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　中京圏と関西圏を結ぶ新たな大動
脈として、平成 23 年から工事が進め
られてきた新名神高速道路。亀山西
ジャンクション（JCT）－新四日市
JCT 間の 23. 4ｋｍが、いよいよ開通
します。そして、新たな鈴鹿の玄関
口として期待されるのは、鈴鹿パー
キングエリアに併設されるスマート
インターチェンジ。今回はその魅力
に迫ります。

鈴鹿山麓に姿を現した新名神
高速道路。本市の特産品で

ある茶畑の間を縫うように整備さ
れた橋梁などが放つ存在感は圧巻
です。
　これまで新名神と並行する東名
阪自動車道へは多くの車が流入
し、度重なる渋滞が発生しており、
一刻も早い整備が望まれていまし
た。
　中京圏や関西圏を始めとする全
国各地との人の交流や物流の促進
に向け、新名神高速道路三重県区
間がいよいよその産声をあげま
す。

道が一本できれば生活は便利
になる。これは身近な経験

で、皆さんも感じていることでは
ないでしょうか。その一本が高速
道路となれば、効果は絶大です。
新名神は、鈴鹿パーキングエリア
にスマートインターチェンジが併
設されるため、市内からも利用が
できるようになります。加えて、
新名神開通から予測される東名阪
自動車道の渋滞緩和により、滋賀
方面や愛知方面への時間短縮が見
込まれます。スムーズな移動が可
能となり、多方面へのアクセス性
は飛躍的に高まります。

期待できるさまざまな効果
　高速道路は、目的地に早く移動
でき、到着時刻の予定が立てやす
い点に優れるほか、高規格でつく
られているため耐震性に優れてい
ます。この特徴から、新名神高速
道路開通によって、次のような効
果が期待できます。

◆新たな企業の進出や雇用の創出

　周辺地域への新たな企業立地が
促進され、雇用が創出されるなど、
地域の活性化につながります。

◆大規模災害時の防災力強化

　南海トラフ地震発生時、内陸部
に位置する新名神や鈴鹿パーキン
グエリアが拠点となり、救援・救
護、早期復旧・復興に役立てられ
ます。

◆企業の生産性向上
◆新鮮な農作物や魚など、農林水
産業の振興
◆高度な医療機関への搬送時間の
短縮
◆物流の信頼性向上
◆県内の観光周遊ルートの形成な
ど



私たちはこんな使い方を
考えています

さまざまな効果が期待できる新名神
高速道路。開通したらどんな使い方
をされるか尋ねてみました。

鈴鹿医療科学大学 2年生

西口 侑希さん   藤野 結麻さん   村田 莉紗さん
ゆ き

私たちは理学療法士を目指してい
ます。
大学の授業で、災害時に医師や看
護師だけでなく、理学療法士も必要
とされていることを知りました。災
害時には高速道路を駆使して被災地
にいち早く駆けつけ、皆さんを助け
たいと思います。

ゆ ま り さ

稲生西在住 山﨑さんご家族

山﨑 一成さん 結那ちゃん 莉愛ちゃん 佳美さん
ゆ な り の よしみ

子どもたちが大好きな生き物に会
いに、水族館や動物園によく出かけ
ます。開通したら京都水族館など、
関西方面へ連れて行ってあげたいで
すね。

寿屋フロンテ株式会社

代表取締役社長　圡屋 正彦さん
つちや

中部地区における自動車内装部品
の生産拠点として鈴鹿市へ進出し、
今年の 10 月からの操業開始を計画し
ています。
新名神高速道路開通による、お客
さまへの納入効率改善に期待してい
ます。
環境に配慮した設備など、最新鋭
の工場を作り上げ、地域社会に貢献
したいですね。

（より多くの子どもたちの成長を支えたい）

江島町在住　言語聴覚士

ルアナ アンドラデ サントスさん

障がいのある外国人の子の発達支
援を行っています。このような支援
施設は鈴鹿を含めて全国に 15 カ所し
かありません。便利になれば、施設
のない県からも来てもらうことがで
きます。もっと多くの子どもたちを
支援していきたいです。

椿小学校 6年生

小坂 涼葉さん 清水 雄大さん 伊藤 紗さん
すずは ゆうだい すず

修学旅行のときに、英語学習の一
環で外国人にインタビューしたとこ
ろ、鈴鹿のことを知らない人が多く
て驚きました。新名神ができれば、
たくさんの人が鈴鹿に来てくれると
思います。鈴鹿に来た皆さんに草も
ちやとりめし、お茶など鈴鹿のよい
ところを伝えたいです。

株式会社ホンダロジスティクス

乗務員　宮﨑 秀樹さん

鈴鹿で生産された車を四日市港な
どへ配送しています。東名阪の渋滞
を避けた車によって、一般道も渋滞
しています。新名神の開通によって
一般道の渋滞が緩和されれば、より
安全に、より早く届けられるように
なると思います。

名古屋市在住 モータースポーツファン

大橋 貴文さん 浩美さん

毎年鈴鹿8耐やスーパーGTのレー
ス観戦に来ますが、渋滞が心配でレー
スの途中で帰ったりしています。新
名神が開通すれば、渋滞の心配がな
くなるので、最後までレースを楽し
みたいと思います。

東海市在住 アマチュアゴルファー

田島 和美さん

鈴鹿のゴルフ場へは月に 8回から
10 回程度来ています。アクセスがよ
くなることで仲間も誘いやすくなり、
もっとラウンドができるようになる
と思います。目標の日本女子シニア
の大会出場に向けて、練習を頑張り
たいです。



鈴鹿パーキングエリア誕生鈴鹿パーキングエリア誕生

　新名神高速道路の土山サービスエ
リアと湾岸長島パーキングエリアの
中間に鈴鹿パーキングエリアが誕生
します。上り線下り線、さらには一
般道からも利用できます。

鈴鹿パーキングエリア（PA）
は、スマートインターチェ

ンジが併設される上り線と下り線
が集約された施設として、多くの
方の利用が見込まれています。

　本市では、ここを市の魅力を発
信する場と位置づけ、パーキング
エリア内に設けられる商業施設の
入り口 3 カ所を地域連携スペー
スとして、本市の地域資源である
モータースポーツや伝統産業を
PR するコーナーを設置する予定
です。レーシングマシンの展示や
映像投影、鈴鹿墨や鈴鹿墨を用い
た書画、伊勢型紙や伊勢型紙を用
いた装飾品の展示や映像による伝
統産業の PR を行います。
　新たな玄関口となるパーキング
エリアで、訪れる皆さんに鈴鹿の
「本物」をお伝えします。

※画像はイメージです。

　いよいよ数カ月後に新名神高
速道路の新四日市ジャンクショ
ン（JCT）～亀山西 JCT 間約
23kmが開通します。新名神高
速道路は、中部圏と関西圏をつ
なぐ新たな大動脈となり、並行
する東名阪自動車道の渋滞緩和
や災害時の緊急輸送路などの効
果が期待されます。
　また、鈴鹿 PAと併設するス
マートインターチェンジも開通
と同時にオープンする予定です。
　鈴鹿 PAでは、鈴鹿市の新た
な情報発信の拠点として鈴鹿の
“いいモノやコト” を皆さんと一
緒に発信してい
きます。一般道
からのご利用も
可能となってい
ますので、鈴鹿
市の皆さんに親
しまれ、愛され
るパーキングエ
リアになってほ
しいと思いま
す。

NEXCO 中日本

四日市工事事務所

所長 落合 孝朗さん

開通前の道を歩こう！
見よう！楽しもう！

～開 通 記 念イベント～

と　き　2月 23日㈯　10時～
14時（雨天決行）
ところ　新名神高速道路鈴鹿ＰＡ
および本線
定　員　3,000 人（先着順）
申込み　1月 28日㈪　10時か
らイベントホームページで

※乗り合わせでお越しの場合は、1

グループでの申し込みをお願いし

ます。

※イベント会場付近に駐車場はあり

ません。

※参加される方は、イベント用駐車

場が利用できます。

※イベント用駐車場からは、シャト

ルバスを運行します。（片道おおむ

ね 10 分程度）

http：//www.n-remix.com/suzuka/

イベントホームページ

イベント内容
●フリーウオーキング
本線上を自由に歩いていただけ
ます。開通前だからこそできる貴
重な機会です。
●Ｆ1マシンの展示・走行
鈴鹿で初開催された F１日本
GPを制したフェラーリＦ187 が
本線上を走行します。
※天候により、走行できない場合が

あります。

●働く車の展示・乗車体験
●ステージイベント
●試食・試飲
●地場産品などの販売など

イベントに関する問い合わせ
新名神高速道路開通に伴う

イベント等実行委員会

（事務局：土木総務課）

　382-9072

鈴鹿市長

末松　則子

　明けましてお
めでとうござい
ます。
　市民の皆様に
おかれましては、
輝かしい新年を
お迎えのことと
お慶び申し上げ
ます。

　いよいよ、新名神高速道路三重
県区間が完成し、それに合わせて
スマートインターチェンジを併設
した鈴鹿パーキングエリアが誕生
します。
　新名神高速道路は、中部圏や関
西圏へとつながる広域的なネット
ワーク機能を有しており、開通後
は東名阪自動車道の渋滞解消とと
もに、これまで以上に人の交流や
物流が活発になります。
　本市におきましても、物流の円
滑化による産業の生産性向上や新
たな企業立地、雇用創出、また観
光資源の発信やブラッシュアップ
による誘客の拡大が期待されます
ので、こうしたチャンスを着実に
地域の振興につなげていきたいと
考えております。
　また、全国から多くの人が集ま
るパーキングエリアは、モーター
スポーツや鈴鹿墨、伊勢型紙を活
用した地域資源の発信など、鈴鹿
らしさがあふれた施設となる予定
ですので、ぜひお立ち寄りくださ
い。
　今年は平成が終わり、新しい時
代がスタートします。今後も、本
市が未来へとさらに飛躍していけ
るよう取り組んでまいりますの
で、ご理解とご協力をお願い申し
上げます。

今回の特集に関する
ご意見・ご感想は土木総務課
　382-9072　 382-7612　   

    dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

http://www.n-remix.com/suzuka/

