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１ 鎌倉市の概要



１－１ 鎌倉市の概要

市制施行 昭和１４年１１月３日

面積 ３９．５３㎡

人口 １７２,３１６人（平成28年8月1日現在）

世帯数 ７３,１５３世帯（ 同 ）

沿革 源頼朝をリーダーとする武家が、1185 年に日

本で初めての武家政権を樹立し、それまでの

貴族支配に替わる武家の支配を築いた場所

昭和１４年１１月３日に当時の鎌倉町と腰越町

が合併し、鎌倉市が誕生

昭和２３年１月に深沢村、同年６月に大船町を

編入して、現在の鎌倉市となる。

市章 ささりんどう

市の花 リンドウ

市の木 ヤマザクラ

アクセス ＪＲ東京駅から横須賀線 約６０分

羽田空港から京浜急行・横須賀線 約５５分

職員数 １,３５６人（平成28年4月1日現在）※短時間再任用除く

一般会計予算（平成２８年当初）６０７億８３２０万円

市税割合５８．３％

財政力指数 １．０１（平成２６年度）



１－２ 鎌倉市の人口
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１－３ 鎌倉市の文化財

鎌倉市指定文化財件数一覧

平成２８年２月２５日現在

種 別

有 形 文 化 財

無 形
文化財

民俗文化財
（資料）

記 念 物

合 計

建造物 絵 画 彫 刻 工 芸 書 跡 典 籍 古文書
考 古
資 料

歴 史
資 料

有 形 無 形 史 跡 名 勝
天 然
記念物

国 宝 1 4 1 6 3 15

国指定 21 29 38 22 43 8 4 2 31 3 201

県指定 8 9 24 15 2 2 2 1 2 65

市指定 33 51 85 28 19 4 11 15 3 2 23 9 32 315

合 計 63 93 148 71 67 4 19 21 5 2 25 1 42 3 32 596

※国登録有形文化財（建造物） １８件



２ 鎌倉市の観光の概要



２－１ 鎌倉市の入込観光客数
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平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

18,451,655 17,821,026 17,682,117 18,155,319 18,401,674 18,455,281 18,685,598 19,344,470

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

18,833,713 19,486,481 18,110,868 19,743,182 23,083,038 21,956,245 22,925,780



２－２ 鎌倉市の月別観光客数

◆月別延観光客数

1月 2月 3月 4月 5月 6月

平成23年 5,988,737 642,324 426,358 830,638 1,515,808 2,179,703

平成24年 5,961,195 716,058 1,094,295 1,321,904 1,798,360 1,917,135

平成25年 6,313,918 1,089,725 1,660,559 1,316,133 2,592,886 2,132,733

平成26年 6,348,072 752,278 1,422,934 1,604,601 2,098,162 2,465,824

平成27年 6,086,343 820,275 1,259,262 1,320,626 2,099,637 2,951,716

単位：人

7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

平成23年 907,738 1,562,030 895,180 1,082,721 1,337,578 742,053 18,110,868

平成24年 1,316,627 1,718,110 766,881 1,028,759 1,363,590 740,268 19,743,182

平成25年 1,453,041 1,953,167 1,191,393 1,024,753 1,522,424 832,306 23,083,038

平成26年 1,312,135 1,782,457 1,085,167 981,210 1,419,095 684,310 21,956,245

平成27年 1,548,764 1,947,449 1,672,543 1,095,044 1,308,832 815,289 22,925,780

(資料)神奈川県入込観光客調査



特徴１ 国内において知名度が高く良好なイメージ

特徴２ 首都圏からの日帰り観光地

２－３ 鎌倉観光の特徴（１）

全国の市町村の魅力度ランキングで例年ベストテン入り

地域ブランド調査２０１５ （㈱ブランド総合研究所）
１位：函館市、２位：札幌市、３位：京都市、４位：横浜市
５位：小樽市、６位：神戸市、７位：富良野市、８位：鎌倉市

延べ観光客数 ２，２９２万人（H27）
宿泊者数 ３４万人（H26）
宿泊率 １.５％

（参考 H26 京都市は２4.1％）



特徴３ 人口・面積に対して観光客が多い（H26）

特徴４ 地域的、季節的、時間的に偏りがある

２－３ 鎌倉観光の特徴（２）

入込客数
（千人）

面積（Ｋ㎡） 人口（千人）
面積当たりの
入れ込み客数

（千人）

人口当たりの
入れ込み客数

（人）

鎌倉市 21,956 40 174 555 127
京都市 55,636 828 1,420 67 39
奈良市 14,143 277 364 51 39
日光市 10,745 1,450 85 7 126

○ 地域 ： 鎌倉駅周辺－鶴岡八幡宮、 北鎌倉駅周辺－建長寺、円覚寺
長谷駅周辺－長谷寺、大仏
その他の地域

○ 季節 ： １月（初詣）、６月（紫陽花）、１１月（紅葉）
２月（真冬－寒い）、７月（盛夏－暑い）

○ 時間 ： １０時～１５時（日帰り客が多い）
朝（宿泊客が少ない）、夜（商店が早く閉まる）



特徴５ リピーターが多く、再来訪意識が高い

特徴６ 年代、目的に合わせた多様性がある

２－３ 鎌倉観光の特徴（３）

歴史・文化、自然・景観、ウォーキングなどの屋外活動、食の魅力

特徴７ 国際観光都市

武家政権の発祥の地として国際的な知名度、成田空港から近い



マイナスの影響

車による交通渋滞

歩行者による混雑

まち中の散乱ごみ

物価の高さ

話し声などの騒音

落書きなどのいたずら

プラスの影響

まちににぎわいがある

鎌倉のブランドイメージ

観光収入

環境美化への意識

商店、飲食店の楽しみ

まちへの誇り、プライド

２－４ 観光に対する市民の意識



鎌倉の持つ様々な魅力や価値が世界に
誇る貴重な財産であることを認識し、 観

光に携わるあらゆる主体が連携・協力し
て、誰もが「住んでよかった、訪れてよ
かった」と思える成熟した観光都市を目
指します。

２－５ 第３期鎌倉市観光基本計画
（平成２８年度～平成３７年度）

基 本 理 念



２－６ 施策体系図

４つの目標を定め、それを達成するための具体的な施策分野、
個別施策を列挙

施策分野 (1) 鎌倉の魅力や価値の向上

(2) 観光資源の保全・整備
(3) 世界に伝える鎌倉と日本の魅力や価値の発信
(4) 地域主体の観光地経営に向けた体制づくりと計画の確実な推進

目標１ 歴史、文化、自然、景観といった様々な遺産を保存・継承しつつ、知られざる
鎌倉の魅力や価値を掘り起こし、新たな観光資源として発展・向上させます。

施策分野 (1) 市民生活と観光振興の両立
(2) 分散型観光の推進

(3) 地域主体の観光地経営に向けた体制づくりと計画の確実な推進（再
掲）

目標２ 成熟した観光都市としての鎌倉に市民が誇りや郷土愛を感じつつ、安心して
穏やかに暮らせるまちを作ります。



施策分野 (1) 観光産業の振興と地域の活性化
(2) 分散型観光の推進（再掲）
(3) 担い手の能力の向上と活動の活性化（再掲）
(4) 地域主体の観光地経営に向けた体制づくりと計画の確実な推進（再掲）

目標４ 観光の振興を地域の活性化につなげます。

２－６ 施策体系図

施策分野 (1) 担い手の能力の向上と活動の活性化
(2) 教育・学習と相互理解に関する機会の提供

(3) 効果的な観光案内と情報伝達による誘導
(4) 誰もが快適に過ごせる受入環境の整備
(5) 観光客の安全・安心の確保
(6) 多様な取組主体の参画と連携
(7) 分散型観光の推進（再掲）
(8) 地域主体の観光地経営に向けた体制づくりと計画の確実な推進（再掲）

目標３ 誰もが安全で快適につつがなく鎌倉で学び楽しめるように、観光客を受け入れ
ます。



２－６ 施策体系図

個別施策① 観光便利機能の整備
【取組例】 ・外貨両替機の設置促進

・海外クレジットカード決済環境の整備
・荷物預かり施設の整備
・団体での休憩や飲食が可能な場所の提供
・大型バスの乗降場所や待機場所の確保

個別施策② 観光案内の充実
【取組例】 ・観光案内所の充実

・観光案内版の整備（改修、多言語化）
・観光案内図の提供

個別施策③ 公衆トイレの整備
【取組例】 ・公衆トイレの新設・改修・管理運営

・公衆トイレ協力施設の増加
・外国人の多様な文化・生活習慣等に配慮したトイレ利用の推進

個別施策④ 店舗等におけるメニューや案内表示の多言語化
【取組例】 ・店舗向け多言語メニューWebサイトの立ち上げ

個別施策⑤ 海外の文化や生活習慣等に配慮した観光の推進
【取組例】 ・ハラルやベジタリアンに配慮した食の提供

・外国人観光客の多様な信仰や生活習慣等に関する市民等の理解の促進
個別施策⑥ 交通環境の整備

【取組例】 ・主要道路の拡幅や生活道路における歩行空間の確保
・大型バスの乗降場所や待機場所の確保

個別施策⑦ ユニバーサルデザインに対応した環境整備
【取組例】 ・公衆トイレの改修によるユニバーサルデザイン化

・観光施設におけるユニバーサルデザイン化

施策分野（４）誰もが快適に過ごせる受入環境の整備



３ 鎌倉市の主な観光施策



３－１ 主な観光施策

情報提供、観光イベント、着地型観光

１ 観光振興事業

観光案内所、公衆トイレ、観光案内サイン

２ 観光施設整備事業

海水浴場の開設

３ 海水浴場運営事業



３－２ 情報提供

ホームページのアクセス年間300万超

観光商工課ホームページ

観光リーフレット



３－３ 観光イベント

鎌倉まつり
（静の舞）

花火大会

鎌倉薪能

流鏑馬神事



朝夕の閑散時間

冬季等閑散期

特定エリアへの集中

解決の一助
としての

着地型観光の
実施

平成２２、２３年度に、ふるさと雇用再生特別基金を
活用して鎌倉市において着地型観光開発事業を実施

鎌倉の観光における課題

３－４ 着地型観光



３－４ 着地型観光商品開発委託事業 「みんなの鎌倉遠足」



３－４ （公社）鎌倉市観光協会による着地型観光商品開発



ＪＲ鎌倉駅ビルの中に開設

（平成28年10月1日リニューアルオープン）

３－５ 鎌倉市観光案内所（三浦半島広域観光案内所）

【案内件数】
約22万件（平成27年度）

【運営】
（公社）鎌倉市観光協会

【業務委託料】
年1,240万円（平成28年
度）

【フロア】
ＪＲ東日本から無償貸与



鶴岡八幡宮近代美術館裏

３－６ 公衆トイレの整備

平成18年度～26年度
1４カ所を改修
１カ所約３,０００万円支出

40カ所の公衆トイレの清掃維持費
年平均４，３００万円支出



３－７ 観光案内サインの整備
４言語表記の案内板の整備

地区案内板 13基

総合案内板 11基

観光ルート板 146基

名所掲示板 51基



４ 近の取り組み （収入確保）



４－１ 広告掲載

ホームページ

印刷物



４－２ 海水浴場ネーミングライツ

（株）豊島屋がパートナーに

年間 １，２００万円

平成２５年度から１０年間

海水浴場の開設・運営に

約６，０００万円



４－３ クラウドファンディング

観光ルート板（1基10万円×10基）の設置費用100万円を募集

平成25年11月の募集開始から、22日間で目標金額を達成！！



５ クラウドファンディングの取り組み



５－１ クラウドファンディングとは

クラウドファンディング（Crowd Funding）

① クラウド（人々、一般大衆）とファンディング（資金調達）を合わせた
造語で、一般の人々から資金調達を行う仕組み。

内閣官房：「ふるさと投資」連絡会議

② 企業やその他の機関が、多数の個人から寄付または投資の形態で
インターネットにより資金調達を行う仕組み。

世界銀行発行：Crowdfunding‘s Potential for the Developing
World

③ 必ずしも定まった定義があるものではないが、一般には『新規』・成
長企業等と資金提供者をインターネット経由で結び付け、多数の資
金提供者から少額ずつ資金を集める仕組み』を指すものとされてい
る。

金融庁金融審議会金融分科会報告「新規・成長企業へのリス
クマネーの供給のあり方等について」（平成26年2月24日）



資金提供者が対価を得ず、調達者に寄付する。

寄付型

民法上の売買契約に基づき、資金提供者が資金調達者に資金提供し、物

やサービスを受け取る。

購入型

ファンド形態：資金提供者が資金調達者と匿名組合出資契約などを締結して資金を

提供し、分配等を受け取る。
株式形態：資金提供者が資金調達者に株式等による出資により資金を提供し、配当
等を受け取る。

投資型

５－２ クラウドファンディングの種類

金融商品取引法の規制対象

貸金業法上の契約に基づき、資金提供者が資金調達者に対して融資し、元

本と利子（利子のない場合もある）の返済を受け取る。

貸付型



５－３ クラウドファンディングの活用

・（一財）ジャスト・ギビング・ジャパンからのクラウド・ファンディングの提案

・地方自治法施行令第１５８条の改正
私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として、寄附金が追加
された。

・厳しい財政状況の中、市の財源のみで観光施設（基盤）整備を充実する
ことが年々困難な状況（観光予算 約２億円）

・全庁を挙げた新たな税外収入確保に関する取り組みの一環

新鎌倉行政経営戦略プラン（平成２３～２６年度）
アクションプログラム「歳入確保」：ネーミングライツ・広告収入

・観光振興（観光基盤整備）の取り組みを着実に進捗

・寄附者の主体的な参加意識を伴うまちづくりを実現する仕組みづくり

・観光客として訪れる人にも鎌倉市の支援してもらいたい

取り組むきっかけ

目的



クラウドファンディング比較

名称 モーションギャラリー レディーフォー キャンプファイヤー カウントダウン
ジャストギビング・ジャパ

ン

開設 2011年 2011年 2011年 2012年 2010年

調達額 1億円 1．4億円 1．6億円 ０．３億円 10億円

プロジェクト
数

200件 235件 400件 15件 約5,000件

集め方

達成後課金
（募集期間1～60日）

都度課金
（募集期間1～120日）

達成後課金
（募集期間10～90日）

達成後課金
（募集期間7～80日）

達成後課金
（募集期間7～90日）

達成後課金
（募集期間なし）

都度課金
（募集期間なし）

手数料
達成後課金10%

都度課金 10%or20%
17% 20% 20% 大13.5％＋15円

決裁方法 クレジット クレジット クレジット
Paypal

クレジット

クレジット
ネットバンキング

銀行振込

リターン
(見返り）

チケット購入者に
特典を提供

引換券の購入者に
成果品を提供

資金提供者に
作品等を提供

資金提供者に
リターンを提供

リターンは不要

カマコンバレー有限責任事業組合

「iikuni」 いいくに

2013年8月発足

手数料15％ （2013年内は手数料無料キャンペーン）

目標金額とリターンを設定（購入型）

５－４ クラウドファンディング比較

平成25年11月現在



５－５ ジャスト・ギビング・ジャパンとは

ジャスト・ギビング・ジャパン（現 ジャパン・ギビング）とは

ノーベル医学生理学賞を受賞された京都大学 山中伸弥教授や 高齢でエベレスト登頂を達成

した三浦雄一郎氏が資金を募った日本 大のクラウドファンディングサイトで、現在、約１０万
人から約１０億円の寄付を集めるなど、国内 大の寄附仲介サイト。英国発７億ポンドを集める
世界 大級のクラウドファンディングサイト「JｕｓｔGｉｖｉｎｇ」の日本版として、2010年3月9日より
運営を開始。ファンドレイジングサイト（注１）を運営する一般財団法人。（平成25年11月現在）

注１：ファンドレイジングとは、個人がＮＰＯ等の非営利団体のために寄附を集める行為



５－５ クラウドファンディングのしくみ

鎌倉市市民活動部観光商工課作成

寄附者

クラウド
ファンディング

事業者
10,000円

鎌倉市

9,500円

500円
【歳入】70款 寄附金

【歳出】13節 委託料

繰替払

歳入
振替

歳入歳出予算の仕組み



６ かまくら想いプロジェクト



６－１ かまくら想いプロジェクトの検討

募集開始までの検討項目
・システム利用料をどのように会計処理するのか。

・１社随意契約に問題はないかどうか。

・契約内容の庁内調整。

・財政課と予算措置について調整・確認

・著名人のチャレンジャーやプロジェクトの内容をどうするのか。

鎌倉駅西口に世
界に誇れるトイ
レを作ります！

トイレをいつも
綺麗にするチー
ムを作ります！

市
の
提
案

お金のかからないリターン、市長・観光大使のチャレンジ、世界遺産・社寺の特
別公開などを絡めたプロジェクト・チャレンジなど

☞ 明確なゴール（目標金額）を設定したチャレンジ・プロジェクト、シンプル
なプロジェクト、現実的かつ達成しやすい目標のプロジェクト

☞ かまくら想いプロジェクト



６－１ かまくら想いプロジェクトの検討

2013年の花火
を応援します！
（企業のチャレ
ンジ）

世界遺産の街
KAMAKURAとして
、世界中のお客様をお
迎えする準備資金を1
億円集めます！

バーチャル「観光
未来課」を創設。
鎌倉の観光を応援
して頂ける方を課
員に認定します！
（市のチャレンジ
、要企業協賛）

鎌倉の観光の宣伝大
使になりませんか？
寄附を○○円以上い
ただいた
方を観光宣伝大使に
任命し、部長との飲
み会や名刺・ピンバ
ッチ・制服を差し上
げます！

ジャスト・ギビング・ジャパンの提案

寄附をいただく
と普段公開して
いない文化財を
特別にみられる
ツアーに参加で
きます！

※部長は国際観光親善大使



６－２ かまくら想いプロジェクトとは

第1弾（平成25年11月1日～12月31
日）

ジャスト・ギビング・ジャパン（現ジ
ャパン・ギビング）を通して、「鎌倉が
好き」「鎌倉を応援したい」と思ってく
ださる鎌倉ファンの皆さまから寄附
を募り、市内10ヵ所に観光ルート板
を新設しようとするプロジェクト

【プロジェクト概要】
観光ルート板10基分にあたる100

万円を一口1万円で100名から寄附

を募る。観光ルート板には寄附者の
名前を銘板にして取付け

22日間で達成



６－３ かまくら想いプロジェクトとは

第2弾（平成26年11月4日～12月31日）
旧鎌倉地区の付近の観光スポットを示す地区案内板を設置

【プロジェクト概要】
地区案内板を4～5ヵ所設置するための費用100万円を一口1万
円で100名から寄附を募る。地区案内板には寄附者の名前を銘
板にして取付け

第3弾（平成27年12月4日～平成28年1月31日）
鎌倉の玄関口から優しい眼差しで鎌倉を見守る観音様にスポット

をあて、大船観音寺の歴史を語る名所掲示板と大船観音寺に至る
観光ルート板を整備

【プロジェクト概要】
名所掲示板と観光ルート板を設置するための費用100万円を一
口1万円で100名から寄附を募る。名所掲示板と観光ルート板に
は寄附者の名前を銘板にして取付け



６－４ かまくら想いプロジェクト成功の要因

◆クラウドファンディングの手軽さ

24時間、スマートフォン・パソコンで寄附が可能、クレジットが使用可能、 小口寄附、

離れた場所からも地元を応援

◆多くのメディアで取り上げられた

全国初の試み

◆ジャスト・ギビング・ジャパンサイトのトップページに掲載

◆ギフト（リターン）の設定

設置する観光ルート板に寄附者の名前を刻む銘板を取付け

◆先着100人限定というプレミアム感

◆共感を呼ぶネーミング、キャッチコピー

鎌倉を訪れる観光客を「おもてなし」したい市民、鎌倉ファンを自認する観光客に

とって、観光都市鎌倉のまちづくりに目で見えるかたちで貢献。

寄附者のコメント 「鎌倉市のまちづくりに貢献できることに喜びを感じる。」「鎌倉

が大好きで何度も訪れている。」など

◆寄附の目的が明確



６－５ かまくら想いプロジェクトの課題

平成25年度（第1弾） ９９万円（９６３千円）
平成26年度（第2弾） ６７万円（９７５千円）
平成27年度（第3弾） ２９万円（９０１千円）

【未達成の要因】
①数多くの自治体がクラウドファンディング

の活用に取り組むようになった。
②特別に新鮮味のあるプロジェクトの提案

ができなかった。（マンネリ化）
③「ふるさと寄附金」の取り組み

平成27年度 約1億2,300万円



６－６ かまくら想いプロジェクトの今後

なぜクラウドファンファンディングなのか？

鎌倉で楽しんでいただくための整備費用を、楽しんでいただ
いている方々から集めたいという思い。

今後の取り組み（活用事業の安定化）

・鎌倉の観光資源に精通している市民やリピーター観光客に
対してもアピールできるように「知られざる鎌倉」の名所
旧跡を、QRコード、観光アプリといったＩＣＴと連動して
紹介する案内施設整備を前面に出したプロジェクトの提案

・一口当たりの寄付額を見直し、より寄附しやすい仕組みの
提供



ご静聴ありがとうございました

鎌倉まつり（静の舞）

鶴岡八幡宮鎌倉大仏（高徳院）

鎌倉七口（切通）流鏑馬神事


