
 
会員各位 

2020 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 
 

PEAD 2020 年活動報告 
 
 
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 7 ヶ月を迎えました。 
新型コロナウィルス(COVID-19)の流行により、世の中の状況は大きく様変わりをしました。
また、7 月に熊本県を中心に発生した「令和 2 年 7 月豪雨」は、九州地方だけではなく、
中部地方など日本各地に多大なる被害をもたらしました。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。 
 

 
＜設立の契機となった千葉県館山市への復興確認視察＞ 

▼PEAD 設立の背景 
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。 

▼代表理事 挨拶 
 
■2020 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。 
 
皆さまご存知の通り 2020 年初めに COVID-19 が発生してから、台風や地震ではない形で
日本全国で企業も個人も困窮する状況が生まれていました。その事態を受けて発起人で話
し合い、COVID-19 による状況を緊急時の災害と認定しできることをやっていこうと考え、
団体設立と並行して「災害時雇用シェアプロジェクト」を起ち上げました。 

このプロジェクトはお陰様で数多くのボランティアや雇用受け入れ企業の協力もあり、60

組以上の雇用シェアが成立しました。この活動は社会的意義も高く、ワールドビジネスサ
テライトやNHKの番組などでも取り上げられ、PEAD の活動を世の中に知っていただく良
い機会となりました。 
 
また、7 月の熊本県人吉市・球磨地区の豪雨では、社団法人として人吉市長や県議会議員
と連携し、コロナの対策を行った上で、災害発生 2 週間後に現地に入って現状の把握を行
いました。そして団体として公的に支援を行う対象を即時協議し、翌日には 2 団体に 100
万円ずつ支援金を振り込むというスピードで支援を行うことができました。 
 
この一連の活動は、事前に想定した以下の 2 点の仮説通りに支援し、本団体の価値を初年
度から実証できたと考えております。①行政の支援が行き届く前の被災地にて ②民間と
して個別の災害状況を支援する。（※行政は公平性が重要、民間は個別の被災を支援する
ことができるという役割分担） 



 
 
そして、その後のクラウドファンディングでは、合計で 1,200 万円以上の支援をすること
ができました。また、その経験を活かして、現在継続中のプロジェクトとして「災害時緊
急物資支援パッケージ」があります。これは、1 地域の支援内容をパッケージ化すること
で、将来的には災害時に複数地域を同時に支援していくことが可能になるのではないかと
考えています。 
 
本団体は、プラットフォームを経営する IT 業界の上場企業の創業者・経営者やその投資家、
それらに関連する方々などの個人の賛同から発足しており、資金面、人材面での支援にお
いて迅速な意思決定ができる賛同者が多くいることが強みのひとつとなっております。 
 
この 1 年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とともに、来年以降も災害支援は日本の社会課題であると考え
ておりますので、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。 

  



 
▼2020 年 12 月 1 日現在の会員状況 
・会員数：57 人 

・会員一覧 
 
お名前 所属先 ご役職 

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 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 

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 

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 

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 

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 

 
 
・協力法人会員：4 社 

・会員一覧 
 
協力法人会員 

ラクスル株式会社 物流のマッチングシステム 

株式会社 OKPR PR領域支援 

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 

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 

  



 
▼2020 年の活動内容 
-------------------------------------- 

・活動名：雇用シェアプロジェクト 

 
・活動期間：2020 年 4 月〜2020 年 12 月 

・対象災害：新型コロナウィルス(COVID-19) 
・内容： 

山野理事の緊急提言より開始した本活動は、新型コロナウィルスにより企業の活動が多大
なる制限を受け、人材の雇用を一時的に続けることが困難な企業と、人材を積極的に採
用・募集していく企業をつなぎ合わせてきました。本活動では、当初の予定を大幅に超え
た、60 組以上のマッチングに成功し、在籍出向という形で雇用を守ることにつながりまし
た。このような企業間による雇用調整は、ANA・トヨタ自動車の例など今では多く使われ
る方法となりましたが、その先駆けとなった本活動は、メディアからも注目を集めていま
す。 
-------------------------------------- 

・活動名：政策アウトリーチ 

 
・活動期間：2020 年 6月〜現在 



 
・対象災害：新型コロナウィルス(COVID-19) 
・内容： 

新型コロナウィルス(COVID-19)による未曾有の国難から、人々の暮らしを、雇用を、事業
を守り抜くために、政府はスピード優先で次々と緊急経済支援策を策定しています。これ
らの救済措置があるにも関わらず、様々な情報が散乱しており、自ら俯瞰して情報を探す
必要があります。政府が発する正しい情報を「必要としている人／企業」にしっかりと行
き渡らせるために、私達は経済支援策をまとめ、情報を発信しています。 
-------------------------------------- 

・活動名：青井阿蘇神社・球磨川ラフティング協会支援プロジェクト 

 
・活動期間：2020 年 7 月〜2020 年 8 月 

・対象災害：令和 2 年 7 月豪雨 

・内容： 

令和 2 年 7 月豪雨で甚大なる被害を受けた熊本県人吉市へ 7 月 18 日〜19日にかけて緊急
で視察を実施。視察を行う中で、甚大な被害を受けており、迅速な支援を必要としていな
がらも様々な理由で行政などの公的な支援が届いていない「青井阿蘇神社」「球磨川ラフ
ディング協会」へ支援をその場で決定し、それぞれに支援金 100万円を支給しました。 

また、PEAD の基金からの支援だけではなく、広く支援金を募集するために「READY 
FOR」でのクラウドファンディング(※)を実施。１ヶ月の募集期間では、「支援者：230
名、支援総額：5,452,000円」を集めることができ、こちらで集まった支援金は、2 団体へ
追加支援として支給しました。 
 
※クラウドファンディングプロジェクト：【九州豪雨】人吉・球磨川流域の日本遺産と観
光資源を守ろう。(https://readyfor.jp/projects/PEAD-202007) 
 



 

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

・活動名：大和一酒造元クラウドファンディングサポート 

 
・活動期間：2020 年 8 月〜2020 年 11 月 

・対象災害：令和 2 年 7 月豪雨 

・内容： 

熊本県人吉市で行った緊急視察の際にお会いした、大和一酒造元のクラウドファンディン
グ(※)の立ち上げ、運営について PEAD はアドバイザーとしてプロジェクトに参加しまし
た。クラウドファンディングについて経験のなかった大和一酒造元に対し、2020 年 7 月か
ら実施している PEAD のクラウドファンディングの活動の知見を元にアドバイスを実施。
最終的には、約 2 ヶ月半で「サポーター：779名、応援購入総額：7,128,000円」を集める
プロジェクトとなりました。 
 
※クラウドファンディングプロジェクト：豪雨の中、流出を逃れた奇跡の甕！Makuake限
定 焼酎・梅酒を飲んで応援(https://www.makuake.com/project/yamato1/) 



 

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

・活動名：災害時緊急物資支援パッケージ 

 
・活動期間：2020 年 10 月〜現在 

・対象災害：未定 

・内容： 

今後発生する災害に備え、発災時に即応で展開できる物資支援パッケージを作成。今回作
ったパッケージでは、台風や地震の際に破損した家屋の屋根を修復することが可能な資材
を 40戸分用意しました。また、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「緊急物資支援パッケージ」として用意。理事会での発
災認定と同時に、本パッケージは展開可能な状態となっています。 
 



 

  
追記：12 月 26 日、15 名のボランティアによって寺田倉庫から、良品計画鳩山センターへ、

ハコベル手配のトラックで備蓄を移動しました。 
-------------------------------------- 
 

▼メディア露出・会員の皆様の発信事例(一部抜粋) 
-------------------------------------- 

・プレスリリース 
 
■「一般社団法人 災害時緊急支援プラットフォーム」設立のお知らせ 

2020/6/16 PRTIMES  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000059438.html 
 
2020/6/16 THE SANKEI NEWS 
https://www.sankei.com/economy/news/200616/prl2006160093-n1.html 
 
2020/6/16 CNET Japan 
https://japan.cnet.com/release/30451610/ 
 
2020/6/16 BIGLOBEニュース 
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0616/prt_200616_9674848923.html 
 
2020/6/16 ZDNet Japan 
https://japan.zdnet.com/release/30451610/ 
 
2020/6/16 ニコニコニュース 
https://news.nicovideo.jp/watch/nw7453141 
 
2020/6/17 excite ニュース 
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-06-17-59438-3/ 
 
2020/6/18 BRIDGE 
https://thebridge.jp/2020/06/disaster-emergency-support-platform 
 
2020/6/18 ニッポンふるさとプレス 



 
https://www.furusato-
s.co.jp/press/2020/06/18/%E3%80%8C%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%99%82%E7%B
7%8A%E6%80%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83
%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%8D%E3%
82%92it%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89/ 
 
-------------------------------------- 
 
■【令和 2 年豪雨】熊本県人吉市の観光業を支える 2 団体へ基金を贈呈・オンライン贈呈
式を実施~公的支援が届かない災害発生時の喫緊の課題に即時支援、クラウドファンディ
ングも開始~ 
 
2020/7/30 PRTIMES 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000059438.html 
 
2020/7/30 THE SANKEI NEWS 
https://www.sankei.com/economy/news/200730/prl2007300909-n1.html 
 
2020/7/30 excite ニュース 
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-07-30-59438-5/?p=5 
 
2020/7/30 CNET Japan 
https://japan.cnet.com/release/30464510/ 
 
2020/7/30 TECHABLE 
https://techable.jp/archives/000000005.000059438 
 
2020/7/30 BEST TIMES 
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/press_release/601088/ 
 
2020/7/30 ZDNet Japan 
https://japan.zdnet.com/release/30464510/ 
 
2020/7/30 ニッポンふるさとプレス 
https://www.furusato-
s.co.jp/press/2020/07/30/%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C2%E5%B9%B4%E8%
B1%AA%E9%9B%A8%E3%80%91%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E4%BA%
BA%E5%90%89%E5%B8%82%E3%81%AE%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%A5%AD%
E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B2%E5%9B%A3/ 
 
2020/08/09 テレビ熊本 

青井阿蘇神社とラフティング協会に寄付 
https://www.tku.co.jp/i/nws/tkunews_post.php?id=195163 
 
  



 
2020/07/31 朝日新聞 

 
 
  



 
2020/08/07 人吉新聞 

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



 
・その他ニュース 
 
 2020/08/01 ニュースサイトしらべぇ 

九州豪雨が報道されなくなった理由 いま必要とされる支援は… 
https://sirabee.com/2020/08/01/20162379163/ 
 
2020/09/30 「EKISUMER」 vol.45 

業種を超えた”従業員シェア”が広がる 
 

 
2020/6/1 NHKNEWS おはよう日本 

企業が注目する“雇用シェア” 
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/06/0601_3.html 
 
2020/9/7 SankeiBiz 
雇用シェア、異業種間に拡大 失業防止へ企業連携 ルール周知が課題 
https://www.sankeibiz.jp/business/news/200907/bsc2009070500002-n1.htm  



 
 
 
2020/12/18 テレビ東京／ワールドビジネスサテライト 

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

・理事／会員や関係会社からの発信 
■『ハコベル』が災害発生時の支援活動を目的に「災害時の物流サポート」の取り組みを
開始 
 
2020/7/28 PRTIMES  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000010550.html 
 
2020/7/28 THE SANKEI NEWS 
https://www.sankei.com/economy/news/200728/prl2007280483-n1.html 
 
2020/7/28 JPubb（ジェイパブ） 
http://www.jpubb.com/press/2467948/ 
 
2020/7/28 logi-biz オンライン 
https://online.logi-biz.com/28866/ 
 
2020/7/28 LOGISTICS TODAY 
https://www.logi-today.com/388702 
 
2020/7/28 WMR Tokyo シリアルアントレプレナー 
https://wmr.tokyo/serial-entrepreneur/archives/195266 



 
 
■その他理事／会員・関係会社から発信 

2020/06/19 藤沢 烈様 note 
IT 起業家たちは、これからの災害にいかに貢献していくか。～緊急時災害支援ネットワー
ク(PEAD)結成 
https://note.com/retz/n/nc5b590cdb087 
 
2020/08/05 藤沢 烈様 note 
コロナと災害 ～九州豪雨から一ヶ月 
https://note.com/retz/n/n96c96fd5e0de 
 
2020.08.03 株式会社 SAKURAG 公式 HP 

【SDGs】災害時緊急支援プラットフォームに資金提供を行いました 
https://sakurug.co.jp/news/2999/ 
 
2020/08/31 大和一酒造元 

クラウドファンディングを始めます 
https://www.yamato1.com/2020/08/30/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83
%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%
E3%82%B0%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99/ 
 
2020/5/1 山野 智久 理事 

「従業員シェア」でリストラ回避を。従業員の成長＆雇用維持に向けた「従業員シェアプ
ラットフォーム」構想 
https://careerhack.en-japan.com/report/detail/1385 
 
2020/06/18 吉田 浩一郎 代表理事 

「大企業こそ出社文化は必要」 クラウドワークス吉田社長 
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00152/061800040/ 

▼2021 年の活動予定について 
・緊急時に民間だからできる支援 

備蓄による物的な支援、基金＆クラウドファンディングを活用した金銭的な支援を、状況
に応じて行っていきます。 
 
・ボランティア準備 登録＋研修 

緊急時に対応できるボランティアグループを創設します。豪雨シーズン前までに事前に登
録、研修も行って災害緊急時に備えます。（詳細は後日発表予定） 
 



 
▼お知らせ 
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(岡田（隆）、岡田（友）、木本)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。 
 
-------------------------------------- 
【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）、岡田（友）、木本 

MAIL：pr@pead.jp 
-------------------------------------- 


