
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 ＬＥＴＴＥＲ』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】・・・熱海は日本のハリウッドを目指します！・・・Ｐ２ 

  熱海市は、「熱海ハリウッド化計画」を本格始動し、さらに熱海でのロケを支援する動画

を YouTube にて配信しています。６月には熱海国際映画祭も開催され熱海は日本のハリウ

ッドを目指します。 

【特集２】熱海の魅力発信！静岡ＤＣプレキャンペーン開催！ ・・・Ｐ３ 

  静岡デスティネーションキャンペーン（静岡ＤＣ）の前年に実施するプレキャンペーンを

熱海市でも開催しています。熱海の魅力あふれるＤＣ商品企画をご紹介します。 

 【イベント】４月～６月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇ATAMIジャカランダフェスティバル２０１８ 

◇熱海ローズフェスティバル２０１８  

◇ほたる観賞の夕べ 

【熱海のココスキ!!】「多彩なロケーションは熱海の最大の魅力」・・Ｐ５ 

「ADさんいらっしゃい！」と銘うち、AD（アシスタント・ディレクター）や制作部を全面的に支

援し、ロケ誘致を推進している熱海市役所職員山田久貴氏にお話しを伺いました。 

VOL.19 2018 . 4 月号 

２ 

写真は、Ｐ２で紹介している熱海ハリウッド
化計画のイメージです。 
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熱海市は、「日本でナンバー１の温泉観光地づくり」に向け、地域資源を磨き、誘客につなげる観光まちづくりを目指し

ている成果が実を結び、宿泊客数も３年連続で３００万人を突破している状況です。熱海市は、今年で市制施行 81年目！

国内外に向けた「熱海ハリウッド化計画」を本格始動し、熱海でのロケをさらに支援します。熱海は、日本のハリウッドを目

指します！６月には「熱海国際映画祭」も開催され、世界に向けた熱海を発信しますのでご期待ください！ 

～ 熱海市は、情報番組・バラエティ番組・映画・ドラマ・広告などの 

ロケを全力でサポートします！   熱海市 ～  
いつか本当に、ハリウッドみたいな映画も熱海でつくりたい！ 
 
 

 熱海市は、「旅」や「グルメ」の情報番組やバラエティ番組、映画・ド

ラマのロケを積極的に”無料”でサポートします！！ 

首都圏に近く、素材豊富な「熱海」を題材とした番組の企画をお待ち

申し上げます…。 多くのご好評をいただいております！                

6 つのお約束！ 

●もちろん無料！●市の職員が誠意をもって対応！ 

●迅速ていねい！●番組企画内容の秘密厳守！ 

●幅広い情報とコネクション！●臨機応変！ 

具体的なサポート内容 

1.ロケーション・施設の情報提供、コーディネート 2.エキストラのご紹介、

連絡調整 3.公共施設における撮影の申請補助 4.ロケバス等の関係

車両の移動ルート、待機場所に関する情報と手配 5.役者様の着替え・

メイク、打ち合わせ場所等のご紹介と手配 6.ロケ弁、ケータリング等

のご紹介と手配 7.ロケ中のご宿泊先、打ち上げ会場等の情報提供、手

配 8.その他、ロケハンの同行ご案内、ロケの同行・各種手配 など 

 その他、こんなご要望にも…！ ●ちょっと凝ったロケ弁や、早朝・夜

食の軽食弁当の手配 ●ロケハン中、スタッフ様用お安い宿の情報提供 ●各種公共施設の目的外使用の調整●道

路使用申請の代理提出、許可証の代理受領●キャスト様の温泉ご入浴、ご休憩場所の手配などその他 「えっ！そん

なことまで？！」というものまでやります。 ご用命は・・土日祝日、夜間も！！ 

 

 

熱海国際映画祭２０１８を開催します 

6 月 28 日から７月１日の４日間、熱海市全体がシネコンになります。アメ

リカから、ヨーロッパからアジアからそして日本から選りすぐりの新作映画

が熱海にやってきます！ 

開催日 ６月２８日(木)～７月１日(日) 

●オープニングイベント・コンサート会場 救世会館大ホール 

●オープニングパーティー会場 ホテルニューフジヤ 

●上映会場 ＭＯＡ美術館能楽堂、ホテルサンミ倶楽部、後楽園ホテル、熱海芸妓見番、 

熱海商工会議所、起雲閣、いきいきプラザ 

 

 

熱海は日本のハリウッドを目指します！ 
          

「熱海ハリウッド化計画 」YouTube 動画配信中 

◆お問合せ メディアプロモーション戦略室 担当山田 携帯：080-6957-2884  メール shintata5263@gmail.com ℡ 0557－86－6192   

 

熱海国際映画祭 検索 

運営：熱海国際映画祭実行委員会（熱海市、イオンシネマ、スカパー、全日空商事、フォーカス） 

◆お問合せ≪熱海支部≫熱海市銀座町 6-6 サトウ椿ビル 2 階 ℡0557－85－4000  

≪東京支部≫千代田区神田錦町 3-21ちよだ PF2 階 ℡03－5259－8654   

 

  

 

詳細はホームページ

をご覧ください！ 

ＡＤさん ・ 制作部さんいらっしゃい！ 

 

mailto:shintata5263@gmail.com


 

 

 

２０１９年春に静岡県とＪＲグループ、旅行会社などが協力して実施する「静岡デスティネーションキャンペーン（静岡Ｄ

Ｃ）」の前年に実施するプレキャンペーンを熱海市でも開催しています。熱海の魅力あふれるＤＣ企画をご紹介します。この

期間、ぜひ、多くの皆さんの来熱お待ちしています！ 

国内最大級の観光キャンペーンＤＣ 

ＤＣ（デスティネーションキャンペーン）とは、Destination（目的）＋Campaign（宣伝）とのことで、JRグループ 6社と地域

（地方公共団体・観光協会・住民・企業）が協働で取り組む、国内最大規模の観光キャンペーンです。 

静岡での開催が決定し、静岡県の観光資源の「掘り起し」と「磨き上げ」を行い、期間中は県内各所で様々なイベントが

行われ、全国からの誘客効果が期待されます。今年は、プレキャンペーンで、静岡県内、伊豆、熱海でさまざまなイベント

が開催されます。 

開催期間： ・プレＤＣ 2018 年 4 月～6 月 ・本番ＤＣ 2019 年 4 月～6 月 ・アフターＤＣ 2020 年 4 月～6 月 

 

プレＤＣ商品企画！ 

●「気球に乗って熱海の景色を独り占め！」 

気球に乗って普段見ることのできない上空から、熱海の景色を楽しむことができる限定プ

ランです。この時にしか捉えられない写真も映えること間違いなし。 

開催日：５月 12 日・13 日・26 日・27 日・６月９日・10 日・16 日・17 日（いずれも土日） 

所要時間：５分 参加費：1人 1,500 円 

場所：熱海サンビーチ お問合せ：熱海市観光協会 ℡ 0557-85-2222 

●「ブラアタミ」熱海の歴史を散策（ガイド付き） 

ＮＨＫ番組「ブラタモリ」で紹介された熱海の歴史にまつわる名所をガイドさ 

んが丁寧な説明を交えながら巡ります。 

開催日： ４月～６月（事前予約必須） 

所要時間：１５０分（10:00～１２：30） 参加費：1人 1,500 円(お土産付き)  

スケジュール：熱海駅（家康の湯・軽便鉄道）、商店街、人車鉄道、丹那トンネル、

市役所、大湯間歇泉、貫一お宮の像など 

お問合せ：熱海まち歩きガイドの会 mai:info@atamimachiaruki.net  

●その他の商品企画は、市ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

◆熱海のマンホールひそかに人気です・・・ 

 熱海市では、デザインマンホール蓋 2種類をデザイン

しました！マンホーラーと呼ばれる、マンホールの愛好

家たちは、特にマンホールの蓋のデザイン性に着目し全

国を旅し、画像をＳＮＳに投稿して披露しているそうで

す！ぜひ、熱海らしいデザインマンホールを見に来ませ

んか。写真におさめ全国へ発信してください！ 

熱海の魅力発信！静岡ＤＣプレキャンペーン開催！ 
          

 

【梅と芸妓】デザイン 

JR 来宮駅前に１カ所・

梅園前の歩道と梅園

内に８カ所設置 

【貫一お宮】デザイン 

お宮の松周辺の歩

道に８カ所、お宮緑

地内に１カ所設置 

◆詳細は熱海市ホームページ ID1005273 で検索しご覧ください。 お問合せ 熱海市役所下水道課 ℡ 0557－86－6526   
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 ガーデンの花々
が一斉に開花を始
める春。熱海ローズ
フェスティバルに
はバラはもちろん
のこと、いつ来ても
楽しめるイベント
がいっぱいです。 
  

７月１３日(金)まで 開催中 

６月１日(金)～10日(日)  
19:00～21:00 

幻想的な光景を楽しむ 
「熱海梅園初川清流 ほたる観賞の夕べ」 

 梅の名所として知られる熱海梅園
内の清流初川で、ほたるが舞う幻想
的な光景が見られます（無料）。 
貸切タクシーで巡るナイト周遊プ

ラン（有料）で熱海の夜を巡るのも
オススメです。 

 
。 
 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

28･29 日 熱海をどり（熱海芸妓見番） 

 

1～5 日 初島ところ天まつり（初島港特設会場） 

4･5 日 春のそれ伊豆山伊勢海老磯まつり 

               （伊豆山海岸） 

12･13 日 TAKATA-FESTA in 熱海（親水公園）  

26 日 湯かけまつり（泉公園) 

2･3 日 アタミアロハフェスティバル（親水公園） 

9･10 日南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海岸公園） 

10 日 魚祭り（熱海魚市場） 

17 日 MOA 美術館定期演能会（MOA 美術館能楽堂） 

   

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

 

５月３日(木祝)～５日(土)10:00～16:00 

◆お問合せ 熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

５
月 

４
月 

600種 4000株のバラがお出迎え 
「熱海ローズフェスティバル 2018」 

◆お問合せ アカオハーブ＆ローズガーデン  TEL 0557－82－1221 

 

潮風に吹かれながら 
「春のあたみビール祭り」 

大人気！初夏の熱海を告げる 
「ATAMIジャカランダフェスティバル 2018」 

 熱海の初夏を告げ
る花、世界三大花木の
“ジャカランダ”。 
 この時期、熱海のジ
ャカランダ遊歩道は
多くの人で賑わいま
す。期間中は、ライト
アップや土日はフリ
ーマーケットなどを
予定しています。 

６月９日(土)～６月２４日(日) 

６
月 

◆お問合せ  熱海市観光協会 
TEL 0557-85－2222 

 

つつじの花が山を染める 
「姫の沢公園花まつり」 

」 
５月３日(木祝)～５月６日(日) 

 

春暖の中で乾杯!! 
会場：渚親水公園 
   レインボーデッキ 

日本の都市公園 100 選にも指定されている姫の沢
公園。この時期は全体が色とりどりのツツジで埋
め尽くされ、たくさんの鯉のぼりが泳ぐ風景が見
られます。また、園内にはアスレチック（無料）
も常設されています。 
 

気候が心地よい～ 
春・初夏花火！「熱海海上花火大会」 

 

４月１４日(土)・２２日(日) 

５月１２日(土)・２７日(日) 

６月 ３日(日)・１７日(日) 

熱海湾 20:20～20:45 

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

熱海は、1 年を通して花火を
楽しめます。春・初夏の花火は
心地よい気候で、屋外でみるに
はオススメです！ 

※イメージ 

昨年オープン
した建築家隈研
吾氏によるデザ
インが魅力の CO
EDAHOUSE（コエ
ダハウス）は海と
空を見晴らす絶
景カフェです。 
 

 

（入場料有料） 

◆お問合せ  姫の沢公園施設事務所  TEL 0557－83－5301 

 



 

山
やま

 田
だ

 久
ひさ

 貴
たか

さん 

    熱海市観光建設部 
メディアプロモーション戦略室長 

 

 

 

－「ADさんいらっしゃい！」と銘うち、AD（アシスタント・ディレクター）や制作

部を全面的に支援し、ロケ誘致を推進している熱海市役所職員山田久貴氏。現在、

熱海はロケ地としてメディア露出やテレビ撮影が増えている中、熱海を「ハリウッ

ド」のような街にしたいと日々職務を遂行している山田職員に話を伺いました。－ 

－熱海ハリウッド化計画について－ 
 

山田 今後ますます今一番多いバラエティ番組を中

心に映画、ドラマ、ＣＭなどのロケを積極的に受け入

れたいと思っています。常に熱海のどこかでロケが行

われている街にしたいという思いから日本のハリ

ウッドというひとつのブランドイメージとして企

画しました。現在、年間ロケが約１００本、1 日

２カ所で撮影が行われ現実に熱海はハリウッドに

近づいているようにも思えますが、今以上に多く

のロケを受け入れることにより、「熱海はいつもロケをやっている」といったロケ現

場とお客様が遭遇する非日常感の演出を熱海に訪れるお客様に提供することが熱海

ハリウッド化計画の最終的な目的です。   P2 で掲載、熱海ハリウッド化計画→ 

－熱海のロケ地としての魅力は？－ 山田 熱海がロケ地として選ばれる一番の魅力

は、狭いエリアにバリエーション豊かなロケーションが沢山あることです。例えば、

海ひとつをとっても白砂のビーチがある、ヨットハーバーがある、断崖絶壁もある、漁港もある、島があるなど海

だけでいろんなバリエーションが撮れます。さらに、車で１５分位行けば高原のような山があり森林もある。また、

温泉を売りとする老舗旅館やホテルもバリエーション豊かです。飲食店はこの小さな街に多く点在しています。街

並みもビーチやヨットがあるリゾート感溢れる場所もあれば、昭和・大正の雰囲気を思わすレトロ風な街並みもあ

る、網代に行けば漁師町もある、多賀にはみかん畑のような農園風景もある、また市内には、由緒ある神社も多い

です。熱海は、狭いエリアでロケーションが多彩です。それが車で１５分圏内のエリアにそれぞれが集まっている

ので半日くらいでいくつかのロケ地を撮影できます。これらは、熱海のロケ地としての最大の魅力です。 

－メディアプロモーション戦略室が新設し、今後の取り組みやメディア関係者様へメッセージを－ 

ロケ支援業務をベースとして、さらに効率の良い熱海の情報発信方法

やイメージ戦略を発展させていきます。より若い方たちが熱海への関心・

認知を高め、熱海へ来てもらい SNS での熱海の情報や魅力を拡散、発信

してもらいたいです。またメディア関係者の皆さまには、他の街でできな

いような内容のロケや特にバラエティを誘致したいと思っています。これ

は無理でしょうというものや他の街じゃ嫌がられるもの、できないような

ロケを熱海では熱烈歓迎します。熱海のもっている観光資源や熱海にしか

できない、他の街にはまねできないもの、熱海は別格だというものを作り

あげていきたいです。そして、私という動く市の職員、熱海の AD 山田が

街と人を結び付け、さらに熱海のロケを支援したいと思っています。 

－ 最後に、‘‘熱海のココスキ！’’を教えてください。 
 

山田 初島航路から見える熱海の市街地の景色が好きです。

海上から見える熱海市街の光景は、他の街にはない立体的な

街並みが見えます。そこには、紺碧色の海と白いかもめが飛

びなんとも言えない景色が広がります。熱海の遊覧船の質も

高いと思います。私が初島をおすすめするのは初島・熱海間

の航路の景色を多くの観光客の皆さまに見てもらいたいと思

うからです。熱海・初島間の船旅は約 30 分。デッキから見る

30 分程の景色は最高です。離れていく熱海、近づいていく熱

海の光景が好きです。 

多彩なロケーションは熱海の最大の魅力 


