インバウンド

最前線

6月〜
8月期

案内所来訪、8月に過去最高

日本政府観光客（JNTO）によると、６〜８月期における訪日外客
数は、いずれも過去最高を記録し、引き続きインバウンド需要の好調
さを示しました。要因としては、航空路線の新規就航や増便、拡充な
どのほか、継続的に展開している訪日旅行のプロモーションが一定
の効果を出している、としています。また、大阪府北部地震や７月の

7・8 月 は 中 国 来 客 2 ,0 0 0 人 超

豪雨等の影響により、これまで訪日者数の伸びをけん引してきた東
アジアの一部が鈍化したことも報告されています。
一方、国内同様、鎌倉でも中国旅行客の案内件数が顕著で、統計
で３カ月にわたりトップを推移しており、他国の追随を許さない状況
となっています。

【6月】

4月、5月と比較し、外客ビジターは減少したものの、前年比で大幅増となりました。特に中国
と米国が群を抜き、3位以下に大きな差がつきました。一方、鎌倉への来訪が安定して多いス
ペイン、フランス、イタリアなどの欧州からの客数は他月に比べて少なくなりました。また、日
本人と異なり、紫陽花目当てで来訪する外客は少ないものの、韓国、中国、台湾などから訪れ
る観光客の中には、紫陽花を目当てに来訪するケースも見られました。
当案内所開所以来、今年４月に続き、2度目の外客訪問客総数1万人超を記録。圧倒的に多
かった国は中国人の2,110人で、初めて単月の来訪が2,000人を超えました。また、夏の訪れと
ともにレンタサイクルやマリンスポーツについての問い合わせが急増。ほか、ベジタリアンレ
ストランの場所や資料の有無についての問い合わせが多く、ヴィーガン、ハラール対応に関
する案内も非常に多い印象でした。
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外国人 前年比 外国人 前年比 案内件数 前年比

6月
7月
8月

（件数）

【日本人含】

（％）

7,256 147.6

26,892

88.0

127.6 10,427 143.7

17,083

84.2

19,332

103.2

4位

5位

（％）

（人）

（％）

3,562

138.6

4,544
4,701

121.0 11,050 138.9

訪日外客 国別比率(案内所利用者）
H30
6月

【8 月】

外客訪問客総数が今年度3度目となる1万人超え、開所以来、単月で過去最高数を記録。また、
4日間にわたり外客案内件数が200件を超えました(8/10, 8/11, 8/13, 8/14)。国別では、中国
が2,000人超と特出しており、続いてスペイン、イタリア、フランスからの訪問客も1,000人以
上の来客がありました。ほかに、アフリカからは11ヵ国より31人の来所があり、他月に比べ増
加傾向にありました。

7月

8月

金】 時給1,060円（交通費支給・上限あり）

【 勤務時間】 9：00〜19：00（10月から3月は18：00まで）の間で、３〜７時間程度 ※残業あり
【 応募資格】 日本語及び英語での案内業務ができる方。日本語及び英語のほかにスペイン語・
フランス語・中国語・韓国語等（日常会話程度以上）できる方優遇。国籍不問。

2位

3位

中国
1,721人

アメリカ
1,028人

台湾
534人

中国
2,110人

アメリカ フランス スペイン
1,111人 1,031人 1,006人

中国
2,071人

スペイン イタリア フランス アメリカ
1,805人 1,452人 1,155人
900人

フランス スペイン
376人
348人
台湾
809人

（20.2％） （10.7％） （9.9％） （9.6％） （7.8％）

（18.7％） （16.3％） （13.1％） （10.5％） （8.1％）

【 募 集目的】 鎌倉市観光協会の観光総合案内所で、国内外から訪れる観光客を対象に案内業
務ができる方を募集します
（2名程度）
。
【 勤 務 地】 鎌倉市観光総合案内所（JR鎌倉駅東口）

1位

（23.7％） （14.2％） （7.4％） （5.2％） （4.8％）

鎌倉市観光総合案内所嘱託職員（パート職員）募集要項

時間変更のお知らせ
ＪＲ鎌倉駅東口みどりの窓口横にある
鎌倉市観光総合案内所の開所時間が10
月1日から変更となります。変更となる期
間と時間は下記の通りです。業務内容
は変わりません。ご利用、ご案内の際に
はご注意のほどお願いいたします。

長谷寺 で 楽しむ紅葉ライトアップ（夜間特別拝観）

【 採用時期】 平成30年12月１日（土）から（３カ月試用期間）
【 募 集期間】 平成30年10月１日（月）から10月22日（月）まで
【 提出書類】 履歴書・職務経歴書・
「鎌倉の観光」を題した作文（400字程度）

長谷寺で11月23日（金・祝）から12月9日（日）まで、今年も紅葉ライトアップ（夜間特別拝観）が実施されます。地元はもちろん、

【 応募方法】 下記宛てに郵送（直接持参の場合は、8時30分から17時15分までの間）
公益社団法人鎌倉市観光協会 〒248-0012 鎌倉市御成町1−12江ノ電ビル4F
【 問 合 せ】 公益社団法人鎌倉市観光協会事務局 担当：小池、花岡
TEL 0467−23−3050（平日の8：30〜17：15）
※詳しくは、当協会HP（http://www.kamakura-info.jp/）まで

秋号

案内所利用者状況

【7 月】

【賃

2018 年

観光客にも人気の高いイベントで、日中とは違う幻想的な雰囲気が堪能できます。
【開所時間】 4月〜9月 ⇒ 9：00〜19：00
10月〜3月 ⇒ 9：00〜18：00

平日は日没〜18時閉門（18時半閉山）、土・日・祝日は日没〜18時半閉門（19時閉山）。問い合せは☎0467-22-6300 長谷寺まで。
※拝観料は大人300円、小学生100円。※悪天候等の理由により中止の場合有。通路での三脚使用は不可。

鎌倉といえば…

2019年版カレンダーが完成

81世金春宗家が市長表敬訪問

当協会が毎年作成している2019年版カレンダーが完成しま
した。恒例の「鎌倉年中行事」や「花暦」も掲載。自宅用はもち

9月18日、
「第60回鎌倉薪能」
（10月5日〜7日／鎌倉宮）
を前に、
出演者である金春流

ろん、知人へのプレゼントとしてもおススメです！

81世宗家の金春憲和師と鎌倉薪能の総合プロデュースを務める山井綱雄師、主催

1部1,200円（税込）。当協会、書店、コンビニエンスストア等

者を代表して鎌倉市観光協会の大森道明会長の3名が松尾崇市長を表敬訪問。

で販売しています。取扱店等の詳細は、協会ホームページ、

今回で60回を迎えることができた感謝の意を述べるとともにと、自然災害に見舞

またはお電話にてお問合せを。

われた被災地に向け、天下泰平を祈る「素謡

【掲載写真】

１〜２月：フォトコンテスト入選作品「ハツヒノデ」／３〜４月：第60回鎌倉
まつり「流鏑馬」／５〜６月：フォトコンテスト入選作品「蒼い雪崩」
（長谷寺
のアジサイ）／７〜８月：フォトコンテスト入選作品「夏のすがすがしい朝」
（妙本寺のノウゼンカズラ）／９〜10月：第59回鎌倉薪能 (金春流 融)／
11〜12月：フォトコンテスト入賞作品「秋燃ゆる」(長寿寺の紅葉)

鎌倉彫会館が50周年

江ノ電沿線まち歩き

現在、鎌倉には、鎌倉市と当協会とで2つのホーム

江の島を中心に11月4日（日）まで行われる

ページが併存しており、観光客が観光情報を調べる

イベントの祭典「江ノフェス」。その連動企画

際、情報発信ルートが分散してしまいます。このよう

として行われる「江ノ電沿線まち歩き」が同

な状況を鑑み、観光情報の集約と情報発信力の強化

時に開催されています。これは、江の島〜鎌

を図るため、今年度末を目途に、両ホームページを統

倉までの江ノ電沿線沿いに設けられた4つの

合し、最新のトレンドを取り入れた観光客が情報を調

お散歩コースのフォトスポットで写真を撮影

べやすいホームページへのリニューアルに向けて調整

する（1ヵ所でOK）と「江ノフェスオリジナル

しています。作成業者は当協会の希望を取り入れた仕

タオルハンカチ」がもらえるというもの。

様で市が公募、選定した業者となります。今後は、市、

①湘南FUJISAWAコンシェルジュ（9~17時）

当協会、業者の3者間で内容についての協議を行い、

②藤沢観光センター（8時半〜17時）

新サイトを公開に向けて準備していく予定です。今後

③鎌倉市観光協会（9時〜17時）の3カ所が

の展開については、協会ホームページ、または会報誌

記念品交換場所となっています。詳しくは

等で周知していきます。

江ノフェスＨＰ（www.enofes.com）で。

協同組合により建設された「鎌倉彫会館」。10月29日（月）より、創立50周
年を記念した企画展「鎌倉彫〜昭和を駆け抜けた工人たち」が同会館3

11月4日まで

左より大森会長、金春宗家、松尾市長、
山井師

市が協賛店を募集

800年続く鎌倉の伝統工芸「鎌倉彫」の活動拠点として1968年、鎌倉彫

鎌倉の魅力満載のカレンダーに

ホームページをリニューアル

翁」を披露しました。

階の鎌倉彫資料館にて開催されます。

〜パーク＆ライド、鎌倉フリー環境手形〜
鎌倉市では、鎌倉地域の交通渋滞改善に向けた取り
組み「パーク＆ライド」
「 鎌倉フリー環境手形」の協賛店
の募集を行っています。協賛店になると、両施策のパン

同展では、会館設立と初期の活動に尽力

フレットに店舗名等の名称が無料記載されるほか、来店

した7名の作家に焦点を当て、約30点の名

特典の付与、地域貢献のＰＲなどができるとのこと。

作・資料等を紹介します。同会館の後藤尚

申し込み、詳細は、鎌倉市共創計画部交通政策課

子館長は「節目を迎え、先人たちの偉大な

☎0467-23-3000

力を改めて感じます。伝統工芸を継承する

内線2510・2511まで。

E-mail：koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp

難しさはありますが、鎌倉彫の良さを身近
に感じてもらえるよう積極的に活動してい
きたい。これを機会に多くの方に足を運ん

鎌 倉 ぶ らっと
食べある記

でいただけたら嬉しい」と話しています。
展示は12月16日（日）まで。☎0467-25-1500

日本遺産サミットに参加

北鎌倉茶寮
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幻董庵

日本遺産認定地域が集う「平成30
年度日本遺産サミットin高岡」が9月
22日、23日、富山県高岡市で開かれ、

日独モノレールの架け橋に！

交通安全を呼びかけ

湘南モノレールは 、ドイツの「 ヴッ
パータール空中鉄道」と9月13日、
「姉
妹懸垂式モノレール協定」を締結し
ました。この締結に先駆け、大船駅
構内で8日、記念ヘッドマークの贈呈
式が盛大に行われ、両社の関係者が
出席するなか、2018ミス鎌倉の3人も
お祝いに駆け付けました。贈呈式に
参加したコーリア留奈は「小さい頃から馴染みのあったモノレールさんの贈呈式に
参加できて嬉しかったし、貴重な体験となりました」と話しました。

JR鎌倉駅東口で9月27日、大森会長とともに
田中紅音が秋の全国交通安全運動に参加。
市民、観光客らに交通事故防止のPR！

鎌倉野菜と県産酒をPR！

20
18
年
11月9日に鎌倉プリンスホテルで開か
ミス
れる鎌倉酒販協同組合、鎌倉小売酒
鎌
が
行く！！ 倉
販組合主催の「鎌倉野菜と神奈川県
産酒の夕べ」のPRとして、9月20日、
コーリア留奈、梅田すずの2名が鎌
倉税務署、鎌倉市役所を訪問しまし
た。市役所では記者発表に参加し、
「地元の鎌倉野菜と県産酒の美味し
さをじっくりとお楽しみいただきたい
です」などと呼びかけました。
コーリア留奈

鎌倉市職員とともに当協会からも2
名が参加しました。会場では、ブース
を設け、
「 かまくら推奨品」を中心と
した物販を行ったほか、鎌倉のPR動
画などを流し、来場者と交流を図り
ました。また、日本遺産連盟の総会
などにも出席し、見聞を広めました。

新 会員のみなさんです！
業種

店名・会社名

住所

ゲストハウス 株式会社グローバルフィールド 鎌倉市常盤401

梅田すず
田中紅音

小売

三本コーヒー株式会社

横浜市神奈川区金港町
6-10

旅行業

フリースタイル

東京都八王子市本町
7-18-405

笹徳印刷株式会社

横浜市西区高島町2-3-22
横浜OTビル8階

印刷

会員さん募集中！

1ヶ月2,000円以上（1口200円で10口以上）

北鎌倉の閑静な住宅地にひっそり佇む
「幻董庵」
。
築100年という風情ある建物は、かつて大船に松竹の
撮影所があった頃、監督や俳優さんらの迎賓館として
使われていたとか。そんな極上空間で味わう懐石料理
は厳選素材で仕上げた逸品ばかり。器や料理の盛り
付けに至るまで美しい“和の世界観”を存分に演出す
る。また、近年は口コミや紹介で来店する外国人旅行
者のお客様が増加しており、
「食」の面からも古都鎌倉
の魅力を感じさせてくれる。
全てコース料理で昼は3,800円〜、
夜は9,000円〜。
住所／山ノ内823 北鎌倉駅徒歩8分
営業時間／昼12:00〜／13:00〜 夜18:00〜22:00（LO20:00）
電話／0467-43-5695 定休日／月曜（祝祭日除く）

編集後記
9月に江の島で開催されたセーリングワールドカップ。５０ヵ
国の参加とあって、競技会場は白熱していました。いよいよ来
年はラグビーワールドカップ、そして翌年は五輪イヤー。国際
競技による観光客の波も本格化していきます。

