
2009年 9月3日

鈴鹿Ｆ1日本グランプリ地域活性化協議会

再開 鈴鹿Ｆ1日本グランプリに向けた取り組み
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○モータースポーツ都市・鈴鹿とＦ１の歩み

○1962年9月20日 鈴鹿サーキット完成

○1987年１0月30～11月1日 鈴鹿サーキットでＦ１日本グランプリ初開催

○2005年10月15日

2006年までの開催が確定している

中、2007年以降の開催に向けて鈴鹿

市長が三重県知事、鈴鹿商工会議所

会頭とともにＦＩAのマックス・モズレー

会長を訪問し鈴鹿市での継続開催を

陳情する。

○2006年4月～5月

鈴鹿市長と三重県知事がＦＩAのマックス・モズレー会長及びＦＯAの

バーニー・エレクストン会長に継続開催を要請する書簡を送付する。
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ＦＩＡ マックス・モズレー会長 訪問



○モータースポーツ都市・鈴鹿とＦ１の歩み

○2006年9月20日 2007年Ｆ１グランプリの開催休止を公表

○2006年10月8日

鈴鹿Ｆ１日本グランプリ決勝

20年間に渡る鈴鹿サーキット

でのＦ１が途切れる。

○2007年 9月8日

富士スピードウェイと鈴鹿サーキットとの交互開催が決定

○2009年10月2日 Ｆ１日本グランプリが鈴鹿サーキットで再開
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２００６ 鈴鹿Ｆ１日本ＧＰ



○Ｆ１の位置付けと課題

○Ｆ１は三重県の貴重な観光集客資源

2006年 鈴鹿Ｆ１日本グランプリ観客数

→ ３６万人（3日間のべ）／ 鈴鹿市人口２０万人（7/31現在）

○経済波及効果「調査委託先:百五経済研究所」

国内293億円（うち三重県内119億円、うち鈴鹿市内77億円）
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○Ｆ１の位置付けと課題

○Ｆ１開催時の課題

アクセス整備、道路渋滞、歩行者の安全確保、駐車場の確保、

鉄道駅の混雑、情報発信、地域交流など

○Ｆ１再開へ向けての取り組み

広域的に、かつ官民挙げて課題を解決し、受け入れ体制を整備する

必要性がある。
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○鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会とは

○設立

2008年5月30日

○構成

鈴鹿市及び国、三重県、周辺市町、関連企業等３１団体で構成

○目的

鈴鹿Ｆ１日本グランプリ再開に伴う、多くの集客による影響とその

対策に向けて、官民が連携して周辺環境整備と受け入れ体制の向上
等について連絡調整を行い、おもてなしの向上と地域の活性化を図
る。

○組織

環境整備部会、おもてなし部会、ＰＲ部会で具体的な対策を検討、

実施 6



○構成団体

○国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

○国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所

○国土交通省中部運輸局三重運輸支局

○三重県農水商工部観光局

○三重県鈴鹿建設事務所

○三重県鈴鹿県民センター

○鈴鹿警察署

○津市

○四日市市

○桑名市

○亀山市

○菰野町

○鈴鹿商工会議所

○鈴鹿商工会議所青年部

○鈴鹿市旅館業組合

○鈴鹿市自治会連合会
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○中日本高速道路株式会社

名古屋支社四日市工事事務所

○中日本高速道路株式会社

名古屋支社桑名保全・サービスセンター

○東海旅客鉄道株式会社三重支店

○近畿日本鉄道株式会社

○三重交通株式会社中勢営業所

○三重交通株式会社四日市営業所

○社団法人三重県バス協会

○伊勢鉄道株式会社

○鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会

○財団法人三重県北勢地域地場産業振興センター

○社団法人三重県観光連盟

○鈴鹿市観光協会

○株式会社モビリティランド鈴鹿サーキット

○鈴鹿市議会

○鈴鹿市



新名神高速道路
の整備

県道神戸長沢線４車線化

汲川原橋徳田線４車線化

国道２３号線中勢
バイパスの整備

○アクセス環境の改善（幹線道路の計画的整備）

鈴鹿ＩＣ

鈴鹿サーキット
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鈴鹿サーキット交差点

○アクセス環境の改善（自動車～鈴鹿サーキット）

○2006年の課題

① 東名阪自動車道鈴鹿ＩＣ周辺の渋滞

② 鈴鹿サーキット周辺の駐車場付近の渋滞、駐車場不足
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○アクセス環境の改善（自動車～鈴鹿サーキット）

○2009年の対応

① 推奨アクセスルートの設定

②駐車場の確保とパーク＆ライドの実施

2009年駐車場確保台数 26,000台

※2006年決勝日利用台数 22,600台

①②公共交通機関利用促進・鈴鹿ＩＣ集中解消キャンペーン
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○公共交通機関利用促進・鈴鹿ＩＣ集中解消キャンペーン
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伊勢鉄道：鈴鹿サーキット稲生駅前

○アクセス環境の改善（鉄道～鈴鹿サーキット）

○2006年の課題

① 駅の混雑
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サーキット道路 写真提供： 株式会社イデア 「Ｆ１速報」様

○アクセス環境の改善（鉄道～鈴鹿サーキット）

○2006年の課題

② 駅から鈴鹿サーキットまでのシャトルバスコースの渋滞

③ 往復路における大量の歩行者の安全確保
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○アクセス環境の改善（鉄道～鈴鹿サーキット）
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○2009年の対応

① 近鉄白子駅、伊勢鉄道サーキット稲生駅⇒増便

② 近鉄白子駅⇒シャトルバス専用のバスレーン（一部）を設定

北



伊勢鉄道：鈴鹿サーキット稲生駅前 ０９.８月末

○アクセス環境の改善（鉄道～鈴鹿サーキット）

○2009年の対応

③-1 伊勢鉄道サーキット稲生駅⇒歩道整備

③-2 近鉄白子駅・平田町駅⇒歩行ルートに誘導看板設置

③-3 近鉄平田町駅⇒歩道のある歩行ルートの設定

③-4 近鉄白子駅⇒歩行ルートの車両通行規制
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○ウェルカム事業（実施したイベント）

○Ｆ１の学校（2009年1月31日開催）
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○ウェルカム事業（実施したイベント）

○Ｆ１の日（2009年3月7日開催）
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○ウェルカム事業（実施したイベント）

○Ｆ１キックオフイベント（2009年4月12日開催）
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http://suzuka21.com/wp-content/uploads/2009/05/p1010024.JPG
http://suzuka21.com/wp-content/uploads/2009/05/p1010006.JPG
http://suzuka21.com/wp-content/uploads/2009/05/imgp9412.JPG
http://suzuka21.com/wp-content/uploads/2009/05/imgp0024.JPG


○ウェルカム事業（Ｆ１ウィークイベント）

○Ｆ１マシン展示とアイルトン・セナ写真展
9/29～10/4 鈴鹿市内ショッピングセンターなどで開催

○Ｆ１チーム関係者との交流（サッカー・ワークショップ）
9/30  Ｆ１チーム関係者と地元高校生との交流
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Ｆ１チームスポーツ交流Ｆ１メカニックとの交流

三重県庁 桑名市内ショッピングセンター三重県立図書館



交通安全キャンペーン 出会いふれあいフェア２００９ 『F1マシンデモ走行』（仮称）

開催日時：平成21年9月30日（水）

または10月1日（木）予定

開催場所：鈴鹿市内 調整中

主 催 ：鈴鹿商工会議所青年部

特別協力：レッドブル・ジャパン

レッドブル・レーシング

協 力 ：鈴鹿市・鈴鹿市F１日本グランプリ地域活性化協議会・鈴鹿市観光協会

鈴鹿市商業団体連合会・鈴鹿サーキット・鈴鹿モータースポーツ市民の会

鈴鹿ときめきファンクラブ

○ウェルカム事業（Ｆ１ウィークイベント）

○おもてなしのオープニング飾るＦ１マシンの走行

Ｆ１開催週に、鈴鹿市内でのＦ１走行サプライズを計画中。

地元による歓迎と、本物のF1マシンを間近に感じるおもてなしを実施します。



○ウェルカム事業（Ｆ１ウィークイベント）

○周辺市町学童ピットウォーク
10/1  周辺市町小学5・6年生

約1,200人を招いてのピット

ウォーク

○Ｆ１映画祭

10/1～3 19：00から

鈴鹿市内映画館にて

『Ｆ1グランプリ栄光の男たち』

（1975年制作）を上映（500円/回）
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学童ピットウォーク



○ウェルカム事業（Ｆ１当日のおもてなし）

歓迎ムードの演出

○ 歓迎フラッグの広域設置

○ Ｆ１絵画写生大会の実施

○ 主要駅に花のプランターの設置
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○ウェルカム事業（Ｆ１当日のおもてなし）

より安心・快適な環境の実施

○ 主要駅、高速道路ＳＡ、ＰＡ等でアクセスマップの配布

○ 主要駅や歩行コースに仮設トイレの設置

○ 歩行コースや駐車場にごみボックスの設置

○ 歩行コースに仮設照明設備の設置

○ ボランティアによる、歩行者向けごみクリーン作戦の実施

○ 会場内に鈴鹿市・周辺市町の観光・物産ブースの設置

○ 主要駅、会場内にインフォメーションブースと通訳ボランティアの配置
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観光・物産ＰＲブース

インフォメーションブース



観戦者の飲食サービス等

○サポートショップ２５店による、飲食割引・サービスの実施

○夜間市内無料巡回バスの運行

○ウェルカム事業（Ｆ１当日のおもてなし）
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○協議会公式ホームページによる情報発信

http://suzuka21.com/

○イベントのお知らせやＦ１観戦に有益な情報を随時発信中
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リリース表紙絵・ＨＰトップページ絵：垂井ひろし
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協議会イベントの告知、宿泊施設の空室情報など、協議会からの
お得なお知らせが満載。

会長挨拶、構成団体、組織（部会）紹介 等

協議会イベントの活動報告

宿情報…宿泊施設の空室情報 等

交通情報…公共交通機関の時刻、渋滞情報、駐車場情報、
推奨ルート、交通規制 等

Ｆ１情報…チケット、タイムスケジュール、レース結果 等

飲食情報…三重県内の飲食情報

観光情報…鈴鹿市、周辺市町、三重県の観光案内情報

○観戦客等に有益なコンテンツ

○

○

○

○



○コミュニティＦMを利用した情報発信

○Suzuka  Voice FM （７８.３MHz）

⇒ 地元ならではの地域に密着した情報を迅速に情報発信。

道路情報、駐車場情報、チーム紹介、場内イベント

レポート、レース結果、鈴鹿市内情報（トイレ、宿泊、

飲食、温泉、24時間営業の店） 等

予定放送時間 10/２ 6：30～ 9：30

10/３ 9：00～12：00

10/４ 6：00～13：00

17：00～19：00
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鈴鹿Ｆ1日本グランプリ地域活性化協議会
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歓 迎

みなさまのお越しを、心からお待ちしております。


