
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熱海市は、将来都市像に
「住むひとが誇りを 訪れ
るひとに感動を 誰もが輝
く楽園都市 熱海」を掲げ、
「住んでみたい」「訪れてみ
たい」、そしてそんな街に
「投資をしたい」という「選
択される街」を目指して、
シティプロモーション活動
に取り組んでいます。 
『熱海ＮＥＷＳ ＬＥＴ

ＴＥＲ』は、その活動の一
環として、熱海の旬な情報
をお伝えするために、定期
的に発行しています。 

 
 

                        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    熱海市役所 秘書広報課 広報情報室 

      〒413-8550 静岡県熱海市中央町 1-1 

      TEL  0557-86-6070   MAIL  koho@city.atami.shizuoka.jp 

      熱海市ホームページ  http：//www.city.atami.lg.jp 

 

 

 

【特集１】熱海のてっぺん！絶景スポット十国峠・・・Ｐ２ 

  標高 770 メートルからの絶景を見渡せ、この時期にしか見ることができない富士山と夕

景を楽しめる十国峠について紹介します。 

【特集２】熱海には私たちがいます！お任せください！・・・Ｐ３ 

Ａ-biz（熱海市チャレンジ応援センター）チーフアドバイザーと別荘所有者の方のための 

熱海型別荘コンシェルジュを紹介します。 

【イベント】１２月～３月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇日本一早咲きの梅と桜 “熱海梅園梅まつり＆あたみ桜 糸川桜まつり” 

◇冬の澄んだ空気で見る花火 “熱海海上花火大会” 

◇熱海の夜をおトクに飲み歩く “ハッピーアワー特別クーポン” 

◇尾崎紅葉生誕１５０周年記念式典 “尾崎紅葉祭・語り「金色夜叉」” 

 
【熱海のココスキ!!】「熱海をまち全体で盛り上げたい！」・・・Ｐ５ 

Ａ-ｂｉｚ（熱海市チャレンジ応援センター）にチーフアドバイザーとして着任した山﨑浩平

さんに熱海の企業支援、熱海のココスキ！！について伺いました。 

 

１８０６年創業の老舗旅館１７代目 内田宗一郎さんに、貴重な経歴から見ることができる

熱海温泉の魅力と熱海のココスキ!!について伺いました。 
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している熱海のてっぺ
ん！絶景を見渡せる十国
峠です。 
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その昔、十の国（「伊豆」「駿河」「遠江」「甲斐」「信濃」「相模」「武蔵」「上総」「下総」「安房」）と五島（「大島」「新島」

「神津島」「三宅島」「利島」）がここから見渡せたということからその名がついたといわれる十国峠は熱海のてっぺんで

す。その名のとおり晴れ渡った日の十国峠の頂上からは富士山や南アルプス、駿河湾はもとより湘南海岸や三浦半島を

ご覧いただけます。今回は 360 度パノラマの絶景が楽しめる十国峠についてご紹介します。 

 

標高７７０メートル この時期、富士山と夕日が絶景！ 

平成２８年３月に文化財登録された十国峠は、ケーブルカーを

乗り継ぎ、山頂に辿り着くと、目の前には『世界遺産富士山』の雄

大な光景（Ｐ１写真）が広がります。なかでも、冬の時期は、雪化粧

した美しい富士をご覧いただけます。また、１１月中旬から１月上旬

までは駿河湾に沈む夕日も格別の美しさです。山頂からは、姫の

沢公園・岩戸山めぐりや日金山へのハイキングも好評です。 

ケーブルカー運賃(往復) 大人：７２０円 子ども：３６０円 

＊3 月 31 日まで右記チラシを提出していただくと、十国ケーブ

ルカー乗車１０％割引券、オリジナル天然水のプレゼントがあります。 

  営業時間 ８：50～16：50＊15分間隔で運行【毎時５分、20 分、35分、50分運行】  

 

インスタ映え空間演出！トワイライト運行 

日没後の空が美しく表情を変える時間帯に合わせ、ケーブルカ

ーの延長運転を行います。このトワイライト運行では、この時期にし

か見ることのできない、冬の澄み切った空の藍色と夕日のオレンジ

との見事なグラデーションを描く夕焼け、そこに浮かび上がる富士

山、そして日が沈めばきらめくような夜景をご覧いただけます。 

運行日 １２/９（土）、１２/１６（土）１２/２３（土）、１２/２４（日）、 

 １/６（土）、１/１３（土）、１/２０（土）、１/２７（土）、２/３（土）、２/１０（土） 

ケーブルカー最終時刻 行き １８時３５分 帰り １８時５０分 

※雨天および濃霧など、荒天時は中止する場合があります。 

熱海駅から十国峠登り口までの臨時バスを運行（約４０分）します。 

熱海駅２番のりば１７：２０発 十国峠登り口１９：１０発  

 

 

 「意外と富士山」熱海サンセットツアー  

 

 

  

 
 熱海のてっぺん！絶景スポット十国峠！ 

◆お問合せ  JTB 中部 熱海店  TEL 0557－81－7158 

 

◆お問合せ  十国峠ケーブルカー TEL 0557－81－6895 

 

トワイライト運行に合わ

せ、十国峠と市内名所を合

わせたツアーを開催します。 

出発日 １２/９（土）、１２/１６

（土）、１/２７（土）、２/１０（土） 

 
旅行代金 大人・子ども共通４，８００円（貸切バス代、バスガイド代、ケーブルカー代（往復）含む） 

行程 熱海駅（１５：３０）＝伊豆山・走り湯＝伊豆山神社＝十国峠＝熱海駅(１８：３０～１９：００頃) お電話でご予約ください。  

チラシ観光案内所にて配布 ▼  



 

 

 

 

Ａ-biz（熱海市チャレンジ応援センター）に 

チーフアドバイザ―が着任！ 

Ａ-ｂｉｚ（熱海市チャレンジ応援センター）は、平成24年度より市

と商工会議所が連携し、がんばる事業者を応援するための個店

支援事業として開始しました。新規創業から新商品・サービス開

発、販路拡大、さらに人材の確保など相談内容は多岐にわたりま

す。徐々に元気を取り戻しつつある熱海で、事業者の皆さんをも

っと応援したいとの思いから「事業者の方の真の強みを見つけ、

売り上げアップを目指して、一緒に悩みチャレンジをしてくれる

人」を全国から公募し、山﨑チーフアドバイザーを招聘しました。 

 今後は山﨑さんを中心に、市、商工会議所がさらに連携し、より地域に密着した支援を行っていきます。コストをかけず

に相談者と共に売り上げアップの知恵を出し、何度でも無料で相談を伺います。熱海で何かチャレンジしたいと思ったら

まずは一歩、Ａ－ｂｉｚと一緒に踏み出しましょう！ 

【相談申込方法】電話、FAX、メールで予約【開設日】月曜日～金曜日（祝日・年末年始・臨時休業日

除く）【利用時間】 9:00～17:00 【相談場所】月・火・水 熱海市役所第 1庁舎 3階、木・金 naedoco

（なえどこ）熱海市銀座町 6-6 サトウ椿ビル 2階 【相談料】無料  

 

 

 

別荘所有者の方のための 

熱海型別荘コンシェルジュを配置しました！ 

 「日本でナンバー１の温泉観光地づくり」

を目指し、別荘等所有者の皆さんが何度も熱

海へお越しくださるよう、「別荘コンシェルジ

ュ」として専任職員を１名配置し、定番情報

から旬な情報、市内飲食店や観光施設などの

情報を発信しています。 

 

◎専用ホームページを 1月に開設します！ 

別荘等所有者の方のみが閲覧できる専用ホー 

ムを開設し、ニーズにあった情報提供を行います。 

◎ホットラインの開設をしています！ 

ダイヤルイン専用回線の開設、イベント情報・ 

飲食店情報などの提供、ご相談・ご意見も含めワン 

ストップでの対応を行います。 

◎交流イベントなどの企画・実施予定！ 

別荘等所有者同士、市民との交流イベントなどを企画し、「熱海での暮らし方」の情報収集・発信を行う予定です。 

 

 

 

 
  

岸浅次郎商店 

チーフアドバイザー山﨑浩平さん（Ｐ５で紹介） 

◆お問合せ  熱海市役所観光推進室  TEL 0557－86－6195 

 

◆お問合せ Ａ-biz(熱海市チャレンジ応援センター) 熱海市役所産業振興室内 TEL 0557－86－6200  Fax 0557－86－6199 

                                                   e-mail info@atami-a-biz.jp 

 

Ａ-biz ホームページ 

 

 
～コンシェルジュより～ 

 熱海に別荘をお持ちの皆様が、より充実した別荘ライフを送れる

よう、全力でサポートいたします。「熱海に別荘を持って良かった」

と思っていただくことが、私の使命です。 

別荘コンシェルジュ 池田佳世 (熱海市役所観光推進室) 

ATAMI 

 
 熱海には私たちがいます！おまかせください。 
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 ＪＲ来宮駅から徒歩 10 分という市街地にある熱海
梅園は、11 月 24 日に既に１輪の梅の開花を確認。早
咲・中咲・遅咲の 59 種 472 本の梅の木が植えられて
いるため、梅まつり期間を通して楽しんでいただけま
す。また、園内には足湯（10:00～16:00）も併設され
ており、温泉を楽しみながら梅を観賞するのもオスス
メです。 

１月６日(土)～３月４(日) 

１月２０日(土)～２月１１日(日) 

日本一早咲きの桜!! 
「あたみ桜 糸川桜まつり」 

  常春熱海を彩るのは、梅だけ
でなく、“あたみ桜”。熱海市街
地にある糸川遊歩道沿いでは、
「あたみ桜 糸川桜まつり」が
開催されます。期間中の土･日･
祝日には、桜茶の無料サービス
が行われるほか、大道芸などの
各種イベントも開催されます。 
 さらに、期間中の 17:00～
23:00 には、あたみ桜がライトア
ップされるので、穏やかな光に
照らされた満開のあたみ桜も必
見です。 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

９･10 日 網代温泉ひもの祭り（大縄公園） 

16･17 日 長浜みかんフェア （長浜海浜公園） 

15 日 海辺のあたみマルシェ（親水公園) 

23 日 講談「金色夜叉」（いきいきプラザ） 

13･14 日 網代温泉ひもの祭り（大縄公園） 

 

24・25 日 伊豆多賀わかめ祭り（長浜海浜公園） 

25 日 魚祭り (熱海魚市場) 

28 日 逍遥忌記念祭（起雲閣） 

10･11 日 南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）  

下旬～ 熱海城桜まつり（熱海城） 

 

   

◆お問合せ 熱海市役所生涯学習課  TEL 0557－86－6289 

 

１２月１０日(日)･１７日(日） 

１月１４日（日）・２月１２日（祝月） 

常春熱海を満喫!日本一早咲きの梅！ 
「熱海梅園梅まつり」 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

冬の澄んだ空気で見る花火 
「熱海海上花火大会」 

尾崎紅葉生誕１５０周年記念 
   第７６回 尾崎紅葉祭 

 熱海の名を一躍全国
的に有名にした「金色
夜叉」の作者尾崎紅葉
先生の生誕１５０周年
を記念した第７６回尾
崎紅葉祭が「貫一お宮
像」前広場お宮緑地に
て開催されます。 
 熱海芸妓による「金
色夜叉」海岸別れの名
場面の再現、熱海出身
の女優二宮さよ子さん
による「金色夜叉」の
語りイベントなども開
催します。 

１月１７日(水) 13：00～ 

２
月 

３
月 

春夏秋冬、花火が
楽しめる熱海。この
冬も熱海湾で海上
花火大会が開催さ
れます。澄み切った
空気の中で、体を寄
せ合って見る花火
もオススメです。 
時間：20:20～20:45 

8:30～ 
16:00 

10:00～ 
15:00 

◆お問合せ  熱海市役所観光経済課  TEL 0557－86－6195 

 

◆お問合せ  熱海温泉ホテル旅館協同組合  TEL 0557－81－5141 

 

◆お問合せ ＭＯＡ美術館  TEL 0557－84－2511 

12
月 

 ◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

１
月 



 

 
 

11 月から A-biz（熱海市チャレンジ応援センター）チーフアドバイザ―に着任

した山﨑浩平さんにお話しをお伺いしました。山﨑さんは、大学卒業後、オリエ

ンタルランド、ギャップジャパンに勤務。オリエンタルランドでは、お土産菓子

全体の企画開発、ギャップジャパンでは商品の発注、在庫管理販促施策など 20年

以上に渡り商品の企画開発、販売促進に携わりました。（P3 A-biz事業掲載） 

―チーフアドバイザーに応募したきっかけは― 

山﨑 ビズリーチ(求人サイト)をみて興味をもったのがきっかけで、その後説明会に

参加し、やりがいがあり面白そうな仕事だと思い応募しました。２２４人の応募者の中、

書類審査で 5 人に絞られた後、面接を経て、選んでいただき嬉しく思っています。 

－熱海のイメージは― 

山﨑 20年位前に熱海へ訪れたときは、廃墟と

なってしまったホテルやマンションもあり夜の賑

わいも少なく、元気がなくなってしまった温泉

地というイメージでした。しかし、今の熱海は賑わいをとり戻して活気に溢れ、地域

をはじめ行政や団体などさまざまな人が熱海をもっと良くしたい、盛り上げたいと

思って活動されていることを感じます。そして「熱海」のブランド力、発信力はとても

大きな強みだと思います。首都圏の人からも注目されていて、「どこで働くことに

なったの？」と聞かれ「熱海です」と答えると、「熱海って最近盛り上がっているよ

ね！」とポジティブな反応ばかりで、とても嬉しくなります。 

－A-bizではどんな相談内容がありますか－ 

山﨑 相談に来ていただいている事業者の業種や相談内容は多岐

にわたります。その中でも最近多いのは、商品や店舗のネーミング、

集客アップ、新規創業の為のブランディングなどの相談をお受けし

ています。11 月に相談業務を開始して以来、相談件数は 1 ヶ月で 90

件を超えました。熱海の事業者の方は「熱海をもっと盛り上げるため

にこれをやりたい！」とおっしゃる方がとても多いです。場合によっ

ては自社の売上が上がらなくてもいいとおっしゃることも（笑）。皆

さんの「熱海愛」をとても感じています。    

－チーフアドバイザーとしての目標は－ 

山﨑 市内の事業者の方や熱海で起業したいという人にもっと A-biz を活用していただき、事業継続のサポートをする

ことで熱海をもっともっと盛り上げたいと思います。宿泊客数がここ数年伸び、熱海全体的には好況感があるかもしれ

ませんが、今、手を打っておくべきこともあると思います。A-bizは何度でも無料で使っていただけるので、相談に来られ

た方が売上を上げ、利益を出し続けることで事業を続けていけるよう、継続的なサポートをしていきます。そのために、

相談の質を上げ、私自身も事業者の方とともにこの熱海でさまざまなチャレンジをしていきたいと思います。相談は中

心市街地だけではなく、熱海全体を盛り上げられるよう、市内各地区の事業者の方からの相談もどんどん受けていきた

いと思います。今後は通常の相談場所とは違う場所での出張相談会なども行っていきたいと考えています。熱海市の面

積はそれ程大きくありませんが、たくさんの魅力が詰まっていて、たくさんの観光客が来ることからも市全体が巨大な

テーマパークだと言えるかもしれません。熱海市の魅力、事業者の方の魅力を最大化できるように全力を尽くします！ 

－最後に山﨑さんにとって、“熱海のココスキ!!”を教えてください－ 

山﨑 まず熱海の“人”が好きです。いろいろな方と交流する機会が増えました

が、皆さんが市外から来た私を受け入れてくれ、優しく前向きで、そして熱海を

愛する気持ちに溢れた方が多いです。そんな方に接すると自分のやる気もと

ても刺激されます。好きな場所はいろいろありますが、今日は来宮神社を挙げ

たいと思います。鳥居に入る道の雰囲気が好きです。実は採用面接の日に合格

祈願に行ったのですが、ご利益があり見事合格することができました！他には

駅前にある足湯も熱海らしくて好きです。駅を出てすぐに旅の疲れを癒すおも

てなし。新しい施設ですが熱海の皆さんの温かさを象徴していると思います。 

熱海をまち全体で盛り上げたい！ 

山
やま

﨑
ざき

 浩
こう

平
へい

さん 
Ａ-ｂizチーフアドバイザー 

来宮神社 鳥居前 

 

Ａ-biz 着任イベント 

 

チーフアドバイザー着任会見 

右：熱海市長） 

 右：熱海市長 

（中央：山﨑さん・左：f-Biz センター長小出宗昭さん・ 

 右：熱海市長 


