インバウンド

最前線

6月〜
8月期

中国増、韓国減の傾向に

れています。夏の鎌倉は、国内の外客推移と比例するように、中国
からの来訪が右肩上がりで、留まるところを知らない勢い。また、
韓国からの来所は7月から減少傾向で、7月の昨対比15％減、8月の
昨対比37％減となりました。

【2019年6月】

秋号

【2019年7月】

長雨の影響に関係なく、欧米系を中心にマリンスポーツ（サーフィン・SUPなど）につい
ての問い合わせが多かったです。今年は7月10日の鎌倉花火大会で、浴衣を着ている日
本人をみて
「今日何かあるのか？」といった質問も見られました。
花火に関しての興味は、
流鏑馬ほどではないにせよ、
日本の花火の美しさに対する評価は非常に高いです。

【2019年8月】

例年8月はアメリカのお客様が他月に比べ減少傾向にありますが、今年も900人と全体
の5位となっています。一方で、ロングバケーションを迎えるイタリア、フランス、スペイ
ンなどの欧州圏の旅行者は、増加傾向となります。今年は、8月25日〜9月1日まで江ノ島
でセーリングワールドカップがあったため、出場選手や関係者の来訪も見られました。
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案内所利用者状況

6月の鎌倉といえばアジサイですが、外客の関心はそれほど高くありません。しかし
ながら、東アジアの旅行者の中にはアジサイに対する問い合わせも散見され、案内す
る場面もありました。全体としては、上位5カ国は同じでしたが、中国の伸び率が顕著
で、昨年比150％の2，582人の来所となりました。

Vol.10

か また び

欧米系は海のアクティビティの問合わせが増

日本政府観光局（JNTO）によると、訪日外国人客（外客）は7、8月の
単月で100万人を超える中国を筆頭に、継続的な伸びを見せる欧米豪
からが全体を押し上げている傾向。好調な国がある一方で、訪日旅行
を控える動きが発生した韓国の来客減が大きく響いたことが報告さ

〈案内所相談

2019 年

外国人 前年比 外国人 前年比 案内件数 前年比
（件数）

（％）

（人）

【日本人含】

（％）

6月

4,084

114.7

9,197 126.8

22,360

83.1

7月

4,338

95.5 11,396 109.3

14,994

87.8

8月

4,855

103.3 12,409 112.3

15,383

79.6

（％）

訪日外客 国別比率(案内所利用者）
R1

1位

2位

3位

6月

中国
2,582人

アメリカ
1,340人

台湾
750人

中国
3,201人

アメリカ スペイン フランス
1,313人 1,020人
788人

中国
3,279人

スペイン イタリア フランス アメリカ
2,030人 1,372人 1,080人
823人

7月

8月

4位

5位

スペイン フランス
538人
419人

（28.1％） （14.6％） （8.2％） （5.8％） （4.6％）

台湾
782人

（28.1％） （11.5％） （9.0％） （6.9％） （6.9％）

（26.4％） （16.4％） （11.1％） （8.7％） （6.6％）

番外編〉

・中国人の来鎌が非常に目立っていますが、案内所での相談も「鎌倉高校前」に
行くための江ノ電1日乗車券「のりおりくん」の購入方法についてが9割ほどに上
ります（通年）。
・食事については、ベジタリアンやヴィーガン、ハラールに対する問い合わせもあ
りますが、グルテンフリーのお店探しが急増中。
・授乳室の有無については国内外からの相談が多いです（通年）。

長谷寺のライトアップ（夜間特別拝観）

・7、8月夏場は電車やバスに忘れ物をしたというお客様の相談が非常に多かった
です。

色づく古都で紅葉狩り− 長谷寺では夜間特別拝観も
鎌倉の紅葉シーズンは近隣エリアと比べるとやや遅い11月中旬から12月初旬頃になります。地形の変化に富む鎌倉は木々の色づ
き具合が様々ですが、社寺と紅葉のコラボレーションは他では味わえない趣きがありとても人気です。年によって塩害の影響を受け
ることもあるので、シーズンが近づきましたら協会HPで紅葉情報をチェックしてみてください。また、今年は台風の影響があり､
祇園山、
葛原岡・大仏、天園いずれのハイキングコースも通行禁止となっていますのでご注意ください。
紅葉ライトアップで有名な長谷寺では、11月23日（土・祝）から12月8日（日）まで、夜間特別拝観が実施されます。日中とは違う
幻想的な雰囲気が堪能できますので、こちらの情報もチェックしてみてはいかがでしょうか。

ミス鎌倉の小野さん、県の誘致ポスターに
ラグビーワールドカップ2019™日本大会や東京2020オリンピック・パラリンピックな
どで国内外から訪れる観光客に向けたPRポスター・チラシに、ミス鎌倉の小野南美
さんをモデルとした写真が採用されました。小野さんは「撮影をした報国寺は私が最も
好きな場所のひとつです。朝と夕で雰囲気の異なる竹林は訪れた人に安らぎを与えてく
れます。このポスターが神奈川県各地を巡るきっかけになれば幸いです」と喜びを語っ
ています。
ポスターやチラシは都内主要駅および県内観光施設等に掲示されます。

“日本らしい風景の象徴”として採用された
チラシ・ポスターの表紙（撮影地：報国寺）

長谷寺

夜間特別拝観 平日：日没〜18時閉門（18時半閉山）／土日祝：日没〜18時半閉門（19時閉山）
拝観料：大人400円・小学生200円。＊悪天候等の理由により中止の場合有。

鎌倉といえば…

観光総合案内所

10月18日（金）より

バリアフリー対応で国の実証事業に採択

2020年版カレンダー発売！
当協会が毎年手掛けている2020年版の観光カレンダーができました。

当協会は、JR鎌倉駅東口にある鎌倉市観光総合案内所を外国人障害

写真は、鎌倉プロモーションフォトコンテスト2019の入賞作品を中心に、

者からの相談にも応じられる「バリアフリー旅行相談窓口」の機能を持た

「流鏑馬」や「静の舞」、
「鎌倉薪能」などを掲載しており、あわせて鎌倉の

せるほか、多言語による「観光バリアフリーマップ」の作成、宿泊施設のバ

「年中行事」や「花暦」といった観光情報も得られます。一般販売は10月

リアフリー情報のホームページ掲載などに着手します。

18日（金）より。当協会事務所や近隣書店などでお求めください。
ページをめくるごとに楽しみのあるカレンダー

これは、国が推進する「ユニバーサルツーリズム」の一環として行うもの
で、公募のあった「バリアフリー旅行相談窓口に係る実証事業」に採択さ
れたものです。同事業を推進するにあたっては、高い専門知識を有する
NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター（榊原正博理事長）と連携体制
をとり、実証事業に対応していくこととなります。
今回の採択は、高知県の事業者を含め、国内で2例のみ。協会として
は、全国に先駆けたユニバーサルツーリズムの促進を目指し、事業を展開
します。
また、今後は案内所スタッフの接遇講習を実施するほか、調査対象とな
る宿泊施設の調査、ホームページでの情報提供、多言語マップの作成など
を行い、段階的に受け入れ環境の整備を進めていきます。

鎌倉的

年々外国人旅行者の相談件数の増える観光総合案内所。国の採
択を受け、外国人障害者の相談にも応じられるよう、障害者への対
応講習などを学び、誰もが旅行を楽しめるユニバーサルツーリズム
の推進を強化します。

児童ホームで初の能楽出前講座
普段なかなか能楽鑑賞の機会のない児童養護施設
「鎌倉児童ホーム」
（佐助）の子どもたちに向け9月25日、
当協会として初の「能楽」出前講座を実施しました。
鎌倉薪能は、1959（昭和34）年より鎌倉宮で執り行わ
れている神事能。今回、協会の地域貢献活動の一環とし
て、実際に薪能に出演する山井綱雄師を講師に迎え、
出前講座という形で同ホームと交流を試みました。
当日は20名の子どもたちが参加。山井さんは、能の紹
介をクイズ形式で伝えるなどした上で、
「高砂」の合唱、
「羽衣」の実演、さらには能面、衣装の装着体験などを行
い、能楽の世界を味わう機会となりました。

教えて！人力車のおもてなし

OMOTENASHI 「どこの街にもない特別な空気感…それが鎌倉」

協会特派員「SNSは“鮮度”が命！」

晴れた日も、雨の日も、いつも変わらず威勢のいい掛け声とともに観光客の思い出作りに一役買って

いる観光人力車「えびす屋鎌倉」。2001年から鎌倉で営業を始め、来年20年目の節目を迎えます。鎌倉
観光の“顔”ともいえる人力車観光について、店長の前座鉄太郎さん（39歳）に話を聞きました。

当協会のHP「鎌倉観光公式ガイド」内のツイッターやフェイスブックなど
の情報発信を手掛ける深作三郎嘱託員。実は当協会のほかに、NPO法人鎌
倉ガイド協会のガイドとしても活躍中。取材にあたっては「観光客の皆さん

●人力車を引く俥夫
（しゃふ）
は何人いますか？
在籍で20人ほど。人手不足ですが（笑）、鎌倉で人力車を引くのが憧れだったと県外から応募する人もいます。

創 作 和 料理 近藤

ること”をタイムリーにお届

●案内で気を付けていることはありますか？
観光地とはいえ、どこでも案内しているわけではありません。住民の皆さんの生活に最大限の配慮をした観光案内を心がけて
います。

けすること」を念頭に、社
寺をはじめとする観光地の
開花情報やイベント、災害
時など緊急性のあるもの
をお届けしています。引き
続き皆さまの「いいね！」、
お待ちしています！

●えびす屋さんは小樽や京都、浅草など全国で展開していますが、鎌倉の特徴は何ですか？
鎌倉の一番の特徴は近郊のお客様が多いことです。そして、地元の住民の方が遠くから
来た友人に人力車を紹介してくださる時もあり、
住民の方の鎌倉愛を感じます。

宝戒寺でハギの開花状況を写真に撮る深作嘱託員（9.26）

新 会員の皆様、大募集します！！

●外国人観光客の利用はありますか？
浅草と違って鎌倉で人力車に乗る外国人観光客は非常に少なく、全体の1〜2％程度
です。これではいけないので、スタッフに英語教育を取り入れたり、英語マニュアルや
多言語マップの作製を視野に入れていますが、最終的には「パッション」で乗り切るし
かないですね
（笑）

鎌倉観光のさらなる振興、活性化を目指し、当協会では新規会員様を広く
募集しています。この度、入会キャンペーンとして、会員ステッカーの発行、荷
物預かりの利用券の進呈（年間5枚）、協会イベントの無料招待券の進呈（抽
選）
、
カレンダーや納涼うちわの進呈などの特典が付与されます。
また、
紹介者
（既存会員）、入会者（新規会員）共に会費が1カ月無料となるサービスも実施
しますので、
詳しくは協会
（☎0467-23-3050担当大川）
まで、
ご連絡ください。

業種
食パン製造販売
情報・通信
えびす屋店長
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の“知りたいこと”“気にな

●料金やおすすめ、
穴場のコースを教えてください
料金の目安は１台2人乗りで4,000円（1.2㎞位）です。30分以上ご利用する方には、観光施設の中までご一緒し、
ガイドやお写真撮影などもするので大変好評ですよ。
穴場としては意外と知られていない小町の琴弾橋が
人気スポットです。

●最後に一言お願いします
私たちの法被の背中に「鎌倉」と入れている以上、観光客の皆さまには「人力車どうで
すか」だけでなく、
「 鎌倉観光いかがですか？」と、声をかけさせて頂いております。
せっかく鎌倉に来たのだから、ゆったりこの街の魅力に触れてほしいという気持ちで
す。社寺のほかに、山があり、海があり、素敵な西洋建築もある鎌倉は、どこの街にも
ない特別な空気感を感じることができます。人力車体験を通して、そんな思いを感じ
てもらえたら嬉しいですね。

鎌 倉 ぶ らっと
食べある記

前座鉄太郎さん

店名・会社名
大仏さまの福みみ
（㈱スマイルーリンク）
鎌倉朝日新聞社

会員さん募集中！

鶴岡八幡宮の至近、若宮大路沿いに店を構える
「近藤」。地元の鎌倉野菜をはじめ、オーナーの出身地
である京野菜を使った色鮮やかな創作料理が提供さ
れる。お昼は観光客も気軽に楽しめるよう1500円〜の
メニュー、夜はゆったり食事を楽しんでもらいたいと
4000円〜の懐石コースでおもてなし。近年は増加する
インバウンド対応も視野に入れ、通常提供する調味料
や素材を徹底的に見直し、ベジタリアン、ムスリムの
方も安心して味わえるお料理を提供している。
住所／雪ノ下1-8-36 津多屋ビル１Ｆ-3号
営業／昼11：30〜15：00、夜17：30〜21：00
電話／0467-25-0301
定休／水曜、第2木曜
URL／https://www.kamakura-kondo.com

住所
鎌倉市雪ノ下1-9-22
鎌倉市大町2-8-13

1ヶ月2,000円以上（1口200円で10口以上）

編集後記
観光客からは、
早くも鎌倉の
「紅葉情報」
の問い合わせがチラ
ホラ。気が付けば今年も残りあと３か月ですね。年々時の流れ
の早さを痛感するのは単に歳のせいだけだろうか…。来年の
カレンダーも発売しますので、“一家に一冊”宜しくお願いします!

