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まきき けんぞう

【道の駅「坂本」 寄贈式の概要】
日時 令和２年１０月２１日（水）１０時～
場所 八代市役所鏡支所 ２階応接室（熊本県八代市鏡町内田４５３番地１）
出席 八代市副市長

（一社）日本道路建設業協会 九州支部長
熊本県土木部道路都市局 道路保全課長
国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所長

りゅう ひろふみ

【小型発動発電機が寄贈される九州の「道の駅」：６駅】
・道の駅「昆虫の里たびら」（長崎県平戸市）
・道の駅「旭志」（熊本県菊池市）
・道の駅「坂本」（熊本県八代市）
・道の駅「美里佐俣の湯」（熊本県美里町）
・道の駅「酒谷」（宮崎県日南市）
・道の駅「錦江にしきの里」（鹿児島県錦江町）

国土交通省では、２０２０年からを「道の駅」第３ステージとして位置づけ、

「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組をおこなっています。

また、災害発生時における地域の防災拠点となる「道の駅」について、防災機

能を強化するため、耐震化や無停電設備などの施設整備を推進しています。

今回、（一社）日本道路建設業協会と（一社）全国道の駅連絡会の連携により、

地域防災計画に位置付けられた九州の道の駅６駅に小型発動発電機が寄贈される

こととなりました。

なお、道の駅「坂本」については、設置者である八代市への寄贈式が以下のと

おり開催されることとなりましたのでお知らせします。

「道の駅」防災機能強化の取り組み

～小型発動発電機の寄贈～



令和 2年 10 月 19 日 

報道関係各位 

一般社団法人日本道路建設業協会九州支部 

九州「道の駅」連絡会 

八代市の道の駅「坂本」に、災害時用小型発電機を装備 

～10 月 21 日 10 時より、八代市役所鏡支所にて寄贈式を開催～ 

地方自治体の地域防災計画に位置付けられる道の駅の発電機保有は、地方部においては 

約半数にとどまっております。一方で、台風等による停電に備える対策も急務となっており、

日本道路建設業協会は全国道の駅連絡会と連携し、こうした未保有の道の駅に対して、今後

３年間で保有率 100％となるよう小型発電機約 200 台を寄贈することを本年 10 月 12 日に発

表しております。令和２年度につきましては、67 台を寄贈することにしているところです。

（別添【今年度する寄贈先の道の駅一覧】参照） 

九州においては、設置を希望している道の駅「昆虫の里たびら」（長崎県平戸市）、「旭志」

（熊本県菊池市）、「坂本」（熊本県八代市）、「美里佐俣の湯」（熊本県美里町）、「酒谷」（宮崎

県日南市）、「錦江にしきの里」（鹿児島県錦江町）の６駅に小型発電機を寄贈し、停電時にお

ける道の駅の補完電源として、生活に必須となったスマートフォンの充電などに幅広く利用

でき、地域住民への「安心」を提供して参ります。 

 日本道路建設業協会ではこれまでも、社会貢献活動として全国の道の駅に対して、小型発

電機や AED（自動体外式除細動器）などを寄贈し、道路利用者の安全・安心確保に寄与して

きました。今回、全国道の駅連絡会と協力し、国土交通省が推進する道の駅「第３ステージ」

における道の駅の防災機能強化を支援していくものです。 

 なお、10 月 21 日、10 時より、八代市役所鏡支所応接室にて、 田中浩二八代市副市長、国

土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所長、熊本県土木部道路都市局道路保全課長、一

般社団法人日本道路建設業協会九州支部長出席による寄贈式を、執り行います。 

一般社団法人日本道路建設業協会（東京都中央区、会長：西田義則）は一般社団法人全国

道の駅連絡会（東京都江東区、会長：石井 裕）と連携し、国土交通省が推進する道の駅の 

防災機能強化として、全国の地方自治体において地域防災計画に位置付けられる道の駅の  

発電機保有率 100％を目指し、10月 21 日、本年７月の豪雨により甚大な被害に見舞われた熊

本県八代市の道の駅「坂本」へ小型発電機を寄贈いたします。



 今年度寄贈する道の駅（全 67 駅）は以下のとおりです。 

【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）



【お問い合わせ先】 

 ＜小型発電機寄贈関連＞ 

        一般社団法人日本道路建設業協会九州支部 森山 

  TEL:092-432-7731 

        HP：http://www.dohkenkyo.com/ 

 ＜道の駅関連＞ 

  九州・沖縄「道の駅」連絡会事務局 小野 

               TEL:0942-50-8890 
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