インバウンド

最前線

12月〜
2月期

中国・台湾からの来鎌が全体を底上げ

日本政府観光客（JNTO）によると、訪日外客数は2018年から
2019年にかけて順調に推移しており、単月での過去最高記録
の更新を継続しています。特に、1月の中国、台湾からの来訪が
顕著で、航空座席供給量の増加に加え、旧正月（春節）が2月で
あったため、前倒し需要が高まり、いずれも前年同月比で2ケタ

春 節 の 影 響 、年 々 色 濃 く

増となりました。
一方、JR鎌倉駅東口にある観光案内所では、アジア圏から
の来訪者への案内が多く、年々、欧州圏をアジア圏が凌駕して
いる傾向。春節等の影響もあり、冬季は特に中国、台湾からの
来訪が顕著となっています。
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観光案内所（JR鎌倉駅東口）の動向

案内所利用者状況

案内件数、来所者数ともに訪日外客は前年比120%超に。さらに上位5位は昨年と全く
同じ国籍となりました。窓口案内に関しては、下旬までは比較的穏やかであったが26日
以降は急増していった印象でした。単月案内では30日の151件が最高。

【 1月 】

（％）

（人）

12月

2,596

124.0

1月

2,149

2月

2,292

【日本人含】

（％）

5,584 138.6

16,360

105.0

120.0

4,705 132.9

15,107

89.4

118.7

5,099 131.6

12,877

83.8

（％）

訪日外客 国別比率(案内所利用者）
H30
H31

12月

１月に引き続き台湾が2位にランクインし、２カ月連続でアメリカより上位に。人数を見
ると、アメリカからの訪問客数は急減したわけではなく、ほぼ横ばいとなっています。
一方、旧正月・春節の影響は顕著で、中国は前年比600人増、台湾は同比200人増とな
り、年々鎌倉市を訪れるインバウンド全体を底上げしている状況がみられます。

外国人 前年比 外国人 前年比 案内件数 前年比

1位

2位

3位

4位

5位

中国
1,037人

アメリカ
631人

タイ
406人

シンガポール
352人

台湾
349人

中国
1,284人

台湾
453人

アメリカ
433人

韓国
318人

オーストラリア
242人

中国
1,498人

台湾
522人

韓国
475人

〜

１位の中国、２位の台湾が昨年同月比でそれぞれ約倍増の伸びで、台湾に関しては
現案内所の開所以来初めて2位にランクインとなりました。１月で外客案内件数が
100件を超えたのは、元日から1月４日までのみでした。

ガイドのスキルアップ研修、実施

（件数）

〜

【 12月】

【2月】

H30
H31

1月
2月

（18.6％） （11.3％） （7.3％） （6.3％） （6.3％）

（27.3％） （9.6％） （9.2％） （6.8％） （5.1％）

アメリカ フランス
410人
229人

（29.4％） （10.2％） （9.3％） （8.0％） （4.5％）

鎌倉駅でインバウンド調査

当協会に登録されたエ

当協会が所属する鎌倉藤沢観光協議会による外国人実態調査ア

グゼクティブ通訳ガイドを

ンケートが2月22日、鎌倉駅東口観光案内所周辺と江ノ電鎌倉駅改

対 象にしたスキルアップ

札内の２カ所で初めて実施されました。多摩大の学生が中心とな

研修が3月20日に開かれ、

り、約5時間で159件のアンケートサンプルがえられました。

14名が参加しました。

同協議会では、鎌倉・江の

当日は、全国で観光に関

島の一体化観光を目指す中

する講義などを務める㈱

で、エリアにおける訪日外国

JTB総合研究所の人材育

人の実態をつかむとともに、

成プロデューサーや全国通訳案内士が講師となり、海外か

その受け入れ体制の課題を

らのお客様を迎える際の知識や技術について学んだほか、

明確にすることを目的にア

ロールプレイを通したガイドトレーニングも。ガイドの様子

ンケートを実 施。鎌 倉への

をみたネイティブスピーカーからアドバイスを受け、お客様

訪問の多い中国系アジア人

の満足度を高めるおもてなし術に磨きをかけた。

のサンプルが目立ちました。

鶴岡八幡宮舞殿で披露される静の舞（昨年）

第61回 鎌倉まつり 開催！
1959年から続く「第61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14日（日）から21
日（日）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、2019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、鎌倉らしい催
しが盛りだくさんです。日程等の詳細は、協会ＨＰにてご覧ください。

鎌倉といえば…

流鏑馬はリストバンド席がオススメ

流鏑馬では被災地復興支援の一環としてリストバンドを
購入することで観覧することもできます
（450席1本3000円）
。
購入希望者は、リストバンド事務所（横浜アーチスト内）
ＴＥＬ045-232-4925（ 平日10：00〜17：00）、
ＦＡＸ045-681-3735、 mail：kamakura@y-artist.co.jp
のいずれかで申し込みを。
4月8日（月）17：00まで受付（先着順・なくなり次第終了）。

協会と市の観光ホームページ統合へ
情報発信の一本化を実現

厳正な審査を経て、
「2019ミス鎌倉」誕生！
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3月6日に長寿寺で
行われ、
「2019ミス鎌倉」が選出されました。新たに選ばれたのは、小野南美さん、

観光ホームページについては、
これまで当協会が「鎌倉info」

加藤里佳子さん、市川優佳さんの３名。厳正な審査を経て、晴れて憧れの“ミス

を、市が「かまくら観光」
を、
それぞれの立場から運営し、情報発

鎌倉”となりました。

信していました。
しかし、観光客の目線からしてみれば、情報が

同コンテストは、1985（昭和60）年から始まり、今年で35回目の開催。3名は鎌

分散しており、効果的な情報の取得が困難な状況にありました。

倉まつり期間中の4月14日午後1時30分から、鶴岡八幡宮舞殿におきまして「お披

また、スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、観光情報

露め」され、1年間、市内外の行事に参加するなどしてミス鎌倉の任務を担います。

の量よりも画像を主としたビジュアルによる訴求が効果を発揮
するようになっています。

研修でミスの品格に“磨き”を

そこで、両者で協議、検討を重ねながら、観光客目線に立っ

新ミスの3名は、本選後まもな
く様々な研修を受けます。①話し
方講座②姿勢、ウォーキング等③
マナー 、振舞い④ 鎌 倉の歴史に
ついて⑤観光協会についてなど、
その内容は多岐にわたります。
こうした研修を終え、ミス鎌倉とし
ての品格や知識を備え、本格的な
活動に入っていきます。

た新たなホームページに着手し、3月27日に
「鎌倉観光公式ガ
イド」が公開されました。新ホームページは、鎌倉らしさを全面
に出した「上質」で「落ち着いた雰囲気」を醸したビジュアル重
視の仕上がりに。
「 早朝参拝」や「歩く観光」
「ナイトステイ」
と
いった新たな鎌倉観光の楽しみ方、魅力について、提案型の記
事コンテンツを掲載。
さらにホームページを閲覧するごとに新た
な情報が得られるよう、新着記事コーナーや
「鎌倉いいコト、
い

真剣な表情で講義を受けるミスたち

いモノ」、Facebook、TwitterといったSNSを掲示するなど充実

新たに
「2019ミス鎌倉」
に選ばれた3名。
左より小野南美さん、加藤里佳子さん、市川優佳さん

した内容になっています。
このほか、県内自治体ホームページで
は初となるAIチャットボットの試験導入も行っています。
これは、

第9回かながわ観光大賞

問合せ等による対応軽減を図るシステムの一環で、鎌倉らしさ
を演出するために、市内在住の漫画家、安野モヨコさんの
「オチ

「かまくら長谷の灯かり」が審査員特別賞に

ビサン」のキャラクターが登場！オンリーワンの鎌倉のウエブサ

観光振興を通して、地域の活性化に貢献する事業者、団体、個人を

イトの確立に一役買っていただいております。

「かまくら長谷の灯かり実行委員会」が審査員特別賞を受賞しました。
また、同賞には江ノ電沿線エリアを楽しむ体験型イベント「江ノフェス
実行委員会」も受賞。今回は30件の応募があり、大賞1件、優秀賞1件、
外国人観光客奨励賞1件、審査
新しいホームページのトップページ
（イメージ）

員特別賞4件がそれぞれ表彰さ
れました。事務局を務める江ノ
島電鉄 ㈱は表彰式に出席し 、

HP書き込み研修会も実施
新ホームページ「鎌倉観光公式ガイド」の中で、当協会の会
員様限定で参加できるのが「書き込み権限サービス」
（ 有料）。
こちらは日ごろの情報発信ツールとして使えるコンテンツの一
部で、お店や施設、イベント情報等をご自身で更新できるとい
うもの。旧ホームページより継続して行うサービスですが、新た

第71回鎌倉花火大会は7月10日（水）に
3月13日に鎌倉花火大会実行委員会が開かれ、
「第71回
鎌倉花火大会」の日程が7月10（ 水）に決定しました（予備

自慢の逸品が味わえる
「茶房膳 2780円」

「観光客の方と地元の方々ととも
につくりあげる光と灯かりの事
業を今後も協同して取り組んで
いきたい」と話しました。

日なし）。

賞状を手にする実行委員会メンバー

新 会員のみなさんです！

今年も同実行委員会が運営を担います。皆さまの変わら
ぬご協力とご支援のほど、
何卒よろしくお願いいたします。

なCMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入したため、会

業種

店名・会社名

住所

員様向けで3月7日、8日の2日間にわたり研修会を行いました。

建築

有限会社米澤工務店

鎌倉市今泉1-1-14

ホテル・レストラン 株式会社くらつぐ 鎌倉古今 鎌倉市二階堂836

会員様限定の書き込み

出版

横須賀市秋谷4550-7

権限サービスでお店・

arigatoubooks
(The Blue株式会社内)

体験

Kamakura mind

鎌倉市浄明寺2-7-18

製造業

豊田TRIKE株式会社

東京都港区南青山2-24-5

個人

早稲田 夕季

鎌倉市御成町

施設のPRにお役立て
ください！
お申込みは協会まで
講師を招いて実技指導

vol.7

茶房 空花

表彰する「かながわ観光大賞」。このほど、第9回の受賞者が発表され、

新たな登録をお願いします

新しいアドレスは
https://www.trip-kamakura.com です

鎌 倉 ぶ らっと
食べある記

会員さん募集中！

1ヶ月2,000円以上（1口200円で10口以上）

長谷の和食店「空花」の2号店として昨年、由比ガ浜に
オープンした「茶房 空花」。隠れ家の様な古民家から望
む中庭は四季折々の花々と江ノ電が格別のコラボを演
出。メニューは“地モノ”“季節モノ”にこだわって提供。
ミシュラン三つ星店「元麻布かんだ」で長年修行された
女性料理長がふるまうのは「手づくりの身体に優しい」
逸品ばかり。注文を受けてから作るという出来立て豆腐
は是非味わいたい。また、厳選されたお茶、ここでしか
味わえない自慢の茶菓子で、特別感のあるひと時を。
住所／由比ガ浜2-7-12-22 江ノ電「和田塚駅」
より徒歩２分
営業／ランチ11:30〜14:30（L.O） ティータイム日没まで
電話／0467-55-9522 定休／不定休

編集後記
様々な場面で「平成最後の〜」という言葉を耳にしますが、この会
報誌も“平成最後の”発行となります。国内の観光業界は日進月歩の
勢いで、
様々な分野への波及効果がみられます。
特にインバウンドに
おける変化が顕著。
平成元年に約280万人だった訪日外客も、
30年間
に10倍以上に。
しっかりと時代の変化に柔軟に対応したいですね。

