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中国からの来客、前年比170％超で推移
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欧米系の増加はクルーズ船も影響

日本政府観光局（JNTO）によると、これまで順調に増加傾向
をみせてきた訪日外客数が９月には台風や北海道地震の影響に
より、前年同月比で約１２万人の減少（5．3％減）となり、5年8ヵ月
ぶりに前年同月を下回ったことが報告されました。10月に入ると
自然災害による影響が薄れたほか、欧米豪における大型クルー

新春号

ズ船の寄港などが後押しし、
再び堅調な伸びをみせました。
一方、鎌倉におけるインバウンド需要は相変わらず好調。国内
の動向同様に、欧州圏のクルーズ船寄港による鎌倉来訪も影響
し、各国で増加傾向となりました。中国人の来所は前年9~11月比
で平均175％増と、驚異的な伸びを示しています。

kamatabi

発行人：大 森

会報
道 明

〒248-0012
鎌倉市御成町 1-12
T E L：0467-23-3050
FAX：0467-22-3516
制作：㈱さんこうどう
http://www.kamakura-info.jp

【9月】

訪日外客案内件数は昨年同月比で約22%増加、人数は約34%増加。
前月までと比べて西欧からの訪問客数が減少傾向にある一方で、アフリカからの訪問が
目立っています。また、中秋節と国慶節による中国、台湾等の方の来訪が増えるかと思われ
ましたが、特段大きな変化は見られませんでした。

【10月】

訪日外客案内件数は昨年同月比で約9%増加、人数は約29%の増加。前月と比較すると、
1位の中国以下の訪問客数はほぼ横ばいですが、アメリカやフランスからの訪問客数が急
増しました。また、他月に比べ、ヨーロッパからのツアー客や、北米からのクルーズ船の乗
客が多く訪れました。

案内所利用者状況
H30 外国人 前年比 外国人 前年比 案内件数 前年比
（件数）

訪日外客案内件数は昨年同月比で約7%増加、人数は約16%の増加。前月と比較すると、
約2,500人の減に。特に米国と欧州からの訪問客数が減りました。一方で、シンガポール、
マレーシア、フィリピン等、東南アジア諸国からの訪問客数は増加しました。11月に入ると、
訪日外客から紅葉の質問が急増し、紅葉への関心の高さを感じました。

（人）

（％） 【日本人含】 （％）

9月

3,756 121.7 8,015 134.2

18,119

89.0

10月

4,539 109.2 9,495 128.8

24,878

87.6

11月

3,428 106.8 7,008 116.4

26,703

90.9

訪日外客 国別比率(案内所利用者）
H30
9月

【11月】

（％）

10月
11月

1位

2位

3位

中国 アメリカ スペイン
1,465人 870人
786人

4位

5位

台湾
425人

フランス
418人

（18.3％）（10.9％） （9.8％） （5.3％） （5.2％）

中国 アメリカ フランス スペイン
1,485人 1,236人 882人
876人

ドイツ
500人

中国 アメリカ フランス スペイン
1,119人 1,010人 511人
445人

タイ
381人

（15.6％）（13.0％） （9.3％） （9.2％） （5.3％）

（16.0％）（14.4％） （7.3％） （6.3％） （5.4％）

日本の歴史文化を知るきっかけに

Baggage Keeping Service
いざ！手ぶら観光
荷物預かり600円〜
9:00〜17：00まで協会事務所にて
平日・土日祝日も承ります！

タリーズ×観光協会のコラボ実現
店内でフォトコン入賞作の展示＆募集
1月31日（木）まで作品募集をしている「鎌倉」プロモーションフォトコンテスト2019を広く
知ってもらいたいと、このほど、タリーズコーヒー鎌倉鶴岡八幡宮前店（雪ノ下1-8）と連携
した事業展開に着手しました。
地域密着を掲げる同店では、昨年11月より、店内において前回の入賞作品25点を展示する
一方で、プロジェクターを使うなどして作品募集を試みています。立地柄、初詣客の多い同
店で、参拝帰りにゆったりコーヒーを飲みながら鎌倉写真をご鑑賞いただければ幸いです。
協会HP特設サイト（www.kamakura-photo.org/contest）。

鎌倉といえば…

25

点が一堂に

「『日本人は皆ハンコを持っていますよ』と海外の方に話すと非常に驚いて、ハンコに
興味を持ちます」。そう笑顔を見せるのは、御成町に店を構える「鎌倉はんこ」の月野店
主。日本では公文書をはじめ、生活のあらゆる場面で使われるハンコによる証明文化
が数千年前より息づいていることにとても驚くとか。
月野さんは祖父から３代続く印章業の家系。ハンコの持つ歴史的背景や価値を海外
の観光客にも伝えたい―そんな思いでインバウンド向けの英字パンフレットを作製。
日本・鎌倉における印鑑のストーリーから始まるパンフは、商品の紹介というより、歴史
や文化の解説要素が濃く、見応えがあります。
「ハンコは分身とか、身代わりという意味合いを持ち、押印した瞬間に紙の上で生き
るもの。ハンコとの出会いが日本の伝統文化を知って頂くきっかけになれば」。店主の
思いが詰まったパンフは同店や観光協会等で配布しています。
◆鎌倉はんこ（鎌倉市御成町5-6） 電話 0467-37-9297

かながわの景勝50選にも選ばれている「光明寺裏山の展望」
（光明寺提供写真）

店内には入賞作品

パンフレットを手にする月野店主

「鎌倉はんこ」が訪日客向けパンフ作成

新 年のごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。
昨年は当協会の社団法人化30周年の年に当たり、
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持 続 可能な観 光 地に向け
経産省 マスタープラン整備事業

昨年は皆様も肌で感じられて
いると思いますが、前年に比較し

また鎌倉まつり、花火大会、薪能、
それぞれ節目年の開

て外国からの観光客の方々が鎌

催となりましたが、
お陰様で無事終えることができました。

倉に来られております。
そのような

これもひとえに会員皆様をはじめ、多くの関係各位の

環境の中、由緒ある神社仏閣そし

方々のご協力の賜物と、厚く御礼申し上げます。特に鎌

て鎌倉の伝統文化である鎌倉彫、

倉まつりにおいては、源頼朝公を顕彰するまつりにすべ

流鏑馬をはじめ、
この街の素晴ら

く、新たな内容で開催させて頂きました。今年度からは

しさを訪れる多くの方にご紹介し、
より一層の街の発

頼朝公が開いたこの街の由来や史実、
そしてご功績等、

展の一助になればと思います。毎年多くの方により物

まだまだ知られていない事柄を市民はじめ多くの方を

心両面にわたりご支援ご協力を頂戴しておりますが、

対象とした講演会を継続して開催する初年度にしたい

本 年も同様お力添え賜ります事をお願い申し上げ、

と考えております。

年頭のご挨拶とさせていただきます。

経済産業省が推進する「平成30年度観光地マスタープラン」策定
事業。当協会は同事業の支援を受け、市の総合計画や都市計画と
連携した、持続可能な観光地づくりに着手しています。具体的には、
積年の課題となっているオーバーツーリズムの解消や、消費拡大に
よる地域経済への貢献を目指すものです。

伊勢市観光協会で観光施策についてヒアリング

同プラン策定の一環で11月21日、22日には、交通対策をはじめと
する先進事例の視察として、伊勢市を訪問。伊勢市観光協会や伊
勢まちづくり㈱、伊勢市役所等のコアメンバーとの意見交換を行い、
伊勢市における観光の現状、DMOの事業展開、TDM（交通需要マネ
ジメント）実験の成果など、多岐にわたり貴重な話を聞くことができ
ました。
今後は鎌倉市における観光課題の整理、将来ビジョン（方向性）
などを精査し、引き続き観光関連産業の活性化に向けたプランの
作成に取り組んでいきます。

鶴岡八幡宮直会殿にて会員のつどいを開催
鎌倉市観光協会の会員相互の情報交換、懇親を深める場として毎年
開催している「第12回会員のつどい」。今年は2月6日（水）の午後6時から、

観光地の景観形成に取り組んだ
「おはらい町」

“鎌倉の顔”として魅力発信
〜ミスコン

1月31日まで募集中〜

T-CATで鎌藤協議会が観光PR

鶴岡八幡宮の直会殿にて実施します。会員の皆様のご参加を心よりお待

1月5日〜31日まで

ちしております。

鎌倉、江の島を一体とした魅力ある観光地づくりを図る「鎌倉藤沢
観光協議会」は、成田空港や羽田空港へのリムジンバスが発着する

鎌倉紅谷カフェ「Salon de Kurumicco」

観光ＰＲを行います。期間は1月5日（土）〜1月31日（木）までの約1ヵ月
で、各週末、祝日に催しを開催します。
同スペースは「毎日が旅行博」をテーマとして掲げ、全国の観光地と

平塚の織り姫らとともに県外キャンペーン！

連携した様々な企画を実施。催しは、協議会会員である当協会のほか、
鎌倉市、藤沢市、藤沢市観光協会、江
ノ島電鉄㈱、湘南モノレール㈱らが協

しっとり食感が
くせになる
「フロマージュ浮島」

力し、ワークショップや写真撮影会、
ＶＲ体験等を行う予定で、バス利用客
2018ミス鎌倉（長寿寺）

と き

や周辺住民らに向けて両地域への来
訪促進を図ります。

鎌倉の観光振興を目的に各所でＰＲ活動を行う
島根のゆるキャラと記念撮影！

笑顔でけんちん汁を振舞い

開催前、張り切るミス3人

vol.6

T-CAT（東京シティエアターミナル／東京・日本橋）イベントスペースで

2018年 ミス鎌倉 が行く！！
神奈川県への誘客を目的と
した観光キャラバンが10月31
日に静岡市駿 府城公園で開
かれ、2018ミス鎌倉のコーリ
ア留奈が参加。
「大道芸ワール
ドカップ」への出展を行うとと
もに、湘南ひらつか織り姫、箱
根登山鉄 道㈱と一緒に地元
新聞社、テレビ・ラジオ局など
の表敬訪問をしました。

鎌 倉 ぶ らっと
食べある記

「2019ミス鎌倉コンテスト」の募集が1月31日（木）

新 会員のみなさんです！

まで行われています。今回で35回目。
11月25日、今年初めて催さ
れた「建長まつり」にミス鎌倉
の3人がゲスト出演 。当日は
芋煮で有名な山形県の大鍋
に具だくさんの「けんちん汁」
5,000食が用意され、3人は楽
しみに訪れた市民、観光客ら
に温かいけんちん汁を手渡し
しました。

応募は県内在住の18歳〜27歳までの女性が対
象（高校生不可）。書類選考を経た後、2月14日に北
鎌倉の浄智寺で予選会、3月6日に北鎌倉の長寿寺
で本選審査が行われ、3名が選出されます。ミス鎌
倉になられた3名は4月14日の鎌倉まつりにてお披
露めが予定されており、その後、市内外での行事な
どに参加します。
詳しい内容については、当協会ＨＰでご確認くだ
さい。チラシは、観光案内所や協会事務局にて配
架しています。

業種

店名・会社名

住所

人材派遣業

株式会社TEI

東京都港区芝1-5-12

レンタル

きものレンタルwargo
鎌倉小町店

鎌倉市小町1-5-13

インターネット・
株式会社トクバイ
メディア
旅館業

KIYAZA 鎌倉 RESORT

会員さん募集中！

東京都渋谷区渋谷3-3-2
渋谷ＭＫビル4Ｆ
鎌倉市材木座5-5-13-1

1ヶ月2,000円以上（1口200円で10口以上）

「いい時間 過ごそう 鎌倉紅谷」
をテーマに、
昨年１０
月末にオープンしたばかりの話題のお店。鎌倉土産の
大定番となっているクルミッ子をコンセプトにしたデ
ザートやドリンクが楽しめるカフェとして地元のファン
はもちろん、
観光客も訪れる。
スペシャリテは
「クルミッ
子パフェ」。くるみ・キャラメル・サブレなどそれぞれの
素材の要素を最大限に生かした自信作。
また、
見た目も
可愛いチーズケーキ
「フロマージュ浮島」
も人気。
新たな
クルミッ子の世界で贅沢な時間を過ごしてみては。
住所／雪ノ下１-１２-４ 鎌倉紅谷八幡宮前本店2階
営業／9:30〜17:00（平日）、9:30〜17:30（土日祝）※L.O.は共に閉店30分前
電話／０１２０-３６-９６３５ 定休／年中無休

編集後記
いよいよ平成最後の年に突入です。訪日外客数同様に、鎌倉
市（観光案内所）を訪れる訪日外客数も過去最多の更新続き。
2019年は日本にとっても、鎌倉にとっても躍動の年になりそう
です。本年もよろしくお願いいたします。

