運転手さんにたずねた

ら「全駅に停車することになっています」と笑顔で答えて
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くれました。全駅に停車してくれるなんてなんだかとって

も温かいなあと感動しました。その後も時刻表を頂いたり、

どの運転手さんもとても親切でていねいな対応をしてくだ

さいました。ありがとうございました。 

（東京都、女性） 

 

52.「福井市観光案内所にて」 

アオッサに向かうため、アクセスをたずねたところ、て

いねいなご対応で教えていただきました。「どちらからお見

えですか？」とたずねられ、「群馬県からです」と答え、一

言の会話で心がなごみました。２日間の出張でしたが福井

市がとても身近に感じられました。ありがとうございまし

た。 

（群馬県、男性） 

 

53.「福井市観光案内所にて」 

非常にわかりやすく親切な観光案内を受けました。 

（島根県、男性） 

 

54.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷でお客さんの観光案内をしている芸妓さんにお会

いしました。そのお客さんもいい方で一緒に案内してもら

おうと誘ってくださり一緒に観光案内に参加させていただ

いたのですが、その芸妓さんがとってもきれいでいい方で

案内の内容もすごく勉強されていて、本当のお客さんでは

ない私と友人がいろいろ質問しても丁寧に教えて下さいま

した。一乗谷もとてもよかったですが、その出会いのおか

げで何倍も素敵な思い出になりました。 

（兵庫県、女性） 

 

55.「京福バスにて」 

朝バスにのった際に、乗車されるごとに「おはようござ

います。」とあいさつされているのには驚きました。人が温

かい街だなあと思いました。ただし、ノンステップバス乗
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車の際は、高くて少しのりづらかったです。また福井に観

光に行きたいと思いました。 

（京都府、男性） 

 

56.「県庁周辺にて」 

早朝ウォーキング中のこと。島根から初めて福井に来た

ことを話すと、国体に備えての福井城祉の門、石垣の改修

のこと、公園整備中のこと、養浩館庭園探訪のススメ、越

前おろしそばを必ず食べて帰って下さいとのやさしい言葉。

大阪で働き福井に住んで 30 年、福井のすばらしい生活を拝

聴しました。 

（島根県、男性） 

 

57.「福井鉄道にて」 

何も言わないのにすっと寄って来て、ベビーカーを電車

に乗せるのを手伝って下さいました。自然な感じがとても

よかったし、その後、降りる時も、道をわたる時も、本当

にお世話になりました。ありがとう。 

（兵庫県、女性） 

 

58.「越前満月にて」 

泊まった旅館できちんとした色浴衣のサービスがありま

した。普通の浴衣と違い、着るのがむずかしいのですが、

宿のサービスとして着付けまでしてくださるとのこと。帯

もちょうちょに結んでもらい、子供の頃を思い出し楽しい

時を過ごすことが出来ました。とても良いサービスだと思

います。 

（兵庫県、女性） 

 

59.「京福バスにて」 

大野で墓参りを済ませ福井へ戻ってくる途中、小 1の息

子がトイレをがまんできなくなり止むをえず途中下車しよ

うとしたところ、事情を話したら 終でバスはないからと、

トイレが終わるまで待っていてくれました。おかげで夜道
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を歩いて帰らずにすみました。嫌な顔せず快く待っていて

くれた運転手と乗客の方に感謝です！ 

（東京都、女性） 

 

60.「ユアーズホテルフクイにて」 

朝食バイキング設定のところ、早朝出発の当方の都合に

利便性を示して頂き、わざわざサンドイッチを早朝準備し

て頂きました。その内容も地元のソースかつ丼など、銘品

を調達して、早朝の出発時刻に合わせていただいたことは、

印象に深く残っています。 

（山形県、男性） 

 

61.「埼玉県にて」 

まだ、福井には伺っておりませんが、事前の情報を知り

たいと思い、市役所の観光担当の方にお願いして、資料を

送っていただきました。ご親切に付箋がしてあり、それを

見ただけで、感動しました。そちらに出向くのは、9月です

が、とても楽しみです。ありがとうございました。 

（埼玉県、男性） 

 

62.「福井県立美術館にて」 

古代エジプト美術の世界展。じっくりと楽しみました。

音声ガイドもおもしろかったです。しかし、82 才の母は車

椅子を借り、それを自分で押しながら見学を楽しんでいた

のですが、それを異常に気づかい、声をかけて下さる監視

員の方がいて、逆にゆっくり見学出来なかったようです。 

（富山県、女性） 

 

63.「福井市観光案内所にて」 

この日は、加賀温泉から、博多に帰る予定でしたが、台

風 11 号の影響で、サンダーバードが終日運休となり、在来

線で福井まで来て、ビジネスホテルをさがす為、観光案内

所に行きました。係員の方は、駅に近いホテルから順に教

えて下さり、空部屋状況も教えて下さいました。スムーズ
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に決めることができ、翌日の特急の時刻表もいただきまし

た。丁寧な対応ありがとうございました。 

（福岡県、女性） 

 

64.「波の華にて」 

お風呂に入って休憩していたら、地元の方が気楽に話し

かけてくれ、楽しい時間をすごせました。 

（愛知県、女性） 

 

65.「ホテルリバージュアケボノにて」 

ホテルにチェックインタイムより 2時間も前に着きまし

たが、「浴衣に着替えたい」とお願いすると、大浴場を提供

してくださり、荷物を部屋に入れておいてくださったり、

車も駐車させてくださったりと便宜を図ってくださいまし

た。また、周辺のレストランを尋ねると、地図をもとに丁

寧に教えてくださり、その地図を持ってお店に行くとファ

ーストドリンクが無料になりました！！心温まる気持ちの

よい対応をしてくださったことに感謝しています。おかげ

で楽しい旅が出来ました。 

（静岡県、女性） 

 

66.「福井駅にて」 

お城巡りのため 4人のおばさんたちで福井駅に着きまし

た。丸岡城に行きたくてバスの案内所に向かいました。そ

こでとても親切に説明を受けました。次の日の予定もお話

したところ、次の日のバスの時刻、乗り場所もとても丁寧

に説明していただきました。ありがとうございました。 

（静岡県、女性） 

 

67.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

以前一乗谷遺跡を来訪した際「万灯夜」があることを知

り、是非見てみたいと思い、再び訪れました。浴衣を着て

来たら「協賛券」をいただけ、カップと引き換えて参加す

ることができました。自分の願いを書いたカップに灯がと
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もる様子はとても美しく忘れられない思い出になりました。

また福井駅まで無料のシャトルバスに乗せていただいたの

もありがたかったです。ありがとうございました。また、

来ます。 

（静岡県、女性） 

 

68.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

万灯夜の美しく幻想的な風景に感動しての帰り道、福井

駅までシャトルバスが出ていることを知り、7時 30 分発の

バスに乗りたいと 10 分前には祭り会場を後にしましたが、

87 歳の父はどうしても歩みが遅くなり 30 分を過ぎてしま

いました。しかし、バスは父の到着するのを待ってくださ

り、5分遅れで出発しました。お心遣いがうれしかったです。 

（静岡県、女性） 

 

69.「福井片町おそばやさんにて」 

生後 7ヶ月の子どもを連れて、夜おそば屋さんに入りま

した。入り口の第一声から愛想良く声をかけて下さりまし

た。子どもをとても気遣ってくれて、窓をあけてくれる等

のおもてなし（空気がわるいので）がうれしかったです。

おそばの味もよかったですが、接客の良さで更に良い思い

出になりました。 

（神奈川県、女性） 

 

70.「つるきそば佐佳枝店にて」 

うちの子にすごくやさしく相手してもらい、喜んでいま

した。食べ物もおいしくてよかったです。 

（京都府、女性） 

 

71.「お堀 御本城橋あたりにて」 

お堀のことを質問したところ、福井城の歴史、今後の再

築予定のことも説明して下さいました。又、「福井の幸福度

がトップクラス？」と聞いたところ、ご自身の生活ぶりな

ども話して下さり、とても楽しい数分間でした。旅の印象
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は地元の方との交流で決まると思いました。クマに会い、

にらみあったお話等興味深かったです。福井は落ち着いて

いて、きれいで良い街ですね。 

（埼玉県、女性） 

 

72.「アパホテルにて」 

バスタオルが必要な時にフロントに行ったところスパで

使用する目的を伝えました。フロントにはなかったようで、

スパの受付で用意して下さるように手配をすぐして下さい

ました。対応の早さ、丁寧さに感激いたしました。 

（神奈川県、女性） 

 

73.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

今回初めての一人旅。”復原町並”にてすぐに声をかけて

下さいました。マンツーマンのガイドであり、（恐縮）90

分あまりの時間を費やしてくださいました。ガイドが丁寧

で、わかりやすく、よくお勉強されていました。写真の声

かけもあり、心地よい時間を過ごすことが出来ました。 

（兵庫県、女性） 

 

74.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

主人との一泊の旅。歴史好きの夫が前々より来たがって

いた朝倉氏遺跡。小雨降る中、散策し、当時の衣装を着た

男女スタッフの方と写真を撮っていただき、北出口の所で

年配のスタッフの方から声をかけていただき、その歴史説

明をきかせてもらいました。皆さんのなんとか盛立ててい

こうという情熱の様なものを感じました！！ 

（京都府、女性） 

 

75.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

どかり（溜まった暑い空気）があり暑かった９月１日、

朝倉氏遺跡の復原町並の入口にいた女性係員は、曇ってい

てもそこに置いてあった雨傘を貸し出してくれた。おかげ

で日傘としても使えて、雨が降り出したけど大助かり、感
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謝します。 

（岐阜県、男性） 

 

76.「居酒屋はるちゃんにて」 

初めて福井に来た時、フラッと立ち寄った店でしたが、

大変感じのよい店でした。地元のお客様もみなさん良い人

達ばかりで私が色々な事や場所をたずねると、みなさんで

考え答えて下さいました。本当にありがとうございました。 

（岐阜県、男性） 

 

77.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

とても詳しく説明していただき、楽しい旅行となりまし

た。ありがとうございました。 

（兵庫県、男性） 

 

78.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

どの場所から観光すればよいか迷っている時に、お茶屋

の女性職員が声を掛けてくれて、歴史のお話を交えて分か

りやすく効率的に案内してくれました。ありがとうござい

ました。とても楽しい思い出となりました。 

（富山県、男性） 

 

79.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

子ども連れだったため、ボランティアガイドの方をお願

いすることが出来ませんでしたが、こちらが子どもから離

れて見学していた時、そっと寄って見えて説明して下さっ

たのがとてもうれしかったです。 

（愛知県、女性） 

 

80.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

観光にて訪れたのが日曜日で雨でした。アンケートを求

められ答えました。朝倉遺跡もすばらしかったですが、そ

れ以上に頑張っておられるアンケート係の職員さん2名に、

福井市は機械的ではないのだと思い、うれしくなりました。
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休日に職務ご苦労様！！ 

（京都府、男性） 

 

81.「アカデミアホテルにて」 

車をどこに止めて良いかわからず戸惑っていたら「お泊

りのお客様はこちらへ」と快く声をかけて入口近くに止め

るよう教えて下さったのが良かった。雨が降っていて荷物

も多かったので助かった。 

（大阪府、男性） 

 

82.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

説明がとても丁寧で、町並みが目の前に浮かぶ様な気が

しました。 

（神奈川県、男性） 

 

83.「朝倉ゆめまる号にて」 

私の他に乗っていた乗客がそば屋に行きたいと話したと

ころ、そば屋に乗せていってくれたようだった。私には山

城への行き方・時間を丁寧に教えてくれた。 

（埼玉県、女性） 

 

84.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏の領地遺跡は、良く再現されていて、とて

も歴史的価値のある場所でした。もっと広く知ってもらう

努力を期待しています。 

（奈良県、女性） 

 

85.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

わかりやすく丁寧に案内して下さり、ありがたかったで

す。 

（福井県、女性） 

 

86.「福井駅前にて」 

柴田神社が分からず、聞いたところ、曲がり角の近くま
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で来て、丁寧に教えてくれた。 

（岡山県、男性） 

 

87.「福井市観光案内所にて」 

福井の観光といえば、東尋坊や永平寺のイメージしかな

かったが、友人のすすめもあるが、無料の観光案内がとて

も立派で、他にも多くの観光名所があることが分かった。

とても良い所だと思います。 

（北海道、女性） 

 

88.「田原町駅にて」 

電車の乗り継ぎをとても感じ良く教えていただきました

が、その他、たくさんの観光情報を案内していただいたの

で旅行を楽しく、時間を有効的に使い（何倍も良いことが）、

お得感で感謝しています。ありがとうございました！ 

（東京都、不明） 

 

89.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

小雨が降っていて何もすることなく、店主が暇な時は私

の相手をしてくれました。又、タクシーの手配もしていた

だき、うれしく思いました。 

（愛知県、男性） 

 

90.「かんぽの宿福井ほかにて」 

前から恐竜が大好きで、どうしても行きたくて、勝山を

めざし、福井に来ました。初めてなので、少し不安もある

旅でしたが、道の駅で「どこからお越しですか」と声をか

けられたり、女子高生も道を教えてくれたり、宿ではとて

も親切なおもてなしをうけて、また福井へ行きたいと思い

ました。優しい町でした。 

（愛知県、女性） 

 

91.「福井市観光案内所・タクシーにて」 

観光案内所の女性はもちろん、福井交通の磯谷さんもい
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ろいろ親切に教えていただいた。 

（埼玉県、不明） 

 

92.「福井市内にて」 

ホテルの気配りと優しさ。おいしい朝食。そして道案内

等、人々の親切に感謝！ 

（埼玉県、不明） 

93.「旅館にて」 

群馬からわざわざおいでになってくれたんですか・・・

と言われてうれしかったです。 

（群馬県、不明） 

 

94.「観光バスにて」 

旅行会社の視察研修で、１泊２日で福井県内を訪れまし

た。その際に運転してくれていた（確か）中島さんとおっ

しゃったドライバーさんの運転がとても丁寧で、安心して

乗っていることができました。また、すべての行程におい

て、皆さんの熱い想いも伝わってきましたし、とてもよく

していただき、福井の印象がとてもよくなりました。あり

がとうございました。 

（東京都、女性） 

 

95.「県内あちこちの寺・神社にて」 

寺社仏閣めぐりをしています。どこのお寺さん、神社さ

んでも、気さくな方が多く、色々話かけてくださり、とて

も気持ちよく旅行ができました。福井の方は優しい人が多

いんですね。 

（山形県、女性） 

 

96.「一乗谷朝倉氏遺跡・越前そばの里・越前和紙の里にて」 

一乗谷朝倉遺跡のスタッフ、役者さんがとても優しくて、

色んなことを笑顔で丁寧に説明してくれた。そば打ち体験

夢工房は、教えてくれる人の話のテンポが良くて、初めて

で不安だったが、スーっと作れた。手際の良さと施設の清
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潔感も好感度 UP。パピルス館は、夢工房とは違い、とても

素人感に満ちた体験指導だった。それはそれで初々しくて

良かったが、売店での商品 PR もすると額なども買う人が増

えると思いました。 

（広島県、男性） 

 

97.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

初めて福井県を訪れました。特に印象に残ったのは、一

乗谷です。ボランティアの方が一所懸命説明して下さり、

とても楽しく勉強になりました！もっと時間をおさえて、

次回もまた行きたいと思いました。 

（神奈川県、女性） 

 

98.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

ボランティアガイドさん自身が一乗谷が好きで楽しんで

いるのが伝わり、観光場所だけでなく一乗谷の人の良さに

もふれることが出来ました。ありがとうございました。 

（長野県、女性） 

 

99.「おもてなし観光推進室にて」 

秋の七草藤袴が美しく咲き野山の草木をなびかせて吹き

すぎてゆく野分すずやかにその風ふく秋も間近でございま

しょうか。過日電話にて観光名所おすすめ処のご案内をい

ただきました松岡と申します。その節はいろいろとお世話

になりましてありがとうございました。 

あの日早くに一乗谷に足を運びました。足羽川から一乗

谷川をたどり朝倉氏遺跡へ。唐門の奥に広がる遺構を見学

し、復原町並では丁寧なるご説明をいただく機会に恵まれ

ました。この谷がかつて朝倉氏が栄華を極めたところとい

うことを知るにつけ時の流れを改めて感じ入るばかりでご

ざいました 

（東京都、男性） 
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100.「ユアーズホテルフクイにて」 

我が家に帰ってきたかのように迎えてくれました。 

（東京都、不明） 

 

101.「福井駅にて」 

駅広場で福井テレビの何かのリハーサル中、たぶん市の

関係者？の男性が快く状況の説明をして下さり、その上私

達が夕食の相談をしたところ、とても親切に情報をくださ

いました。 

（東京都、女性） 

 

102.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

楽しみにしていた 100 名城めぐりだけに、朝方までの雨

に心も沈んでいたのですが・・・。復原町並でのボランテ

ィアの方からの説明に、足元のぬかるみも気にせずに 2時

間弱、約 500 年前にタイムスリップできました。殿様にも

なり、姫様にもなり、町人（若い方が演じ）にもなり、濃

厚な一日でした。ありがとうございました。 

（石川県、女性） 

 

103.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

予備知識もなく一乗谷にひかれていた私が、やっと縁が

あり今日訪ねることが出来た。どうしても「戦国城下町の

栄華」を見たいと思っていたのです。天候にも恵まれ、自

転車の予約も OK。館内のビデオを見て、ホッとしていたら

「いろいろ勉強してますね。判らないことがあったら尋ね

てください。」と一言。短い時間でしたが学ぶことも多く、

あとは体感するのみ。力をいただきました。サンキュー。 

（石川県、女性） 

 

104.「駅前交番にて」 

いつも人との会話で助けて頂きながらの旅です。今回も

いろいろ廻ったあとで「自分はどこにいるのか」たずねた

ら、すぐに優しく、地図に示して下さり「どこに行きたい
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のか」と。おかげで遠回りすることなく福井城跡と北の庄

柴田公園に。優しくしていただいた警察官にありがとうご

ざいます。 

（石川県、女性） 

 

105.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

初めて復原町並を見せていただいて感動しました。又、

ゆっくりと来たいと思います。 

（愛知県、女性） 

 

106.「福井城址にて」 

一日有効にと思い、朝早く福井市内の福井城跡へ。本丸

跡の地図で右左どっちに行ったらと迷う。たずねられる方

もいなかったが、仕事中だったにもかかわらず、丁寧に教

えて頂き、ありがとうございました。穏やかな気持ちで一

日過ごせました。 

（石川県、女性） 

 

107.「福井市観光案内所にて」 

私の興味のある観光について、細部の内容については説

明が完全でなくても、すぐ調べて下さり、これから展開す

る旅の楽しさを共有できたことです。このように、リピー

ターの為にもこれからは個人の興味についても少しでも寄

り添えるようなご案内をして頂けると益々世界が広がって

いくばかりか、興味も深まり、逆に情報を受け取ってもら

えるのではと思います。 

（茨城県、女性） 

 

108.「かんぽの宿福井にて」 

かんぽの宿の皆さまはいつも笑顔がステキで、館内にさ

さやかな心、おもてなしの気持ちがあふれていました。恐

竜の折り紙が色紙だけでなく、包装紙やポスターなどを活

用していたり、エコの心も感じました。（無駄なグッズをお

いていないなど）その中でも、朝食のお世話をいただいた”
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ペギー葉山さん”似の坂崎さま。本当によく働かれる方で、

お声も明るくて、広いレストラン内をいくつもの眼で目配

り、いくつもの手で作業、いくつもの心で心配りをさらり

とこなされるステキな女性でした。その後、福井駅でアメ

リカから修業にみえたアメリカ人男性らと駅構内で般若心

経を唱えるといった不思議な体験もしました。仏様に守ら

れている所だなあと、旅行中感じるところでした。これか

らも坂崎さまをはじめ、福井の方々にたくさんの福があり

ますように。 

（三重県、女性） 

 

109.「ホテルリバージュアケボノにて」 

深夜バスでの旅。早朝 5時につき、レンタカー受付まで

の 3時間をホテルリバージュアケボノさんで朝風呂・モー

ニングのサービスを格安で受け、すばらしいスタートが出

来感謝一杯です。スタッフの対応も Good でした。 

（静岡県、女性） 

 

110.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡のボランティアガイド岡田さん。よく

勉強しておられ、こちらの質問にも的確にお答え下さり、

歴史同好会の 4人組も大満足でした。タイムオーバーも大

感謝でした。ありがとうございました。福井の方はみな、

あたたかい良い人でした。 

（静岡県、女性） 

 

111.「トヨタレンタリース福井にて」 

車の手続きだけでなく、観光地の説明や道の説明などい

ろいろと教えてもらい、助かりました。 

（静岡県、男性） 

 

112.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

レンタカーによるスタンプラリー事業の応募用紙の印の

方法、時間、場所など何もわからず困っていましたが、こ
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まかく教えていただいきました。又、資料館の中の方々も

対応がよく、あたたかい気持ちになりました。 

（静岡県、女性） 

 

113.「ツアーにて」 

みんな親切でした。 

（愛知県、男性） 

 

114.「福井市観光案内所にて」 

永平寺へお参りに来たのですが、福井駅の観光案内所で、

ソースカツ丼発祥の店「ヨーロッパ軒」を教えてもらい、

夕食にしました。途中、道が分からないとき、街行く人が

親切に「どこかお探しですか？」と声をかけてくれました。

福井の人は暖かい印象です。 

（岡山県、ご夫婦） 

 

115.「タイムズカーレンタル福井駅東口店にて」 

レンタカーの手続き後、車の所まで行く時に、雨が降っ

ていたので、傘を貸してくれました。車に乗るときに返そ

うとしたら、「そのままお使いください」と言われ快く貸し

てくれました。3日間の滞在中、雨が降ったり、やんだりし

ていたので、とても助かりました。このようなことは初め

てだったので、とても感激しました。 

（千葉県、男性） 

 

116.「一乗谷朝倉氏遺跡資料館にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡を見学し、「レンタカー恵みの福旅」キ

ャンペーンのスタンプを押していただき、今度は資料館へ

行くと臨時休業・・・。中に入り、見れないのは残念だけ

ど、キャンペーンのスタンプを押していただき、「又、今度

是非お越しください。」と、とても親切に丁寧に言っていた

だき、福井の旅の印象がよくなりました。また行きたい旅

行先になりました。 

（栃木県、女性） 
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117.「北の庄城址・柴田公園にて」 

団体が来園していたが、1人の私に丁寧に施設の案内をし

て頂いた。更に、次の施設の道案内もして頂いた。大変あ

りがとうございました。 

（千葉県、男性） 

 

118.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

遺跡に朝から訪れたが、雨の中、施設の方が笑顔で迎え

てくれました。関係者全員（案内・販売・管理作業）から、

こんなにも素敵な笑顔で迎えられたのは初めてだったので

思わず筆を走らせました。素敵な思い出をありがとうござ

います。 

（兵庫県、男性） 

 

119.「おさごえ民家園にて」 

おさごえ民家園で５棟の古民家の紹介案内の際に、とて

も熱心にわかりやすく親切なガイドを受けて、すばらしい

と思った。 

（奈良県、男性） 

 

120.「京福バスにて」 

運賃の説明や永平寺のバス停留所、乗り方など親切に説

明していただき、帰りはスムーズにバスに乗れました。 

（栃木県、男性） 

 

121.「福井城址にて」 

たまたま、出ていたらした方に道を聞き、結城秀康のこ

と、福井の事、ライトアップの事等教えて下さいました。

城址から降りてくると待っていたかのように彼が現れ、福

井市と姉妹都市を組んだ中国の杭州市の彫刻家が作った結

城秀康騎馬像の前で「お二人写真撮ってあげましょう」と

申し出て下さいました。やさしさに感激しました。 

（神奈川県、女性） 
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122.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷遺跡で数人のボランティアガイドの方達から、丁

寧に現地案内及び説明をしていただきました。お世話にな

りました。 

（徳島県、不明） 

 

123.「かんぽの宿福井にて」 

車椅子の手配や館内の説明、名所への行き方等 障害者

向け施設等の説明をしてくれた。 

（愛知県、女性） 

 

124.「ターミナルホテルフクイにて」 

ホテルの客室内にゴールドの水筒を忘れたことに気がつ

き、帰宅後メールで連絡しました。着払いということで手

配をお願いし、安価なパスパケットで送っていただきまし

た。とても丁寧に梱包してあり、その間のメールのやりと

りも親切で温かいものでした。 

（京都府、女性） 

 

125.「福井市観光案内所にて」 

福井市のおいしい地元ならではのお店を紹介頂き、夕

食・昼食と楽しめました。流石！！ 

（神奈川県、女性） 

 

126.「やなぎ町にて」 

息子が福井の大学に進学して 3年になりました。日照時

間が日本一の温暖な静岡県から冬の寒さ厳しい北陸、福井

に進学する事が心配で反対もしました。なかなか実家に帰

らない息子（サッカー部）が心配で、私の方から足しげく

福井に通いました。 

春：足羽川の桜並木の美しさ。夏：越前海岸の美しい景

色を見ながらのドライブ。秋：永平寺と一乗谷の紅葉。そ

して今回、あと 1年となった息子と越前カニを食べたくて

「やなぎ町」をたずねました。おかみさんの心暖まるおも
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てなし。そして、東京の大学に行った 3人の息子さん達は

皆、福井に戻られたお話を聞き、今まで心配ばかりしてい

た自分を反省しました。この 3年間で息子は福井で学び、

福井の皆様に助けていただき、そして尊い友情を育み、第

二の故郷と呼べる福井で、かけがえのない時間を過ごして

いるのです。幾度となく訪れた福井。今は大好きです。あ

と 1年と思うとさびしいです。 

（静岡県、女性） 

 

127.「かんぽの宿福井にて」 

傘を室に忘れて、電話して取りにいったら、すでにフロ

ントまで届けておいてくれました。おかげさまで次の予約

時間に間に合い、楽しい旅が出来ました。一乗谷観光しま

した。復原町並、唐門、庭園と雨上がりの中、山の上まで

行きました。広く、大きさにびっくり！！前もって知って

いたら資料館、その他いろいろ行けたな～。次回は桜の頃

行きたいです。 

金沢に来て昼食のお店で足利氏が滞在していたこと知り

ました。尚、恐竜の折り紙、作り方があると良いですね。

帰宅して、もらった一匹を壊して、作り方を調べました。

できたよ！ 

（東京都、女性） 

 

128.「かんぽの宿福井にて」 

パンフレットによる名所の概要説明が分かりやすく、道

路地図も入手できました。 

（愛知県、男性） 

 

129.「ホテルにて」 

帰省の予定が10月 3週目になるか4週目になるか直前ま

で不確定であったので、両方予約を入れていたところ、実

際に帰省したのは 3週目であるので、4週目はキャンセルす

べきところ、キャンセルしたと当方思い込んでおり、4週目

の前日に予約確認メールが入り、びっくりしてキャンセル
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したところ、快く応じてもらえた。 

（兵庫県、不明） 

 

130.「えちぜん鉄道車内にて」 

芭蕉ゆかりの天龍寺を尋ねようと一日フリーキップを買

って乗車。天龍寺への道順を聞くとはっきり分からないよ

うす。でも、松岡駅を降りるまでには丁寧に教わり大感激。

職業とはいえ、いつの間に調べたのか、そのすごいサービ

ス精神。何より悪びれず、優しい説明が気に入り、明るい

気分で旅を続けることができ、ありがとうございました。 

（岐阜県、男性） 

 

131.「ユアーズホテルフクイにて」 

ホテルのロビーにはいつも美しい花が生けてあり、部屋

にはピンクのかわいいバラが一輪生けてあって、ずいぶん

心が和みました。 

（広島県、女性） 

 

132.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

当日は朝から雨が降っていたのですが、あいにく傘を持

っていなかったのですが、傘を貸していただいて色々見て

回ることが出来ました。 

（埼玉県、女性） 

 

133.「福井市観光案内所にて」 

初めての福井への旅でしたが、案内所の女性が親切に旅

のプランを提示してくれた。永平寺行きのバスの発着所や

食事処など、きわめて親切に教えていただき、もう一度冬

の福井に行こうと思っています。外国人の方にも丁寧に対

応されていました。 

（長野県、女性） 

 

134.「民宿浜茄子にて」 

職場のOBと現役6人で懇親会を近くの仲間の別荘で開き、
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2 次会（カラオケ）に浜茄子に行くことになりました。電話

予約するとご主人は別荘まで迎えに車で来てくださって、

また帰りも送っていただき、親切にして頂き、本当にあり

がたく思っています。又行きたいです。全員乗せて頂きま

した。 

（石川県、男性） 

 

135.「福井市観光案内所にて」 

初めての福井市への旅。まずは市の観光ガイド等を頂き

に駅の案内所に！各種パンフレットの提供、地域の面白処

等の説明、観光客の身になって優しく親切に対応して下さ

いました。また、あいにくと雨が降っていましたが、傘を

貸していただき、おかげさまで濡れずにホテルまで着くこ

とが出来ました。このような温かいおもてなしは他の地域

ではあまり経験しませんでしたので、大変うれしく思いま

した。これからの楽しい福井の旅を予感させるひと時でし

た。ありがとうございました。 

（沖縄県、男性） 

 

136.「大衆割烹善甚にて」 

感じのよい店員さんと楽しい地元のお客さんとふれあえ

たお店でした。おすすめの旬の魚とお酒は絶品！！是非ま

た福井に来たいと思えたひとときでした。また、宿泊した

ユアーズホテルの朝食も大変おいしく感激しました。福井

にはおいしいものがたくさんあるんですね！ 

（神奈川県、ご夫婦） 

 

137.「福井市観光案内所にて」 

2～3 時間でまわれる観光名所を丁寧に地図で案内しても

らった。実際、時間の関係でいろいろ回れなかったが、案

内を聞いただけでもてなされている感じがしてうれしっか

た。 

（石川県、女性） 
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138.「ユアーズホテルフクイにて」 

時々利用するホテルです。この日は、広めの客室を用意

してもらい、ありがたかったです。いつもはせまいシング

ルルームだったので。 

（神奈川県、男性） 

 

139.「マーシュ美容室 ドゥオモ店にて」 

マーシュドゥオモ店でメイクをする時、真栗恵理花さん

に基礎から丁寧に教えてもらいきれいにしてもらいました。 

（福井県、女性） 

 

140.「福井駅前にて」 

福井市は初めてで、おいしい食事処を市民にたずねると

いろいろと教えていただき、道案内までしてもらいました。 

（兵庫県、男性） 

 

141.「ホテルリバージュアケボノにて」 

ボクは弱視なのですが、担当の方が席まで誘導してくれ

たり、料理の位置や内容を丁寧に教えてくれました。他の

宿泊客の対応もしながらだったので大変だと思いながらも

頑張ってくれました。ありがとうございます。 

（愛媛県、男性） 

 

142.「福井市観光案内所にて」 

福井文学館へのバスの問い合わせをしたところ、無料の

バスがあることを親切に教えてくれた。 

（東京都、男性） 

 

143.「東海道新幹線車内にて」 

初めての福井へ向かう車中、隣合わせた福井出身のご婦

人に思い出話や観光名所、そして是非にとすすめられた”

せいこがに”福井に着いて一番に食べました。その婦人の

ご実家が観光名所にもあるお寺だそうで、今回の少ない時

間では訪問できなかったけれど、次回も福井に行きたい理
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由になりました。思わぬ出会いにとても温かい気持ちで旅

ができました。 

（香川県、女性） 

 

144.「福井市内にて」 

えちぜん鉄道の車内でのアテンダントの対応や、JR 駅、

バス等の案内の方の対応など、どれも心あたたまるもので

した。地元の方も本当にご親切で、丁寧に色々地元の情報

を教えてくださいました。福井の皆さんの人柄の良さが感

じられ、再訪したいと思える旅でした。 

（大分県、女性） 

 

145.「みらくる亭にて」 

こちらから頼む前にベビーカーをフロントで預かってく

れた。また、駐車場に置き忘れたスーツケースをフロント

で保管し、部屋に電話までしてくださったのでとても嬉し

かった。 

（京都府、男性） 

 

146.「福井市観光案内所にて」 

おとなび北陸フリーきっぷをめいっぱい活用させていた

だきました。宿泊先の萬松閣へのバス時刻表が、行き帰り

に役立ちました。行きたい所（永平寺、五箇山、恐竜博物

館）の時刻表をもらって、２日も観光案内所へ通いました。

沢山の方がいらっしゃるのに。また行きたいです。今度は

花嫁のれん乗りたいです。 

（京都府、女性） 

 

147.「グリィフィス記念館にて」 

開館 10 分前だったが、雨が降っていたためか中に入れて

もらえ、福井の今昔の電子パネルを見ていたら、詳しく説

明をしていただきました。ＤＣだったので旅先にえらびま

したが、観光地ずれしていなくて、今のままの良さを保っ

ていってほしいと思います。東郷のこびり庵が開店してな
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かったりと残念な部分もありました。 

（宮城県、女性） 

 

148.「橘曙覧記念文学館にて」 

空港から早く着き、レンタカーの予約時間まで余裕が。

思い立って橘曙覧記念文学館へ。実はそれまで福井出身の

方とは知らず。途中、通りすがりのお坊さんに道を尋ねた

ところ、ご親切に文学館まで案内して下さいました。橘曙

覧、地元では有名だが、外から来る人は珍しいと驚かれま

した。独楽吟の歌の数々に共感し、親子の情に感動し、橘

曙覧の人間としての素晴らしさにふれることができました。

帰り際、受付の方がわざわざ外まで出てコミュニティバス

のバス停を教えて下さり、楽に福井駅に戻れました。 

（東京都、女性） 

 

149.「ホテルにて」 

朝食バイキングで、おいしいものをたくさん食べておか

えり下さい、とニコニコしながら言ってもらいました。 

（岐阜県、女性） 

 

150.「タクシーにて」 

駅前から息子のアパートまでものすごく近い距離だった

ので申し訳なくお願いしたところ、心よく引き受けて下さ

いました。福井の方は心優しい人が多いと感じます。 

（富山県、女性） 

 

151.「えちぜん鉄道にて」 

体の不自由な人を手助けしているのを見て感動した。 

（東京都、男性） 

 

152.「福井文学館にて」 

福井文学館が無料であることに感動した。今まで文学館

が無料だった経験はない。 

（東京都、男性） 



 

36 

153.「山根屋にて」 

初めて赤ちゃん連れの旅行でした。離乳食を持っていっ

たのですが、「温めましょうか」と声をかけていただきまし

た。そして、持参していた器もきれいに洗って、ふいてい

ただけました。こちらからお願いする前に声をかけていた

だいたのがとても嬉しく思いました。気持ちよくすごせま

した。 

（大阪府、女性） 

 

154.「福井市観光案内所にて」 

時間がない中、懸命に情報をくれました。すごく知識の

ある方でした。 

（大阪府、女性） 

 

155「福井駅前の喫茶店にて」 

別の喫茶店の位置を聞いたところ、紙に地図を書いて教

えてくれた。 

（千葉県、女性） 

 

156.「タクシーにて」 

市内の名所を巡ったが、見学中メーターを止めてくれた。 

（東京都、女性） 

 

157.「えちぜん鉄道にて」 

えちぜん鉄道に乗る際、こちらの行動予定に合わせて見

合った切符を提案いただいたいたおかげで、お得に、また

快適に旅することができました。電車の中でも、観光先に

ついてたくさん情報を提供いただき助かりました。 

（埼玉県、女性） 

 

158.「街のめがね屋にて」 

宿泊のホテルでめがねのレンズが片方落ちてしまいまし

た。ホテルでめがね屋さんをさがしてもらい翌日行きまし

たが、その店は移転してありませんでした。そして、困っ
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ていたら他のめがね屋さんに電話し、開店時間より早めに

行って修理してもらい、仕事に間にあいました。どうも朝

早くからありがとうございました。さすが「めがね王国」

の福井ですネ。 

（大阪府、女性） 

 

159.「ホテルにて」 

大浴場に行きさっぱりし部屋に戻ろうとしたら、部屋番

号を忘れ 2回もフロントに聞きに行きました。はずかしい

思いで行きましたが、笑顔で親切な対応で気まずい思いを

せずによかったです。ありがとうとエレベーターの中で思

い部屋にもどりました。 

（兵庫県、女性） 

 

160.「タクシーにて」 

駅から養浩館までタクシーを使いましたが、近距離にも

かかわらず親切な対応でした。又、駅の案内所の方も親切

でした。 

（奈良県、女性） 

 

161.「福井市観光案内所にて」 

急にスケジュールを決め、何の情報も計画もなく、2泊 3

日の予定で宿とレンタカーをとり出掛けましたので、福井

駅に着くとすぐに案内所に立寄り、とりあえずパンフレッ

ト集めを、くらいの期待をしておりました。ところが、係

員の方が実に要領よく観光のハイライトを、宿との位置関

係も考慮に入れて、いくつかプランを提示して下さり、質

問にも簡潔に答えて下さり、いっぺんに福井の好印象アッ

プでした。ご案内を参考に、3日間充実した旅をたのしめま

した。「ふくいの恵み」もおいしくいただきました。 

（神奈川県、女性） 

 

162.「えちぜん鉄道にて」 

大半の企業が合理化、人員削減を進める中、一見無駄そ
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うにも見える女性アテンダントが笑顔で車内を巡る姿は、

正に「無用の用」で、えちぜん鉄道の先見性の高さ、懐の

深さを感じさせます。 

（富山県、男性） 

 

163.「福井駅にて」 

福井駅の案内所の方がとても親切で、おかげさまで楽し

い旅になりました。帰りのコンビニの店員さんにおみやげ

選びも手伝ってもらえて助かりました！初めて四人のむす

こと旅にでました。何の計画も立てず、なんとなく福井ま

で。きれいな福井の海に感動です！越前そばもおいしかっ

たです！また来ます！むすこ達は三国漁港ちかくのお店で

カニを！とたのしみにしていたのですが、どこも閉ってい

て泣いてました！ 

（大阪府、女性） 

 

164.「福井駅周辺にて」 

一昨年の冬、雪まじりの雨の中、福井城址への行き方を

ていねいに教えて下さり、わざわざ観光地図を人数分くだ

さいました。本当に感動しました。 

いつもお世話になっている宿、ちひろのご主人、奥様の

あたたかい笑顔に会うのが、一年に一度の楽しみです。 

（大阪府、女性） 

 

165.「青木蘭麝堂にて」 

たまたま見つけた蘭麝酒の看板にひかれ、蔵元までお邪

魔しました。奥様がていねいに説明して下さり、試飲もさ

せていただいて、お試し用、お土産用に小さいのを求めま

した。立ち去ろうとしていると、外に出て来て、お庭と貴

重な離れをわざわざ開けてくださり、そのすばらしさと奥

様のご親切、その日の天気すべてが 高でした。福井の自

然・歴史、その奥深さに行くたびに感銘を受けています。 

（東京都、女性） 

 



 

39 

166.「福井駅にて」 

私達は、帰りの新幹線の中でせいこ蟹の弁当を食べると

決めて福井に行きました。あちこち観光をして、いよいよ

明日帰る日の夕方、福井駅の弁当屋さんで、「明日 9時の電

車で帰るのだが、せいこ蟹の弁当は買えるのだろうか」と

聞いたところ、「弁当は 9時半～10 時にならないと入荷しな

い」との事。訳を話すと店員さんはどこかに電話をして下

さって、「明朝 8時半頃もう一度来てくれ。そこで間に合う

かどうかわかる」と言って下さった。朝 8時 30 分頃行って

みると、もう一度電話連絡をして、「9時の電車には間に合

うそうだ」との事です。私達は待望の弁当を買う事ができ、

車中では“ほっこり”した気持ちになり、大満足の旅行を

終える事ができました。感謝しています。ありがとうござ

いました。 

（栃木県、ご夫婦） 

 

167.「えちぜん鉄道にて」 

子供が体調をくずし、吐いてしまいました。アテンダン

トのお姉さん、他の乗客の皆さんだけではなく、運転手さ

んまでサポートして下さり、大・大感謝です。 

（京都府、女性） 

 

168.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

何となく見ていたら、“さりげなく”声をかけて下さり、

“さりげなく”解説して下さり、“さりげなく”離れて下さ

り、“さりげなさ”がよかった。 

（福井県、女性） 

 

169.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

いろいろと説明を受け、その対応が心に残りました。 

（兵庫県、女性） 

 

170.「西武福井店にて」 

スタンプラリーの紙をお店に忘れて取りに行った時、ご
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みとして捨てられたと思って確認してもらったら、ごみか

ら拾ってくれてよごれもとってくれました。忙しい合間に

探してくれました。ソースカツ丼 set のある店でした。感

謝してます。 

（神奈川県、女性） 

171.「福井市観光案内所にて」 

レンタカーで巡る「恵みの福旅」キャンペーンをとても

親切に説明していただきました。それとは別に、長期留守

にしていましたので郵便到着の日付はわかりませんが、お

もてなし観光推進室の青山さんの御親切ありがとうござい

ます。私は、旅先で色々なキャンペーンに参加しますが、

このような後日のフォローをしていただいたのは初めてで

す。とても驚きました。どうもありがとうございます。福

井、ステキなところですね。また訪れてみたいです。 

（北海道、男性） 

 

172.「福井市観光案内所にて」 

水仙ランドへのアクセスはあわら温泉駅の案内所では

12：55 のバス（1日 1往復のみ）と伺いました。30 分の観

光ではとタクシーの利用のみを考えてました。念のため福

井で聞くと、バスで清水プラント→乗合タクシーの便があ

るときき利用。対応が親切でわかりやすく good！嶺山智子

さんです。にこやかでした。あわらと比較すると福井の嶺

山さんはまさにスペシャリストです。友人も同意見。 

（東京都、女性） 

 

173.「福井市観光案内所にて」 

案内所ではコースの説明等、よく説明していただけまし

た。福井駅→永平寺→芦原温泉泊→東尋坊→丸岡城を観光

しました。丸岡城が大変気に入りました。丸岡城でのビデ

オ説明良かったです。12/30 東尋坊で事故現場に出合ってし

まいチョット残念。 

（東京都、女性） 
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174.「橘曙覧記念文学館にて」 

閉館間ぎわに探しあてて到着しました。そんな私にとて

も親切に対応してくださいました。独楽吟が好きで、これ

までも挨拶などで引用させてもらってきたことなどを紹介

しながら、書籍・カルタの案内を丁寧に教えてくださり感

激しました。よい思い出となりました。 

（静岡県、男性） 

 

175.「京福バスにて」 

夫と私は、福井に住む孫たち（小 1、小 3、小 6）の運動

会をバスで初めて見に行くために、福井駅すぐ近くのバス

乗場から附属小学校（福井大の）までバスに乗ったのです

が、どこで降りるのがよいかわからず不安でしたが、若い

運転手さんだったのですが、学校名を言うと二つの停留所

をまず教えて下さり、あと小学生がたくさん降りるのは、

ここでおりてからの歩いて行く道順まで、とてもていねい

に教えて下さり、親切さがとてもうれしかったです。不慣

れな地域で無事たどりつくことができるか不安でしたが、

良い転手さんのおかげで、もう一つとてもよい思い出が残

り、福井へ行ってよかったと心から思いました。親切な運

転手さん、本当にありがとうございました。 

（兵庫県、女性） 
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～おもてなし体験 福井市外編～ 
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おもてなし体験・福井市外編 
 

1.「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、とてもありがたかったです。又、か

にづくしでとても美味しくいただきました。福井の方はと

ても親切です。ありがとうございました。 

（埼玉県、女性） 

 

2.「勝山市内にて」 

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、色々とお話をしてくれて、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

ことが出来てとてもよかったです。 

（福島県、女性） 

 

3.「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） 

 

4.「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。私にも声をかけてく

れた。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） 
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5.「大野市内にて」 

おそばの食べ方を教えてもらっておかわりをした。とて

もおいしかった。 

（京都府、女性） 

 

6.「民宿ふるきにて」 

1 週間研修で「ふるき」という宿泊施設に泊まりました。

魚屋の宿というだけあって魚がとても美味でした。船を出

していただいてアジを沢山釣りました。 

雨だったので午前中でおわり、お昼は刺身にしてもらい

ました。仕事の中の楽しい休暇でした。午後は永平寺、あ

わら温泉に行きました。 

（大阪府、男性） 

 

7.「福井県畜産試験場にて」 

とんがり牧場へ行きました。朝一番でお忙しい時なのに

非常に親切に対応して頂きました。生後間もないヤギと遊

ばせてもらったり、エサやりを手伝わせてもらいました。

同行した、祖父母（かつてヤギを飼っていた）と、孫が大

変喜びました。 

（奈良県、女性） 

 

8.「越前大野名水マラソンにて」 

沿道の方々からすごい声援をもらって気持ちよく完走で

きました。途中でヤカンに入った名水を足にかけてもらっ

て生きかえりました。 

（奈良県、男性） 

 

9.「三方五湖にて」 

三方五湖 PA でお茶漬けのふるまいをいただきました。へ

しこ茶漬けがおいしかったです。一乗谷朝倉氏遺跡はすば

らしかったです。見どころいっぱいで満足出来る観光施設

でした。 

（兵庫県、女性） 
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10.「あわら温泉にて」 

ご飯もとても美味しく、温泉宿も素晴らしかったです。

次はぜひ娘夫婦と一緒に行きたいです。 

（石川県、女性） 

 

11.「ホテルハーヴェスト勝山にて」 

フロント係の説明が非常にわかりやすい。 

（福岡県、不明） 

 

12.「あわら湯のまち駅にて」 

東尋坊からのバスが遅れた。あわら湯のまちでバス下車。

えちぜん鉄道にのりかえた。バスで 1日フリー切符をうっ

かり落とした。バスが遅れたせいで、鉄道にあわや乗りそ

こねそうになった。バスの券を拾って走って追いかけて渡

してくれたため、鉄道に乗れた！本当にありがとうござい

ます。やさしさが心にしみました。おかげで福井に良いイ

メージをもちました。 

（不明、不明） 

 

13.「タクシーにて」 

東尋坊で休憩していたタクシー運転手に「駅まで行って

もらえますか？」と頼んだら、心良く車を出してくれまし

た。「電車で金沢まで戻る」と言うとルートを親切に教えて

くれた。また「三国港駅で昼食を食べたい」と言うとおす

すめのお店を教えてくれ、実際とてもおいしかった。とて

もいい旅行になった。 

（神奈川県、女性） 

 

14.「越前大野名水マラソンにて」 

大野ならではの水を、ご家庭の蛇口をひねり、とにかく

たくさん配っていた姿に、本当に感動しました。無事にゴ

ールしました。横浜から来た甲斐がありました。 

（神奈川県、男性） 
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15.「太郎丸駅付近にて」 

福井県児童科学館への道を尋ねたところ、農作業の手を

止めて大きな道路まで案内していただき、この道をまっす

ぐ、と同行して下さりエンゼルランドの説明もしていただ

きました。駅から半分以上の距離を同行していただきまし

た。ご自分用に持っておられたペットボトルのお茶まで「暑

いから」といただきました。 

（岡山県、女性） 

 

16.「さばえコミュニティバスにて」 

うるしの里に向かう途中のバスで、気さくに話しかけて

頂きました。降りる時も「行ってらっしゃい、さようなら」

と。とてもほっこりとした気持ちになれました。又、うる

しの里の職人さん、職員の方々もとても親切で素敵な体験

ができました。 

（東京都、男性） 

 

17.「旅館料亭板甚にて」 

古い旅館でしたが話しを聞きますと昭和10年代からの昔

話をされました。いつもは使用しない室を夕食の場所にし

ていただき当時の話を楽しく聞かせていただきました。ま

た福井県立恐竜博物館はすばらしかった！ 

（神奈川県、男性） 

 

18.「勝山警察署にて」 

子どもが、スキー場でケータイを失くして、後に発見さ

れたので、取りに行きました。かなりひどい損傷で使える

状態ではなかったのですが、個人情報が入ってるというこ

とで、ごていねいに対応して下さいました。福井弁のこと

ばがやさしくて、とてもホッとしました。 

（愛知県、女性） 
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19.「勝原駅にて」 

勝原駅より荒島岳登山口へ徒歩で向かう途中、車で通り

かかった民宿の方（女性）に、車で銀嶺荘跡まで送ってい

ただきました。駅に着いたばかりで心細く、よく道がわか

らず不安だったので大変助かりました。 

（埼玉県、男性） 

 

20.「永平寺参道にて」 

土産物店の人とその友人と思われる人。バスから降りて、

参拝に行こうとする所で店の人が私の背負っていたリュッ

クを預ってくれました。道に迷ったりして、帰りが遅くな

り、 終バスが行ってしまったのですが、店に来ていた友

人に駅迄送ってくれるよう頼んでくれ、車に同乗させてい

ただき助かりました。 

（千葉県、女性） 

 

21.「ホテルセレクトイン敦賀にて」 

朝食バイキングで、ポットのお湯の出し方がわからず、

困っていたら、奥から女性が出てきて、さりげなくお茶を

入れて下さいました。冷奴に生姜をつけていない方に、さ

りげなく「こちらに生姜もありますよ。」と声をかけていた

り、とても感じが良かったです。朝からいい気分になりま

した。 

（愛知県、女性） 

 

22.「勝山市内にて」 

平泉寺にて車がパンク。勝山市内の自動車工場で修理し

て戴きました。他から来たのですから、少々高く取られる

かと思いましたが、とても親切で、お見送り迄して下さい

ました。ありがとうございました。勝山市旭町の交差点を

入った所のダイハツの看板の工場です。 

（愛知県、男性） 
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23.「敦賀鉄道資料館にて」 

一人旅です。敦賀の鉄道資料館に立ち寄った所、敦賀の

歴史を教えて頂きました。特に敦賀ムゼウムの映画放映に、

感銘致しました。広田さんの敦賀をとても愛している気持

ちが伝わってきました。ムゼウムをもっともっと広めて下

さい。通り過ぎてしまう人が多数いると思います。また必

ず行きます。 

（埼玉県、女性） 

 

24.「敦賀釣船にて」 

同じ時間に出航した釣船が帰港時になってエンジントラ

ブルとのこと。私の乗った船が直ちに助けに行ってロープ

で曳航して無事、港に連れ戻しました。時間はもう暗くな

りはじめの時で、さすがに海の男たちと感心。 

（静岡県、男性） 

 

25.「あわら温泉にて」 

店内でお菓子を 1つずつ購入して食べるのにいすを出し

てもらって休ませてもらいました。あわら湯のまち駅芦湯

近くで 1時間位時間待ちがあったのですが、喫茶できる所

がなくて。親切にして頂きたすかりました。 

（群馬県、男性） 

 

26.「越前そばの里にて」 

そばを作る時に一つ一つ、丁寧に教えてくださいました。

ちがってても、修正してくれたり。おかげで楽しくそば打

ちできました。 

（岡山県、女性） 

 

27.「永平寺口駅のバス停にて」 

バスで仮眠中の所を起こしたにも関わらず、「福井フリー

パス」で東尋坊までバスで行けるか尋ねたところ、どこか

に電話して聞いてくれ、フリーパスで行く事ができ、乗り

換えなしで楽に到着しました。永平寺に行ったあとだった
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ので助かりました。優しく対応してくれて、本当にありが

とうございました。 

（埼玉県、女性） 

 

28.「小谷城にて」 

小谷城で主任ガイドさんの香水さんです。私達は先生の

ソフトで知識の深い語り口でどんどんお話に引き込まれて

しまい、大満足の一日でした。歴史の一辺を緑の多い里山

の中で感じてますます城の事、城主達の人生にすごく興味

がわいてきました。すばらしい一日でした。 

（静岡県、女性） 

 

29.「永平寺にて」 

永平寺に行って参りました。500 円で約 30 分の修業体験

をさせて頂きました。担当して下さった 2年目の修業僧は

言葉ひとつひとつの説得力があり、日頃のだらしない自分

を反省できるいい経験ができました。この後背筋が伸びて

姿勢が良くなったのは言うまでもありません。 

（神奈川県、男性） 

 

30.「山中温泉朝市にて」 

観光客は、コーヒー無料ということで、朝のコーヒーを

入れて頂きました。とてもありがたかったです。道を聞い

ても親切に教えて頂き、温かいおもてなしを受けました。

感謝感謝！ 

（長野県、不明） 

 

31.「三国観光ホテルにて」 

食事に蟹が一杯出てきて、蟹の解体に慣れているつもり

でしたが、甲羅の部分で頭部分を押すといいですよ、と教

えてもらい、解体が完璧になったかなと思いました。 

一乗谷朝倉氏遺跡はまた訪れたいところになりました。 

（埼玉県、女性） 
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32.「大野市内にて」 

日本一水のおいしい所と聞き、水の飲める場所に連れて

行ってもらい、すごくおいしい水を頂きました。ペットボ

トルに入れて帰り、家族に話ができました。又、町の人は

優しく、都会とは違う優しさを感じました。また家族で行

かせてもらいます！水と米がおいしいので、塩おにぎり＋

みそ汁の店があったらいいですね。 

（大阪府、女性） 

 

33.「大野市内にて」 

おいしいそばを食べることが出来ました。ステキな町で

す。お城に行って、おいしい里芋（平沢里芋）を購入。そ

ばの花もきれいでした。歩いて楽しい町です。 

（岐阜県、女性） 

 

34.「鯖江体育館前公園にて」 

石の広い滑り台があり、親子セットで滑ったら、靴がひ

っかかり、前のめりに突っ込んで転びました。2歳の娘の額

を強く石に打ちつけてしまい、パカーンと割れたかと思う

ような音もして、娘は大泣きで病院行きを覚悟するくらい

でした。青ざめる私に、近所の方らしき年配の女性が声を

かけて下さり、私の心配までして下さり、心が少し静まり、

様子を見ることが出来ました。ありがたかったです！ 

（島根県、女性） 

 

35.「国民休暇村越前三国にて」 

海の近くだったので、ちょっとだけ釣りがしてみたくな

り、釣り場を聞いてみると、釣り場情報の本を持ってきて

近くですぐに釣りの出来る場所を説明して下さり、夫婦で

思い出残る、短時間の釣りを楽しむことができました。 

（京都府、不明） 
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36.「東尋坊にて」 

新婚旅行で 32 年前に東尋坊を訪れましたが、今回は 27

歳の娘と一緒に行きました。フェリーも乗ろうかと思いま

したが、出発時間が不定期となっており、楽しみにしてい

たのに残念でした。しかし、知らないご夫婦から娘と一緒

の写真を笑顔で撮ってもらい、良い旅の記念になりました。 

（新潟県、女性） 

 

37.「永平寺門前にて」 

当該店の買物が結構な量になり、他の買物と合わせると

持ちきれない量となったところ、店の女性店員が送られた

らとの提案をしてくれ、他店の品物と一緒に送ってくれる

のか聞いてみたところ、快く応じてくれ、その後の旅行が

スムーズに気持ちよく過ごすことが出来ました。感謝です。 

（神奈川県、男性） 

 

38.「山代温泉彩朝楽にて」 

夕食バイキングの時、私達 4人は方言まるだしでおしゃ

べりしていました。すると「なつかしい。静岡でしょ！？」

と言うスタッフに声かけられました。彼女は焼津の出身で

した。言葉のイントネーション、方言はそれはそれで人を

あたたかくする、大切なコミュニケーション。大事です。

改めて感じました。彼女はすっかり福井県人になっていま

した。 

（静岡県、女性） 

 

39.「海の幸食処えちぜんにて」 

活イカを注文し、あまりにもおいしいので店員さんに「お

いしいですね」と言ったところ、「今朝漁港で取れたばかり

です。」と丁寧に説明して下さいました。再度行ったところ、

活イカはなく残念でした。HP にて本日の活イカの入荷状況

とか分かるといいですね。お刺身の盛合わせもとてもおい

しかったです。 

（千葉県、女性） 
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40.「福井県内にて」 

福井～永平寺に行くところで、私達は周遊券をもってい

たのですが、うまく使えず薄暗くなってしまいましたが、

高速バスの運転手の方が、フリーで乗せてくださいました。

その他、駅の若い人、店員さん、皆様、福井の方々に快く

接して下さいました。是非また来ます！！ 

（東京都、女性） 

 

41.「福井県内にて」 

芦原温泉駅で、天気が悪く観光案内所の外で立っていた

ら、中に案内され、近辺の説明をしてくれ、天気のようす

を気にしてくれた。 

一乗谷を訪れたときは、シャトルバスの方が、色々と説

明をしてくれた。 

（群馬県、女性） 

 

42.「永平寺門前にて」 

慣れないレンタカーをうまく誘導していただき、近くの

見どころ、味処について親切に教えてくださいました。限

られた時間でしたが、有意義にすごすことが出来ました。

また、宿泊したホテルの方の対応もとても丁寧でした。 

（大阪府、女性） 

 

43.「三国駅にて」 

東尋坊への行き方（どのバスに乗ればいいか）分からず

ウロウロしていたら、通りすがりの人がバスを教えてくれ

て、一緒に乗ってくれ、降りる所を教えてくれた。東尋坊

のおすすめの店やおみやげも教えてくれて、とても助かり

ました。 

（愛知県、女性） 

 

44.「かにまつりにて」 

11 月 14 日仕事後、深夜高速使い三国温泉カニまつり～越

前カニまつりをはしごしました。雨でしたが、かなりにぎ
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わっていました。あまりの賑わいで、食事は越前カニまつ

り会場を過ぎてすぐの食堂に入りました。混んでいたので、

合席でした。初めは、知らない方と真向かいで、2組 1つの

テーブルがきまずかったですが、料理がとてもおいしく、

知らず知らず、お互いにしゃべって楽しく食べました。一

時の家族になった感じでした。名古屋の方でした。料理（か

に）のおいしさに、いい思い出ができました。 

（岐阜県、女性） 

 

45.「越美北線にて」 

11 月 12 日（木）越前大野城にのぼって、福井に戻る九頭

竜線の中で隣り合わせた50代の市役所務めという栄養士さ

ん（その日は富山に単身赴任の御主人様の所に行くという

色白で肌のきれいなメガネをかけた方）とずっとお話を楽

しみました。 

私達夫婦（79 歳と 75 歳）は、今金沢が新幹線で賑わって

いるので、そこを通り越して福井に行きたいと思いました。

歴史も豊か、自然も豊か、そして人も豊か、どっしりとし

ている感じがとても気に入りました。栄養士さんは、知識

も豊富で福井県を誇りに思っていらっしゃるのが手に取る

ように分かりました。 

「ここの里芋召し上がりました？」とおっしゃいます。

「いいえ」と言ったら、「里芋は、こっちとあっちで味が違

う。住民はそれぞれに自分のが一番と思っている。私は我

が家の里芋がねっとりしていて 高と思っている。私の味

で良ければお送りしましょうか」とおっしゃったのです。

都会に住む私はびっくりして「とんでもない」と遠慮して

しまいましたが、今は凄く後悔しています。宝物のように

美味しかっただろう里芋の事が忘れられないし、九頭竜線

のやさしい汽笛の音も忘れられません。 

線路の左右に流れる川が九頭竜川でなく足羽川であり、

時期ならば黄金の稲穂、そしてソバ畑という田園風景が見

られると彼女に教えて頂きました。本当に貴重な出会いを

どこかで感謝したいと思い、出発点福井駅の観光案内所で
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貰った観光おもてなし体験だよりに応募します。 

（神奈川県、女性） 

 

46.「阿さひ旅館にて」 

大野の阿さひ旅館の里芋の煮物が絶品で感動しました。 

（北海道、女性） 

 

47.「道の駅九頭竜にて」 

各種パンフレットの説明が良かったです。 

（愛知県、男性） 

 

48.「永平寺門前にて」 

急に福井の方へ行こうと思い出発しました。宿もなく、

永平寺を見学して、おみやげを買ったあと、どこか泊まる

所がないかと言ったら、いろいろ探してもらって宿泊出来

ました。次の日に越前ガニを食べて、夫婦でいい連休とな

りました。 

（富山県、男性） 

 

49.「清風荘にて」 

宿泊手続きの際、「越前ガニ」の販売店を伺った所、すぐ

にお店を紹介して下さり、行き先の地図を示し、お店にも

電話をかけて、カニの価格や数量を確認して下さり、お店

へ今から行くと連絡して下さり、ホテルのバスでそのお店

まで送る手配までして下さった。大変気持ちよく、販売店

の木村鮮魚店さんも感じが良かった。 

（神奈川県、男性） 

 

50.「やまに水産にて」 

福井には観光で来たのは４回目で、毎回福井の人の温か

さにホッとさせて頂きますが、今回はそのおばあちゃん。

きっと８０歳は過ぎていらっしゃると思いますが、私の中

２の息子に色々と話しかけて頂き、何度も「またおいで」

と言って頂き、思春期真っ只中の息子の心も癒されたよう
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でした。 

（三重県、女性） 

 

51.「道の駅九頭竜にて」 

平泉寺からの登山ルートは、越前大野城を撮影するのに、

比較的易しい道のりということを教えていただきました。

あいにくの雨天で、城全体に霧がかかっていましたが、い

い眺望でした。 

（岐阜県、男性） 

 

52.「勝山市内にて」 

おおよそそば屋らしくない店で、民家のドアを開けて入

ると、田舎の食堂のようでした。味も期待はしていなかっ

たのですが、おろしそばがとってもおいしく、プリンのよ

うなデザートもとても良かったです。 

（愛知県、女性） 

 

53.「道の駅 九頭竜にて」 

近畿版ロードマップの入手及び各地区の観光名所の資料

を見ながら説明してくれました。 

（愛知県、男性） 

 

54.「あわら温泉にて」 

ホテルの名を間違って覚えていたのですが、私の話すこ

とをよく聞いて、泊まるホテルを教えてくださり、無事予

約ホテルへ行くことが出来ました。ホッとしました。あり

がとうございました。 

（佐賀県、女性） 
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55.「民宿ちひろにて」 

毎年カニを楽しみにちひろさんに宿泊します。今回仕事

のため、朝、三国港まで送迎をお願いしたところ、寒いし

待つ所があるからと、三国駅まで送ってくれました。お料

理もお値段も良く、温泉も大満足です。 

（愛知県、男性） 

 

56.「芦原温泉駅にて」 

今回は娘との 2人旅であわら温泉に 2泊させて貰いまし

た。天候も良く、温泉、料理も良く満足の旅でしたが、駅

近くに観光スポットが無く、バスで 30～70 分かかり少し大

変でした。 終日雨で荷物を預かってもらい、傘も貸して

頂き、大変助かりました。身軽に雨の中を散歩できました。 

（大阪府、女性） 

 

57.「永平寺門前にて」 

当日は朝から雨で参道もぬれて滑りやすくなっていまし

た。帰り道、フッとしたはずみで転んでしまい、スラック

スが濡れてしまったら、売店の方がタオルを貸してくれま

した。うれしかったです。 

（埼玉県、女性） 

 

58.「東尋坊にて」 

カメラを持って 1人で東尋坊を歩いていたら、写真を撮

りましょうかと声を掛けていただきました。また、おわび

なのですが、バス停前のお店に荷物を預かっていただいた

のに、バス乗車の時間ギリギリになって、お土産を買うこ

とが出来ませんでした。でも、いやな顔ひとつせず親切に

して頂きました。本当にごめんなさい、また、ありがとう

ございました。 

（不明、不明） 
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59.「大野市内にて」 

道を聞いたところ、店の外へ出て親切に教えてくれた。 

（東京都、男性） 

 

60.「芦原温泉駅近くにて」 

大阪から来たことを話すと、お土産として買ったタルト

やもなかを「電車の中で食べ」と１個ずつくれた。 

（大阪府、男性） 

 

61.「カフェぶんぶんにて」 

なかなかこないバスを待つ間、「カフェぶんぶん」で昼食

をとった。福井に来る電車の中でケータイを落とした話を

すると、店の人もお客さんも一緒になって探すのを手伝っ

てくれた。外は小雨が降って寒かったが、中はとても暖か

かった。 

（東京都、不明） 

 

62.「越前大野城の近くにて」 

武家屋敷旧内山家を捜していた時、制服を着た女学生に

「コンニチワ」ときちんと挨拶され、清々しい気持ちにな

りました。城下町で観光客も多い中、学校の方でもきちん

と教育をされているのかと感心致しました。1泊 2日の旅行

でしたが、清楚な姿に日本の未来も明るくなると確信しま

した。 

（三重県、女性） 

 

63.「芦原温泉駅にて」 

あわら温泉に到着後、観光案内所で荷物を預ける無料サ

ービスを利用し、手ぶらで東尋坊観光が出来ました。ホテ

ルに到着すると、預けた荷物を届けて下さっており、すば

らしいおもてなしサービスだと思いました。おかげ様で東

尋坊を満喫することが出来、ありがとうございました。 

（千葉県、女性） 
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64.「清風荘にて」 

初めての福井旅行であわら温泉清風荘に宿泊し、夕食の

海鮮料理の豪華さに感激しました。姿カニ・カニ鍋・カニ

飯・フグ・ブリ料理など、北陸の味をふんだんにおもてな

ししていただき、大満足しました。また是非、福井に足を

運んでみたいと思います。 

（千葉県、男性） 

 

65.「KANAZAWARA 号にて」 

あわら湯のまちから金沢駅まで無料バスを利用しました。

高速の長距離を無料で送迎して下さるサービスは、観光課

のおもてなしの心そのものだと思います。ドライバーさん

も親切で安全運転でした。北陸自動車道も体験でき、おか

げ様で福井県の大変楽しい旅になりました。ありがとうご

ざいました。機会がありましたら、ぜひまた訪れたいと思

います。 

（千葉県、女性） 

 

66.「まつや千千にて」 

初めての北陸旅行で、いろいろ迷って決めた宿でした。

「花花」という食事処で担当についてくださり、嫌な顔ひ

とつせず、ステキな笑顔で接してくださいました。翌日朝

も、ロビーにいる時に声をかけてくださり、とても親切に

観光の相談に乗ってくださいました。母と姉も、とてもい

い宿で、とてもよいスタッフで、とてもよっかたね！と。

気持ちのいい、いい思い出の福井の旅になりました。あり

がとうございました。 

（神奈川県、女性） 
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改善提案・残念・苦情編 
 

1.「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） 

 

2.「東尋坊にて」 

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） 

 

3.「芦原温泉駅にて」 

駅のトイレの中にトイレットペーパーが無いのには驚き

ました。トイレの入口に売っていましたが観光客は気がつ

きません。また、大きな荷物を持っていると、トイレ内が

小さすぎます。どこかにあったと思いますが見つかりませ

んでした。 

苦言、要望ですいません。良い所もいっぱいありました。 

（東京都、男性） 

 

4.「永平寺町にて」 

見学できるところをより多く案内して欲しい。市内バス

をもっと多く動かして欲しい。 

（山形県、女性） 

 

5.「某菓子店開発店にて」 

福井駅で「スタンプラリー春のおもてなしめぐり」をも

らいました。くろ川さんでランチをして、友人が、平和堂

開発店にお土産として紹介されている「稚児のほっぺ」が

あると連れて行ってくれました。「稚児のほっぺ」を買い、

スタンプを押して下さいと頼むと不可！本店に行ってくれ
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とのこと。商売が下手ですね。こんなこと大阪じゃ考えら

れません。接客が洗練されていません。がっかりしました。

お土産買わなければよかった。 

（奈良県、女性） 

 

6.「武生駅にて」 

先日、福井・えちぜん鉄道に乗ろうと行ったのですが、

地図を見ると武生と越前武生が近くに思え（私が勝手に思

ったのですが）武生で駅員さんに聞くと、ここから越前武

生は遠いですと。タクシーで行くとどれ位とか、バスはあ

るのかとか教えてくれず他へ行ってしまい、次の電車を 1

時間駅で待ち、結局後々のスケジュールがあわずその日は

どうにもならなかった。もう少しやさしく教えてくれても

良いのでは。年寄りの不満と不安の日でした。 

（不明、女性） 

 

7.「福井城址にて」 

県庁などは移転してください。お城好きの私としては城

跡内に県庁があるのはおかしいと思う。 

（新潟県、男性） 

 

8.「西武福井店周辺にて」 

市内の Mグループタクシー（Mタクシー、Fタクシー）の

運転手で 5人～10 人位が、毎日、西武周辺（バス停含める）

にて、駐停車違反や、タクシー協会のルールやぶりを常習

している者がいる。歩行者は、その行為がタクシーのルー

ルだと思ってしまい、ルールを守るタクシーへの乗客が激

減している。警察や行政、タクシー協会のさらなる指導強

化を要望します。観光客への接客向上にておもてなしのプ

ラス要因にもつなげることができます。このままでは、県

がめざしている「おもてなし」が逆方向になります。 

（福井県、不明） 
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9.「道の駅西山公園・丸岡城にて」 

駐車場が大変混雑していて、増設された臨時駐車場に向

かおうとするが、案内が不十分で、途中まで行って、案内

がなくなりどんどん目的地からはなれてしまったり、たど

り着くまでに時間が掛かる。福井は車社会なのだから、案

内はわかりやすくしてほしい。県外から来た人がまた来よ

うという気持ちがなくなると思います。 

（福井県、男性） 

 

10.「福井市内にて」 

あるガソリンスタンドで、あまりにも冷たく、サービス

されました。若い女性でしたが説明不足で残念でした。 

（静岡県、女性） 

 

11.「京福バスチケットセンターにて」 

6 月 4 日～7日、福井に滞在。6月 6日朝、駅前でレンタ

ルサイクルが自動車運転免許証、保険証等の身分証明書が

ないとレンタル出来ないとの一点張りで拒否されました。

係員が鬼の様に見えました。公共交通機関を利用する観光

客の大半は、係員が言う身分証明書を持っているのは少な

いと思います。自転車のレンタルであり、5千円または 1

万円の保証金等で利用可能とすべきではないか。観光客を

大切にしていただきたい。 

（愛知県、男性） 

 

12.「福井市内にて」 

観光地へのアクセスが非常に困難。もう少し足の確保を、

そしてもっとアピールを。東京では福島、福岡とまちがわ

れる事も多し。福つながりでしょうが。 

駅に着いた時に「観光客いらっしゃい」という感じがし

ません。もっと歓迎ムードを高めてください。 

（東京都、女性） 
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13.「居酒屋Ｒにて」 

去る、6月 12、13 日の 2泊 3日、福井市を訪れました。

その時の居酒屋「Ｒ」での事で一言。料理も美味しく、て

きぱきと待たせることなく運ばれて、そのことには満足で

した。しかし、残念なことに以下のような体験をさせられ

ました。 

当日（12 日午後 6時半過ぎ）に入店。入った時に店の従

業員の女性から「混んでいるので料理が遅くなりますがい

いですか」と言われ、そのことは了承して座りました。そ

の点ではごく普通の時間で料理が出され、問題ありません

でした。 

ところが、約 20 名ぐらいの団体と思われる客の常軌を逸

した大声と高笑いはとても我慢できるものではありません

でした。女性店員の方に「幹事の方にもう少し音量を下げ

て戴くよう伝えてください」と申し入れましたが、残念な

ことに伝えられなかったようで、一層エスカレートして行

きました。 

そこで私が思いますところ、地元の団体さんに配慮はし

ても、「旅の年配の客には我慢をしてもらおう。ここは酒の

席だから。」そんな風に感じました。しかしよく考えてみて

下さい。数が多いから一方はやりたい放題、たった二人は

それを受け入れ我慢するしかない。「嫌だったら出れば」と

いう姿勢はいかがなものでしょうか。北陸新幹線が開通し、

多くの観光客を受け入れていくべき飲食店が、こんなこと

でよいものと私には思えません。多数の客も少数の客もお

互いを尊敬して、楽しく飲み、料理を味わうことがよいと

思う次第です。 

お店を出る際に近くにいた団体さんの一部の方（この方

たちは普通の音量、楽しく飲み談笑していました）に、「も

う少し他のお客のことも考えるようにしたいですね。幹事

の方に言っておいてください。」と言ってその店を出ました。

折角の美味しい料理がかわいそうになった気がしました。 

（東京都、男性） 
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14.「福井駅周辺にて」 

福井駅近辺に食事をとる場所が極めて少なく、見つける

のに苦労しました。 

（静岡県、男性） 

 

15.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

今回の嶺北エリア旅行で、一乗谷朝倉氏遺跡を訪問時、

諏訪館跡庭園、湯殿跡庭園、南陽寺跡庭園を鑑賞しようと

した際、現地（3庭園付近）に案内図や方向指示板（距離な

どを含む）などがなく、夫々の場所（庭園）に行くルート

が良くわからず、鑑賞するのに時間を費やしました。（町並

み復原地区の入場券売り場に 3庭園の案内図はありました

が）嶺北エリアのほぼ全ての観光地を訪問して、唯一、現

地での案内図や方向指示板が不十分と感じただけに、折角、

素晴らしい観光遺産を持ちながら残念です。是非、諏訪館

跡庭園、湯殿跡庭園、南陽寺跡庭園の 3庭園を初めて訪問

する旅行者が問題なく楽しめるか、関係者にて案内板や方

向指示板等をチェック願います。 

（東京都、男性） 

 

16.「福井市内にて」 

近くへはタクシーに乗れないといわれた。バスもなにも

ないのだから近くてもタクシーに乗せてほしい！また、駅

（一乗谷）などで乗り捨てできるレンタサイクルなどがあ

るとよい。さらに、平日に行った時のことを考えてほしい。

タクシーもなければ色々まわることができない！ 

（不明、不明） 

 

17.「福井駅周辺にて」 

駅西口が現在工事中だが、バスの乗降場所の表示が全く

なし。不親切極まりなし。一日無駄になってしまった（一

乗谷に行きたかったが翌日に変更）。特に平日の永平寺～一

乗谷のアクセスが悪い。 

（栃木県、男性） 
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18.「みらくる亭にて」 

温泉なので、露天の雰囲気を味わいたいのですが、虫が

多いようで、ほぼ厳しいみたいです。何かいい方法がない

ですか。 

（石川県、不明） 

 

19.「福井駅にて」 

観光案内所の人の対応が悪い。また、京福バスにはもう

二度と乗りたくない。対応が大変悪いから。 

（不明、不明） 

 

20.「福井市観光案内所にて」 

福井駅の観光案内所は人だけがいて、資料がとても少な

い。のぼりやチラシなどふんだんに置いて、人と話すのが

苦手な人でも情報を得やすいようにしてはいかがでしょう。 

（大阪府、女性） 

 

21.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

一乗谷を大河ドラマに出すのは、反対です。結構前にソ

フトバンクの CM に出てから、人がいっぱいくるようにはな

りましたが、ゴミを捨てる方が多くなってきています。あ

まりアピールされると料金も高くなり、ゴミを捨てる方が

多くなるので、やめてほしいです。 

（三重県、男性） 

 

22.「福井県内にて」 

段ノ岳峠が不通なため、今庄方面から大野方面へのアク

セスが悪いので改善していただきます様、よろしくお願い

します。 

（三重県、女性） 

 

23.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

以前、仕事で遺跡案内のガイドさんを頼みました。1時間

4000 円。出発の時間になっても終わらなく、教養の見せび
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らかしだと小言を言ったら、「私達ほど知っているのですか」

と、旅行会社にかえってクレームをつけるし、迷惑でした。

飛行機の時間は気になるのに、旅行の行程に合わせられな

いガイドなら、いらない！ 

（愛知県、女性） 

 

24.「福井駅周辺にて」 

陽が暮れてから食事処を捜したがみつからない。主要駅

として信じられない状況です。 

（静岡県、男性） 

 

25.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

暑い季節なので、ガイドの方も見物している方ももう少

し日陰がほしいです。抹茶を売っている方も、建物の中で

された方が良いです。飲む方も暑いです。 

（岡山県、不明） 

 

26.「宿泊施設Ｔにて」 

従業員の接待が良く、露天風呂も開放感がありとても気

持ち良いのですが、浴槽の中にアカ（石鹸かす）がたくさ

ん入っていて、ガッカリだった。 

（福井県、女性） 

27.「勝山市内にて」 

勝山→白山平泉寺までのバスの運転手が愛想なく不親切。 

（兵庫県、女性） 

 

28.「あわら温泉にて」 

いつも芦原温泉へ行くのですが、観光地をもっと増やし

てほしい。 

（岐阜県、男性） 

 

29.「福井県立若狭歴史博物館にて」 

初めて福井に来ました。そして、さばが名物だと知りま

した。若狭路の案内パンフレットにへしこの説明が載って
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いましたが、まったく説明を読んでも何が書いてあるかわ

かりません。パスタや色々なものに使っている。何で出来

ているかも分からず。しかし、ガイドさんの説明でサバか

ら出来ていること等々わかり、生でも焼いても食べられる

とのこと。さっそくお土産屋店でスライス（生）と 1本買

いました。とてもおいしかったです。 

（神奈川県、女性） 

 

30.「勝山市内にて」 

おいしいソースカツ丼を食べました。恐竜博物館楽しか

ったです。 

（岐阜県、女性） 

 

31.「プリズムコロラドにて」 

究極の居場所を探していますので、落ち着ける所はなか

なかありません。人情細やかな女性でかわいらしい応対を

してくれるお店を望んでいます。 

（福井県、女性） 

 

32.「駅周辺・ホテル・タクシーにて」 

小４の子どもが恐竜博物館へ行きたくてついていった。

私は自分なりの観光を楽しみたかった。まず、陶芸・古美

術・古書店めぐりが趣味なので、教えて欲しいと依頼した

が、どなたもご存知なし。帰宅してからメガネミュージア

ムの事を知る。分かっていたら、ぜひ自分のめがねを作っ

てみたかった。もっと宣伝すべきだと強く思う。恐竜博物

館は良かったが、町全体でアピールすべきものと思う。せ

っかくの観光資源なのにもったいないです。駅周辺のタク

シー・ホテルの方がお店の情報を商売人が把握していない

のが残念。今度福井へ行ったら、メガネミュージアムに行

きたい。 

（千葉県、女性） 
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33.「福井市内にて」 

平日のバスの本数が少ないです。 

（埼玉県、不明） 

 

34.「あわら温泉にて」 

毎年芦原温泉に泊まっていましたが、2年前、景色も見え

ない、空調もきかない部屋でがっかりして、久しぶりにラ

ンクをあげて泊まろうと思います。ホテルの値段が上がっ

てる気がします。両親が鯖江の出身で好きな温泉だったの

ですが、少しがっかりでした。芦原温泉駅前に何もなさす

ぎ。新しいお客さんを大事にするより、リピーターを大事

にした方がいいと思います。 

（兵庫県、女性） 

 

35.「永平寺門前にて」 

12 月 31 日は参拝が無料で、温かい生姜湯をいただけまし

た。永平寺門前駐車場がどこも有料で、無料化していただ

けると、何度も訪れたいと思うので、考えてみてほしいで

す。というか、客引きみたいな感じで手招きしている姿は

美しくありません。 

（石川県、女性） 

 

36.「越前市内にて」 

中津原地区“エコビレッジ”の取り組み、とても良かっ

た。 

（新潟県、男性） 

 

37.「福井駅のタクシーにて」 

私自身は福井市出身である。福井によく仕事で来るが、

タクシードライバーの接客が酷すぎる。以前、ワンメータ

ーの距離でお願いしたら「乗れ！」と言われた。今日もワ

ンメーターの距離ではあったが、荷物がトランクに入れて

あるのに、到着してもトランクを開けようとしない。タク

シー協会や組合は一体何をしているのか。国体も新幹線開
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業もあるのに、もっと本気になって本腰を入れないとダメ

だ。 

（不明、女性） 

 

38.「すまいるバスにて」 

終１本前のすまいるバスに乗ったときのこと。乗る際

の停留所に、運行時間通りにやってきたにもかかわらず、

ものすごいスピードで突っ込んできてバス停から離れた場

所で急停車。実際に乗っても、不安になるぐらいのスピー

ドで細い道や車の多い道を突っ込んでいくので大変怖い思

いをした。バスに限らず、公共交通機関の運転手は直接お

客様と接することはあまりないから、自分たちにおもてな

しは関係ない、安全・安心な運行をしていれば問題ないだ

ろうと思う人が多いと思う。もちろん、安全・安心な運行

が何より第一ではあるが、運転の仕方一つでも、思いやり

や、おもてなしの気持ちが乗客に伝わるんだということを

理解しながら運転してほしいと思う。 

（不明、女性） 

 

39.「福井市内にて」 

マイカーで福井に 10 回以上来ていますが、大名町の交差

点が解りづらくて困っています。県外者にも解り易くして

頂けたらと思います。 

（東京都、女性） 

 

40.「福井駅にて」 

駅前のお祭に電車で出かけました。8ヶ月のお乳を飲む子

と 2才になる子がいて、電車を見せたかったからです。案

の定、お乳をあげるのにお祭では無理だった為、駅員に尋

ねたら、多目的室を案内されました。トイレしかない所で

授乳ができるでしょうか？あなたならできるのか、同じ女

として考えてほしい。とても悲しい気分です。トイレで食

事が出来るのか？と腹立たしく思い、私はホームであげま

した。 
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もっと鉄道を利用してほしいなら、施設から見直すべき

です。人に優しい駅にして下さい。健常者ばかりではない

んですよ。そういう所から見直してください。子を持って

から分かったことです。あなたがたも、子どもを持ったら

この気持ちはわかるはずです。でも、子どもを電車に乗せ

られてよかったです。森田駅にもエレベーターがあるとベ

ビーカーを持たなくてすむので助かります。 

（福井県、女性） 

 

41.「ホテル周辺にて」 

日曜日の午後、ホテル周辺散策中に２台ほど接触寸前の

ハイスピード自転車がいた。加害者意識なし。「有識者、文

化人」に頼らず、自治体職員から対策をとって欲しい。た

まに行くから良くわかる。 

（東京都、男性） 

 

42.「敦賀観光案内所にて」 

5 月 11 日 AM11：40 すぎ案内所に人がいなくて困った。声

を出し呼びましたが、改善をしてください。呼び鈴を置く

ように考えて下さい。 

（群馬県、女性） 

 

43.「恐竜博物館にて」 

人というより建物が圧巻！大人でも楽しいミュージアム。

ただ、お土産が少し高いと思います。駅前の恐竜も鳴き声

付きで、福井の恐竜押しがよくわかりました。 

（岡山県、女性） 

 

44.「今庄３６５温泉やすらぎにて」 

季節がらスタンプ及びシールラリー等行っているが、受

付時 1つ 1つ確認しながらの行動は久々に嬉しく思った。 

9 月から 10 月にかけて県内 20 近くの施設を廻ったが、全

部とは言わないが、応対の質が下がってきている。 

（愛知県、男性） 
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45.「えちぜん鉄道にて」 

福井発三国行（11：39）何十年ぶりかで乗った電車、と

てもなつかしいものでした。若い女性の乗務員が花をそえ

ていました。しかし、何か案内（アナウンス）をしている

のですが、マイクに高い声がこもり、何と耳障りで、全て

何を言っているのか判りませんでした。ガタコトギシコシ

の音に消されて。何とかならないのかな！ 

（愛知県、女性） 

 

46.「東尋坊にて」 

連休中でとても人が多かったのですが、東尋坊は柵もな

く、小さなお子様方がかなり動き回っていて、足を踏み外

すのではないかととてもヒヤヒヤしてみていました。柵な

どつけたら景観をそこねると思いますが、危険と思いまし

た。同じツアーの男性がここで転んで骨折し、救急車で運

ばれ、途中で自宅へ帰りました。 

（東京都、女性） 

 

47.「福井県内にて」 

JR 越美北線で「青春 18 キップ」越前大野・九頭竜湖まで

行ってきました。越前大野駅では、市（観光課）のお出迎

えがありました。しかし、沿線のガイドマップや街ナビの

パンフ等駅にきっちり置いて欲しい（現在、まったく置い

ていない）。あわら湯のまち駅前の屋台村をもっとにぎやか

にしてほしい！！空店舗はみっともない！！ 

（大阪府、男性） 

 

48.「福井駅周辺にて」 

前回も感じたのですが、バス乗り場がわかりにくいと思

います。 

（岡山県、女性） 

 

49.「えちぜん鉄道にて」 

JR 特急サンダーバードとの接続について、行き帰りとも
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待ち時間が長く、せっかく新幹線在来線特急を利用して来

ても時間ロスが出る。えちぜん鉄道の福井発着時刻の見直

しが必要と思われる。 

（岡山県、男性） 

 

50.「福井県内にて」 

お土産にさば缶と思いましたが、地元ではなく、ノルウ

ェー産。なぜでしょうか。福井はさばと思っていたので残

念です。東尋坊の駐車無料の看板が、実際には買物、食事

で無料。看板表示勘違いします。 

（北海道、女性） 

 

51.「福井市内にて」 

一乗谷朝倉氏遺跡の紅葉を見に来ました。もう散った後

で残念でした。おまけに、連休のせいか食事する店がどこ

も休みで、期待してたカニも食べられずとっても残念でし

た。 

（岐阜県、女性） 

 

52.「福井駅周辺にて」 

駅前の恐竜を見て、福井市は恐竜に力を入れているのは

熱く感じましたが、福井駅周辺の施設の方や飲食店の方々

に、「どこか良い所はありますか」と聞くと、「恐竜博物館」

と言われる方ばかり。 

福井にはもっと良い所がありましたよ。越前そば、焼さ

ば寿司はどの店で食べてもおいしいですよ！頑張れ福井！

えちぜん鉄道 高！ 

（千葉県、女性） 

 

53.「東尋坊にて」 

東尋坊前のお土産物屋さんの街並みにがっかりしました。

和風というか、福井の民家が並んでいたら、どんなに素敵

でしょうか。雰囲気が台無し。 

（神奈川県、女性） 
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54.「宿泊先にて」 

山国の私は海の幸にあこがれ、しかもブランド越前ガニ

を楽しみにしておりましたが、いくらピーク時とは言え、

部屋、料理内容、金額のわりにひどかったです。帰りも流

れ作業的で、全然おもてなしとは言えませんでした。二度

と行きませんし、人に紹介も出来ません。 

（長野県、女性） 

 

55.「タクシーにて」 

タクシーで駅前から養浩館へ行ったら、遠回りされて少

し高くなりました。福井はそんな所ではないと思ったので

すが。 

（不明、不明） 

 

56.「敦賀駅のタクシーにて」 

駅からタクシーで気比神宮に行ったが、運転手は終始口

をきかず、しかも正面ではなく南口というところでおろさ

れた。理由があったのかもしれないが不愉快だったし、観

光客にとってはイメージが悪くなる対応だ。ほかの東尋坊、

休暇村、永平寺ではどこもよかったし、食べ物もおいしか

った。満足した福井旅行で唯一の不満です。 

（静岡県、女性） 

 

57.「福井市内にて」 

ホテルの従業員の方の対応はよかったですが、周辺の飲

食店の情報をもっと把握していて欲しかったです。 

（長野県、男性） 

 

58.「あさくら水の駅にて」 

あさくら水の駅は生鮮品が少なく期待外れだった。特に、

野菜・果物を充実させてほしい。 

（京都府、男性） 
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59.「一乗谷駅にて」 

かつて設置されていたレンタサイクルがなくなった。 

（千葉県、男性） 

 

60.「越美北線にて」 

福井－越前大野間の増便希望。 

（千葉県、男性） 

 

61.「福井駅弁当販売店にて」 

1 万円札を出したところ、おつりがないと言われ買えなか

った。 

（東京都、女性） 

 

62.「福井市内にて」 

福井⇔一乗谷間のバスの本数が以前より大分少なくなっ

ている気がする。 

（東京都、女性） 

 

63.「福井市内にて」 

福井駅からおさごえ民家園までバスの本数が少なく、や

むを得ず行きはタクシーを利用した。周遊バスのようなも

のがあると便利なのだが。 

（東京都、女性） 

 

64.「福井駅のタクシーにて」 

早朝、福井駅からタクシーを利用したが、支払い時 1万

円札を出したところ、おつりがないと言われ、やむを得ず

近くのコンビニで買物をして対応した。 

（東京都、女性） 

 

65.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

観光で行ったのですが、休みでとても残念でした。お正

月にも観光できると良いと思います。 

（埼玉県、女性） 
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66.「タクシーにて」 

大阪～鯖江（JR）特急券、グリーン券は 8,100 円だった

が、こちらに来てからのタクシー代が高い。鯖江～越前町

左右…8,300 円、鯖江～八ツ俣…約１万で、雪もないのに冬

期運賃はない！ 

（大阪府、男性） 

 

67.「福井県内にて」 

恐竜博物館、アクセス悪すぎます。満員バス苦しかった。

石垣の中に県庁、残念（お城でなくてもせめて公園を）。子

供達に雪を見せたかったので雨で残念、がっかり。雪の北

陸大好きです。 

（京都府、女性） 

 

68.「北の庄城址・柴田公園にて」 

城全体の地図（現状との比較）がほしい。その内容がわ

かる DVD を放映してほしい。福井城との関係がわかるよう

にしてほしい。今回のこの企画（レンタカーキャンペーン）

はおもしろい。 

（宮城県、男性） 

 

69.「法恩寺山有料道路にて」 

雪が少なかったのに、料金に除雪協力金をプラスされて

いるのが残念でした。スキージャム勝山のキッズパークの

入場券、保護者も払うのが何だかなーと思いました。子供

１人では無理なので考えてほしいです。 

（大阪府、女性） 
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平成２８年３月１日現在 


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



