
 

 

「観光おもてなし体験だより」のご紹介 

観光おもてなし市民運動推進会議 

 

福井市では、市内観光地等に「観光おもてなし体験だより」を設置し、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

温まる体験談を募集しています。平成 29年度に寄せられたお客様の声 256 件

の中から、一部を以下にご紹介します。 

ちょっとした心配りや声かけが観光客の方への「おもてなし」になることを

感じていただければ幸いです。 

 

親切編 

 

1.「ウェルカムセンターにて」 

会議前日の夕方に福井入りし、駅周辺の観光情報を得るた

め、ウェルカムセンターを訪れました。すると、職員の方が 1

時間ほどしかない夕食までの時間で回れる所を紹介してくれ

ました。さらに、翌日午前の観光コースまで懇切丁寧にアド

バイスしてくれました。その通り観光して、とても良かった

です。 

（秋田県、男性） 

 

2.「①駅の土産屋、②焼鳥屋にて」 

①目的のお土産が売れ切れだったところ、試食用をプレゼ

ントしてくれました。おかげで、沖縄の家族においしい福井

のお菓子を食べさせてあげられました。 

②焼鳥屋さんへ一人で入店して少しとまどっていたら、何

度も声をかけてくれたうえ、温かく福井の情報を教えてくま

しれた。 

（沖縄県、女性） 

 

 

 



 

 

3.「北の庄城址公園、一乗谷にて」 

雨のため道に迷いましたが、道行く人達が親切に案内して

くださいました。一乗谷の見学の時は、工事をしていた男性

に親切にしてもらいました。 

（大阪府、女性） 

 

4.「ウェルカムセンターにて」 

ウェルカムセンターの２名の女性の非常に感じの良い対応

に、福井に対しての思いがますます良くなり、冬には丸岡城

を訪ねたいと思います。 

（兵庫県、女性） 

 

 

5.「居酒屋にて」 

帰りに最敬礼で角を曲がるまで見送ってもらいました。す

べてのお料理がものすごく美味しかったので、感動しました。 

（神奈川県、女性） 

 

6.「ウェルカムセンターにて」 

大まかな計画を立てて出かけましたが、駅近くで、短時間

で観光できる場所やその他のお得情報、詳しい時刻表などを、

要領良く、てきぱきと教えて頂き、満足して帰宅しました。

ありがとうございました。 

（神奈川県、男性） 

 

7.「福井駅前にて」 

福井駅前で、落ちているつまようじ等のゴミを拾っている

高校生くらいの男の子を見かけました。駅は玄関口。きれい

でありたいものです。若い子が自主的にゴミを見つけて拾う

福井県の美しさ（心、外観）が伝わりました。 

（大阪府、男性） 

 



 

 

8.「ホテル内にて」 

自転車で日本を旅していたのですが、初めての福井には土

地勘がなく、どこに行けばいいか迷っていたところ、ホテル

のスタッフが、行きやすく、楽しそうな名所や飲食街を教え

てくれました。 

（京都府、男性） 

 

9.「えちぜん鉄道にて」 

乗客とちょっと間合いを取りつつ、その様子を見つつ、切

符販売事務にあたる姿が良い。地元の人達にべったりしてい

るわけでもなく、毅然として凛として業務に就いている。他

の都道府県にこの例は無い。 

（京都府、男性） 

 

10.「タクシーにて」 

タクシーで日本インカレ会場に向かいました。帰りも迎え

にきてくれるとのことで、連絡先を聞いて、送迎してもらい

ました。近い距離でも心よく送迎してもらえたことが嬉しか

ったです。会場の行き来に不安があっただけに尚のことでし

た。 

（愛知県、女性） 

 

11.「市内の温泉宿にて」 

夕食時に出してくださるお茶が、私は食事中は飲まないの

で冷めてしまいます。大抵は冷めたお茶を飲むことになるの

ですが、夕食の終わるころに暖かいお茶にとり替えてくださ

いました。 

（愛知県、女性） 

12.「ウェルカムセンターにて」 

バスの乗車まで時間があまり無いとき、ロッカーに案内し

てくださり、バス乗り場までついてきてくれました。その後

も、何度も帰りのバスの時間を確認してくれました。 

（東京都、女性） 



 

 

13.「そば屋にて」 

店の大将から、「福井では飲んだ後はラーメンよりそば、そ

ばの上には大根おろしが大量に載っている。東京と食文化が

違う。」という説明があり、よかったです。大将と店員はたぶ

ん 70代だと思いますが、元気に働くことが元気に生きること

であると感じ、たいへん良い旅行になりました。私は 57歳で

す。 

（東京都、男性） 

 

14.「旅館にて」 

福井のおすすめを詳しく教えていただいたり、宿で過ごし

やすいように色々お世話していただきました。我が家にいる

ようで、いい旅でした。 

 

15.「福井駅の中のコンビニエンスストアにて」 

息子と 2人旅で恐竜博物館に行った帰り、電車の待ち時間

にコンビニエンスストアでお土産や軽食を買いました。初め

ての地で、6才の息子が迷子にならないようにばかり考えてい

たところ、なんと、トランクをコンビニエンスストアに置き

忘れてしまいました。すると、コンビニエンスストアにいた

男子高校生が追いかけてきて、トランクを指して教えてくれ

ました。本当に感謝でした。 

（広島県、女性） 

 

16.「ウェルカムセンターにて」 

九州から来て、翌日以降の予定や、当日行ける場所、美味

しいお店などを丁寧に教えて頂きました。前回は仕事で来ま

したが、たくさんのすてきなポイントがあることに初めて気

づきました。またぜひ来ます。素敵なおもてなしをありがと

うございました。 

（宮崎県、女性） 

 

 



 

 

17.「越前新保駅にて」 

越前新保駅のホームで、福井行きの電車が来るのを待って

いたところ、勝山行きの電車の運転手さんがわざわざ窓をあ

けて、「福井行きですか？」と確認して下さいました。「はい！」

と答えると出発されたので、乗客のことをよく見ていらっし

ゃって、優しいなと思いました。 

（京都府、女性） 

 

18.「ウェルカムセンターにて」 

初めての福井で、調べてもわからないことがありましたが、

私たちのニーズにあった提案をして下さいました。要望と時

間と日程をあわせた、的確なアドバイスでした。いくつか質

問しましたが、にこやかに爽やかに対応して頂きました。 

（東京都、女性） 

 

19.「養浩館庭園にて」 

養浩館庭園はもちろん、歴史的背景まで詳しく説明してい

ただき、福井の歴史に興味が持てました。とても勉強されて

いるんだろうなと感心しました。他の観光地でもボランティ

アガイドさんに説明していただくことがありますが、一番素

晴らしかったです。 

（大阪府） 

 

20.「ウェルカムセンターにて」 

京福バスのフリーきっぷについて、行程を掲示してお尋ね

したところ、丁寧に計算して下さって、｢お得になります」と

説明してもらいました。おかげで悪天候のところ、料金的に

も利便性も合わせて快適な旅となりました。助かりました。 

（岡山県、女性） 

 

 

 



 

 

21.「ウェルカムセンターにて」 

一乗谷に行く予定で、JR福井駅に着いたのですが、一乗谷

に行く電車がありませんでした。あきらめようと思っていた

ところ、観光案内所が見つかりました。行ったところ、一乗

谷に行くバスを教えて頂き、帰りのバスであわら温泉駅にも

間に合うとの事も教えていただいたので、一乗谷に行くこと

が出来ました。 

（兵庫県、男性） 

 

22.「フレンドリーバスにて」 

フレンドリーバスにベビーカーで乗ったら、お年寄りの方

なのに席を譲っていただき親切でした。東京では優先席に座

った若い方さえ、知らん顔されるのが普通なのでびっくりし

てしまいました。 

（神奈川県、女性） 

 

23.「一乗谷朝倉氏遺跡にて」 

今回、夫の出張に同行し、1 人旅で福井観光に参りました。

少し心細かったですが、ガイドさんが明るくたくさん話しか

けてくれて、とてもステキな時間を過ごせました！ 

（山梨県、女性） 

 

24.「バス車内にて」 

一乗谷朝倉特急バス（京福バス）に乗車した際、流れたア

ナウンスがとても良かったです。親しみのある優しい男性の

声でわかりやすく、乗車してよかったです。また運転手さん

も親切でした。ありがとうございました。 

（群馬県、女性） 

 

 

 

 



 

 

25.「福井駅からホテル行く途中にて」 

駅からホテルまでタクシーに乗るには近いので運転手さん

に悪いと思い、雨の中、3泊 4日分の荷物を持って歩いていま

した。地図では目印がよく分からず、立ち止まってキョロキ

ョロしていたら、通りかかった人が声をかけて下さり、教え

てくださいました。大変有難かったです。 

（香川県、女性） 

 

26.「養浩館庭園にて」 

養浩館の受付の方が丁寧で親切でした。庭園内のボランテ

ィアのお話が良かったです。観光案内所の方の説明もわかり

やすくて良かったです。今回は時間が限られていましたが、

また来たいです。 

（東京都） 

 

27.「ホテルにて」 

前日の寒さ、睡眠不足による体調不良により、10時 30分頃

現地を出たので、ホテルへの到着が早まってしまいましたが、

その事を伝えると清掃を早めにしていただき、入室させても

らいました。 

（埼玉県、女性） 

 

28.「ウェルカムセンターにて」 

どういうコースで廻ればいいかとても丁寧に教えていただ

きましたので、効率的に(経済的なアドバイス、時間の使い方、

どういう経路で廻るのかのアドバイス)楽しく観光できまし

た。福井の人はどの場所でも優しく親切でした。ありがとう。 

（兵庫県、男性） 

29.「福井市内にて」 

大風が近づく雨の中、私一人のために市内案内をしてくれ

ました。歴史に疎い私にも、とても分かりやすく説明してく

れました。ありがとうございました。 

（千葉県、女性） 



 

 

30.「福井市にて」 

大変丁寧な接客、お声かけ等いただき、とても素敵な福井

観光となりました。私の周囲では考えられません。また機会

がありましたら是非福井市に来たいと思います。 

（京都府、男性） 

 

31.「一乗谷朝倉氏遺跡付近にて」 

車で遺跡へと向かっていたのですが、駐車場付近で念のた

め場所を確認をしたとき、場所はもちろんのこと、｢遺跡の方

へ行かれるなら山手の方の庭園跡へ上がって見られると景色

もいいですよ｣とアドバイスもいただきました。おかげでステ

キな思い出が出来ました。 

（京都府、女性） 

 

32.「福井駅喫茶店にて」 

台風 21号で土産物を持って歩けず、店で預かって貰いまし

た。電車が動かず、喫茶店で長時間過ごしましたが、親切に

していただきました。 

（山形県、男性） 

 

33.「福井にて」 

福井駅横のデパート 1階の福井のお土産フロアで、さば寿

司売場の方々に大変親切にしていただきました。美味しいさ

ば寿司を買えただけでなく、豆茶のお話や国体の話などをし、

温かい福井の方々に触れ、福井のイメージがアップしました。

来年の国体の成功をお祈りしています。 

（神奈川県、女性） 

 

34.「電車にて」 

九頭竜線のワンマン運転手さんが、乗客が乗ってくる度に

立ち上がって一礼していたのがとても印象に残りました。と

ても丁寧なお辞儀で素晴らしいです！！ 

（大阪府、男性） 



 

 

35.「養浩館庭園にて」 

台風で雨戸を閉めるなど、片付けに追われる中、案内して

くださって、初めての福井を良い思い出にすることができま

した。 

（神奈川県、女性） 

 

36.「福井駅周辺にて」 

台風だったので、ホテルからレンタカー会社までタクシー

に乗りました。道がわからず、なかなかたどり着けなく・・・

という中、運転手さんは｢申し訳ないね｣と途中でメーターを

止めて対応して下さったり、雨にぬれないようにして下さっ

たり、とても親切でした。 

（神奈川県、女性） 

 

37.「居酒屋にて」 

初めての福井。出張で来たのですが、夕方近くに着き、駅

前も暗くなっていました。ふと目について入ったお店で、バ

イトの学生 2人がとても気さくに接客してくれて、カウンタ

ーごしに楽しい福井県談話を楽しみました。とても楽しいひ

とときでした。 

（長崎県、女性） 

 

38.「えちぜん鉄道の勝山行、列車内にて」 

乗客に接する態度が大変丁寧で、好感がもてました。昔の

バスの車掌さんを思い出しました。機械化、自動化、無人化

が進む鉄道事業の中で、ローカル線の良さを実感しました。

えち鉄にまた乗りに来ようと思いました。 

（東京都、女性） 

 

 

 

 



 

 

39.「朝倉氏遺跡付近にて」 

朝倉氏遺跡あたりで、車で道に迷いました。ナビを頼りに

行きましたが、だんだん迷って道がわからなくなりました。

そんな時、町内の男の老人の方が自分の車を出して誘導して

くださり、分かる道まで案内してくれました。 

（兵庫県、女性） 

 

40.「ウェルカムセンターにて」 

初めての福井で、朝も早かったのですが、案内所に伺った

ら、ウォーキングのコースの楽しみ方や駐車場の案内、そば

大会の案内等、とても気持ちよく対応して下さいました。一

気に福井が好きになりました。歩いていても気持ちよく楽し

めました。ありがとうございました。 

（滋賀県、女性） 

 

41.「ウェルカムセンターにて」 

子連れでの旅行で、食事、アクセスを伺ったところ、とて

も詳しく丁寧に案内していただきました。夕食のお店も大満

足です。広島から来ましたが、また来たいと思う土地です。 

（広島県、女性） 

 

42.「福井、北の庄にて」 

ボランティアさんの説明がうまく、75分間では物足りなく

感じました。 

（茨城県、女性） 

43.「養浩館の北の団子屋にて」 

旅行中、団子屋さんで話がはずみ、ポストカードに、笑い

文字で｢よいたびを｣と書いていただきました。店員さんに、

｢お客様へプレゼントしたいので｣と名前を聞かれて答えたと

ころ、名前も素敵な笑い文字に変身。いただいたポストカー

ドを見ていると思わず笑いが・・・。額に入れて、我が家に

飾って楽しんでいます。 

（愛知県、男性） 



 

 

44.「そば屋にて」 

市内のそば屋さんで、あまりにも美味しくて缶のめんを買

いました。そこの主人から、サラダ風に生野菜など入れてぶ

っかけにしたり、あげたり、煮たりといろんなアレンジを聞

くことができました。 

（大阪府、女性） 

 

45.「ウェルカムセンターにて」 

限られた時間内で、多くの観光スポットを巡りたいという私

達のわがままなリクエストに応えて、最良のアドバイスをして

下さいました。お蔭様で 3度目の福井、今回も楽しめました。1

年で 3 度も観光で訪れた県は福井が初めてです。はまりそうで

す。 

（東京都、女性） 

 

46.「一乗谷朝倉氏遺跡行きのバスにて」 

福井駅東口 9：20のバスに乗りました。女ばかりの 6名の

団体です。高齢で足元がおぼつかない中、そしてみぞれ模様

の中、乗降りの際に、ゆっくりと声をかけ、次のバスの事ま

で考えて下さいました。ありがたかったです。 

（神奈川県、女性） 

 

47.「居酒屋にて」 

天候が悪く、観光を早めに切りあげて、ホテルの方に教え

ていただいた居酒屋へ食事に行きました。名物や観光地等々

訪ねると、来る店員さんが次々といろんな事を教えてくださ

り、楽しい会話と時間、食事ができました。友人も私もホッ

コリでした。 

（兵庫県、女性） 

 

 

 



 

 

48.「電車の中にて」 

納期遅れで伊勢から武生へ。急いでいた私は、重いダンボ

ール製品を持ち、作業着のまま電車に飛び乗りました。なぜ

か電車は混んでいて腕がパンパン。そこへ若いまだ赤ちゃん

を抱っこした女性から｢荷物ここへ置いて下さい。汗すごいで

すね｣と親切にしていただきました。 

（三重県、男性） 

 

49.「福井駅前にて」 

初めての福井で、買い物中に道に迷っていたところ、偶然

通りがかった女子高生に｢どうしました？｣と声をかけられま

した。京都では観光客だらけで迷っている人に声もかけづら

いですが、気軽に声かけしていただき嬉しかったです。 

（京都府、女性） 

 

50.「夕食時にて」 

たまたま入店し、となりの席になった高橋さんから、親切

に福井県内の観光地、土産品等詳しく教えていただき、楽し

い旅が出来ました。 

（広島県） 

 

51.「永平寺まで行くバスにて」 

永平寺町のお土産情報を教えて下さいました。永平寺に関

するお話も面白かったです。30分と短い時間でしたが、親切

な運転手さんのおかげでとても楽しい時間でした。 

（滋賀県、女性） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

苦情・残念編 

 

52.「福井市内にて」 

毎年家族で越前がにを食べにきています。車で来ていますが、

福井はいつも運転マナーが悪くて不愉快です。今年はたった１ｋ

ｍの間に、同じ車にクラクションを何回も鳴らされました。私た

ちの前を、高齢者が運転する車が走っていたため、ゆっくり慎重

に運転していたのです。最後には、その車が猛スピードで横を追

い抜いていきました。 

 

53.「ホテルにて」 

フロントの女性スタッフの対応が、不親切で愛想がよくな

かった。別のスタッフもエレベーター内であいさつもなく背

を向けてスマホをしていました。 

（神奈川県、女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


