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【分科会１】「避難所・避難生活における支援」

認定NPO法人レスキューストックヤード
常務理事

浦野 愛氏
うらの・あい／1976年静岡県生まれ。阪神・淡路大震災では、同
朋大学の学生が設立した支援サークル「同朋大学ボランティア
ネットワーク」に所属し、被災者支援にあたった。卒業後、特別養
護老人ホームデイサービスセンターで寮母として勤務したのち、
レスキューストックヤードの設立と同時に事務局スタッフとなり、
2004年度より事務局長、2009年度より常務理事を務める。災害
時要援護者への支援事業を中心に、地域防災・災害ボランティア
等、各種講演会・講座講師、支援プログラムの企画・運営を行っ
ている。社会福祉士。

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一氏
かぎや・はじめ／秋田県男鹿市生れ。早稲田大学法学部卒業、
京都大学博士（情報学）、板橋区福祉部長、危機管理担当部長、
議会事務局長などを経て2015年3月退職。2015年4月から跡見学
園女子大学観光コミュニティ学部教授、内閣府「災害時要援護者
の避難支援に関する検討会委員」など
内閣官房地域活性化伝道師、（一社）福祉防災コミュニティ協会
代表理事、（一社）マンション生活継続支援協会副理事長など
著書に『図解よくわかる自治体の防災･危機管理のしくみ』『地域
防災力強化宣言』『福祉施設の事業継続計画（BCP）作成ガイド』
など。

一般社団法人 ピースボート災害ボランティ
アセンター 現地コーディネーター

辛嶋友香里氏
からしま・ゆかり／2009年12月に国際交流NGOピースボートの地
球一周の船旅に乗船。2011年の東日本大震災では、ピースボー
ト災害ボランティアセンターの初期運営メンバーとして支援に携わ
り、職員となる。 その後、防災・減災教や防災グッズの開発プロ
ジェクトに関わり、現在は発災時の緊急支援を担当するほか、「防
災・減災の人材育成プログ
ラム」の講師としても活動中。

被災地NGO恊働センター 代表

頼政良太氏
よりまさ・りょうた／1988年広島市生まれ。中越・KOBE足湯隊（現：
KOBE足湯隊／事務局：被災地NGO恊働センター）として災害ボラ
ンティア活動を始める。同年7月より2009年3月まで中越・KOBE足
湯隊代表を務める。能登半島地震、中越沖地震、佐用町水害、新
燃岳噴火災害、東日本大震災、広島土砂災害、東北関東豪雨水
害など国内の災害時に活動。2011年4月より被災地NGO恊働セン
タースタッフ。2015年5月より代表。

【分科会2】「災害時に機能する都道府県域の支援ネットワークづくり」

NPO法人くまもと災害ボランティア団体ネット
ワーク（KVOAD）代表理事

樋口 務氏
ひぐち・つとむ／1960年大分県日田市生まれ。大学卒業後、建設
コンサルタントにて環境アセスメント及び設計業務に従事の傍ら、
2001年より特定非営利活動法人ＮＰＯくまもとに所属。2012年10
月より2年間、熊本市市民活動支援センターの総括責任者として
市民活動の基盤整備の推進とＮＰＯと他セクターとの連携のため
のコーディネーションの企画立案を手掛ける。2016年熊本地震発
災直後から、「特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団
体ネットワーク（JVOAD）」と連携し、「熊本地震・支援団体火の国
会議」等を運営し、同年10月「くまもと災害ボランティア団体ネット
ワーク（KVOAD）」を設立。

NPO法人いわて連携復興センター
常務理事

葛巻 徹氏
くずまき・とおる／岩手県花巻市出身。福島の大学を卒業後、仙
台に3年ほど勤務しＵターン。子どもが生まれた頃から会社員の
傍らＮＰＯ活動を始める。地元の仲間と地域活性化の活動を行い、
中間支援の必要性を感じ、2007年からNPO法人花巻市民活動支
援センターに関わる（現理事長）。震災前からのつながりから、い
わて連携復興センターを県内の仲間と立ち上げ、専従の事務局
長となる。震災後の岩手のソーシャルセクターの資源循環を生み
出すために、認定ファンドレイザーを取得。

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
事務局次長/地域福祉企画部長

右京昌久氏
うきょう・あつひさ／平成7年阪神・淡路大震災において、阪神大
震災被災地支援岩手県連絡会の組織化を担当。平成11年岩手
県軽米町豪雨災害では、岩手県内で初めて災害ボランティアセン
ターを開設。広域の市町村社会福祉協議会と県社協が協働で
ニーズ調査とボランティア活動コーディネートを行った。平成23年
東日本大震災では、支援先を被害の甚大な野田村、宮古市、山
田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市の各社協とし、県
内市町村社会福祉協議会の支援は、広域社協のグループを基本
に幹線道路の経路を基準に分担した。県社協は全局体制で対応
し、４部が支援先を分担して市町村社協支援に当たった。平成25
年に県央豪雨災害、平成28年台風10号豪雨災害に対応した。

NPO法人にいがた災害ボランティア
ネットワーク 事務局長

李 仁鉄氏
り・じんてつ／ 2004年新潟を襲った水害で被災。同年に発生した中
越震災で初めてボランティア活動に参加。その後、にいがた災害ボ
ランティアネットワークの立ち上げに参画。2008年より現職。平時は
ボランティアコーディネーター育成をはじめ、地域防災の講師や訓
練計画の策定、『福祉防災学習（教材開発） 』『平常時の地域活動
と災害支援』『災害支援コーディネーター人材育成』『多様な団体個
人ネットワークと協働』を主に取り組んでいる。災害時には救援ス
タッフとして災害ボランティアセンター設置運営を中心とした支援活
動を行っている。

NPO法人全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD） 事務局長

明城徹也氏
みょうじょう・てつや／1970年福井県生まれ。米国の大学を卒業後、
建設会社に勤務。その後、ＮＧＯ業界に転身し、アフリカ支援・緊急
人道支援のＮＧＯにおいて現地事業責任者や管理部門責任者など
を経験。2010年6月からジャパン・プラットフォームに勤務、東日本
大震災では発災直後より現地入りし、被災者支援、復興支援に従
事。東日本大震災での経験から、全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD）の立ち上げに関わり、2015年4月から事務局
長に就任。

都道府県域における同時多発・広域災害へ
の支援のあり方検討委員会 委員長

桒原英文氏
くわはら・ひでふみ／1964年福岡県生まれ。東京農業大学卒後、
NGO職員、兵庫県社会福祉協議会主事、神戸・阪神ＮＰＯコン
ソーシアム事務局長等を経て、長年、フィリピン農村の経済的貧
困層や山岳部しょうがい児・者の自立支援活動に取り組んできた。
現職、コミュニティ・エンパワメント・オフィス FEEL Do代表（2013年
2月設立）、一般社団法人 コミュニティ・4・チルドレン（Ｃ４Ｃ）代表
理事（2011年6月設立）。FEEL Doでは、全国各地で防災、福祉、
市民活動、まちづくり、災害支援などに取り組む北海道、宮城、東
京、大阪、和歌山、鳥取、沖縄の7名の研究員と共に、地域づくり、
暮らしづくりを応援している。

社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福
祉部全国ボランティア・市民活動振興セン
ター副部長

園崎秀治氏
そのざき・しゅうじ／平成6年から全国社会福祉協議会に勤務。平
成17年度に全国ボランティア・市民活動振興センターに配属となり、
平成23年度まで7年間担当。平成26年度に再度センター配属とな

り現職。全国域の立場から、多様なセクターとの連携に重点を置
いて被災地の災害ボランティア活動の後方支援を行ってきている。
訪問した災害ボランティアセンターの数はこれまで107にのぼる。

平時には、災害ボランティアセンターを軸とした支援の仕組みづく
りや運営者、運営支援者の育成を続けてきている。

Nukiito代表

高山弘毅氏
たかやま・ひろき／1976生まれ。2004年4月粕川村社会福祉協議
会に入職。合併により前橋市社会福祉協議会職員に。2017年3月
に退職、Nukiito（緯糸、織物のよこ糸の意）を設立、異なる地域、
年代、専門性の人々を「より佳く暮らすこと」を価値につなぐ実践
活動に取り組む。ボランティアコーディネート、市民活動団体との
協働や災害時ボランティア活動支援、共同募金等を担当。経団連
１％クラブ、日本NPOセンター、全国社会福祉協議会、中央共同
募金会等により構成されるネットワーク組織「災害ボランティア活
動支援プロジェクト会議」による派遣等を通じ、過去10か所の災害
ボランティアセンターの運営支援を経験。



【分科会４】「現場で活かせる世界共通のルール～進化する支援の国際基準～」

【分科会３】「東日本大震災における民間支援の現状と課題～中間支援組織の取り組みを中心に～」

NPO法人@リアスNPOサポートセンター
代表理事

鹿野順一氏
かの・じゅんいち／1965年釜石市生まれ。釜石市で本業の菓子
店を営む傍ら、まちづくり活動を経て、2004年に＠リアスNPOサ
ポートセンターを設立。2011年東日本大震災により事務所を含め
て被災した。それ以後は被災地のNPOとして「被災者が主役の復
興」を目指して地域内外で復興支援活動を行っており、震災後に
岩手県内の中間支援NPOが連携し、設立された《いわて連携復
興センター》の代表理事を務める。また、自身の被災経験やその
後の支援活動のなかで大規模災害発災直後の情報の連携や共
有の重要性を認識。今後の防災、減災に役立てられる「情報連
携・共有の地域プラットフォーム」の確立に取り組んでいる。

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
震災復興・地域福祉部震災復興支援室
主任主査

北川 進氏
きたがわ・すすむ／平成8年日本社会事業大学卒業後、児童養

護施設勤務を経て、宮城県社会福祉協議会入職。平成１５年宮
城県北部連続地震での対応をはじめ、各地の災害支援にも関わ
る。平成24年4月から石巻市社会福祉協議会災害復興支援対策
課へ出向し、ささえあい総括センター所長を務める。平成26年4

月から現職。活動テーマは、「災害時における新たな「地域の助
け合い」の形を、災害ボランティアという視点から考える」「「災害
ボランティアの基礎、災害ボランティアセンターの設置運営・仕組
みを考える」「復興における地域福祉活動の必要性と社協の役割
について」「災害時ソーシャルワークの必要性について」

一般社団法人ふくしま連携復興センター
代表理事

天野和彦氏
あまの・かずひこ／1959年福島県生まれ。特別支援学校の教員
として15年間障害を持った子どもたちの教育に従事。東日本大震

災では、「ビッグパレットふくしま避難所」の県庁運営支援チーム
の責任者として関わる。2012年4月より福島大学うつくしまふくし

ま未来支援センター特任准教授。被災者の生活支援、コミュニ
ティ形成、要援護者サポート、ボランティア組織の連携、震災関
連死などの調査・研究や現場での支援に携わっている。

NPO法人あきたパートナーシップ副理事長

畠山順子氏
はたけやま・じゅんこ／秋田市在住。子育てをしながら地域活動
に関わり、民生委員や子育てサロンの開設、障害児介助支援の
NPO等を立ち上げ現在も活動中。06年からＮＰＯ法人あきたパー

トナーシップが指定管理を受けた、秋田県ゆとり生活創造セン
ター「遊学舎」に勤務し、NPO中間支援組織として事業企画を担
当。09年からセンター長。09年にＮＰＯ法人あきたスギッチファン
ド（12年6月認定）の設立に関わり事務局を担っている。東日本震
災支援は発災直後から県内NPOと共に現地に入り支援を行い、
現在も広域避難者の支援など継続中。

認定NPO法人日本ＮＰＯセンター特任理事

田尻佳史氏
たじり・よしふみ／社会福祉法人大阪ボランティア協会入職。
1996年より特定非営利活動法人日本NPOセンターに出向（2003
年転籍）。市民活動の基盤整備を推進すべく、NPOと他セクターと

の連携のためのコーディネーション、各種プログラムの企画立案
を手掛ける。東日本大震災では「災害ボランティア活動支援プロ
ジェクト会議」幹事、東日本大震災支援全国ネットワーク（通称
JCN）の代表世話人を務める。2015年4月より地方での生活に憧
れ、富山県黒部市に移住。新しい働き方を模索中。

認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム(JPF)

緊急対応部部長

柴田裕子氏
しばた・ゆうこ／特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンで
のアフガニスタン駐在経験を経て、リベリア、南スーダン、イラク、
ハイチ、パキスタンなど広く人道支援に従事。日本国内では、中
越沖地震、東日本大地震への支援に関わる。2012年3月にジャ

パン・プラットフォームに入職、海外事業部長として主に海外おけ
る人道支援に係る助成事業の統括業務を行い、加盟ＮＧＯ、外
務省、国内外の他ネットワーク組織等関係機関との協議、調整業
務を担当した。2017年4月より緊急対応部長として国内外の災害
対応を担当する。

NPO法人日本ファーストエイドソサェティ
代表理事
岡野谷純氏
おかのや・じゅん／阪神淡路大震災にて、「災害支援者」の活動
安全やこころのケアの必要性を厚生労働省に提言。相談窓口開
設や支援者向けガイドの作成・配布。東日本大震災～熊本地震
では、乳幼児・妊産婦と家族の支援「赤ちゃん一時避難プロジェ
クト」を運営。また自治体職員向けに惨事ストレスケアガイドを作
成・配布。「災害（人道）支援の質と説明責任」の研修・トレーナー
養成など国際基準の普及にも尽力している。医学博士（産業精
神保健）、救急救命士。主な業績に、監著『災害ボランティアの安
全衛生プチガイド』、分担執筆『震災から身を守る52の方法』など。

宇部市健康福祉部地域福祉課 課長補佐

弘中秀治氏
ひろなか・しゅうじ／阪神淡路大震災及び地下鉄サリン事件から
大きく変わり始めた防災対策。宇部市役所で17年間防災担当と

して、高潮、竜巻、洪水、土砂災害、不発弾処理などを経験し、地
域防災計画の全面改訂や防災メール、避難勧告マニュアル、災
害時要援護者支援マニュアル、各種ハザードマップ、自主防災組
織の育成、防災基本条例など数々の防災対策に携わる。また国
内災害ボラセンの運営支援も行う。主な業績に共著『実践防災
フォーラム─「どう変える防災訓練」』（2006年）、共著『大震災から
15年、残された課題─防災対策第一線からのメッセージ』（2010
年）がある。

認定NPO法人難民を助ける会（AAR）
東京事務局プログラム・マネージャー

五十嵐豪氏
いがらし・ごう／ハイチ大地震（2010）、東日本大震災（2011）、ア
フリカの角干ばつ（2011）、フィリピン台風（2013）、熊本地震
（2016）、シリア難民支援など、国内外の多くの緊急支援の現場

で指揮を取ってきた。その他、カンボジア、南スーダン、アフガニ
スタンにおける障がい者支援を含む復興支援などにも関わってき
た。現在は、団体の経理・財務を担当する他、緊急・人道支援に
関する様々な研修（「支援の質と説明責任の国際基準」や「心理
的応急処置」など）の講師も務める。

認定NPO法人難民支援協会（JAR）

常任理事

石井宏明氏
いしい・ひろあき／会社勤務を経た後、米国大学院で修士号を取
得。アムネスティ・インターナショナル日本に勤務。難民申請手続、
入管・収容所への同行や面会、弁護士や他団体との協働支援な
どの実践を通じ国内難民支援に関わる。97年ピースウィンズ・

ジャパンに就職。イラク・コソボ・シエラレオネなど、主に紛争地の
現地事務所の代表を務める。99年に難民支援協会を立ち上げ、
06年にスタッフとして事務局に加わり、現在に至る。一橋大学・大
正大学で非常勤講師も務める（NGO／NPO論）

NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC）

能力強化グループマネージャー

松尾沢子氏
まつお・さわこ／大学卒業後独立行政法人国際協力機構（JICA）
に入職、外務省出向を経て2008年（特活）国際協力NGOセンター
（JANIC）に転職。日本のNGOの組織強化や社会的責任に関する

取り組み、東日本大震災以降は人道・緊急支援の質とアカウンタ
ビリティ向上に関する国際基準の普及に携わる。



【分科会５】「企業などによる被災者支援～災害時の物流支援のこれまでとこれから～」

【分科会６】「多様な支援者がつながるために～医療、福祉、法律、技術系ボランティアなど～」

ヤマト運輸株式会社 安全・ＣＳＲ推進部長

森岡紀之氏
もりおか・のりゆき／1961年和歌山県生まれ。物流技術管理士。
1986年高崎経済大学卒業後、ヤマト運輸入社。2002年関西支社
副支社長、2005年東京支社副支社長、2006年船橋主管支店長、
2013年品質向上推進部長に就任。2017年より現職。2016年熊本

地震発生時はお客様対応の責任者として指揮を執り、被災地支
援と早期事業復旧に寄与。

日本生活協同組合連合会 地域・コミュニ
ティー担当担当部長

宮地 毅氏
みやじ・たけし／1959年大阪府生まれ。1983年神戸大学農学部

卒業、灘神戸生協（現・コープこうべ）入所。店舗農産部門、人材
開発部、新規事業企画担任、土づくりセンター（堆肥センター）、
環境推進室、組織政策推進室、福祉介護事業部勤務。2014年9

月から日本生活協同組合連合会出向、環境事業推進部 担当
部長。2016年3月から現職。熊本地震では熊本県生協連の下で
「コープ被災地支援センター」責任者として現地で活動。

公益財団法人熊本YMCA 西地域統括
本部長・本部事務局財務部副部長

秋寄光輝氏
あきよせ・みつてる／熊本地震後からは熊本YMCA災害対策本部
として、全体の物資管理を担当。6月から熊本YMCAが避難所運

営を行う、熊本地震最大規模の避難所「益城町総合体育館」で
YMCA益城ボランティアセンター長として避難所運営に携わる。10
月から災害対策本部にもどり、継続し熊本YMCA全体の災害対応
にあたっている。

阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター 研究主幹

宇田川真之氏
うだがわ・さねゆき／学生時代、阪神・淡路大震災で災害ボラン
ティア活動を経験。東京大学地震研究所COE研究員、民間企業
などを経て、2008年より人と防災未来センターに勤務。被災者支

援、多様な市民への防災情報の伝達などを担当。災害時の救援
物資の供給に係る省庁や府県などの検討会に参画。

１％（ワンパーセント）クラブ事務局次長

長沢恵美子氏
ながさわ・えみこ／1983年、日本経済団体連合会事務局入局。
96年から企業の社会貢献活動の推進を担当。03年からは企業の
社会的責任（CSR）の推進も担当し、ISOにおける社会的責任の規
格づくりに参加する経済界代表をサポート。09年研修や出版など
の事業を行う経団連事業サービスに出向。2011年3月から1年間、
経団連の東日本大震災対策本部を兼務。2017年4月経団連に戻

り、教育・ＣＳＲ本部統括主幹、１％（ワンパーセント）クラブ 事務
局次長として被災地支援などを継続。

新潟県弁護士会／糸魚川きぼう法律事務所
弁護士

小出 薫氏
こいで・かおる／1983年東京都出身。一橋大学法科大学院修了。
2015年1月、弁護士過疎対策の一環として新潟県糸魚川市へ赴
任。人口約44,000人の同市内に法律事務所を置く唯一の弁護士

として、また、糸魚川青年会議所等のメンバーとして活動中の
2016年12月、糸魚川大規模火災が発生。以後、新潟県弁護士会

が設置した糸魚川大規模火災対応本部部員として糸魚川地域た
すけあいボランティアセンターでの意見交換への参加、１１士業
合同相談会や復興まちづくり連続勉強会の運営を行う。

宗教者災害支援連絡会世話人／

國學院大學神道文化学部教授

黒崎浩行氏
くろさき・ひろゆき／1967年生まれ。専攻は宗教学、宗教社会学。

宗教の社会貢献活動をテーマとする研究者同士のつながりから、
東日本大震災発生時、宗教者・宗教団体による災害支援活動の
情報共有を趣旨とする「宗教者災害救援ネットワーク」Facebook

ページへの参加を経て、「宗教者災害支援連絡会」に世話人とし
て加わった。共編著に『震災復興と宗教』（稲場圭信と共編著、明
石書店、2013年）、『災害支援ハンドブック 宗教者の実践とその
協働』（宗教者災害支援連絡会編、春秋社、2016年）。

岩手県災害福祉広域支援推進機構
事務局員

加藤良太氏
かとう・りょうた／岩手県災害派遣福祉チームの派遣主体である
同機構（本部：岩手県）の事務局（岩手県社協）を、平成25年発足
当時から担当。平成28年には、熊本地震において初めて派遣さ

れた同チームの先遣チームとして益城町に派遣され、避難所等
を調査にあたり、その後のチームの派遣調整を担う。同年、同じく
チームが派遣された台風10号災害（岩手県岩泉町）では、事務局
として約1ゕ月間現地に滞在しチームの業務調整に当たった。

DRT Japan（技術系災害ボランティアネット
ワーク）テクニカルアドバイザー

小林直樹氏
こばやし・なおき／1974年埼玉県出身。技術系災害ボランティア
団体「風組関東」代表。2004年中越地震でのボランティア活動を

きっかけに、技術系プロボノとしてこれまで日本各地の地震・竜
巻・水害被災地において技術支援に特化した活動を行ってきた。
特に被災家屋復旧の過程において、多業種にわたる専門的な知
識と技術、資機材を用い、被災者に少しでも損をさせない方法を
提案、実践する。平時は災害ボランティア向けスキルアップ講習
会等を社会福祉協議会や青年会議所、連携団体と共に開催。

日本赤十字社事業局救護・福祉部
救護課長

山本孝幸氏
やまもと・たかゆき／1968年鳥取県鳥取市生まれ。
1993年日本赤十字社入社。以後、事業部門と管理部門を経験し
ながら2016年４月より現職に就く。災害対応に関する部門におい

ては、国内では阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大
震災、熊本地震で東京の日赤本社や現地にて救護活動に従事。
国外の災害については、カンボジアの地雷被災者救援、エルサ
ルバドル地震（2001年）救援、コロンビア地震（1999年）復興支援、
パキスタン洪水（2010年）緊急救援などに携わる。

認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ

代表理事

横田能洋氏
よこた・よしひろ／1967年千葉県出身。茨城大学卒（地域社会論
専攻）。1991年に茨城県経営者協会に就職し企業の社会貢献推
進業務などを担当。1998年に茨城NPOセンター・コモンズを設立
し常務理事・事務局長となる。以来、様々な市民団体のNPO法人
化の相談対応、研修や調査の企画運営、NPOと企業や労働組合

などとの協働事業のコーディネートを行っている。社会的排除に
関する取り組みに重点をおいており、2015年の水害で被災され
た常総市民の支援活動を行う『たすけあいセンター「JUNTOS」』の
センター長を務める。流通経済大学の非常勤講師

NPO法人くまもと災害ボランティア団体ネット
ワーク（KVOAD）代表理事

樋口 務氏
ひぐち・つとむ／1960年大分県日田市生まれ。大学卒業後、建設
コンサルタントにて環境アセスメント及び設計業務に従事の傍ら、
2001年より特定非営利活動法人ＮＰＯくまもとに所属。2012年10
月より2年間、熊本市市民活動支援センターの総括責任者として
市民活動の基盤整備の推進とＮＰＯと他セクターとの連携のため
のコーディネーションの企画立案を手掛ける。2016年熊本地震発
災直後から、「特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団
体ネットワーク（JVOAD）」と連携し、「熊本地震・支援団体火の国
会議」等を運営し、同年10月「くまもと災害ボランティア団体ネット
ワーク（KVOAD）」を設立。

関西大学社会安全学部・社会安全研究科
准教授

菅磨志保氏
すが・ましほ／1971年、神奈川県生まれ。東京都立大学大学院

社会科学研究科修士課程修了。神戸大学自然科学研究科で博
士号取得。専門は災害社会学、市民活動論。東京都社会福祉協
議会･東京ボランティア･市民活動センター専門員、人と防災未来
センター専任研究員、大阪大学コミュニケーションデザイン・セン
ター特任講師などを経て、2010年から現職。共著に『震災ボラン

ティアの社会学』（ミネルヴァ書房）、共編著に『災害ボランティア
論入門』（弘文堂）など。



チーム中越事務局長

河内 毅氏
かわうち・たけし／1972年静岡県生まれ。中米グアテマラでの青年

海外協力隊としての活動等を経て中越地震の復興支援に関わっ
たのを機に現在に至る。中越地震の被災地域の復興支援や地域
の防災力向上支援などの業務の他、東日本大震災やH23新潟・福

島豪雨、熊本地震などの災害において、災害ボランティアセンター
の設置運営支援や避難所・仮設住宅支援などの被災者支援に携
わってきた。その経験を生かして、新潟県内の市町村や地域に対
して防災力向上の支援を行う他、長岡市をはじめとした市区町村
等において協働型災害支援体制整備を推進している。

【分科会７】「都道府県域における訓練・研修について」

京都府災害ボランティアセンター事務局

東 直美氏
あずま・なおみ／１９７７年神奈川県生まれ。京都の大学を卒業
後、一般企業に就職。東日本大震災をきっかけに、何か自分に
できることはないかと1年間の期間限定ＡＬＬ京都で運営をした、

京都災害ボランティア支援センターの職員となった。その後、特
定非営利活動法人きょうとＮＰＯセンターに4年間勤務し、２０１６

年度より京都府災害ボランティアセンター専任職員となる。災害
ボランティアに関する知識やノウハウ、調査研究、災害ボランティ
アセンターの運営や人材育成、各団体との連携・ネットワークづく
りに努め、個人としても被災地支援活動を続ける。

東京都災害ボランティアセンターアクションプ
ラン推進会議事務局／東京ボランティア・市
民活動センター災害担当

加納佑一氏
かのう・ゆういち／学生時代から災害ボランティアとして、7.13水害、

三宅島帰島支援、新潟県中越地震、新潟県中越沖地震などで被
災地での支援活動を行う。2009年4月東京都社会福祉協議会入職

後は、東日本大震災の被災地支援並びに広域避難者支援、また、
2013年大島土砂災害などの支援活動に携わる。首都直下地震に

備えた東京都域のネットワーク「東京都災害ボランティアセンター
アクションプラン推進会議」事務局。

新潟県災害ボランティア調整会議事務局／
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会

佐藤正弥氏
さとう・まさや／新潟県新発田市出身。1992年4月、（福）新潟県

社会福祉協議会に入職（異業種転職）。総務企画課、地域福祉
課の業務に従事。勤務年数のうち、総務企画課の業務がほとん
どを占める。2016年４月より現職。災害ボランティア活動が円滑

に行われるよう支援する団体、「新潟県災害ボランティア調整会
議」の事務局を担当。平時・有事を問わず、県内社協、県内民間
支援団体、行政などと“顔の見えるネットワーク”を活かした様々
な活動を推進している。

社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福
祉部全国ボランティア・市民活動振興セン
ター副部長

園崎秀治氏
そのざき・しゅうじ／平成6年から全国社会福祉協議会に勤務。平
成17年度に全国ボランティア・市民活動振興センターに配属となり、
平成23年度まで7年間担当。平成26年度に再度センター配属とな

り現職。全国域の立場から、多様なセクターとの連携に重点を置い
て被災地の災害ボランティア活動の後方支援を行ってきている。訪
問した災害ボランティアセンターの数はこれまで107にのぼる。平

時には、災害ボランティアセンターを軸とした支援の仕組みづくり
や運営者、運営支援者の育成を続けてきている。

NPO法人全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD） 事務局長

明城徹也
みょうじょう・てつや／1970年福井県生まれ。米国の大学を卒業
後、建設会社に勤務。その後、ＮＧＯ業界に転身し、アフリカ支
援・緊急人道支援のＮＧＯにおいて現地事業責任者や管理部門
責
任者などを経験。2010年6月からジャパン・プラットフォームに勤
務、東日本大震災では発災直後より現地入りし、被災者支援、復
興支援に従事。東日本大震災での経験から、全国災害ボラン
ティア支援団体ネットワーク（JVOAD）の立ち上げに関わり、2015
年4月から事務局長に就任。

【分科会８】「災害時における支援に必要な情報の集約」

認定NPO法人難民を助ける会（AAR）
支援事業部主任

大室和也氏
おおむろ・かずや／大学卒業後、理学療法士として働きながら大
学院で介護予防を研究。
病院勤務を経て青年海外協力隊などに参加後、AARに就職。
2013年7月よりAAR東京事務局で支援事業に従事。

主にカンボジアとタジキスタンのインクルーシブ教育事業を担当し
ている。

また、緊急支援のメンバーに登録しており、熊本の地震やハイチ
の台風における緊急支援でも活動している。

NPO法人全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD）理事

阪本真由美
さかもと・まゆみ／兵庫県立大学減災復興政策研究科准教授。
国際協力機構（JICA）で開発途上国の防災強化事業などに従事。

その後、防災事業に専念するため大学院に進学。人と防災未来
センター主任研究員、名古屋大学を経て、兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究所准教授。

災害対応における官民連携、応援・受援計画の策定、地区防災
計画、防災教育などに取り組んでいる。

認定NPO法人日本NPOセンター事務局長

吉田建治氏
よしだ・けんじ／1979年奈良市生。立命館大学政策科学部卒。大
学在学中の1999年、奈良の古い街並みを保存するNPOと出会い、
活動を通してNPOが主体となった地域づくりに興味を持つ。2001年
より大阪ボランティア協会職員、2004年より日本NPOセンター職員。
NPOが多様なステイクホルダーと共に地域課題に取り組む機会作
りを進めている。NPO向けの情報化支援担当、児童館とNPOをつな
ぐ「子どものための児童館とNPOの協働事業」などを担当。東日本
大震災以降は現地NPO応援基金、大和証券フェニックス・ジャパン

プログラムなどを兼任し、組織基盤強化支援に取り組んだ。また、
「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議」を通じて、災害ボラン
ティアセンターの情報面での後方支援を担当している。2017年より
現職。

一般社団法人情報支援レスキュー隊
（IT DART）代表理事

宮川祥子氏
みやがわ・しょうこ／阪神・淡路大震災において、情報ボランティア
としてInterVnetに参加。東日本大震災では、プロボノITボランティア
として主に医療・保健分野の団体での支援活動を行う。
2015年情報支援レスキュー隊（IT DART）の立ち上げに参画、代表
理事となる。ネパール地震後の公衆衛生支援活動EpiNurseプロ

ジェクトメンバー。慶應義塾大学看護医療学部准教授（健康情報
学・災害情報学）。

東海地震等に備えた災害ボランティアネット
ワーク委員会事務局
NPO法人静岡県ボランティア協会

清水慈子氏
しみず・いつこ／阪神淡路大震災時にシャンティ国際ボランティア
会の災害ボランティアに参加し、神戸市兵庫区などで活動。現地
で静岡県ボランティア協会の現事務局長と遭遇してしまったのが
きっかけで同協会の職員となる。主に災害ボランティア事業担当
として「災害ボランティアコーディネート研修会」や「静岡県内外の
災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練」などの実施
にあたっている。青年海外協力隊OVで、特技は“どこでも寝られ
て何でも食べられる”こと。

なごや災害ボランティア連絡会 常任幹事／
災害ボランティアコーディネーターなごや代表

高崎賢一氏
たかさき・けんいち／1949年名古屋市生まれ。障害者福祉事業
所経営。2002年名古屋市主催の「災害ボランティアコーディネー

ター養成講座」を受講後、「災害ボランティアコーディネーターなご
や」を立ち上げ、その後、名古屋市内に発足した「なごや災害ボ
ランティア連絡会」の常任幹事として、よろず相談の役割を担う。
被災地での災害ボラセン設置・運営の支援活動に加え、地域で
は、自主防災会会長として活動、行政・地域自治会などからの地
域防災力向上に向けた防災講演会などの講師、防災訓練などの
企画・運営を行っている。



【分科会１０】「官民連携の深化と平時施策への展開」

公益財団法人パブリックリソース財団
事務局長

田口由紀絵氏
たぐち・ゆきえ／民間企業、政府関係機関のマレーシア事務所で
勤務後、ケース・ウェスタン・リザーブ大学大学院（米国）にて非
営利経営修士号を取得。2001年より子ども分野の米国NPO東京
支局長、2002年よりNPO 法人パブリックリソースセンター勤務、
2017年より現職。オンライン寄付サイトの運営、ＮＰＯの組織診断
と組織基盤強化支援、SROIをはじめとする成果評価、企業の社会

貢献活動の支援等に取り組んでいる。これまで５３の団体の組織
診断にかかわる。共著に「NPO実践マネジメント入門」（東信堂）。

【分科会９】「災害対応における助成のありかた～市民が取り組む復興をどう支えるか～」

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン 国内事業部プログラム・マネージャー

瀬角 南氏
せすみ・みなみ／2014年入局。同年～2016年、東日本大震災復
興支援事業部にて地域NPO支援事業を担当し、東北の子ども・子
育て支援に取り組むNPO向けの助成、組織基盤強化、子どもの

権利に関する技術支援に携わった。その後、国内事業部子ども
の貧困解決事業担当を経て、2017年2月より子ども虐待の予防事
業を担当。

社会福祉法人中央共同募金会事務局長

阿部陽一郎氏
あべ・よういちろう／宮城県生まれ。中央共募に入局後、2014年4

月に同会企画広報部長から全社協地域福祉部担当部長で出向。
2016年4月から現職。この間「じぶんの町を良くするしくみ」を主眼
とする50周年、60周年時の共同募金改革を担当。災害関係では、
2004年の新潟県中越地震発災を契機に、企業･社協・NPO･共募
等による「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援P）」設

置に携わり、中央共募が共同事務局を担う。併せて、東日本大震
災時には支援金として、ボラサポ（赤い羽根「災害ボランティア・Ｎ
ＰＯ活動サポート募金」）を立ち上げ、5年間にわたり助成事業を
継続。昨年4月に発生した熊本地震発災後はボラサポ・九州を実
施中。

認定NPO法人日本ＮＰＯセンター特任理事

田尻佳史氏
たじり・よしふみ／社会福祉法人大阪ボランティア協会入職。
1996年より特定非営利活動法人日本NPOセンターに出向（2003
年転籍）。市民活動の基盤整備を推進すべく、NPOと他セクターと

の連携のためのコーディネーション、各種プログラムの企画立案
を手掛ける。東日本大震災では「災害ボランティア活動支援プロ
ジェクト会議」幹事、東日本大震災支援全国ネットワーク（通称
JCN）の代表世話人を務める。2015年4月より地方での生活に憧
れ、富山県黒部市に移住。新しい働き方を模索中。

兵庫県立大学防災教育研究センター
准教授

紅谷昇平氏
べにや・しょうへい／阪神・淡路大震災をきっかけに、避難所運営
や復興まちづくりの研究を始める。1997年から2007年まで三和総
合研究所（現・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）で働きつつ、
神戸大学にて復興・防災について研究を行い、2006年に博士号
取得。2007年から2013年まで人と防災未来センター、2013年から
2016年3月まで神戸大学社会科学系教育研究府、2016年4月より

兵庫県立大にて勤務。自治体や企業の災害対応、災害後の地域
復興に関わる研究や、減災復興分野の専門家養成に向けた教
育等を行う。内閣府「地方公共団体の業務継続の手引き改訂に
関する検討会」の委員を務め、自治体BCP策定に関わる研修会
等の講師も多数務める。

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター研究員

菅野 拓氏
すがの・たく／博士（文学）。2014年より現職。専門は人文地理学、
NPO論、災害復興支援。主な委員として、復興庁「多様な担い手

による復興支援ビジョン検討委員会」ワーキンググループメン
バー、熊本市「復興検討委員会」委員など。主な論文に「社会問
題への対応からみるサードセクターの形態と地域的展開―東日
本大震災の復興支援を事例として―」人文地理,67巻4号,pp.1-24
（2015）。また、2011年より東日本大震災の被災者支援を行う。

（一社）パーソナルサポートセンターの事業を立ち上げ、現在は理
事。

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センターリサーチフェロー
（長野県職員）

古越武彦氏
ふるこし・たけひこ／平成28年4月より現職。平成21年4月～平成
28年3月 長野県危機管理部危機管理防災課勤務。
平成24年度の１年間、「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来セ

ンター」研究調査員として長野県より派遣される。人と防災未来セ
ンターでは、災害時における小規模自治体の減災力向上を主な
テーマとして調査研究を行っていた。危機管理士１級、事業継続
初級管理者、人と防災未来センターDisaster Manager。

NPO法人いわて連携復興センター
地域コーディネーター

大向昌彦氏
おおむかい・まさひこ／岩手県久慈市出身。東日本大震災発災
後、東京よりUターンし県の復興支援事業「いわて三陸 復興の
かけ橋プロジェクト」に従事。
2016年よりNPO法人いわて連携復興センターに所属し、台風10号
で被災した岩泉町にて現場のコーディネートなど中間支援を担当。

内閣府政策統括官（防災担当）付企画官
（普及啓発・連携担当）

児玉克敏氏
こだま・かつとし／1968年東京都生まれ。1994年、旧・国土庁採

用。国土交通省において国土計画の企画・立案、不動産市場の
整備、地理空間情報の活用推進、水の円滑な確保・供給などに
携わる。また、首都高速道路株式会社において高速道路の利用
促進に従事。2015年7月より現職。

岩手県岩泉町保健福祉課社会福祉 室長

津嶋勇士氏
つしま・たけひと／1974年秋田県生まれ。宮城県の大学を卒業後、
1998年に岩泉町役場に就職。商工観光課、建設課、総務課、選
挙管理委員会事務局を経て、2014年4月から現在の社会福祉室

に勤務。平時は地域福祉、障がい福祉の事務を主に担当する中、
地域資源の少ない現状を鑑み、障害者支援・東日本大震災の被
災者支援を行うNPO法人クチェカの立ち上げにかかわる。昨年8
月30日の台風第10号災害では被災者の生活再建支援に従事し、
岩泉町よりそい隊、岩泉よりそい・みらいネットを立ち上げる。


