
Figure.1 atamistaおよび machimoriの事業内容 

熱海市における宿泊客数増加に関する一考察 

―民間企業および NPO法人の活動に注目してー 

One consideration about the staying guests increase in Atami city 

Focused on actions of private enterprises and NPO corporations 

 

 〇渡辺大生 1，天野光一 2，西山孝樹 2 

 *Hiroki Watanabe1, Koichi Amano2, Takaki Nishiyama2 

 

Abstract: This study focused on actions of private enterprises and NPO corporations. As a result, the staying guests in Atami city had 

increased. 

 

１．はじめに 

熱海市はバブル崩壊が一因となり，宿泊客数が減少

した．しかしながら，その熱海が平成 23（2011）年を

境に宿泊客数が増加傾向へと転じた． 

佐々木ら[1]の研究では，シティプロモーションを通

して行われてきた取り組みに着目した結果，飲食店等

のメディア露出が増加したことにより熱海市の宿泊客

数増加に繋がったことを明らかにした． 

そこで本研究では，熱海市の活性化を支えてきた民

間企業および NPO法人に着目し，熱海市の活性化がど

のように行われてきたかを明らかにすることにした． 

２．研究の目的 

熱海市における活性化の一端は，市来広一郎氏が担

っていることを先述した既往研究で明らかである．そ

の市来氏が取り組んできた主たる事業として『NPO法

人 atamista』と『株式会社machimori』の設立が挙げら

れる．本研究では，その中でも熱海市における活性化

の先駆けとなる種々の事業を行った『NPO法人 atamista』

に着目した．NPO法人の設立から現在に至る事業内容

を明らかにすることで，熱海市における宿泊客数増加

の要因を明らかにすることを目的とした． 

３．研究方法 

前章で挙げた NPO 法人および関連する民間企業に

ついては，ホームページ[2], [3]などを基に会社概要や事

業内容について把握した．また，詳細については，『NPO

法人 atamista』代表であった市来氏と共に熱海のまちづ

くりに関わってきた同理事の下田国久氏からヒアリン

グ調査を行った． 

４．『NPO法人 atamista』について 

廃れた熱海の光景から，100 年後の豊かな暮らしが

できるまちを目指すため，地域に根差した『人』，『産

業』を育て，すべての人が地域づくりに参画できる社

会を目標に掲げ活動を行ってきた． 

（１）設立の経緯 

『NPO 法人 atamista』の設立は市来氏と下田氏に加

え，地域の協力者達で設立された団体である（設立当

初は法人格ではない）． 

市来氏は高校時代から出身地でもある熱海を良くし

ていきたいとの意志を持ち，大学卒業後はコンサルタ

ントで熱海の仕事に携わった．一方，下田氏は熱海市

内で地域の HP 作成を行う会社に勤めており，二人は

共通の知り合いを通じて出会った．そこでお互いの意

思が合致し『NPO法人 atamista』の設立に至った． 

（２）設立当初の活動 

NPO法人の設立当初は，地域の広報記事を作成する

ために熱海市全域で取材を行い，市内には遊休農地が

多く存在していることがわかった．そこで市役所の職

員と連携し，遊休農地を利用した「チーム里庭」とい

う熱海市内に流入するシニア世代の人を集めた体験農

業を開始した．これを機に取材で得た賛同者などと協

働して，NPO法人の活動がスタートしていった． 

５．『NPO法人 atamista』の事業内容と課題 

NPO法人の活動として，大きく 4つの取り組みが行

われており，それらの事業内容を Figure.1に示した． 
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（１）人づくり事業 

2009年から 2015 年に実施された熱海温泉玉手箱（オ

ンたま）は，体験交流プログラムを通して，地元住民，

働く人，この地を訪れた人の三者間が交流できること

を目指した様である．その交流が地域住民の意欲喚起

につながり，地域のやる気ある人々が積極的に参加す

るようになる．そして，交流が軸となり，まちづくり

の活動や小さなビジネスヘと育っていくことが「オン

たま」の目標であった．「オンたま」が終了しても，後

継活動として遊休農地で栽培された作物を使ったごは

んづくり，路地裏レトロまち歩き等のツアーが行われ

ている．熱海ならではの文化を土台とし，地域に根付

いた産業の発見を行うことができたと推察される． 

当事業から得られた効果は，多くのプログラムを 1

ヶ月程度の期間にまとめて行い，何度も同じプログラ

ムは実施しない条件で開催された．本手法により，話

題性を生むことにも成功した．「オンたま」プログラム

の舞台となった飲食店や体験教室はリピーターが定着

し，熱海市を訪れる人も増加した． 

また，Table.1で示したように，プログラム提供者も

第 1回は 14件であったものが第 5回には 64件と約 4.6

倍に増加した．『NPO法人 atamista』が実施する各種イ

ベントに賛同してくれたプログラム提供者が増えたこ

とで，今後行う企画の幅も広げることに成功した． 

Table.1 オンたまの開催回数とプログラム提供者数 

（２）場づくり事業 

まちづくりイベントの開催では地域資源発掘のため

まち歩きを実施し熱海市と共同で「熱海 2030会議」を

開催した．会議では，20~40代の約 250名が参加し，

熱海の将来を話し合った．熱海以外の地域から参加し

た人が今後の活動などを会議で宣言できる場であった．

後述する創業支援事業である「99℃ Startup Program for 

Atami 2030」は本会議が元となって始まった．（Figure.1） 

ポータルサイト・SNSの運営では，様々なイベント

を紹介し，多くの人に情報を提供する場も設けた． 

また，コミュニティスペースの運営も提案された．

現在では熱海で会社を創業しようとしているチャレン

ジパートナーやその支援者が交流できる拠点（カフェ

ロカ，MARUYA，naedoco）の運営へと繋がっている． 

会議や団体などのファシリテーション等の事業は 

熱海市が主催で活動する「熱海リノベーションまちづ

くり」のプログラムである「熱海 2030会議」，「99℃

Startup Program for Atami 2030」の協賛として『NPO法

人 atamista』のスタッフが，行政側から業務委託で運営

を任されている． 

（３）マーケティング・プロモーション事業 

2013年から 2ヶ月に 1度，地域資源のプロモーショ

ンなどを行うため「海辺のあたみマルシェ」というク

ラフト・ファーマーズマーケットが開催されている． 

熱海から半径 30 キロメートルの範囲内で行われて

いる他のマルシェから出店依頼を行い，銀座通りの空

き店舗前を利用してフリーマーケットを開催している． 

（４）コンサルティング事業 

個別の経営などの創業支援を目的とし「99℃ Startup 

Program for Atami 2030」などを熱海市と協働で開催し

ている．実際に新たに熱海で創業するため，2~3店舗

の創業コンサルティングを現在も継続している．市来

氏が『NPO法人 atamista』取り組みのノウハウなどを

他の自治体や個人向けにも講演会を実施している． 

（５）事業の課題点 

 例えば，「オンたま」では，企画から運営まで約半年

の期間を要し，高コスト低収益の点であった．また，

Figure.1 で示した他の事業も補助金とボランティアに

頼らざるを得ない状況であった．そこで，経営を成り

立たせ，さらに継続して各種事業を実施していく必要

性もあることから 2015 年以降は事業主体を『（株）

machimori』に変更し，「あたみのつかいかた」などの

まちづくり活動も後継して活動できている． 

６．まとめ 

本研究では，熱海市における活性化のため，市来氏

が取り組んだ第一歩の取り組みとして NPO 法人の設

立とその活動について考察を行った． 

そして，『NPO法人 atamista』で始まった取り組みが

現在も熱海で継続して実施されている．今後は，『（株）

machimori』について焦点をあて，市来氏が行ってきた

一連の取り組みの実態を明らかにしていきたい． 
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開催回 第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 

西暦 

和暦 

（区分） 

2009 
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（上半期） 

2009 

平成 21年 

（下半期） 

2010 

平成 22年 

（上半期） 

2010 

平成 22年 

（下半期） 

2011 

平成 23年 

 

プログラム 

提供者数

（件） 

14 35 37 52 64 

※平成 21年〜平成 27年までの 11回実施．第 6回以降のプログラム 

 提供者数は不明． 
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