インバウンド

最前線

12月〜
2月期

中国からの来鎌、3ヵ月トップに

日本政府観光局（JNTO）によると、航空路線の拡大やクルー
ズ需要の増加、さらには各国での訪日プロモーションの効果等
もあり、訪日外客数は好調に推移しているようです。特にアジア
圏においては、昨年1月末にあった旧正月休暇が今年は2月へと
変動した影響が大きく、中国をはじめ、シンガポール、マレーシア、
香港、韓国、インドネシア、台湾などの訪日外客が目立ちました。

2月の旧正月休暇も後押し

一方、鎌倉市でも国全体の動きと同様、アジア圏からの来訪が多く、
観光案内所での案内件数も顕著に伸びました。中国からの来客数は12
月〜2月で3ヵ月間トップを維持。また、鎌倉では比較的目立たなかった
韓国からの来客も、この間は上位を占めています。昨年と統計上で比較
すると、
欧州からの来客は微増、
アジア圏からの来客が急増しており、
鎌
倉におけるインバウンド全体の数値も変化の兆しを見せているようです。

【1月】

RWC 英・豪公式旅行代理店視察に協力
「ラグビーワールドカップ2019日本
大会」を翌年に控え、観戦券付き旅行
商品を扱う英国、豪州の各公式代理
店（OTA）の招請旅行（ファムトリップ）
が1月16日、2月1日の2日間、鎌倉市内
で行われました。当協会としては県の
ハンコ作りを体験するOTAスタッフ
依頼により、視察地との交渉および、
当日のアテンドに協力。精進料理や日本の伝統文化が体験できる施設や
店舗を紹介したところ、
「鎌倉ならではの体験ができる」
「団体受入れ体
制が整っており、商品造成が可能」などと概ね高評価を得られました。
世界の富裕層が来日するというRWCですが、
すでに訪日時の過ごし方
については各社具体的な取り組みが始まっています。準決勝、決勝は鎌
倉に隣接する横浜市になりますので、具体的な本市の観光プロモーショ
ンが重要となります。

鎌倉といえば…

（件数）

12月

2,094 174.9 4,029 171.9

16,040

94.2

1月

1,791 126.0 3,540 125.4

16,906

94.7

2月

1,931 144.4 3,872 147.4

15,373 102.0
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訪日外客 国別比率(案内所利用者）
H29
H30
12月

1月と比べ外客訪問総数は約300人の増。旧正月／春節の影響もあり、東アジアからの訪問
客が特に目立ちました（最多日は17日で中国・韓国・香港合計78人）。また、東京マラソン(2月
25日)に合わせて訪日し、その前後に鎌倉を訪れる外客からの相談も多かったです。一方、欧
州からのお客様は旧正月後に増加し、
「プランを練らずとりあえず鎌倉に来てみた」という旅
行者が増えました。

公 益 社 団 法 人 鎌 倉市観光協会

日の流鏑馬

【2月】

H29
H30

〜

1月に入ると、前月に多く訪れたシンガポールやマレーシアなど、東南アジアからの来客が減
少する一方で、中国、韓国、米国、オーストラリアなどからの来客が増加傾向となりました。そ
の結果、1月の外客訪問総数は約500人減となりました。また、初詣客で賑わう鶴岡八幡宮を
回避し、混雑していない社寺への訪問を希望するお客様も目立ちました。

Vol.4

案内所利用者状況
〜

12月になると、日本人旅行者同様、紅葉目的の外客が減少し、訪問数そのものも前月に比べ
約2,000人の減少となりました。具体的には、通常鎌倉に多く訪れるスペインやフランス、ドイ
ツなどの来客数が大きく減少。クリスマスの頃まで減少傾向は続き、その後大晦日にかけて
は増加傾向となりました。また、ほとんどの国からの訪問客数が前月を下回ったなかで、シン
ガポールからの訪問客数は前月比約100人増となりました。

春号

勇壮な演武がみられる

【12月】

2018 年

1月
2月

1位

2位

3位

4位

5位

中国
569人

アメリカ
501人

タイ
278人

シンガポール
256人

台湾
245人

中国
587人

アメリカ
512人

韓国
235人

オーストラリア
234人

タイ
211人

中国
839人

アメリカ
431人

台湾
313人

韓国
280人

スペイン
218人

（14.1％）（12.4％） （6.9％） （6.4％） （6.1％）

（16.6％）（14.5％） （6.6％） （6.6％） （6.0％）

（21.7％）（11.1％） （8.1％） （7.2％） （5.6％）

エグゼクティブ対応の通訳育成に着手
来年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催を目前に控え、鎌倉を訪れる外国人
旅行者（インバウンド）の増加は必須な状況です。そして、鎌
倉の歴史や文化などに精通した者による外国語を用いた観
光案内は、おもてなしをする上でとても重要な要素のひとつと
なります。そんな中、当協会としては、鎌倉を訪れるインバウン
ド、とりわけエグゼクティブ（富裕層）観光客のご要望にきち
んと応えられる通訳の育成に
取り組み始めております。
3月には研修としまして、
「歴
史」
「おもてなし」
「鎌倉彫」
「座
禅体験」等のテーマを設け、そ
れぞれ専門の講師を招いた講
習会（＝写真）を実施しました。

第 6 0 回 鎌 倉まつり いよいよ開 幕！
1959年から続く「第60回鎌倉まつり」がいよいよ開催されます。古都鎌倉ならではの格式の高い行事の数々が4月8日（日）
から21日（土）まで市内各所で行われます。
若宮大路での「行列巡行」を皮切りに、2018ミス鎌倉のお披露め、
「 静の舞」、さらに被災地復興支援事業「流鏑馬」などが執
り行われます。また、野点席（無料）や、伊豆の国市の子ども創作能、義経まつりなどもぜひこの機会にご堪能ください。
日程等の詳細は、協会ＨＰ（http://www.kamakura-info.jp）をご覧ください。

ハンディ

30年度事業計画、予算案など可決
平成29年度
総

額

スマートフォン
「handy」

理事会
公益事業

鎌倉市観光案内所では2月中旬より3月末までの間、
外国人観光客向けにスマートフォンの無料貸し出しの実

収益事業

証実験を行いました。貸与した

Ｈ30年度

¥169,462,000

¥129,156,000

¥40,306,000

Ｈ29年度

¥158,512,000

¥122,272,000

¥36,240,000

スマホの画面上には、神奈川

額

¥10,950,000

¥6,884,000

¥4,066,000

県の外国語観光情報サイトや

対29年度

6.9%

5.6%

11.2%

差

厳正な審査を経て、
「2018ミス鎌倉」誕生！

平成29年度（第7回）理事会が3月22日に開かれ、30年度事業計画・収支
予算を含む上程事項4件、報告事項6件等が全会一致で可決されました。
30年度はインバウンド対応に重点を置き、ターゲット層を設定した上で
の「体験型観光プラン」の造成やエグゼクティブ通訳マネージャーの育成
と活動展開など、新たな事業計画を上程。また、本年が鎌倉まつり、鎌倉

のはスマートフォン「handy」。

各地 域の 観 光協会のホーム
ページにアクセスできる設定
に。鎌倉のほかに、横浜、箱根
の3市町5ヵ所で実施し、県とし

ミス鎌倉コンテストの予選が2月14日に浄智寺で、本選が2月28日に長寿寺でそ
れぞれ行われ、71名の応募者の中から、3名の「2018ミス鎌倉」が選出されました。
新たに選ばれたのは、コーリア留奈さん（21歳）、梅田すずさん（20歳）、田中紅音
さん（20歳）。
3名は早速、話し方や姿勢・ウォーキング、コミュニケーション講座などを専門の
先生から指導を受けたほか、市内の実地研修などにも参加し、
「ミス鎌倉」にふさわ
しい振る舞いができるよう修練を重ねました。皆さんの前に立つのは鎌倉まつり期
間中の4月8日午後1時から、鶴岡八幡宮舞殿にて『お披露め』されます。

ては、GPS機能等から動向分

関係各位に表敬訪問も

析を行い、今後の観光施策に

2018ミス鎌倉の3名は、3月~4月

活かしたい考えです。

にかけて鎌倉市長をはじめ、関係

花火大会、鎌倉薪能の3大観光行事が節目を迎えるため、充実した事業運

各団体、社寺、マスメディア等、市内

営への取り組みについて報告しました。このほか、職員研修や資格取得に

第70回鎌倉花火大会は7月24日（火）に

時間は昨年同様、午後7時20分から8時10分までとなります。

【PR】

鎌倉商工会議所で久保田会頭と

従来の実行委が運営を担います。皆様
の変わらぬご協力とご支援、何卒よろし

刺を手渡しました。

会員のつどいに173名来場
観光協会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「会員のつどい」。今年も2月6日に鶴岡八幡宮直会殿にて実施し、173名

新たに
「２０１８ミス鎌倉」
に選ばれた3名。
左よりコーリア留奈さん、梅田すずさん、
田中紅音さん。

鎌 倉 ぶ らっと
食べある記
山里

の参加者が来場されました。
当日は神奈川県国際観光

段葛店

課長による県の観光振興につ

くお願いいたします。

いての講演も実施。会場には

出張報告

熊 本 市・南小国 町／鳥 羽市・伊 勢市

ＤＭＯ着手は熊本地震がきっかけに

まちづくりを視察

2月19日〜21日、
協会専務

3月6日〜7日の間、協会事務局長と職員の2名で鳥羽市エコツーリズム

理事と職員の2名で観光地

推進協議会と、その参加団体である鳥羽市観光課との意見交換を行いま

活性化に取り組む熊本県

した。また、伊勢神宮を中心とした観光地で、鎌倉市と類似性がある伊勢

内の自治体を視察しました。

市を視察し、観光地経営についてヒアリングを行いました。

視察したのは、県と地方

鳥羽市エコツーリズム推進協議会は、平成22年に発足し、鳥羽市の自然
南小国町長（右）
と会談

や歴史文化の保護・活用、地域資源や経済の循環を官民一体となり推進
しています。当日は同協議会の体験型事業「海島遊民クラブ」に参加し、ス

DMC」と、現在DMO（Destination Marketing／Management

タッフと漁師、食品販売、真珠販売、旅館経営者などと交流を図りました。

Organization：観光地域マネジメント組織）組成中の南小国

また、協議会の会長からは、地域活性化につながる合意形成の手法につ

町役場の取り組み。熊本市は地震による観光経済の衰退、南

いて、着地型ツアーの現況についての講義を受け、意見交換をしました。

小国市は第一産業（林業）の衰退と高齢化というそれぞれの

一方、鎌倉市と類似性の

課題＝危機感が、新たな観光組織であるDMO設立の原動力

ある伊勢市では、DMO組織

となっています。今回、現場の声を聞くのと同時に、DMO設立

の「伊勢市まちづくり㈱」の

における課題解決や地域における合意形成、人脈づくりに奔

設立について、伊勢神宮周

走するキーマンたちとの面談を通して、貴重な意見交換の場

辺における交通問題への対

となりました。

応、滞在型観光への取り組

また、熊本市に対し流鏑馬復興義援金の寄付を行い、熊
本城の被害状況の視察も行うことができました。

美味しい飲 食を提 供する10
ブースが設けられ、和やかな
雰囲気のなか行われました。

地域資源を活かす観光地経営を学ぶ

みなどについて、
説明と意見
交換を行いました。

新 会員のみなさんです！〈2018年3月〜〉
業種

店名・会社名

住所

小売業

㈱ビックカメラ

東京都豊島区西池袋
3-28-13

衣料品卸販売等

㈱ＳＵＮＤＡＹ

鎌倉市極楽寺2-11-18

小売業

㈱鎌倉エヌワイエスエー

鎌倉市材木座2-13-15

卸売業

㈲鎌倉魚市場

鎌倉市腰越3-21-1

建設業

㈱サカクラ湘南鎌倉営業所 鎌倉市十二所947-1

着物レンタル・
着付教室

㈱ジョイフルまるやま
青いとりきもの学院鎌倉校

鎌倉市御成町11-40

鎌倉花のん

鎌倉市小町2-8-16
鶴ヶ岡会館第2ビル

着物レンタル
小町通りに雰囲気の似ている
伊勢神宮近くの「おかげ横丁」

会員さん募集中！

1ヶ月2,000円以上（1口200円で10口以上）

vol.4
抹茶クリームあんみつ
︵７８０円︶

観光に携わるのは今回初めてですが、前職(コー
ヒー業界)で培ったお客様視点を活かし、担当する
様々な事業に自分なりのアイデアを活かしていけた
らと思います。体力には自信があります！

主体となり実施されましたが、今年は

れ た「 株 式 会 社くまもと

しっかり自己紹介をし、真新しい名

ランニングを始めて10年にな
ります。平日は朝5時半から仕事
前に走り、休日は都内各所、陸
上競技場、山など、いろんなとこ
ろ を 走 って い ま す 。現 在 は
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI（92km）
の完走にむけ、
目下練習中です。

3月20日に鎌倉花火大会実行委員会が開かれ、
「第70回鎌倉花火大会」

銀行の出資により設 立さ

つとあって、緊張した面持ちながら

【趣味】

の日程が7月24日（火）に決定しました。予備日は翌日25日（水）。

のがつくる花火大会実行委員会が運営

いする機会のない方々へのごあいさ

稲田 久美子 さん

事業班配属

昨年は鎌倉市主催、鎌倉を愛するも

外15ヵ所ほどを表敬訪問。普段お会

新職員をご紹介！

よるスキルアップなど事務局の体制強化にも取り組んでまいります。

若宮大路の二ノ鳥居目の前に店を構え45年。
「素朴
だけど温かい―お客様がそう感じていただけるお店
でいたい」というのがお店のモットー。看板メニューは
創業当時から大事にしている「クリームあんみつ」と、
濃厚宇治みつで食す「抹茶クリームあんみつ」という。
甘味メニューは京都の老舗店から伝授された製法で
作られ、“シンプルだけど素材にこだわった”ものばか
り。敷居の高いイメージのある鎌倉だが、お手頃の値
段で気持ちを込めた逸品をご提供している。
住所／小町2-10-18 二ノ鳥居ビル1Ｆ
営業時間／11：00頃〜18：30頃
電話／0467-24-9244 定休日／無休
HP／http://www.yamasato.co.jp/

編集後記
今冬は大雪が降ったり、上着を脱ぐほど暖かくなったりと、
寒暖の差が激しく体調管理に苦労しました（実は人生初のイン
フルエンザに…）。とはいえ、気が付けばサクラサク春の訪れ。
古都鎌倉がほのかに色付く季節の到来です。

