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平成１７年３月２５日現在  

 

防災ボランティア活動検討会 参加者一覧（第２回） 

 

ボランティア活動者・関係者（五十音順） 
1 石井布紀子 有限会社 コラボねっと 代表 欠席 

2 市川 啓一 株式会社 レスキューナウ・ドット・ネット 代表取締役 参加 

3 五辻  活 東京災害ボランティアネットワーク／東京生活協同組合 参加 

4 上原 泰男 東京災害ボランティアネットワーク 事務局長 参加 

5 植山 利昭 神奈川災害ボランティアネットワーク 副代表 参加 

6 宇田川規夫 神奈川県災害救援ボランティア支援センターサポートチーム 代表 参加 

7 岡坂  健 特定非営利活動法人 ＮＰＯ愛知ネット 参加 

8 岡野谷 純 特定非営利活動法人 日本ファーストエイドソサエティ 代表 欠席 

9 小野田全宏 特定非営利活動法人 静岡県ボランティア協会 参加 

10 鍵屋  一 特定非営利活動法人 東京いのちのポータルサイト／板橋区職員 欠席 

11 金子 洋二 特定非営利活動法人 新潟 NPO協会 事務局長 参加 

12 川上 哲也 特定非営利活動法人 Ｖネットぎふ 代表 参加 

13 北川  進 みやぎボランティア総合センター 主事 参加 

14 栗田 暢之 特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 代表 参加 

15 澤野 次郎 災害救援ボランティア推進委員会 事務局長 参加 

16 関  尚士 社団法人シャンティ国際ボランティア会 参加 

17 高橋  洋 nerima-saigai.net 事務局／練馬区職員 参加 

18 田中 稔昭 特定非営利活動法人 日本災害救援ボランティアネットワーク 理事長 参加 

19 中川 和之 特定非営利活動法人 東京いのちのポータルサイト／時事通信社 Web編集部 次長 参加 

20 永易 英寿 新居浜市社会福祉協議会 参加 

21 洙田 靖夫 医師／労働衛生コンサルタント 参加 

22 南部美智子 特定非営利活動法人 災害ボランティアネットワーク鈴鹿 代表 参加 

23 馬場 正一 兵庫県社会福祉協議会 参加 

24 秦  好子 ＪＦＦＷ（ジャパン・ファイヤ・ファイティング・ウィミンズ・クラブ） 参加 

25 半田 雅典 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 欠席 

26 弘中 秀治 特定非営利活動法人 防災ネットワークうべ／宇部市職員 参加 

27 福田 伸章 東京災害ボランティアネットワーク 事務局 参加 

28 松森 和人 福井県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部 センター長／ふくい災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄ 理事長 参加 

29 宮本 秀利 特定非営利活動法人 島原ボランティア協議会 理事長 参加 

30 村井 雅清 震災がつなぐ全国ネットワーク 代表／被災地ＮＧＯ協働センター 代表 欠席 

31 村野 淳子 大分県ボランティア・市民活動センター／大分県社会福祉協議会 参加 

32 矢野 正広 特定非営利活動法人とちぎボランティアネットワーク 事務局長 参加 

33 山岸 孝博 新潟県災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部 中越ｾﾝﾀｰ長／日本青年会議所新潟県ﾌﾞﾛｯｸ協議会 会長 参加 

34 山崎水紀夫 特定非営利活動法人 ＮＰＯ高知市民会議 代表理事 参加 

35 山本 康史 三重県防災ボランティアコーディネーター養成協議会 参加 

36 吉田 公男 ハートネットふくしま 代表 欠席 

37 吉村雄之祐 あんしんまちづくり京都都市青年団（KCYAC） 団長／ユース２１京都 副理事長 参加 

38 渡辺 善明 特定非営利活動法人 YMCAよこすかコミュニティサポート 参加 



 
有識者（五十音順） 

1 渥美 公秀 
大阪大学大学院人間科学研究科 助教授 

（専門：災害ボランティア、まちづくり） 
参加 

2 池上三喜子 
市民防災研究所 理事／東京ＹＷＣＡ 副会長 

（防災とボランティアのつどい総合司会） 
参加 

3 小村 隆史 
富士常葉大学 専任講師 

（小千谷市災害ボランティアセンターの運営支援） 
参加 

4 菅 磨志保 
人と防災未来センター 専任研究員 

（防災とボランティアのつどい分科会司会） 
参加 

5 高梨 成子 
防災＆情報研究所 代表 

（防災とボランティアのつどい分科会司会） 
欠席 

6 立木 茂雄 
同志社大学 教授 

（専門：社会学（家族社会学・市民社会論・防災社会学）） 
参加 

7 干川 剛史 
大妻女子大学 助教授 

（防災とボランティアのつどい分科会司会） 
参加 

8 室崎 益輝 
独立行政法人 消防研究所 理事長 

（防災とボランティアのつどいコメンテータ） 
参加 

9 山崎美貴子 
神奈川県立保健福祉大学 教授／東京ボランティア・市民活動センター 所長（専

門：ボランティア論） 
欠席 

 
オブザーバー（五十音順） 
1 阿部陽一郎 中央共同募金会 企画広報部副部長・企画課長 参加 

2 渋谷 篤男 全国社会福祉協議会 地域福祉部副部長 参加 

3 古出 紘子 日本赤十字社組織推進部ボランティア課 参加 

4 古谷真一郎 日本青年会議所 地域力創造グループ担当常任理事 参加 

5 村上 徹也 日本青年奉仕協会 事業部長／ボランティア国際年推進協議会 事務局長 参加 

6 渡邊 昌行 全国社会福祉協議会 全国ボランティア活動振興センター・副所長 欠席 

 

関係省庁（内閣府防災担当以外） 
1  内閣府 国民生活局 

2  総務省消防庁 

3  総務省消防庁 

4 佐甲  学 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 地域福祉専門官 

5  厚生労働省 

6 山田 博史 国土交通省 河川局防災課課長補佐 

7 近藤 正人 国土交通省 河川局防災課係長 
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内閣府（防災担当） 
1 村田 吉隆 防災担当大臣 

2 原田 正司 大臣官房審議官（防災担当） 

3 西川  智 政策統括官付参事官 

4 丸谷 浩明 政策統括官付企画官 

5 渡部  元 政策統括官付参事官補佐 

6 亀山 夢子 政策統括官付参事官付主査 

7 吉野 広郷 政策統括官付参事官付主査 

 
 

事務局  
1 山本 耕平 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 代表取締役所長  

2 小田内陽太 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 取締役 

3 津賀 高幸 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 研究員 

4 仮谷 一輝 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 研究員 

5 片野奈保子 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 研究員補助 

6 井上 浩一 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 研究員補助 

7 前川 和大 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 研究員補助 

8 小島誠一郎 特定非営利活動法人 東京いのちのポータルサイト 理事  

 
 
 


