
 

令和２年１１月１１日 

秋 田 河 川 国 道 事 務 所 

 

「道の駅」災害等対策支援プロジェクト 
～「道の駅 岩城」、「道の駅 おおうち」へ支援 発動発電機の贈呈式～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【贈呈式の概要】 

日 時  令和２年１１月１７日（火） １０：３０～ 

場 所  由利本荘市役所 ２階 応接室 （秋田県由利本荘市尾崎 17） 

出 席  由利本荘市長 

「道の駅 岩城」 駅長 

     「道の駅 おおうち」 駅長 

                    一般社団法人日本道路建設業協会 東北支部長 

              国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所長 

                     秋田県 由利地域振興局 建設部長 

寄 贈  発動発電機 ２台 

        発動発電機が配備される道の駅 

        「道の駅 岩城」 （秋田県由利本荘市岩城内道川字新鶴潟 192-43） 

「道の駅 おおうち」 （秋田県由利本荘市岩谷町字西越 36） 

 

 

  ※寄贈の概要につきましては、全国道の駅連絡会ＨＰ(お知らせ)よりご確認ください。 

   全国道の駅連絡会ホームページ https://www.michi-no-eki.jp/ 

 

 

＜記者発表会：秋田県政記者会＞ 

＜ 問 い 合 わ せ ＞ 

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 

道路副所長   五十嵐 一之  （内線 205） 

TEL：018-823-4167（代表） 018-864-2289（直通） FAX：018-862-6627 

 国土交通省では、２０２０年から道の駅『第３ステージ』と位置づけ、「地方創生・観光を加
速する拠点」及び「ネットワーク化で活力ある地域デザインにも貢献」を実現するための取り組
みを行っています。 
 また、災害発生時に地域の防災拠点となる道の駅に対して、防災機能を強化するための耐震化
や無停電装置などの施設整備を推進しています。 
 今回、一般社団法人日本道路建設業協会と一般社団法人全国道の駅連絡会の連携により、由利
本荘市の地域防災計画に位置付けられた「道の駅 岩城」と「道の駅 おおうち」へ発動発電機が
寄贈されることとなりました。 



【今年度する寄贈先の道の駅一覧】 

 

 

1 北海道 枝幸町 マリーンアイランド岡島 1 岐阜県 中津川市 花街道付知

2 北海道 中頓別町 ピンネシリ 2 岐阜県 関市 平成

3 北海道 中札内村 なかさつない 3 岐阜県 下呂市 馬瀬　美輝の里

4 北海道 室蘭市 みたら室蘭 4 岐阜県 岐阜市 柳津

5 北海道 猿払村 さるふつ公園 5 愛知県 豊根村 豊根グリーンポート宮嶋

6 北海道 旭川市 あさひかわ 6 愛知県 設楽町 アグリステーションなぐら

7 北海道 鹿追町 しかおい 7 愛知県 愛西市 立田ふれあいの里

8 北海道 真狩村 真狩フラワーセンター

1 福井県 大野市 九頭竜

1 青森県 田舎館村 いなかだて 2 滋賀県 甲良町 せせらぎの里こうら

2 青森県 外ヶ浜町 みんまや 3 滋賀県 東近江市 奥永源寺渓流の里

3 青森県 外ヶ浜町 たいらだて 4 滋賀県 東近江市 東近江市あいとうマーガレットステーション

4 岩手県 山田町 やまだ 5 滋賀県 長浜市 湖北みずどりステーション

5 秋田県 由利本荘市 岩城 6 滋賀県 米原市 伊吹の里

6 秋田県 由利本荘市 おおうち 7 京都府 京丹波町 和

7 山形県 長井市 川のみなと長井 8 京都府 京丹波町 瑞穂の里・さらびき

9 京都府 南丹市 美山ふれあい広場

1 新潟県 燕市 国上 10 大阪府 河南町 かなん

2 新潟県 三条市 燕三条地場産センター 11 兵庫県 三木市 みき

12 兵庫県 西脇市 北はりまエコミュージアム

1 群馬県 中之条町 六合 13 奈良県 平群町 大和路へぐり

2 群馬県 川場村 川場田園プラザ 14 奈良県 大淀町 吉野路　大淀ｉセンター

3 群馬県 みなかみ町 みなかみ水紀行館 15 和歌山県 岩出市 ねごろ歴史の丘

4 群馬県 みなかみ町 月夜野矢瀬親水公園

5 群馬県 みなかみ町 たくみの里 1 島根県 出雲市 大社ご縁広場

6 千葉県 南房総市 三芳村 2 島根県 安来市 広瀬・富田城

7 千葉県 南房総市 ローズマリー公園 3 島根県 松江市 本庄

8 千葉県 南房総市 ちくら・潮風王国 4 山口県 萩市 あさひ

9 千葉県 南房総市 富楽里とみやま 5 山口県 萩市 うり坊の郷ｋａｔａｍａｔａ

10 千葉県 南房総市 白浜野島崎

11 千葉県 南房総市 おおつの里 1 高知県 大月町 大月

12 千葉県 南房総市 和田浦　WA・O！ 2 高知県 室戸市 キラメッセ室戸

13 千葉県 東金市 みのりの郷東金

14 長野県 小布施町 オアシスおぶせ 1 長崎県 平戸市 昆虫の里たびら

15 長野県 小川村 おがわ 2 熊本県 菊池市 旭志

3 熊本県 八代市 坂本

4 熊本県 美里町 美里「佐俣の湯」

5 宮崎県 日南市 酒谷

6 鹿児島県 錦江町 錦江にしきの里

中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口）

四国（徳島・香川・愛媛・高知）

九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）・沖縄

北海道

東北（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）

北陸（新潟・富山・石川）

関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野の一部）

中部（長野の一部・岐阜・静岡・愛知・三重）

近畿（福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）



寄贈される発電機について

インバータ発電機（ガソリンエンジン）

IEG２５００

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ

●仕様●

寸法（長さ×幅×高さ）（mm） 487×395×425

本体乾燥質量（㎏） 29

発電定格電圧（V） 単相100

発電周波数（Hz） 50/60

発電定格出力（ｋVA） 2.5

発電定格電流（A） 25

発電力率 1

エンジン名称 ヤマハ空冷4サイクルMZ175

エンジン定格出力（kW/min  ） 3.3/3600

使用燃料 レギュラーガソリン

燃料タンク容量（L） 9

連続運転時間（h） 約6.1［13.2］

騒音値Laeq音圧レベルdB（A）/7m （1/4負荷（エコ発電作動時）

～定格負荷）[LwA音響パワーレベルdB]

無響音65～68[94]

※[　　]内はエコ発電作動時

こさか七滝 五城目 おおがた

平成29年度

平成28年度

年度

平成22年度

　　　　　【参考】　（一社）日本道路建設業協会東北支部管内での秋田県内道の駅への寄贈実績　　

令和２年度 　岩城　　　　　おおうち

ふたつい

平成27年度 おがち

平成26年度 岩城

令和元（平成31）年度

かみおか　　　　せんなん

平成30年度 やたて峠

AED 発動機

平成23年度

平成24年度

平成25年度

道の駅名 道の駅名

平成20年度

平成21年度 おがち
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