
災害時における中間支援組織の 12の役割
スタンダード

研修 

開催要項 

 

１．開催趣旨                                                                  

これまでは数年に一度だった自然災害が近年は毎年

全国のどこかで、しかも同時多発的に発生するようにな

ってきています。災害の発生時には行政だけではなく、

NPO・NGO、企業、士業専門家、宗教団体等の民間組

織が現地だけでなく各地から自発的に集まって支援活

動を展開することが定着してきており、その役割は年々、

大きくなってきています。一方、そうして集まる支援者間

の調整や連携して効果的に活動するためのコーディネ

ート、支援者の支援を行う「災害時の中間支援組織」機

能は十分とは言えません。 

「災害時の中間支援組織」の担い手としては、NPO 支

援センターや社会福祉協議会などが想定されますが、

社会福祉協議会が運営主体を務めることが一般化して

きたボランティアセンターと違い、その役割を果たすと明

言している組織はまだ少なく、また、そもそもその中間支

援組織が担うべき役割も整理されていません。 

その中で平成 30 年 7 月豪雨の際に岡山県内におけ

る「災害時の中間支援組織」の役割を担った「岡山 NPO

センター」が呼びかけをさせていただき、平成 30 年 7 月

豪雨の際に連携した「ピースボート災害ボランティアセン

ター」「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD）」に加え、ボランティアコーディネーターの支

援組織である「日本ボランティアコーディネーター協会」

により「災害時における中間支援組織の役割整理」を行

うプロジェクトを立ち上げ、さらに「日本 NPOセンター」及

び「全国社会福祉協議会」の協力を得て、その役割や機

能を整理すると共に、具体的にそれを果たすためのマニ

ュアルやチェックリスト、必要書式、ICT ツールなどを整

理、制作しました。 

そこでこのたび、整理、制作したツールを導入し、「災

害時における中間支援組織の 12 の役割」を実際に担え

るようになるための実務研修を以下のとおり開催すること

といたしました。災害時に動けるために、また各地との連

携構築のために、ぜひ、ご参加ください。 

 

２．開催概要                                                                   

日時： 2019年 10 月 28 日（月） 10：00～17:00 

会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター・センター棟 513 号室 

対象： 中間支援組織・NPO 支援センター、社会福祉協議会、災害支援や市民活動に係る行政など（定員 60 名） 

参加費： 1組織 5,000 円（2名まで。2 名以上は 1 名追加につき 2,000 円） 

申込方法： 専用のウェブ申込みフォーム（右の QR コード）もしくはメールでお申込みください 

主催： 災害時の中間支援組織の役割会議プロジェクトチーム（事務局・NPO 法人岡山 NPO センター） 

助成： 社会福祉法人中央共同募金会 赤い羽根福祉基金 

後援： 社会福祉法人全国社会福祉協議会 

 

３．講師（順不同）                                                                

明城徹也  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 

上島安裕  一般社団法人 ピースボート災害ボランティアセンター（PBV） 理事/事務局長 

早瀬昇    認定 NPO法人 日本ボランティアコーディネーター協会（JVCA） 副代表理事 

吉田建治  認定 NPO法人 日本 NPOセンター（JNC） 事務局長 

小川耕平  社会福祉法人 全国社会福祉協議会（全社協） 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 

石原達也  NPO法人 岡山 NPOセンター（ONC） 代表理事 



４．当日のスケジュール                                                            

以下のスケジュールで開催をいたします。 

 時刻 テーマ 講師（敬称略） 概要 

1 10:00 

【基礎知識】 

災害時における中間支援組織の 

意義と被災者支援の全体像 

JVOAD明城 

JNC 吉田 

災害時の中間支援組織の位置づけや 3 者連携の

考え方。被災者支援の全体像についての基礎。 

2 10:30 
【全体像】 

「12 の役割」解説 
ONC石原 12 の役割の説明と中間支援の取り組み手順。 

3 10:50 

【情報共有と連携の場の構築】 

① 情報共有会議の立上げと開催 

② オンラインコミュニティの構築 

JVOAD明城 

ONC石原 

情報共有会議やオンラインコミュニティの役割、そ

の立上げ方法、運営実務についての解説。活動

希望者支援、アウトラインに関する検討と決定。 

4 12:30 休憩   

5 13:30 

【関連機関との調整】 

③ 行政制度の把握と行政折衝 

④ ボランティアセンターの状況把握 

PBV上島 

全社協 小川 

JVOAD明城 

関係機関との調整の基本。被災自治体の状況把

握や折衝を行うための状況形成。災害ボランティ

アセンターが外部である場合のヒアリング方法。 

6 14:30 

【情報発信】 

⑦支援者向け情報発信 

⑧被災者向け情報発信 

ONC石原 
支援者に対する情報の発信と被災者への支援情

報発信に関するウェブを主体とした方法。 

7 15:00 休憩   

8 15:10 

【活動者への後方支援】 

⑨長期活動支援者の駐留拠点コー

ディネート 

⑩支援者及び被災者への 

資源調達支援（物資など） 

⑪同（資金提供など） 

⑫同（資金調達インフラ支援など） 

ONC石原 

支援者に対しての広報支援としての、物資支援マ

ッチング（スマートサプライ）、クラウドファンディング

などの立ち上げと運営方法について。 

9 15:50 休憩   

10 16:00 

【まとめ】 

中間支援としての目線と心構え 

ネットワークの形成とふりかえり 

JVCA早瀬 

ONC石原 

応援を求める人と活動希望者の協働関係構築と、

創造的な参加促進のための鍵。 

平時からのネットワーク形成について 

※終了 17 時。 

※多少の変更が発生する可能性もございます。あらかじめご了承ください。 

 

５．お問合せ・お申込み先                                                                  

特定非営利活動法人岡山 NPO センター（担当：白幡） 

〒700-0822 岡山市北区表町 1 丁目 4-64 上之町ビル 3 階 

TEL 086-224-0995   FAX 086-224-0997  E メール npokayama@gmail.com 

お申込み URL https://forms.gle/S1a29qFGgFu6CLcj7 

mailto:npokayama@gmail.com
https://forms.gle/S1a29qFGgFu6CLcj7


６．ノウハウ移転先の声                                                            

2019 年の豪雨災害、台風被害のあった佐賀県と千葉県の中間支援組織に一部ノウハウ移転を行いました。 

 

NPO法人 さが市民活動サポートセンター 

公益財団法人 佐賀未来創造基金 

山田健一郎さんより 

発災当初から岡山から先遣隊を送っていただき、被災地調

査やニーズと体制組み立て、情報共有会議開催など初動対応

から現在もスマートサプライや今後の戦略立てなどについて多

分に力を貸していただきました。 

また、実務的なフォローだけでなく、メンタル的にも落ちてい

る慌ただしい緊急期に、顔見知りの中間支援組織の仲間がい

てくれることが、とても心強く励みになりました。本当にありがとう

ございました！ 

同じ志を持つ仲間と助け合いの大切さを改めて実感しました。 

今後はこの経験や連携を活かして広域連携での支え合い

や復興に向けての平時の更なる連携で自分たちの地域を微

力ながらも支え合えたらと思います。 

本当にありがとうございました！ 

これからもよろしくお願いいたします。 

 

--------------------------------------------------- 

 

公益財団法人ちばの WA地域づくり基金 

志村はるみさんより 

・今回、災害時対応について状況に応じて迅速かつ的確にノ

ウハウ提供していただいたおかげで、タイミングを逃さず初期

の支援体制が構築できた。 

・災害時、現地では情報収集や関係機関との調整に時間を要

するので、構築されたシステム、それに付随するマンパワー、

実績に基づくノウハウ提供＋手厚いアサポートはとてもありが

たい。こちらの人手がないので不安だったが、安心して現場対

応できた。これらを一からやっていたら・・・被災地域のニーズ

や応援したい人の気持ちに応えることができなかったと思う。 

シェアは大事！ 

・ITの利活用はマストだなと思った。 

・日頃の関係性がいざという時に活かされることを実感。ノウハ

ウを出し惜しみせず横展開していく岡山の皆さんの姿勢がそ

の価値を高めていくのだと思いました。「感謝」に尽きます。 

・初めて被災当事者になり、「その時中間支援者はどうあるべき

か」を伴走して教えてもらっています。まだ初期対応が終わっ

たばかりで今後支援のニーズが目まぐるしく変わっていくと思

いますが、強力なバックアップ態勢があると思うと心強く本当に

助かっています。ありがとうございます！ 

--------------------------------------------------- 

NPO法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

鍋嶋洋子さんより 

「行政・ＮＰＯ・ボランティアの三者連携による災害対応」内閣

府作成のガイドブックに、被災県の取り組み事例が掲載されて

いますが、千葉で同様の動きを作るのは無理だなと、思ってい

ました。当団体（NPO クラブ）も、今年度から「千葉県災害ボラ

ンティアセンター連絡会」にオブザーバーメンバーとなっていま

すが、2 回ほど開かれた会議の席では「内閣府の唱えることが、

どの地域にもあてはまることではない。千葉には、千葉にふさ

わしいやり方がある」といった総意になっていて、当団体は正し

くオブザーバー。ＮＰＯに、どういった役割があるのかイメージ

共有できず居心地の良くない場所でした。 

 千葉南部を中心とした台風被害が明らかになる中で、私たち

の団体で、できることは何？と考えていたところ、岡山ＮＰＯセ

ンターの石原さんから、スマートサプライの仕組みをご紹介い

ただき、千葉県災害ボランティアセンターの会議で、ＮＰＯ関連

の県の担当者からはかっていただき、市町村の災害ボラセン

の物資提供の仕組みとして使わせていただくことになりました。

仕組みの立ち上げは、もちろん、運用にあたっても全面的に石

原さんにサポートいただきました。これまで、スマートサプライ、

運営する一般社団法人スマートサプライビジョンのことは知ら

ず、石原さんのサポートがなければ、当団体の役割は見つけら

れないままでいたのではと思います。 

9/20 時点で、スマートサプライの第一次的な役割は終えた

かと思います。3,000 を越える物資が、被災エリアの災害ボラセ

ンやＮＰＯに提供されています。この後は、この仕組みの中で、

物品提供いただいた全国の皆さんに、現地の様子と「ありがとう」

のメッセージを届ける役割を果たしていければと思います。 

次のフェイズでの役割は何か、できることは？今回の関わりをも

とに活動を具体化したいと思います。

 



７．講師プロフィール                                                               

明城 徹也 （みょうじょう てつや） 

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 

福井県出身。米国の大学を卒業後、建設会社

に勤務。その後、ＮＧＯ業界にて勤務。東日本

大震災では発災直後より現地入りし、被災者支

援、復興支援に従事する。その経験から全国

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、事務局長に就任。災害対応を行い

つつ、支援者のネットワーク構築事業も行っている。 

上島 安裕 （うえしま やすひろ） 

一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター 

理事/事務局長 

2004 年より、国際交流 NGO ピースボートのスタッフ

として世界 40 カ国以上を訪問し、船上のプログラム

責任者や途上国支援に携わった。2011 年に一般

社団法人ピースボート災害ボランティアセンターの

設立に参画し、東日本大震災では宮城県石巻市

で、現地責任者として延べ8万人を越えるボランティアの活動コーディ

ネートを行った。現在は事務局長として国内外で起こる災害への支援

活動と共に、日本国内の災害支援に関わる全国的なネットワークであ

る「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）」の運営委員

や専門委員などを務める。 

 

早瀬 昇（はやせ のぼる） 

認定NPO法人 日本ボランティアコーディネーター協会（JVCA） 

副代表理事 

社会福祉法人 大阪ボランティア協会 理事長 

1955 年大阪市生。大阪府立大阪社会事業短期

大学専攻科修了。フランス、ベルギーの障害者施

設で活動後、1978 年、大阪ボランティア協会に就

職。91 年より事務局長。1995 年の阪神・淡路大震

災では経団連 1%クラブ等と連係し、日本初の災害

ボランティアセンター「被災地の人々を応援する市民の会」を開設。

全国で活動するボランティアコーディネーターの協力を得、個々の

ニーズに応じたコーディネーションと多様なプログラム開発に取り組

んだ。2001 年、JVCA の創設に関わる。2010 年に大阪ボランティア

協会退職後、フリーランス。2012年～18年、日本NPOセンター代表

理事を務めた。現在、大阪ボランティア協会理事長なども務める。 

小川 耕平 （おがわ こうへい） 

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 

１９８５年に全国社会福祉協議会に入職。１９９５年

の阪神淡路大震災では、社協ネットワークで始め

て被災地支援に取り組んだ神戸市須磨区の避難

所支援活動に参加。東日本大震災では、保育組

織が展開した被災地の子どもと子育て家庭を対象とした支援活動、障

害関係施設等が展開した障害者と家族を対象とした支援活動に関わ

った。２０１３年のフィリピン台風災害、２０１５年のネパール地震災害で

は、現地で展開された福祉等支援活動を対象とした助成プログラムの

実施に関わった。２０１８年４月現職に就任。以降、福祉教育やボラン

ティア活動振興の一方で、島根県西部地震、大阪北部地震、平成 30

年 7月豪雨災害、北海道胆振東部地震などの現場で、現地の災害Ｖ

Ｃ、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援Ｐ）、JVOAD など

と連携し災害ボランティア活動推進を行っている。 

 

吉田 建治 （よしだ けんじ） 

認定NPO法人日本NPOセンター 事務局長 

奈良市生。立命館大学在学中に、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。東日

本大震災以降は現地NPO応援基金などを担当し、現地NPOの組

織基盤強化も兼任。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後方支援を担った。

2017 年より現職。内閣府「防災ボランティア活動の三者連携・協働

に関する検討会」委員。JVOAD 運営委員。災害ボランティア活動

支援プロジェクト会議委員。 

石原 達也 （いしはら たつや） 

NPO法人岡山NPOセンター 代表理事 

2001 年大学生のみの NPO 法人設立に参画した

ことからNPO業界に。活動を続ける中で支援者を

志すようになり 2003 年鳥取市社会福祉協議会に

入職。V コーディネーターを務めた後に転職し、

出身地・岡山でNPO法人岡山NPOセンター事務

局長に就任（現在、代表理事）。その他、（公財）みんなでつくる財団

おかやま（理事）、NPO 法人みんなの集落研究所（代表執行役）、（一

社）全国コミュニティ財団協会（常務理事）、PS 瀬戸内株式会社（代表

取締役）等の設立に関わる。平成30年7月豪雨の発生直後に災害支

援ネットワークおかやまを岡山県社会福祉協議会と共に立ち上げ協

働事務局を務める。本プロジェクトを今年度より開始。 

 


