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会員各位 2021年12⽉28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

PEAD2021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１年7ヶ⽉を迎えました。
2021年は災害が多く、２⽉における福島県沖地震のほか、７⽉の静岡県・神奈川県を
中⼼とした集中豪⾬、８⽉の九州・北陸・中国地⽅をはじめとした広域での集中豪⾬
など、⼤変困難な年となりました。
私達PEADはこのような未曾有の災害に対し、⽀援活動を実施してきました。

PEADは、有事の際に、⺠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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＜２０２１年１０⽉、認定NPO法⼈ピースウィンズ・ジャパン連携会議＞
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代表理事 挨拶

●2021年の御礼 代表理事 吉⽥浩⼀郎
2019年に「令和元年東⽇本台⾵」における有志での被災地⽀援において⽀援物資・⼈材の適切な配置がで
きていない複数の課題を⽬の当たりにしました。PEADはそういった背景から、⾏政の⽀援が⾏き届くま
での間を「緊急時」と定義し、困っている⽅々の情報を独⾃に⼊⼿して直接⽀援を⾏うことを⽬的に2020
年5⽉に設⽴しました。

2019年千葉県館⼭市、2020年熊本県⼈吉市、2021年佐賀県武雄市と毎年⽀援してきて以下のように感じ
ています。

１．⾏政・公共機関の⽀援は公平性が重要なので⽀援が届くまでに時間がかかる

例１）「⾚⼗字などに寄付をすれば良いじゃないか」→お⾦が届けられるまで半年かかる事例
例２）「企業と物流と組んで⼤量に物資を届けているよ」

→現地で配布するルール整備や公平性のために留め置かれている事例
→現実に館⼭市社会福祉協議会には⽔が8トン届けられたが、

⽀援終了時に2トン在庫残（つまり届けられてもいない︕）

２．災害直後のラストワンマイルを担うのは⺠間団体しかいない

2019年 館⼭市布良地区では家の屋根が吹き⾶び、その⽇の⾬を凌ぐことができない家庭多数
→物資を台⾞に積み、屋根の修復も⼿伝ったことは多くの⼈に感謝され、
翌年館⼭市⻑にも感謝いただき今後の連携を約束し合った

2020年 熊本県⼈吉市では国宝である⻘井阿蘇神社には寄付・物資が集まるが、

周辺の神社仏閣には全く資⾦が集まらず復旧の⽬処が⽴たない
また、主要な観光資源であるラフティングも壊滅的な打撃を受けるが⽀援が得られない
→⼈吉市⻑と連携の上で、神社仏閣＋ラフティングにPEADから
⽀援⾦＋クラウドファンディングで、総額7452,000円の⽀援を⾏った

2021年 佐賀県武雄市では家屋が浸⽔1.8メートルとなり、壊滅的な打撃は受けるものの、
2年前の同様の災害経験から迅速な避難を敢⾏し、死者0名。
死者0名にコロナ禍という背景もあり、全国報道はほぼ皆無。
しかし、現地の家屋は浸⽔し、家電製品や家財道具はすべて⽔没。
→武雄市⻑・ピースウインズジャパンと連携し、
児童⽀援事業所NPOガラパゴス・⼀般社団法⼈おもやいへ120万円づつ即時寄付
→贈呈式でガラパゴス⼩柳代表は涙ぐむほど喜んでいただきました
→コロナ禍のため、ボランティアが稼働しづらい中で、
おもやいさんから66世帯へ家電や⽣活必需品を提供していただきました。

※2020,2021年はコロナ禍のため、ボランティア活動は断念するものの、基本コンセプトとして
現地と合意の上で少⼈数で視察を⾏い、社会課題を会員および世の中に伝える活動を⾏っている
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代表理事 挨拶

３．NPOの業界から熱い期待をいただいている
特に今年「PEADは本当に素晴らしい、期待している」というお声を頂くことが多かったです。

理由はシンプルで、「災害⽀援において社会的信頼がある団体が少ない」ということです。

2019年館⼭市⽀援の際は、コロナ前ということもあり、ボランティア活動の現場に⽴つことが
できましたが、以下のような例を⽬の当たりにしました

・ボランティア希望者は⼤量に殺到するが、⾏政のボランティアとして⾏政側が責任を持てない
その結果、⾏政のボランティア窓⼝は閉じて消極的になる

・実際にボランティアと名乗り、窃盗・詐欺・レイプなどの被害が起きている

※現地で聞いた話では、災害時こそ盗んでもバレないし、詐欺も発覚しづらいので
⼀攫千⾦のチャンスと考えている⼈がいるとのこと

つまり、
１．信⽤のある災害⽀援団体に所属する
２．信⽤のある認定ボランティアによって
３．災害⽀援が⾏われる
ことが現地の被災者にとって極めて重要です。

そのような中で、PEADは皆様のおかげで、
１．政府・⾏政・他NPOと迅速に連絡が取れる⽴場にあり、
２．上場企業経営者・投資家を中⼼に組成していることで、資⾦も即時提供できる
３．必要に応じて各企業も動かすことができる
という特徴があり、実際に館⼭市⻑からも今後の被災時の連携をぜひしようと⾔われています。

そのような中で、実際に
・良品計画社と全⾯的な提携となり、全国の倉庫利⽤と
認定ボランティアの⼈員72名を提供していただきました
→良品計画社をきっかけにコロナ禍で⽌まっていた
「認定ボランティア制度」を⽴ち上げ、説明会の実施と体制構築を⾏っています。

また、
・⽇本最⼤の災害⽀援団体「ピースウインズジャパン」と提携しました。
→災害派遣トレーニングを受講し、今後発災時にはピースウインズジャパンと連携して
現地⼊りをしてペットのいるご家族・障害を抱えるご家族・単⾝⼥性など事情がある⽅に
向けたシェルターの設置や炊き出しなどを想定して準備を進めています。

この1年7ヶ⽉の⽀援活動に対して、迅速に会員の皆さまで連携・相談して⽀援が⾏えたことを改めて感謝
を申し上げます。
来年以降も災害⽀援は⽇本という国に密接に関係する社会課題であると考えており、コロナが⼀段落すれ
ば認定ボランティアの本格⽴ち上げや、発災直後の現地での⽀援活動など活動の幅を広げていきたいと考
えていますので、引き続き末永いご⽀援のほどを何卒よろしくお願い申し上げます。
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●2021年12⽉28⽇現在の会員状況
会員数︓62名

お名前所属先ご役職
⼩林賢治シニフィアン株式会社／共同代表
端⽻英⼦株式会社ビザスク
本間真彦 インキュベイトファンド/代表パートナー
宮⽥昇始株式会社SmartHR代表取締役
⼭⽥進太郎 株式会社メルカリ 代表取締役CEO

●2020年 既存会員57名（降順）

⻘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⻑
上⽥祐司株式会社ガイアックス代表執⾏役社⻑
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⻑
宇佐美進典株式会社CARTA HOLDINGS代表取締役会⻑
漆原茂ウルシステムズ株式会社代表取締役社⻑
遠藤洋之株式会社SAKURUG代表取締役
岡⽥隆太朗⽇本ディープラーニング協会 事務局⻑
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⻑
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⻑、株式会社⿅島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ･ｴﾌ･ｼｰ 代表取締役社⻑
⼩林史明⾃由⺠主党衆議院議員※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、グループ社⻑執⾏役員
佐藤裕介ヘイ株式会社代表取締役社⻑
重松⼤輔株式会社スペースマーケット代表取締役社⻑
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

●2021年 新規会員5名（降順）

会員⼀覧
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曽根原稔⼈ギークス株式会社代表取締役社⻑
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・バズ代表取締役社⻑
武⽥純⼈
⽵⾕祐哉株式会社Gunosy 代表取締役
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⻑CEO
中川綾太郎株式会社newn 代表取締役社⻑
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 代表取締役社⻑
中⼭亮太郎株式会社マクアケ代表取締役社⻑
成⽥修造株式会社クラウドワークス取締役副社⻑
野内敦株式会社ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 代表取締役社⻑ ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO
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⺠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⻑ Global CEO
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⻑CEO
嶺井政⼈グロース・キャピタル株式会社代表取締役社⻑
向畑 憲良 GMOメイクショップ株式会社代表取締役社⻑
村上太⼀株式会社リブセンス代表取締役社⻑
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⻑ 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⻑CEO
吉松徹郎株式会社アイスタイル代表取締役社⻑兼 CEO
渡辺洋⾏ B Dash Ventures株式会社代表取締役社⻑

会員⼀覧
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●協⼒法⼈会員︓5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
ラクスル株式会社物流のマッチングシステム

協⼒法⼈⼀覧



運営報告
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理事会

社員総会

●実施⽇︓2021年6⽉28⽇
●実施携帯︓オンライン
●決議内容︓2020年度決算承認／定時社員総会招集
●参加者︓12名（役職順/降順）
吉⽥代表理事、辻理事、藤沢理事、松本理事、⼭野理事、⼩林様
＋事務局メンバー６名

●実施⽇︓ 2021年7⽉21⽇
●実施携帯︓オンライン
●議案内容︓ 2020年度決算承認
●参加者︓28名（降順）
安部 敏樹、有安 伸宏、上⽥ 祐司、漆原 茂、永⾒ 世央、遠藤 洋之、蔵元 ⼆郎、
⼩林 史明、柴⽥ 啓、須⽥ 仁之、武⽥ 純⼈、⽥中 弦、辻 庸介、鶴岡 裕太、中⼭ 亮太郎、
藤沢 烈、本間 真彦、⼭野 智久、吉⽥ 浩⼀郎＋事務局メンバー (9名)

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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富崎館 クラウドファンディングサポート

●実施⽇︓ 2021年7⽉30⽇
●対象災害︓2019年9⽉ 台⾵15号・19号
●内容︓

（https://readyfor.jp/projects/tomisakikan）

＜被災当時の様⼦＞ ＜復興中の様⼦＞

千葉県館⼭市/富崎館への応援と協⼒

PEADの設⽴の契機となった千葉県館⼭市。発災から約１年後に布良地区を中⼼に視察を
⾏い、館⼭市⻑とも意⾒交換を実施。 1年9ヶ⽉後の⽀援として、館⼭市とクラウドファ
ンディングサービスのREADYFOR株式会社を繋げ、房総半島の南端布良にある富崎館の
クラウドファンディングの⽴ち上げの協⼒と応援を⾏い、最終的には、「サポーター︓
258名、応援購⼊総額︓4,480,000円」を集めるプロジェクトとなりました。

https://readyfor.jp/projects/tomisakikan
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（1）令和3年8⽉11⽇からの⼤⾬における災害⽀援

●活動期間︓2021年8⽉〜2021年10⽉
●対象災害︓令和3年8⽉豪⾬災害
●内容︓
令和3年8⽉11⽇に発⽣した⼤⾬により、全国で6県21市町村(⻑野県・島根県・広島
県・福岡県・佐賀県・⻑崎県)での広域な災害となり、特に佐賀県武雄市／⼤町町は、
令和元年にも⽔害に⾒舞われ、復興中での再度の被災となりました。
武雄市⼩松市⻑、佐賀県に⽀社がある公益社団法⼈シビックフォースなどとの連携か
ら情報収集。 ２年前の被災経験より、住⺠は意識⾼く避難したため、⼈命に関わる事
案は少なかった。そのため、あまり報道がされず、現地の状況が伝えられない結果、
⽀援の⼿も少なく、⾏政の⽀援が届かいため、緊急的に困窮する下記団体に⽀援しま
した。

・対象︓児童⽀援事業所 NPOガラパゴス
（https://www.facebook.com/Galapagos.RIGHTPLACE/ ）
・連携団体︓公益社団法⼈Civic Force（シビックフォース）
・⽀援⾦額︓１２０万円 （８⽉３１⽇実⾏）

※NPOガラパゴスについてはP11①参照

災害⽀援活動

●活動期間︓2021年9⽉〜2021年10⽉
●対象災害︓令和3年8⽉豪⾬災害
●内容︓

9⽉10⽇ 武雄市⼩松市⻑よりご推挙あった⽀援先「⼀般社団法⼈おもやい」と⾯談。
被災は約1500世帯。優先度が⾼い70〜100世帯（⾼齢者や障害がある⽅など、）、⽣
活困窮している20世帯へ⽀援するほか、PEAD物資備蓄からも必要なものを⽀援しま
した。

要配慮被災者世帯への⽀援実施＞
・対象︓⼀般社団法⼈おもやい 
・（https://www.facebook.com/omoyaivc/）
・⽀援⾦額︓１２０万円（９⽉３⽇実⾏）

※⼀般社団法⼈おもやいについてはP12②参照
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施設で預かる２５名の発達障害や⾃閉スペクトラム症など障害特性を持つ⼦どもたち
に、「仮拠点での事業再開」することで、途切れることないサービスを提供し、居場
所を確保。⼀⽇も早い地域の復興に貢献するための活動を⽀援しました。

●⽀援について

●児童⽀援事業所 NPOガラパゴス活動内容
佐賀県武雄市で障害をもつ⼦どもたちへの放課後等デイサービスを実施。
・活動⽇ ⽉〜⾦曜13:00〜17:30/⼟曜10:00〜16:00
・⼩学⽣〜⾼校⽣ 約25名を受⼊れ

被災後後の様⼦
建物前のテントで作業

●運営団体︓公益社団法⼈Civic Force活動内容

地震や豪⾬などの⼤規模災害に対し、企業、NPO、⾏政などの連携によって、迅速か
つ効果的な⽀援を実現するためのプラットフォーム組織。

⽀援物資によりオンラインでの
打ち合わせが可能に

Civic Force HP

①NPOガラパゴス⽀援内容

災害⽀援活動
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配慮被災者66-100世帯に対して、直接的な⽀援物資購⼊を⾏う。 想定されるのは炊
飯器や電⼦レンジなどの家電や、⾷料など。上限15,000円以内で個別に必要なものを
⽀援。加えて、良品計画鳩⼭センターに保管してある災害⽀援⽤の備蓄を搬出し、被
災地までハコベルにて輸送しました。

●予算︓
備品購⼊費 単価15,000円 量66 合計990,000円
雑費︓10,000円

●⽀援について

●⼀般社団法⼈おもやいの活動

佐賀県武雄市で令和元年8⽉の佐賀豪⾬災害を機に武雄市⺠と⺠間ボランティア団体が協⼒し
て⽴ち上げた⺠間のボランティアセンターを運営。

⽀援物資の搬出の様⼦
（良品計画鳩⼭センター/トラック︓ハコベル）

被災地⽀援の様⼦
（⼀社おもやいFacebookより）

②⼀般社団法⼈おもやい ⽀援内容

災害⽀援活動
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（2）基⾦贈呈式

●実施⽇︓10⽉22⽇
●参加者︓
・佐賀県武雄市 ⼩松 政 市⻑
・公益社団法⼈Civic Force 代表理事 根⽊ 佳織 様
・児童⽀援事業所 NPOガラパゴス代表 ⼩柳 由加⾥様、副代表 ⽊須 亮太 様
・⼀般社団法⼈おもやい 代表理事 鈴⽊ 隆太 様
・⼀般社団法⼈災害時緊急⽀援プラットフォーム 代表理事 吉⽥ 浩⼀郎
●内容︓

佐賀県武雄市にて現地2団体への寄付の贈呈式を⼩松市⻑と共に⾏いました。2団体の
代表が共に⼝を揃えていたのは、『2年で2回浸⽔して⼼が折れそうです』と吐露する
ほど切迫した状況であり、 加えて「モノは届くが資⾦が枯渇している」という状況
だったことから、⽀援して下さったPEADの会員の皆さまに対して感謝を述べていまし
た。

NPOガラパゴス Facebookより ⼀社おもやい Facebookより】

基⾦贈呈式の様⼦

災害⽀援活動



協⼒法⼈との連携報告
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●活動期間︓2020年12⽉〜９⽉
●内容︓

×

<良品計画鳩⼭センター>
良品計画のご協⼒でPEAD⽀援物資を保管

良品計画との連携

２０２０年１２⽉２６⽇
１５名のボランティアによって備蓄を移動

（1）災害⽀援パッケージ保管倉庫としての連携

株式会社良品計画との連携により、『物資⽀援パッケージ』（今後発⽣する災害に備え、
発災時の際、被災者に向けて即応で全国展開できる物資）と『 緊急物資⽀援パッケー
ジ』（修復資材の提供と同時にこれらの世帯が1週間⽣活をすることが可能な⾮常⾷・⾮
常物資）を、昨年末(2020年) 15名のボランティアによって寺⽥倉庫から、流通サービス
ハコベルが⼿配したトラックでこれらの物資を移動し、良品計画鳩⼭センターで保管して
います。
『令和3年8⽉11⽇からの⼤⾬における災害⽀援』では、良品計画鳩⼭センターに保管し
てある災害⽀援⽤の備蓄を、被災地の佐賀県武雄市の⼀般社団法⼈おもやいまでハコベル
⼿配のトラックにて輸送いたしました。

令和3年8⽉11⽇からの⼤⾬における災害⽀援にて
物資⽀援パッケージの搬出の様⼦

被災地の団体へ届いた物資
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●活動期間︓2020年12⽉〜現在
●実施携帯︓オンライン
●説明会実施⽇︓2021年8⽉25⽇
●内容︓

災害ボランティア説明会の実施の様⼦（オンライン）

良品計画との連携

良品計画と、ボランティア制度導⼊に向けて継続してオンラインミーティングを⾏い、
良品計画の社員に向けた災害ボランティア説明会を8⽉25⽇に実施。良品計画の従業
員から公募したメンバー72名がPEADボランティアに登録しました。
また９⽉１⽇には、良品計画の社内制度に災害ボランティア制度が導⼊され、この制
度は、ボランティア参加のための特別有給休暇を付与することで、従業員のボラン
ティア参加をバックアップする内容となっています。
１２⽉現在、ボランティア特別休暇規定・ボランティアマニュアルの完成に向けて調
整しています。

（2）災害ボランティア説明会の実施と災害ボラン
ティア 制度導⼊について

ボランティア説明会の記録写真
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（1）認定NPO法⼈ピースウィンズ・ジャパンと
の協定の締結

●活動期間︓２０２１年１０⽉２⽇・３⽇
●実施場所︓PWJ拠点（広島県神⽯郡神⽯⾼原町近⽥１１６１２）
●参加者︓PWJ⼤⻄健丞代表、

空⾶ぶ捜索医療団ARROWS プロジェクトリーダー 稲葉基⾼
コミュニケーション部 部⻑ イ・チャンウ
PEAD吉⽥代表・藤沢理事、遠藤メンバー、岡⽥

●内容︓
PWJ関係団体は、ヘリコプター3機、⽔陸両⽤⾞2台、船1隻等を有しており、訓練された
スタッフが災害直後に現地に⼊ることが可能なため、PWJと連携を⾏うことにより、その
情報を元に、PEADとしての⽀援を組み⽴てることが可能になります。今後発⽣する地
震・豪⾬災害に向けて、PEADが着実な⽀援を実現するためには、PWJは⼼強いパート
ナーになると判断しました。
第⼀弾の取り組みとして、PWJの拠点（神⽯⾼原）へ赴き、PWJの⼤⻄代表らと連携会議
を２⽇間に渡り実施し協定を締結いたしました。また、ARROWプロジェクトリーダー稲
葉医師による『災害時緊急対応スキーム』研修や、災害時連携に必要な導⼊研修について
の動画を⾒ながら学び、災害訓練としても有意義な打ち合わせとなりました。

ピースウィンズ・ジャパンとの連携

●認定NPO法⼈ピースウィンズ・ジャパンとは
特定⾮営利活動法⼈ピースウィンズ・ジャパン（以下、PWJ）は、国内外で⾃然災害、
あるいは紛争や貧困など⼈為的な要因による⼈道危機や⽣活の危機にさらされた⼈び
とを⽀援する⽇本発のNGO（Non-Governmental Organization = ⾮政府組織）で、
⼤⻄健丞により1996年に設⽴。これまでに世界34カ国で活動。海外紛争地域での経
験を元に、「ARROWS」「civic-force」「SEMA」といった国内災害⽀援スキームを
展開。⺠間での災害緊急⽀援では質・量・スピード共に⽇本⼀の組織。

PWJの所有するヘリでの移動 災害連携会議の様⼦
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（2）空⾶ぶ捜索医療団災害派遣トレーニングへの
参加

●活動期間︓2021年11⽉13⽇〜11⽉14⽇
●実施場所︓神⽯⾼原ティアガルテン（広島県神⽯郡神⽯⾼原町上豊松７２８)
●内容︓

想定事例ワークショップ
図上（写真や、情報など）をもらって、実際にど
ういうメンバーでどういう装備をして活動するか、
正解はないがチームで話をして、事前に災害想定
をしてみる。

無線訓練
無線を使って話をする。端的明瞭に、相⼿に伝え
る訓練。無線がとても聞きづらい。電話とは違う。

セキュリティ講習
テロリストに襲撃に備えた対応。（実際にテロリ
ストが⼊ってきて対応ができるかなど実施。爆⽵
などをならしてかなりの迫⼒）

救助⽝講習
救助⽝の救助の仕⽅や、訓練の仕⽅を⾒学

ヘリ研修
ヘリの装備や実際の活動などについてヒアリング

災害⽀援について
実際の現場の写真や体験、活動した流れなど、実
際の現場が想像できるように写真、動画を交えて、
今後発⽣する災害に対して何をするのか、何をし
てきたのか⾒てもらう。

挨拶
アイスブレイク ⽇本地図をつくる、100mの
ロープ

教練
挨拶の仕⽅、集まり⽅、動き⽅など。（消防で⾔
う、訓練礼式）その他の団体と同じように動いた
りできるように。

テント設営訓練
テントを張ってみる。（実際にはテントを張るこ
とは少ない、ホテルなどにも泊まっている）

ロープ訓練
救助の際に使うロープの訓練の基本を学んでもら
う。
⽊をつかって、ロープで、ひとを持ち上げる
⽊をつかって、ロープをネットにして⼈を持ち上
げる
より遠くまでロープを投げる。
ロープを⽊と⽊にはって、強く貼る（川を渡ると
きに使う。）

＜2⽇間の研修内容＞

認定NPO法⼈ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）が運営する“空⾶ぶ捜索医療
団”ARROWS”の災害派遣トレーニングへ、PEAD事務局メンバーの３名が参加しまし
た。夜は氷点下の気温のなか、それぞれがテントで⼀夜を過ごす過酷な訓練となりま
した。

ピースウィンズ・ジャパンとの連携



20

災害派遣トレーニングの様⼦

ピースウィンズ・ジャパンとの連携



メディア・その他
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メディア露出

●プレスリリース

●「無印良品」との「災害ボランティア制度」

2021/8/30 PR TIMES
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f5d5a518764bcad42bc0cd96648bf8ed70e4
172

2021/8/30 yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f5d5a518764bcad42bc0cd96648bf8ed70e4
172

2021/8/30 Web東奥⽇報
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/645441

●【令和３年８⽉１１⽇からの⼤⾬による災害】復興中に2度⽬の被災を受けたエリア
の2団体へ基⾦を贈呈・贈呈式を実施

2021/10/22 PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000059438.html

2021/10/22 時事通信
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000006.000059438&g=prt

●空⾶ぶ捜索医療団 災害派遣トレーニングを実施

2021/10/22 PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000035080.html

●テレビ
●雇⽤シェアプロジェクト

2021/1/5 テレ朝NEWS
『テレ朝NEWS_変わる経済界今年はどうなる︖企業トップが語る』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000059438.html
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メディア露出

●その他（SNS・イベント紹介）

児童⽀援事業所ガラパゴス twiiterにて⽀援物資の紹介
https://twitter.com/civicforce/status/1434008583415361537

⼀般社団法⼈おもやい FACEBOOKにて⽀援物資の紹介
https://www.facebook.com/omoyaivc/posts/627947385250875

●令和３年８⽉１１⽇からの⼤⾬による災害

児童⽀援事業所ガラパゴス FACEBOOKにて⽀援⾦贈呈式の紹介
https://www.facebook.com/Galapagos.RIGHTPLACE/posts/1320485868408115

児童⽀援事業所ガラパゴス（公益社団法⼈ Civic Force）HPにて紹介
https://www.civic-force.org/info/activities/heavyrain202108/20211022.html

あの災害、あのファンドレイジング〜クラウドファンディングと被災地⽀援
（災害対応チャプター主催）
https://jfra.jp/event/38395

●オンラインイベントにてPEADの活動内容の紹介

2022年活動予定
●２⽉︓炊き出しリハーサル

合同訓練参加の皆様向けの炊き出し（温かい⾷事の提供）。休憩所開設。2⽇間常時提
供。

●７⽉︓社員総会実施 第⼆期

３⽉にけるPWJ合同訓練前に、PEAD内での⽇帰り訓練を実施。実際にテント設営から
⼤⼈数の炊き出しが可能か、トライ。ボランティアも参加想定。キャンプ場は関係地
のある館⼭市を想定。

●３⽉︓PWJ合同訓練（２６⽇/２７⽇）



24

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︓遠藤、岡⽥（隆）、岡⽥（友）、⽊本、眞貴⽥、松本（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

