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会員各位 2022年12月27日  
一般社団法人 災害時緊急支援プラットフォーム 事務局  

PEAD2022活動報告 

日頃、一般社団法人 災害時緊急支援プラットフォーム(以下、PEAD)の活動に
多大なるご支援をいただき、誠に有難う御座います。皆様のご支援をいただい
て、おかげさまで、2020年5月14日に設立しましたPEADの活動期間も2年7ヶ月
を迎えました。 
2022年は、長引くコロナの影響で、災害が発生しても現場への立ち入りが制限
され、ボランティアの準備が整っているにもかかわらず、現地で支援活動をする
ことが許されない状況が続き、もどかしい思いをすることも多くありました。その
ような中、私達PEADは未曾有の災害に備え、訓練や説明会を複数回実施して
きました。 

PEADは、有事の際に、民間の共助の力で災害に対して支援をすることのでき
る体制を整えるべく設立しました。本団体は、個人による常設の支援プラット
フォームを構築し、有事の際に、災害に対する支援を機動的に行うことを目的
としています。 
PEADの設立にあたっては、IT業界を中心とした経営者・投資家・有志の方々に
賛同をいただき、皆様からの支援金をもとにした基金で運営しています。また、
企業・団体からも協力をいただいており、協力法人会員として各社のサービス・
ノウハウをPEADへ提供いただいています。  
今後も私達は、緊急性が高い社会課題が発生した際に迅速に資金を調達し、
ボランティアを現地へ派遣するなどの災害支援の仕組みを準備し、被災地の一
刻も早い復興を実現するために、支援活動を行っていきます。  

●PEAD設立の背景 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＜２０２２年２月、館山市富崎館炊き出し訓練＞ 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代表理事 挨拶  

●2022年の御礼　代表理事　吉田浩一郎 

2022年本年も1年通してPEADをご支援いただきまして誠に有難うございました。  
 
■１．念願の「災害支援ボランティア制度」の立ち上げ！  
 
今年は設立時より目指していた 「平時からの災害支援体制」の起ち上げと育成が始
まった年となりました。それは2019年の千葉県館山市の支援の時に痛感したことが
きっかけになっています。  
 
2011年東日本大震災の時にも感じましたが、災害が起きてから声がけして集まって
支援することももちろん大切ですが、それだと限界があります。実際にボランティア未
経験の人達が集まってもできる作業には限りがあります。また行政側もそのボラン
ティア一人ひとりを信頼できるかどうかの判断が難しい。  
 
そういった背景の中で 未経験ボランティアには万が一の際に支障の無い軽作業しか
できないため、 
「支援したい人は大挙して押し寄せる」 が「現場では全然人が足りない」  
という矛盾した状況が災害支援の現場では常態化しています。  
 
それらを解決すべく構想を練ったのが 「災害支援ボランティア制度」 です。 
１．「社会的に信頼がある災害支援団体」によって  
２．「社会的に信頼がある企業（上場企業含む）」の社員が認定ボランティアとして育
成・認定を受け 
３．平時から連絡網がある待機状態を作り、有事の際は迅速に認定ボランティアを現
地へ送る 
 
そのために、地域行政と包括提携を結んでいく構想も進めており、第一弾として、構
想のきっかけとなった千葉県館山市と包括提携を発表することができました。  
千葉県館山市との「災害ボランティア活動の連携支援に関する協定」の締結について  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000059438.html  
 
この構想に、当初から11社の企業が賛同 頂きました。株式会社アイスタイル、アソ
ビュー株式会社、株式会社ガイアックス、株式会社クラウドワークス、株式会社
SAKURUG、株式会社ビザスク、株式会社マネーフォワード、Unipos株式会社、ラクス
ル株式会社、株式会社リブセンス（50音順）、そして株式会社良品計画の11社 です。
お陰様で認定ボランティアは初年度にして既に86名、また過去にPEADの活動に参
加済の方が54名となっております。  
何も形が無い中でコンセプトから賛同いただき協力いただきまして誠にありがとうご
ざいます。深く御礼を申し上げます。  
 
 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000059438.html
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代表理事 挨拶  

また、その認定ボランティアを含めまして、 本年は研修・訓練会を自社として３回、
ピースウィンズさんと合同の大規模な訓練を２回、計５回 行いました。特にピースウィ
ンズさんとは有事の際のフォーメーションや動き方を２年連続で訓練できたことは平
時からの信頼関係構築に繋がっています。  
 
そういった準備を重ねている 「災害支援ボランティア制度」は、過去の経験から有事
の際に必ず発災地域の力になることを確信しています。  
 
■２．静岡県清水市での災害支援活動での学び  
 
また、具体的な災害支援として、2019年千葉県館山市、2020年熊本県人吉市、2021
年佐賀県武雄市に続き、 2022年静岡県清水市での発災・水害に取り組みました。
PEADが直接支援した実績のある過去３年の地域との違いは、人口に比例した災害
時のインフラの違いでした。  
 
人口は、千葉県館山市4.4万人、熊本県人吉市3.3万人、佐賀県武雄市4.8万人に対
して、静岡県清水市は23.1万人ということで、災害時のインフラが全く異なることを体
感しました。現地では完全に水没した自動車が100台近くあり道路を塞いでいたとい
うことですが、72時間程度で全て撤去されていました。  
 
もちろんご存知のように断水は深刻であり、途方に暮れる住民が多数いましたが、
PEADのリソースとして水は未整備・未経験であり、また道路の分断による物流の問
題も深刻な中で、都市部として迅速に復旧が進んでいることを確認したため、短期に
我々が関わるよりは土木・水道の専門家に任せるという判断をいたしました。  
 
結果として2週間程度で水道局が新しい水道管ルートを整備し、現地の土木局が道
路を整備して、徐々に復帰をしていましたが、 その姿は、例えば1ヶ月経ってもボラン
ティアを必要とする人吉市、1年経ってもブルーシートが残っている館山市とは大きな
違いを社会インフラに対して感じました。  
 
PEADのコアコンピタンスは、 ①ITを活用としたヒト・モノ・カネの迅速な支援 と②社会
的信頼ある災害支援団体 であることと考えています。  
 
PEADは、来年も多数の発災地域と無数の支援テーマの中で我々が付加価値を持っ
て貢献できる対象を特定し、災害支援におけるPMF（プロダクトマーケットフィット）を
作り上げた後に、再現性ある形で規模を拡大していきたいと考えております。  
本年の御礼と共に来年も引き続きのご支援の程を何卒よろしくお願い申し上げま
す。 
 
 
 



2022年活動報告
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静岡県静岡市　台風被害視察

【視察概要】
視察日：2022年9月25日(日) 
視察地：静岡県内

【視察者】
吉田代表理事、岡田事務局長、眞貴田

台風15号被災地視察 

台風15号による被災が深刻な静岡県静岡市に、ボランティア派遣を視野に入
れ、被災地の視察を行いました。
PEADは現場主義として出来る限り現地に赴いて課題を認識し、地域と連携し
て支援をすることを念頭に置いて活動しております。人命救助が落ち着いたタ
イミングで、ボランティアや物資支援のニーズを把握するために、現地へ赴き
現状の把握に努めました。現地では、清水区での現状把握や行政・地域との
連携で、衆議院議員の深澤陽一先生にご協力いただきました。
視察を経て、キッチンカーの導入を検討しましたが、断水が 3~4日での回復が
見込めることや、ボランティアニーズのある地域が比較的都市部だったことも
あり、1~2週間で解決される可能性があるとのご意見をいただき、派遣を見送
る決定をしました。
以前ボランティア活動を行った熊本県人吉市のような山間部と、今回の都市部
では、復旧のスピードの早さが全く違うことを学びました。

＜水位を確認する岡田事務局長＞
＜衆議院議員の深澤陽一先生と 
　吉田代表理事＞

＜被害の様子＞
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【開催概要】
開催日：2022年6月6日(月) 15時30分-16時30分
形式：オンライン

【内容】
PEADボランティアの概要説明 /ボランティア休暇制度導入 /災害ボラン
ティア研修/PWJとの連携による想定される活動について

【参加者】
アソビュー株式会社 彦坂真依子
Unipos株式会社 中山 えり子
株式会社ガイアックス 木村智浩
株式会社クラウドワークス 佐々木緑
株式会社クラウドワークス 伊藤潤一
株式会社SAKURUG 遠藤洋之
株式会社SAKURUG 木村杏子
株式会社SAKURUG 丸茂萌恵
株式会社ブレインパッド 草野隆史
株式会社マネーフォワード 兼松大樹
株式会社メルカリ 幸野 俊平
株式会社リブセンス 伊藤愛美
PEAD 吉田浩一郎、事務局メンバー

（1）ボランティア登録会 

PWJとの合同訓練から、災害の最前線で PEADのボランティアが活躍できる状
況を確認することができた為、 2022年6月にボランティア登録に向けた説明会
を実施しました。 IT業界を牽引するさまざまな企業にご参加いただきました。

＜ボランティア登録会の様子＞

PEADボランティアプロジェクト 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●掲載日：2022年8月1日 

PEADボランティアプロジェクト 

PEADは、「災害支援ボランティア制度」を正式に発足し、 IT業界のマ
ネーフォワード・ラクスル・アソビューなど 10社の社員向け  災害支援ボ
ランティア研修と認定ボランティア登録を開始しました。
自然災害が近年多発する日本において、成長産業である IT業界が災
害現場で支援活動を行う、という非常に社会的意義の高い制度になる
と確信しています。

（2）災害支援ボランティア制度発足 
　　　リリース発表 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PEADボランティアプロジェクト

【開催概要】
開催日：2022年8月8日(月) 19時00分-20時00分
形式：オンライン
参加者：6企業 計17名　(降順)
・アソビュー株式会社
・株式会社ビザスク
・株式会社マネーフォワード
・株式会社リブセンス
・株式会社良品計画
・Unipos株式会社

【内容】
・PEADの制度について
・座学研修(実際の災害現場での準備や心構えについて )

（3）災害支援ボランティア研修会の実施 

8月1日にIT企業を中心とした災害支援ボランティア制度を発足したことを受
け、ボランティア向けにオンライン研修会を行いました。
PEADの概要説明に加え、実際に災害現場で活動経験のある事務局スタッフ
から、準備や心得についての講義を行いました。
また、日程の都合で参加できなかった企業に対しては、研修会のアーカイブ動
画と資料を送るなどして、フォローアップを行いました。
今後も適宜研修会を開催していく予定です。

＜ボランティア研修会の様子＞
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PEADボランティアプロジェクト

災害から館山市に定期的な支援を続けており、そのご縁もあり、今回は富崎館
のキャンプサイトとなる一角をお借りし、炊き出し訓練を実施。まん延防止重点
措置の環境下のため、地域住民の方にご参加いただくことができませんでした
が、少ない参加者でも役割分担をして訓練を行うことができ、非常に有意義な
訓練となりました。

【開催概要】
開催日：2022年2月20日(日)
会場：富崎館（千葉県館山市布良３０３ −１）

【訓練内容】
炊き出し訓練
・運動会テント  / ソロテント設置練習
・炊き出し（豚汁１００人前）
・テントサウナ設置練習

【参加者】
・千葉県館山市  金丸 謙一市長、館山市市役所のみなさま
・株式会社良品計画のみなさま
・特定非営利活動法 ⼈ピースウィンズ・ジャパン：橋本さま
・本団体：代表理事  吉田 浩一郎、メンバー２名、ボランティア２名、事
務局

<炊き出し訓練の様子>

（4）➀ 訓練会の実施 炊き出し訓練@館山市 富崎館 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PEADボランティアプロジェクト

【開催概要】
開催日：2022年11月5日(土) 10時00分-14時00分
会場：若洲公園キャンプ場（東京都江東区若洲三丁目  2 番 1 号）
　　　※「焚キ火ノ音  -TAKIBI MUSIC FESTIVAL-」会場内

【内容】
・備品設営訓練 (テント・テントサウナの設営 /撤去）
・「災害ボランティアの活動について」ワークショップ

【参加者】
登録ボランティア3名、事務局2名

（4）➁ 訓練会の実施 顔合せ&備品使用練習会  

登録ボランティアが有事の際にすぐに活動できるようにする準備の一環とし
て、本団体の広報を担当する株式会社ザイグー主催のイベント「焚キ火ノ音  
-TAKIBI MUSIC FESTIVAL-」(https://takibi-oto.jp/)にて、「PEAD ボランティア
顔合わせ&備品使用練習会」を開催し、 PEAD ボランティア  7 名が参加いたし
ました。
当日は天候に恵まれた訓練日和で、音楽が流れ来場者で賑わう中、備品のテ
ントやテントサウナの設営、体験、撤去などを行い、またテントなどのアウトドア
グッズが災害時にも役立つ旨のワークショップも実施、さらに質疑応答なども
行いました。
参加したボランティアは訓練後には  1 人でテントの設営撤去ができるレベルま
で成長し、またワークショップなどを通して参加者および来場者へ “身近な防災
意識“についての啓蒙の機会にもなりました。
コロナ禍においては中々難しい面もありますが、さらに多くの方にご参加いた
だけるよう、引き続き対面での訓練を行う機会を作って参ります。

＜練習会の様子＞
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（1）PWJ多機関連携災害時医療救助訓練 

【活動概要】 
●活動期間：2022年3月26日・27日  
●実施場所：帝釈峡スコラ高原 グラウンド  
　　　　　　（広島県神石郡神石高原町相渡216）  
●参加団体：PWJ/空飛ぶ搜索医療ARROWS/HuMA(災害人道医療支援
会)/岡山大学DMMA(災害医療マネジメント講座)/災害医療薬剤師学会
チーム/PEAD 他  

ピースウィンズ・ジャパンとの連携 

2021年12月に災害等緊急時における支援協力に関する 連携協定を締結
した、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（PWJ)と、さらなる連
携と活動の充実を目指し、国内外の多機関が連携した災害時医療救助訓
練に参加しました。

＜ロジスティックス支援の様子＞ ＜災害連携会議の様子＞

想定：南海トラフ巨大地震発生後の被害甚大な高知県戸或市 (想定の架空都
市)の発災4日後にフィールドホスピタルの立ち上げを行う。
PEADの役割：救護所全体の副本部長 /ロジスティクスの部長。
PEADは医療以外の全般（具体的には、炊き出し (カレー/豚汁)、物資の手配、搬
送サポート、トラブル対応）を担当しました。
被災支援経験者がシュミレーションの発生側となり、発生しうる様々なケースが
同時多発的に起こる混沌とした現場で、参加団体と連携を深めながら取り組む
貴重な機会となりました。
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（2）空飛ぶ捜索医療団 ”ARROWS” 主催 
　　  多機関連携災害時医療救助訓練の参加 

●活動期間：2022年12月10日〜12月11日  
●実施場所：二十三士公園(たのたの温泉(高知県安芸郡田野町
636-1)東側)  
●参加団体：PWJ/空飛ぶ搜索医療ARROWS/HuMA(災害人道医療支
援会)/公益社団法人Civic Force(緊急即応チーム)/日本災害医療薬
剤師学会/台湾鉄漢隊/PEAD 他  
 
 

ピースウィンズ・ジャパンとの連携 

＜災害連携会議の様子＞ ＜炊き出しの様子＞

想定：南海トラフ巨大地震発生を想定し、発災 4日後の被害甚大な高知県安芸郡
田野町二十三士公園にフィールドホスピタルの立ち上げを行う。
PEADの役割：炊き出し (カレー/豚汁)、サウナテント、浄水器、ロジスティックス支
援
約130名分の炊き出し (カレーライス、おにぎり、豚汁 )は安定の高い評価をいただ
き、参加者の皆様に大変喜んでいただきました。また、当日の現地の気温は予
想よりも暖かでしたが、医師を含む 40名の方にサウナテントを体験していただき
高評価を得ました。
今回の訓練では、フィールドホスピタル独自のネットワーク環境についてのテスト
実施ができ、スターリンクも活用できたため、 ITに強みのあるPEADに期待される
提供ツールとして、「災害支援現場のスタッフ間での情報共有システム」が検討
できるのではないかと感じました。



行政連携
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千葉県知事表敬訪問 

行政連携 

千葉県館山市「災害ボランティア活動の連携支援に関する
協定」の締結 

●実施日：2022年6月20日  
●場所：千葉県庁本館6階 知事応接室
●決議内容：2022年度決算承認／定時社員総会招集  
●出席者：吉田代表理事、岡田事務局長  
 6月20日千葉県熊谷知事を訪問し、PEADとの連携について議論が行われま

した。館山市との包括協定や、企業内ボランティア制度など、最新の状況も合
わせて共有し、熊谷知事からは、「災害支援の団体でヒトモノカネ全部用意で
きて、ソーシャルへの告知もできてしまう団体は見た事が無いですよ。これは
貴重な取り組みですね！」とのお言葉をいただきました。今後は災害時のキッ
チンカー活用や、ボランティア登録システムを災害ボランティアDXの活用を検
討しております。(12月現在アソビュー株式会社のウラカタシステムを活用し、
実装調整中) 

館山市（金丸 謙一市長）とPEADは、2022年5月18日に「災害ボランティア活動
の連携支援に関する協定」を締結しました。  
平時から行政と連携しつつ認定ボランティアを育成し、発災時に対応する訓練
を積んだヒトの支援と、現地に赴き、具体的に困っている団体を特定して、モノ
・カネの支援を行う、民間のラストワンマイルの活動を続けていきます。  
 

＜左：館山市 金丸市長　右：PEAD 吉田代表理事＞

＜左：千葉県 熊谷知事　右：PEAD 吉田代表理事＞ ＜会談の様子＞
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行政連携

【開催概要】
開催日：2022年6月10日(金) 15時00分-16時00分
形式：オンライン

【内容】
・PEADの取り組みのご紹介
・意見交換会

東京都総務局総合防災部 防災企画調整担当課長 
との意見交換会 

吉田代表のご縁にて、宮坂副知事よりご紹介いただき、東京都  総務局 総合
防災部 防災企画調整担当課長、ご担当者様と情報交換会の場を設けました。
岡田事務局長が出席し、 PEADの団体説明を行いました。 PEADの活動にご興
味をお持ちいただき、平時からの連携が重要だということをご認識いただくこと
ができました。
現在の防災課員の中には、全く災害経験がない方が多く所属しており、想像の
みでしか現場のイメージができないので、今後とも情報提供を希望していると
のことでした。
また、東京都は災害支援の DXを推進していく立場のため、衛星画像の活用な
ど、防災関連のDXについての情報交換を引き続き行うこととなりました。

＜意見交換会の様子＞



メディア・その他
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メディア露出 

●プレスリリース 

●千葉県館山市との「災害ボランティア活動の連携支援に関する協定」  
　の締結について 

2022/5/18　PR TIMES　 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000059438.html 
2022/5/18　千葉日報 
https://www.chibanippo.co.jp/prtimes/937371 
 

●IT業界を中心とした災害支援ボランティア制度発足

2022/8/1　PR TIMES　
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000059438.html 
 

●【株式会社SAKURUG】
2022/8/1　PR TIMES　 
サクラグ、ボランティア休暇制度の体制構築を開始 
PEADと協働　IT業界を中心とした民間の力を災害支援のラストワンマイルへ 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000067093.html 
 
 

●【空飛ぶ捜索医療団(災害緊急支援プロジェクトARROWS)】
2022/12/3　Twitter　 
【多機関連携災害時医療訓練】 
https://twitter.com/ARROWS36899898/status/1602483464581750785?s=20&
t=yaeqqblisRlWiFuiTlhG-w 
 
https://twitter.com/ARROWS36899898/status/1601707953341747200?s=20&
t=XrRWphWb6F47CQi2WEvPhQ 
 
 
 

●SNS 

●他社プレスリリース 

●その他 

●【空飛ぶ捜索医療団(災害緊急支援プロジェクトARROWS)】
2022/12/3　空飛ぶ捜索医療団(災害緊急支援プロジェクトARROWS　HP 
【多機関連携災害時医療訓練が終了しました】 
https://arrows.red/news/info/n20220329-2/ 
 
 
 

●【株式会社リブセンス】

2022/8/1　一般社団法人 災害時緊急支援プラットフォームが発足した 
「災害支援ボランティア制度」に参画しました 
https://www.livesense.co.jp/news/2022/08/01/3887/ 
 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000059438.html
https://www.chibanippo.co.jp/prtimes/937371
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000059438.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000067093.html
https://twitter.com/ARROWS36899898/status/1602483464581750785?s=20&t=yaeqqblisRlWiFuiTlhG-w
https://twitter.com/ARROWS36899898/status/1602483464581750785?s=20&t=yaeqqblisRlWiFuiTlhG-w
https://twitter.com/ARROWS36899898/status/1601707953341747200?s=20&t=XrRWphWb6F47CQi2WEvPhQ
https://twitter.com/ARROWS36899898/status/1601707953341747200?s=20&t=XrRWphWb6F47CQi2WEvPhQ
https://arrows.red/news/info/n20220329-2/
https://www.livesense.co.jp/news/2022/08/01/3887/
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2022年 広報・PR
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2022/2/20   【活動報告】 炊き出し訓練実施のお知らせ 

2022/3/27   【活動報告】 多機関連携災害時医療救助訓練実施のお知らせ 

2022/5/18   千葉県館山市との「災害ボランティア活動の連携支援に関する協定」の締
結について 

●PEAD公式HP 掲載

●Forbes JAPAN_2022年5月号  
<館山市との災害協定>

（16媒体に転載）  

2022/8/1  「IT業界を中心とした災害支援ボランティア制度発足」のお知らせ 

2022/11/21   【活動報告】PEADボランティア 顔合わせ&備品使用練習会のご報告 

2022/12/15   【活動報告】2022年度多機関連携災害時医療救助訓練のご報告

https://www.pead.jp/_files/ugd/931152_25339d2ce1aa4eb3ad5ea144a49bd775.pdf
https://www.pead.jp/_files/ugd/931152_187ee64c93054c61941030170ab82c68.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000059438.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000059438.html
https://www.pead.jp/_files/ugd/931152_a4794c5a1fa7459089da51753c93762d.pdf
https://www.pead.jp/_files/ugd/931152_8f780c0440d2456196cb75467ded8d75.pdf
https://www.pead.jp/_files/ugd/931152_bd9fa9558e0448798d4b5b4cf7bc08cd.pdf


運営報告

20 



 
 

21 

理事会 

社員総会 

●実施日：2022年6月30日  
●実施形態：オンライン
●決議内容：2022年度決算承認／定時社員総会招集  
●参加者：10名（役職順/降順）  
　吉田代表理事、山野理事、辻理事、松本理事、米良理事、藤沢理事、  
　小林先生（有識者）  
　渡辺監事、岡田事務局長、木本（事務局）  
 
 

●実施日： 2022年7月20日  
●実施形態：オンライン  
●議案内容： 2021年度決算承認  
●参加者：18名（降順）  
上田 祐司、遠藤 洋之、草野　隆史、蔵元 二郎、小林 史明、須田 仁之、  
武田 純人、鶴岡 裕太、冨永 歩、中山 亮太郎、藤沢 烈、本間 真彦、  
松本 恭攝、向畑 憲良、山野 智久、渡辺 英治、吉田 浩一郎  
＋事務局メンバー  
 

理事会・社員総会 

※決議内容に関しては別途総会議事録に掲載
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●2022年12月21日現在の会員状況 

会員数：64名 

お名前 所属先 ご役職 

赤浦 徹 インキュベイトファンド 代表パートナー 

井上 髙志 株式会社LIFULL 代表取締役社長 

●既存会員61名（降順）

青柳 直樹 株式会社メルペイ 代表取締役CEO 

安部 敏樹 一般社団法人リディラバ 株式会社Ridilover ※有識者会員 

有安 伸宏 起業家・エンジェル投資家 

安藤 広大 株式会社識学 代表取締役社長 

上田 祐司 株式会社ガイアックス 代表執行役社長 

上野山 勝也 PKSHA Technology CEO 

上原 仁 株式会社マイネット 代表取締役社長 

宇佐美 進典 株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役会長 

漆原 茂 ウルシステムズ株式会社 代表取締役社長 

遠藤 洋之 株式会社SAKURUG 代表取締役 

小野澤 秀人 REGAIN GROUP株式会社 代表取締役CEO 

草野 隆史 株式会社ブレインパッド 代表取締役社長 

久住 拓寛 アルシオン・ファミリーオフィスサービシズ株式会社 

蔵元 二郎 株式会社BNGパートナーズ 代表取締役 

小泉 文明 株式会社メルカリ 取締役会長、株式会社鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ･ｴﾌ･ｼｰ 代表取締役社長 

小林 賢治 シニフィアン株式会社／共同代表 

小林 史明 自由民主党 衆議院議員 ※有識者会員 

佐藤 光紀 株式会社ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役、グループ社長執行役員 

佐藤 裕介 ヘイ株式会社 代表取締役社長 

重松 大輔 株式会社スペースマーケット 代表取締役社長 

柴田 啓 CEO, Venture Republic (LINE Travel jp/Trip101) 

須田 将啓 株式会社エニグモ 代表取締役 最高経営責任者 

須田 仁之 

曽根原 稔人 ギークス株式会社 代表取締役社長 

高野 秀敏 株式会社キープレーヤーズ 代表取締役 

高村 彰典 株式会社サイバー・バズ 代表取締役社長 

武田 純人 

竹谷 祐哉 株式会社Gunosy 代表取締役 

●2022年 新規会員2名（降順）

会員一覧 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田中 弦 Fringe81株式会社 代表取締役CEO 

辻 庸介 株式会社マネーフォワード 代表取締役CEO 

鶴岡 裕太 BASE株式会社 代表取締役CEO 

寺田 航平 寺田倉庫株式会社 代表取締役社長CEO 

中川 綾太郎 株式会社newn 代表取締役社長 

中嶋 淳 アーキタイプ株式会社 代表取締役CEO 

永見 世央 ラクスル株式会社 取締役CFO 

中出 一誠 株式会社Blanciel 代表取締役 

中村 壮秀 アライドアーキテクツ株式会社 代表取締役CEO 

中村 慶郎 株式会社Orchestra Holdings 代表取締役社長 

中山 亮太郎 株式会社マクアケ 代表取締役社長 

成田 修造 株式会社クラウドワークス 取締役副社長 

野内 敦 株式会社ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 代表取締役社長 ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO 

端羽 英子 株式会社ビザスク 

福武 英明 株式会社ベネッセホールディングス 取締役 

藤沢 烈 一般社団法人RCF 代表理事 ※有識者会員 

船橋 力 文部科学省 官民協働留学創出プロジェクト トビタテ！留学JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

※有識者会員 

本田 謙 株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長 Global CEO 

本間 真彦　インキュベイトファンド/代表パートナー 

松本 真尚 WiL 共同創業者／ジェネラル・パートナー 

松本 恭攝 ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO 

嶺井政人 グロース・キャピタル株式会社 代表取締役社長 

宮田 昇始 株式会社SmartHR 代表取締役 

向畑 憲良 GMOメイクショップ株式会社 代表取締役社長 

村上 太一 株式会社リブセンス 代表取締役社長 

米良 はるか READYFOR株式会社 代表取締役CEO 

森田 英克 KLab株式会社 代表取締役社長 CEO 

山岸 広太郎 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 

山田 進太郎　株式会社メルカリ　代表取締役CEO 

山野 智久 アソビュー株式会社 代表取締役CEO 

吉田 浩一郎 株式会社クラウドワークス 代表取締役社長CEO 

吉松 徹郎 株式会社アイスタイル 代表取締役社長 兼 CEO 

渡辺 洋行 B Dash Ventures株式会社 代表取締役社長 

会員一覧 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●協力法人会員：7社 （降順）  

協力法人名　 

AIdealize株式会社 防災備蓄の安価な提供、消防士としての経験、研修、防災知識等 

株式会社ザイグー 広告、PR、クリエイティブ、イベント制作、映像制作 

株式会社SUKURUG　社員のボランティア登録を促進

株式会社タイミー マッチングプラットフォーム「Timee」によるボランティア人材提供 

ツクリンク株式会社 建設業界のネットワークや知見の提供 

ハコベル株式会社 軽貨物車両、一般貨物車両の拠出

ラクスル株式会社 物流のマッチングシステム 

【申請中】良品計画　倉庫提供・ボランティア協力

協力法人一覧 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お知らせ 

【本件に関するお問い合わせ】  
一般社団法人 災害時緊急支援プラットフォーム事務局  
担当：岡田（隆）、木本、眞貴田、池上（降順）  
MAIL：pr@pead.jp  

引き続き、会員(正会員／有識者会員）、協力法人会員の募集を行っており
ます。会員の皆様の周りで、PEADの活動に興味をお持ちの方はいらっしゃ
いませんでしょうか。新たにご紹介いただける場合には、事務局までご連絡く
ださいませ。また、会員の皆様からも再度、本団体の活動をSNSなどでシェア
していただけますと幸いです。

mailto:pr@pead.jp

