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ゲストと話そう！
「キーパーソンによる取組みのプレゼン及び会場とのトークセッション」①

◆ゲストスピーカー

市来 広一郎 氏

（株式会社 machimori 代表取締役、熱海銀座商店街振興組合理事）
◆聞き手

東 朋治 氏（株式会社商業タウンマネジメント代表取締役）

◆講演内容 熱海 V 字回復の秘訣について

※以下、敬称略。

東：皆さん、こんにちは。第 1 部「ゲストと話そう！キーパーソンが語る取組みのプレゼン及び会場と
のトークセッション」の進行役の東と申します。本日は会場から事前にたくさんの質問をいただいてお
ります。ご登壇の 3 名には、私と会場の皆様からのご質問にお答えいただく形で、お話をうかがってい
きたいと思います。それでは、熱海の市来さん、よろしくお願いいたします。今、熱海は日本の商店街
という枠を超えて街づくり活性を行っていて、活性化の奇跡と呼ばれています。市来さんご自身も『熱
海の奇跡』という著書も出されていて、売れ行きはどうでしょう（笑）。
市来：今、台湾で翻訳版が出まして、いろいろな方に読んでいただいております。
東：世界に発信されている取組みなんですね。では、その取組みについて、スライドに基づいてお話を
お聞きしたいと思います。こちらは熱海の全景、下（の写真）は、熱海銀座商店街ですね。銀座商店街
は駅から少し離れているのですね。
市来：そうですね、海の近くです。商店街はこの会場からだと歩いて 10 分以上かかります。1300 年前
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から温泉が湧いていてそこから海へと延びる商店街で、もともと江戸時代から街の中心だったというと
ころです。
東：銀座商店街も観光客や外国人もお見えになられていますか。
市来：外国人は全体の 1％でそれほどいないのですが、観光の方にはたくさん来ていただいております。
（スライドの写真を見ながら）
東：こちらの「オンたま」とはどういった事業でしょう。
市来：オンたまという取組みは、商店街に限らないのですが、熱海の街が栄えていてにぎわっていた昔
の資源が、段々と忘れ去られていっている。それを掘り起こして、主に地元の人とか移住してきた人、
別荘の方々を対象に体験のツアーをやることで、その魅力に気づいてもらい、そういう人たちから熱海
の街のファンをつくっていこうというものです。この写真は街歩きの写真で、マスターが 90 歳の現役
で、かつて三島由紀夫が通っていたという喫茶店です。そういうところを訪ねてマスターの話を聞くと
いうことを、街歩きの一環として 2009 年から 2011 年までの 3 年間やっていました。
東：この写真は、上が CAFÉ RoCA ですか。
市来：こちらは、私たちが熱海銀座商店街の再生を始
めて、2012 年 7 月に最初にオープンしたお店 CAFÉ
RoCA です。もともと証券会社が撤退したあと 3 年ぐ
らい空き店舗だったのを借りて始めました。CAFÉ
RoCA は今はもうやっていなくて、現在、その場所を
２つに区画分けして、コーヒーの店とジェラートの店
に入っていただいてシェア店舗となっています。
東：この下の guesthouse MARUYA は、どういった施設なのでしょうか。
市来：4 年前にオープンしてつい先週でちょうど 4 周年となったのですが、素泊まりの宿ですね。これ
も元々パチンコ屋さんの 100 坪ぐらいの所を借りてやっています。熱海の街中は旅館や観光ホテルなど
あるのですが、大型の宿はお客さんを囲って街の外に出さないというのがあって。もちろんそういうス
タイルもありですが、時代も変わってきているし、お客さんにどんどん街に繰り出してもらう宿をつく
ろうと、街の中を巡る拠点にしてもらいたいと思ってつくった宿ですね。内装も、かなり手を加えまし
た。
東：naedoco というのは何でしょう。
市来：ここは、1 階の店舗では椿油屋さんとか酒屋さんをやったりしているのですが、2 階部分が約 60
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年間空いていました。その使われていなかった場所をリノベーションし、コワーキングスペースにして
シェアオフィスの形にして、個人の方に使っていただけるようにしております。
東：今、全国のいろいろなところで、コワーキングスペースというものが、空き店舗対策としてオープ
ンしているのですが、上手くいっているところと中々採算が合わないなというところとに分かれている
と思います。実際、naedoco はどういった感じなのでしょうか。
市来：採算は、最初から合っています。うちの会社もオフィスとして使っているのですが、60 年間空い
ていた場所なのでランニングコストが家賃も含めて非常に安くて、初期の工事も相当安く抑えているの
で、会員数は 20 人ちょっとぐらいですが、それでも成り立っています。それと、熱海市とも一緒に創
業支援事業をやっておりまして、会員さん以外でここで起業してくれた人が 13 組出ています。
東：市来さんと名刺交換すると、メーリングリストをいただけます。そのメーリングリストを見てたら、
「ホテルロマンス座カド 11 月 9 日にオープン」とあったのですが、それはどういう事業でしょうか。
市来：もともと熱海銀座の「ロマンス座カド」という映画館が入っていた建物の一角の部分が、1 階は
居酒屋さんが入っているのですが、２階、３階、４階が空いていたんです。その 2 階以上を使って宿に
しました。guesthouse MARUYA の離れという形で、MARUYA でチェックインしてカドに泊まるとい
う形式です。周辺の空き店舗でも、１階は埋まるけど、2 階 3 階 4 階は空いているところがすごくある
ので、そういう空いたスペースを使いながら、ネットワーク形式で宿にしたり住宅にしたり、と考えた
一環のプロジェクトです。
東：離れができるということは、ゲストハウスの稼働率が上がっているということですか。
市来：MARUYA の稼働率は 60％ぐらいですが、MARUYA は客層としては 20～30 代前半向けなので、
もう少し違う層のお客さんに向けて場所をつくりたいと思って。実際そういう声もあったので、もう少
し単価の高い宿をつくったんです。
東：同じようなものをつくるのではなく、少しコンセプトを変えるというのも大事なことだと思います。
あと、あえて２階３階４階を整備することで、１階店舗部分も活性化するということもあるのではない
かと思いました。次のスライドは、99℃Startup Program for ATAMI 2030。どんな事業でしょうか。
市来：先ほど少し説明した熱海市と一緒にやっている創業支援プログラムで、今年が 3 年目です。毎年
10 組弱ぐらい公募をして選考し、約４か月間で事業を立ち上げて、それをスタートさせるところまで支
援します。飲食店はもちろんですが、林業だったり介護タクシーの事業をしたいという方もいます。分
野は街中に限らず、2030 年、10 年後の未来を担う起業家をつくっていこうという取組みです。もとも
とは起業家になる 0～1 のところの人を育てようと思っていたのですが、今年は形を変え、0～1 の支援
がきっかけで生まれた企業家の 1～2、2～10 ぐらいのところの成長をサポートするというプログラムを
運営しています。
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東：2050 年だとちょっと遠いな、となりますが、具体
的に 10 年後の 2030 年の熱海の担い手を育てていく
というのは、わかりやすく感じます。あと創業支援で
特に多いのが、立ち上げまでは支援しても、立ち上げ
後はそのまま放置してしまうというのが結構あるの
ですが、ここでは伴走型の支援も含めている、という
ことですね。実際、熱海の場合には廃業する方もでて
きたりしていますか。
市来：ここのプログラムが始まってからは廃業した方
はいないですね。ゆっくり始めてこれからというところで。逆に言うと、先程の創業支援プログラムを
受けてシェア店舗をやり始めたという人達などは、そのリソースを上手く使っていただいているので、
立ち上げ当初から軌道にのって上手くいっているのではないかなと。
東：立ち上げ当初から軌道にのるというのは、なかなか難しいと思いますが、やはりそれは、しっかり
相談という形で関わっているからですか。
市来：熱海で徹底的にネットワークを築いていただいて、初期からお客さんを獲得できるようにすると
いう意図でプログラムをつくっていますので。ただ単に座学だけではなく、やろうとしている事業案を
徹底的にたたきまくったうえで地域の方々に知っていただく機会をつくっていくということをしてい
ます。
東：地域の方々に知っていただく機会というのは、具体的にはどのような手法でしょうか。
市来：地域の面白い経営者の方々にまずはメンターとして来ていただいて、その事業をブラッシュアッ
プする機会にどんどん参画してもらう。それと連動して「ATAMI2030 会議」というのを行政がやって
いるのですが、100 人、200 人と集まるその場でプレゼンしてもらったり、あるいは熱海銀座商店街を
歩行者天国にしたマルシェをしているのですけれど、そういう場で実際にテストマーケティングをして、
そこでファンを獲得してもらう。実際に店舗を借りる前の段階で、既にファンやサポーターをつくって
もらうということもしています。
東：オープン前に（そのお店に）関心を持つ人を増やしていくという取組みは非常に参考になると思い
ます。ちなみに受講生の年齢層はどのくらいですか。
市来：20 代から 50 代です。若い人が多いですかね。
東：熱海市民の方が多いのですか。
市来：元々の熱海市民は非常に少ないですね。中には、創業 100 年の店を引き継いで、という方もいま
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すけど、ほぼ熱海の外の方が多いです。
東：ここで、会場からの質問にお答えいただきたいと思います。地元商店街と温泉組合との連携をどの
ようにされたのでしょうか。
市来：旅館、ってことですよね。当初のオンたまという取組みと体験ツアーといった中では、旅館の若
旦那の方々に旅館を案内していただいたり、あと旅館を会場にさせていただいたりもしました。オンた
まは、地元の市民向けにやっていたのですが、地元の方ってなかなか旅館の方と接する機会がないんで
すよね。熱海の人は「
『熱海でどこの旅館に泊まった方がよいか』と聞かれるのだけどよくわからない」
っていうことがよくあるのですが、オンたまに参加して、一度（旅館を）見ていただければ、そこを紹
介してもらえたりするので。そういう形で、街に住んでいる方と旅館との関係をつくったり。そもそも
オンたまという取組み自体が熱海市の観光協会の事業で、観光協会には旅館の方もいらっしゃいますの
で、そういう方にかなりバックアップしていただきました。その後私自身も観光協会の副会長をやらせ
ていただいて、小さな街なので、そういうことも含めてかなりいろいろな形で連携しています。今、中
心街には、旅館は直接的には絡んでいないかもしれませんが、うちの会社の株主としてご意見をいただ
いたり、出資をしていただいています。
東：全国には温泉地を抱えている商業地域があるかと思いますが、温泉組合はそういう
中心街の活性化に協力的なのでしょうか。
市来：
「前は違った」と言う方もいらっしゃいますが、今の時代は旅館だけの魅力ではお客さんが来ない
ので、
「街の魅力が高まらないとお客さんが来ない。そういうところは自分達にはできないことなので、
（市来さんの活動を）応援したい」と言ってくださっています。
東：新しいことを取り入れる時に、どうしても地域の反対する人が出てくる場合、そのような人に対し
てどのような対応をされるのでしょうか。
市来：反対する人に対して、というのを地元熱海で話すのは話し難いんですけれど（笑）
。熱海銀座で最
初にカフェを初めて、次の年から道路を歩行者天国にしてマルシェを 2 か月に 1 回やり続けたのです
が、その時に地元の方から反対されたことがありました。マルシェで歩行者天国にすることに、地元の
半分の方には最初からご理解いただきましたが、半分の方からはさまざまな声をいただきました。でも
私たちは、全員の合意を得てから始めるのは不可能だと思っていましたので、とりあえずやってから謝
りに行こうと。そこで、マルシェを 1 回やるごとに４～５回各店をまわってひたすら謝り倒す、という
ことを続けてきました。謝るだけでなく、何のためにやっているのか、空き店舗を埋めたいからやって
いるんだと説明して、それをずっと続けたら、半年、1 年、3 年と経つ中で、賛同の声が多くなっていっ
たということです。
東：1 回だけではなくて何回も足を運ぶことで、賛成する方が出てくるんですね。
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市来：全員とは言いませんが、今は 9 割以上大賛成という感じになって
きています。すごく嬉しかったのは、初めの頃マルシェをやるたびに苦
情の電話をくださっていた一番の長老の方が、残念ながら 1 年前ぐらい
に店舗を閉められたんですが、その方が、店を閉める前に真っ先にうち
に相談してくださったんです。それがすごく嬉しい。その結果、僕らが
そこにテナントを誘致して入っていただいたのです。そういう相談を地
元の方々が、他の不動産屋にじゃなくて、うちにまずしてくださるとい
うのがすごく嬉しいことです。
東：それは有難いことですね。事業承継で難しいのは、やりたい人はい
ても、その人が承継してもいいよというお店が、知らないうちに廃業してしまうということ。その店の
情報を早く得るというのが一番難しい。もしかしたら廃業するかもしれないという店があっても、「閉
めるんですか？」とはなかなか直接聞きにくい。そういう情報を持って来てくださるという人間関係が、
そのマルシェのイベントでつながったというのが素晴らしいと思いました。さらに質問です。交流プロ
グラムを立ち上げていく中で、魅力ある地域資源や人材を発掘・育成してきたと思いますが、市来さん
はそれを 1 人でやられているわけではないと思うんですが、そういう、キーマンと一緒に連携していく
人材を、どのように発掘していったのでしょうか。いわゆる仲間づくりというか。
市来：今はやってないのですが、初期の頃「あたみナビ」という、面白いなと思った人を取材に行く、
ということをやっていました。そのためにインターネット上に媒体をつくり、その取材ですと言うと、
皆さん快く受けて話をしてくださって。その方の活動とかを 2～3 時間根掘り葉掘り聞くと、相手が心
を許してくれるようになるんですよ。こいつには何でも話したから、ということで。そういうところで、
面白い人たちとだんだんつながりができていきました。また徹底的に話を聞いていくわけですから、
「本
当はこういうことやりたいんだけれどできなくてね」みたいなことをキャッチして、「それだったら一
緒にやりましょう」というふうに、話をしながらプログラムをつくっていきました。自分たちが会いた
い人に会いに行きまくったんです。
東：単なる情報を発信するだけでなくて、
いわゆる人を見つけるために HP をつくっているというのは、
新しい HP の使い方ですね。
市来：僕が帰ってきた当初は、知っている人も少なくて。記事をつくったからといって誰か見てくれる、
というわけでもなかったんです。取材したこと自体に意味があるという感じでした。
東：ところで、市来さんは自治体とかではなく、いわゆる営利会社の株式会社として地域づくりを進め
ることの一番のご苦労は、なんでしょうか。
市来：キャッシュが無いというところですね。資本金 105 万円から始めて、途中で増資して 845 万円
で、いまだにキャッシュが少ないのですが、その中で何とかきちんと稼ごうとしています。特に人材に
給料を支払えるようにということと、いかにいい人材を獲得していこうか、ということにはずっと向き
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合っていこうと思ってきました。
東：株式会社で事業をするにあたって、当然会社なので投資、ということがあると思うのですが、どう
いうところに重点的に投資されていますか。
市来：一番お金をかけているのは、熱海銀座の物件に対してのリノベーションに対してですね。一番大
きかったのが、guesthouse MARUYA の時で、4500 万円ぐらい。建物への投資が一番大きいですね。
東：そこでキャッシュが厳しくなる時がある、と。
市来：設備資金は借りられるのですが、運転資金など軌道に乗るまでお金をどう維持するかとか。最初
にカフェをやった時は毎月赤字が続いていたので、その時は赤字を抱えているのが辛いなぁと。今は利
益が出るようになりましたが、その時は大変でした。
東：ゲストハウス開設前と開設後の、商店街への経済波及効果は、数値でていなければ感覚的なもので
も結構ですけど、ここが変わったなぁというものがあれば教えてください。
市来：数字で表すものは無いのですが、僕が肌で感じ
て変わったなぁと思うのが、熱海の街中の飲食店にご
飯食べに行ったり飲みに行ったりした時、まずお店入
った瞬間に「いつもありがとうね」と言われるように
なったことですね。うち（MARUYA）に泊まったお客
さんたちがいろいろなところに飲みに行ってくれて、
「このあいだこんな人が来たよ」とか、お店の人が情
報をくれる。今までの取組みの中で一番コミュニケー
ションをとってくれていて、それはすごく嬉しい。
東：では、ここで会場の皆さまからご質問がありましたらお願いします。
質問者：日野市高幡不動の参道を通る商店街で、商店街の通行止めをして行う事業がいくつかあるの
ですが、商店街単独でやろうとすると消防署からストップがかかり、実行委員会方式で地主が入って
いるとオッケーになります。マルシェで通行止めにして、ご苦労話がありましたら。
市来：ありましたね。熱海銀座の商店街は昔、土曜日を歩行者天国にしていたという実績があるので、
比較的やりやすいはずだったのですが、このマルシェは商店街でなくうちの会社が実行委員会としてや
っているので、全く違って大変でした。1 回目は何とかスムーズにいったのですが、2 回目をやろうと
したら警察からストップがかかりました。クレームと言えるか言えないような「
『路上で商売やっても
いいんですか』という問い合わせがあったので、許可できない」と。よくよく聞いていくと責任者をた
てる必要があるらしく、それで考えてその足で熱海市役所に行って、紙 1 枚の要望書に市長のハンコを
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押してもらったんです。それを提出したら、オッケーになりました。市の方にお願いして、解決したと
いうことですね。
東：では私からもお聞きしたいのですが、市来さんご自身は、生まれも育ちも熱海ですか。いつ頃から
熱海を何とかしたいと思っていたのでしょうか。
市来：生まれは熱海ですね。ただ熱海銀座ではないので、熱海銀座からすれば“よそ者”です。大学、就
職で 10 年ぐらいは、熱海を離れてました。熱海を何とかしたいというのは、熱海を出る前から思って
いました。
東：それをお一人でやろうとしたんですか。誰かに誘われて帰ってきたのですか。または、仲間がいた
のでしょうか。
市来：最初は全くそういうつながりがなく、とにかく熱海を何とかしたいなと帰ってきて、その頃知り
合った方と一緒にいろいろ始めたという感じですね。どういうふうに知り合いをつくったかというと、
熱海に帰ろうと決める少し前ぐらいから、ひたすらブログを書き始めた。やっていたらだんだんいろい
ろな人から連絡をもらうようになって。そういう人たちと一緒にプロジェクトを始めました。
東：会場の皆さんから、成功した話以上に上手くいかなかったこととか難しかったこととかを教えて欲
しい、という質問が多く出ています。市来さんの資料を見せていただくと、継続が難しくてやめてしま
った事業もあるようなのですけども、それは何故上手くいかなかったのか、思い出す範囲で一つぐらい
ご紹介いただければ。
市来：継続できなかったというか、継続しなかったものに、オンたまという事業があるのですが、全く
お金にならないし助成も受けにくい事業だったんでやめようということになりました。参加者からは、
なんでやめちゃうんだ、という声もたくさんありましたが、やめざる
を得ないし、他にもっと力を注ぎたいこともありましたし。その後は
じめた CAFÉ RoCA も赤字続きでやめて。やめることの決断は苦しい
のですが、それを決断して、SNS 上に CAFÉ RoCA をこういう理由で
やめますとザーッと書いたところ、非常に反響があって。街の方々か
らも「よく赤字だとか公表できたね」とか、
「うちも赤字なんだよ」と
か。老舗の方たちも含めて、そういう話をたくさんいただきました。
「起業してうちも苦しいんで、アドバイスください」とかも。
「なんで
うち赤字だって言ってるのに、アドバイスが欲しいんだろ」と思いま
した。
（笑）。お店の数字を見せてからうちに相談に来る人が増えたな、
という感覚は、その時からあります。
東：最後に、取組みのアイデア、発想のヒント、思いつくヒントを教えてほしいのですが。
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市来：とにかく、街と人を観察し続けることですね。街なかの再生をしていこうと思った時、
「クリエイ
ティブな 30 代に選ばれるサードプレイスにしていこう」と思ったのですが、それはただ思いつきでは
なく、それまでオンたまという取組みをやっていて街歩きをしている中で、街なかの風景とか雰囲気に
対して強烈にファンになっていく人たちがいて、それがまさに 30 代の人たちだったし、その人たちが
熱海に移住したり入ってきている感じがしたので、その流れをどうやったら大きくすることができるの
だろうか、となったわけです。今はまた別の層の人が入ってきているんですけれど、そのために何をし
たらよいのか、それをどう扱っていけるのかと、街と人とを観察し続けるという中でヒントを得て、そ
こから着想しています。
東：街と人を観察し続ける。とにかく現場に出ていろいろな人に会うということがヒントにつながるの
だと感じました。市来さんありがとうございました。
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