
令和２年７月豪雨災害
SINKa支援活動

令和２年12月31日現在



１）現地の方との対話とヒアリング、情報収集、ヒアリング調査
足りないものの整理、地域ニーズを拾い上げから復旧から復興、事業創出へ

２）資金集めと分配
SINKa基金（災害支援）枠を立ち上げ。
支援募集して民間ボランティア団体へ直接送金

３）現場労力確保
ボランティアニーズと人材確保、専門家と現場のマッチング

４）物資集めと配送
生活必需品、電化製品、災害現場備品、支援物資集めと現地への搬送

５）炊き出し支援
キッチンカー、おやじの会による賑わい創りイベント的な支援、
ペットボトルピザづくり（子ども）

６）人材育成（ボランティア） 地域リーダー育成
SB/cb SDGs研究会
初めての災害ボランティア研修、現場拠点リーダー集め、
災害復興から事業づくりへ地域リーダー育成

７）事務局運営
FBネットワーク立上げ、運営、情報収集と共有のための発信
現地と関係者の行動、進捗と情報共有会議の企画・運営
申請書の企画内容精査、申請書作成業務代行、活動団体のマッチング

８）ネットワーク構築への参画
福岡市災害ボランティア団体等意見交換会、
日本赤十字社福岡県支部被災者支援ボランティア設置計画、他

具体的支援内容
令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

被害および災害ボランティアセンター設置状況

情報収集活動
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

熊本県内の避難者数

情報収集活動
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

熊本県内 災害支援拠点

情報収集活動

令和2年7月豪雨 SINKa支援団体 （8月10日現在）

支援団体名 代表者 県
エリ
ア

拠点名 拠点所在地

1
復興支援団体チーム
Hub-uchi

籔内政勝 熊本
八代市
坂本

坂本災害支援
ハブセンター

八代市坂本町西部は1896

2
NPO法人球磨川アド
ベンチャーズ

村上光三
郎

熊本
八代市
坂本

坂本災害支援
ハブセンター

八代市坂本町田上２００６

3リボーン 溝口隼平 熊本
八代市
坂本

リボーン 八代市坂本町荒瀬619-12

4
有限会社ランドアー
ス

迫田重光 熊本 球磨村ランドアース 球磨郡球磨村乙1379-1

5
ひまわり亭災害支援
ネットワーク

本田節 熊本 人吉 ひまわり亭 人吉市矢黒町1880-2

6
アーキレスキュー人
吉・球磨

上村清敏 熊本 人吉 アトリエK+ 人吉市上青井町160

7
ロハス南阿蘇たすけ
あい

井出順二 熊本 人吉 人吉ベース 人吉市願成寺970

8熊本支援チーム
三城賢士
他

熊本 人吉
ホテルサン人吉
2階

人吉市青井町166

9くまもと友救の会 松岡亮太 熊本 人吉
坂田薬品
地下

人吉市瓦屋町1866-16

10ひとよしのわ
茅場唯信
住吉則昭

熊本 人吉 林照寺 人吉市瓦屋町1632

11
人吉市の被災された
みなさん

山形美香
子

熊本 人吉 （フラウ本社）

12チームやまびこ 村上竜也 熊本 芦北町ぱせり
熊本県葦北郡芦北町宮崎
140

13
ロハス南阿蘇たすけ
あい

井出順二 熊本 芦北町芦北ベース
芦北町佐敷おおあざ373-1
野坂屋

14
NPO法人ななうらス
テーション

藤井ゆみ 熊本 芦北町佐敷駅
葦北郡芦北町花岡西1653-
4

15
熊本水害支援TAO塾
プロジェクト

波多野毅
高田直木

熊本 小国町TAO塾 熊本県阿蘇郡小国町908-4

※現在、支援先を拡大して支援継続しております
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

熊本県内 仮設住宅建設計画（9/18現在）

情報収集活動

6

設置主体 団地名 建設戸数 構造
スケジュール

施工者
備考

（施工状況）着手 完成予定

八代市
八代市市民球場仮設団地 26戸

40戸
木造 7月19日 9月9日完成 全木協 9月11日入居開始

(仮称)八代市古閑中町仮設団地 14戸 木造 8月9日 10月中旬 全木協 内装工事

人吉市

人吉市人吉城跡仮設団地 15戸

333戸

木造 7月11日 8月20日完成 全木協 8月22日入居開始

人吉市梢山グラウンド仮設団地 33戸 木造 7月15日 9月7日完成 全木協 9月10日入居開始

人吉市村山あやめ広場仮設団地 16戸 木造 7月19日 9月16日完成 全木協 9月19日入居開始

人吉市下原田第一仮設団地
（第一期） 18戸 木造 7月30日 9月16日完成 全木協 9月19日入居開始

（第二期） 16戸 木造 9月7日 10月下旬 全木協 基礎工事

人吉市下原田第二仮設団地 11戸 木造 7月30日 9月16日完成 全木協 9月19日入居開始

(仮称)人吉市西間上町仮設団地 51戸 木造 8月1日 9月下旬 全木協 上部躯体工事

(仮称)人吉市石野公園仮設団地 37戸 木造 8月13日 10月中旬 全木協 基礎工事

(仮称)人吉市村山公園仮設団地 84戸 木造 8月13日 10月中旬 全木協 上部躯体工事

(仮称)人吉市西間上第二仮設団地 28戸 木造 8月28日 10月下旬 全木協 基礎工事

(仮称)人吉市下原田第三仮設団地 24戸 木造 9月17日 11月中旬 全木協 -

芦北町
芦北町女島ゆめもやい緑地仮設

団地

（第一期） 50戸
60戸

木造 7月15日 9月14日完成 全木協 9月16日入居開始

（第二期） 10戸 木造 8月28日 10月下旬 全木協 基礎工事

津奈木町 (仮称)津奈木町男島仮設団地 10戸 10戸 木造 7月28日 9月下旬 優住協 内装工事

相良村
相良村松葉仮設団地 16戸

24戸
木造 7月13日 8月20日完成 全木協 8月22日入居開始

相良村総合運動公園仮設団地 8戸 木造 8月1日 9月9日完成 全木協 9月12日入居開始

山江村 山江村中央グラウンド仮設団地 25戸 25戸 木造 7月11日 8月20日完成 全木協 8月22日入居開始

球磨村

球磨村多目的広場仮設団地 33戸

269戸

ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾊｳ

ｽ
7月16日 7月31日完成 MH 8月2日入居開始

(仮称)球磨村グラウンド仮設団地 113戸 木造 8月1日 9月下旬 全木協 上部躯体工事

球磨村さくらドーム仮設団地 35戸
ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾊｳ

ｽ
8月7日 9月19日完成 MH 9月20日入居開始

(仮称)球磨村大王原公園仮設団地（錦町） 88戸 木造 8月7日 10月中旬 優住協 上部躯体工事
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動情報収集活動

熊本県内 支援団体資金調達一覧
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

被災地訪問・ヒアリング

物資集めと配送現地の方との対話とヒアリング
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

SINKa基金（災害支援基金 第一次）

№ 支援団体名 金額 振込日

1一般社団法人TAO塾 40,000 円 2020/8/3

2有限会社ランドアース 40,000 円 2020/8/3

3NPO法人ななうらステーション 40,000 円 2020/8/3

4チーム溝口 40,000 円 2020/8/3

5くまもと友救の会 40,000 円 2020/8/3

6次世代のためにがんばろう会 40,000 円 2020/8/3

7NPO法人リエラ 40,000 円 2020/8/3

8おもやいボランティアセンター 40,000 円 2020/8/3

9特定非営利活動法人ＹＮＦ 40,000 円 2020/8/3

10NPO法人いるか 40,000 円 2020/8/3

合計 400,000 円

※本件に関しましては、2020年7月31日（金）１０：００～ 本社にて、災害基金資金分配
委員会を開催して決定いたしました。

資金集めと分配
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

SINKa基金（災害支援基金 第二次）

※本件に関しましては、2020年9月16日（水）10：00～及び10月5日（月）9：30～
本社にて、災害基金資金分配委員会を開催して決定いたしました。

資金集めと分配

●支援金額 計113,552円

●お渡しした団体
ひまわり亭災害支援ネットワーク（人吉市）
一般社団法人 九州学び舎（阿蘇郡南阿蘇村）

●支援金と共にお渡しした支援物資
白米 50ｋｇ
防塵マスク 8箱（20枚入り）

SINKa基金（災害支援基金 第三次）

（現在 募集中）

SINKa基金支援金額 合計 513,552円 （2020年12月末現在）
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

熊本・九州おやじ応援隊への出動依頼

現場労力確保

●日時 2020年8月22日（土）9時 福岡市集合
●作業場所 球磨村 ランドアース拠点周辺
●作業内容 宅地、生活道路、側溝等の泥出し

災害廃棄物の集積、運搬
●作業人員 87名
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

支援物資集め（発災直後）

物資集めと配送
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

支援物資集め（秋冬シーズン）

物資集めと配送
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

支援物資募集・配送（第一次）

●お渡しした団体
復興支援団体チームHub-uchi（ハブウチ）（八代市坂本町）
Ｒｅｂｏｒｎ（リボーン）（八代市坂本町）
ひまわり亭災害支援ネットワーク（人吉市）
アーキレスキュー人吉球磨（人吉市）
芦北豪雨災害復興支援チームやまびこ（熊本県芦北町）
NPO法人リエラ（大分県日田市）
TAO塾（熊本県小国町）
おもやいボランティアセンター（佐賀県武雄市）
人吉市の被災された皆さん

●お渡しした支援物資
白米 120ｋｇ
経口補水液 2箱（1箱24本入り）
タオル（バスタオル、ミニタオル、フェイスタオル）
子ども用マスク 100枚
ブルーシート 10枚
アンチウイルススプレー 10箱（1箱15本入り）
清涼飲料水 3箱（1箱12本入り 水・お茶・ポカリ）

物資集めと配送

2020.8.8配送
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

●お渡しした団体
ひまわり亭災害支援ネットワーク（人吉市）
Reborn （八代市坂本町）
復興支援団体チームHab u c h i （八代市坂本町）
NPO法人球磨川アドベンチャーズ（八代市坂本町）
アーキレスキュー人吉球磨（人吉市）

●お渡しした支援物資
白米 130ｋｇ（提供元 筋田農園他
一部SINKa基金（災害基金）より購入

清涼飲料水 ２0箱（1箱12本入り お茶・ポカリ）

物資集めと配送

2020.9.19 9.21 9.26配送支援物資募集・配送（第二次）

●お渡しした団体
ひまわり亭災害支援ネットワーク（人吉市）
復興支援団体チームHab u c h i （八代市坂本町）
アーキレスキュー人吉球磨（人吉市）

●お渡しした支援物資
富有柿 14ケース（26玉入）（提供元 JAにじ）
紅茶ペットボトル 3箱（24本入り）
手袋、靴下、アームカバー 各数着

支援物資募集・配送（第三次） 2020.10.10 11.7配送
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

支援物資募集・配送（カルビー ミーノ）

●支援頂いた物資
カルビーミーノ 647箱

●提供元 NPO法人いるか
●配送先

物資集めと配送

第一次 第二次 第三次

配送先 数量（箱） 配送日 数量（箱） 配送日 数量（箱） 配送日

東峰村棚田まもり隊（福岡県東峰村） 30 8月21日

アーキレスキュー人吉球磨（人吉市） 20

8月23日

5
9月19日

5

9月26日ひまわり亭災害支援ネットワーク（人吉市） 29 20 30

ひとよしのわ（人吉市） 20 10 9月21日 20

熊本支援チーム（熊本市） 41

ロハス南阿蘇たすけあい（南阿蘇村） 30

芦北豪雨災害復興支援チームやまびこ（芦北町） 40

8月29日Reborn （八代市坂本町） 30 30
9月19日

復興支援団体チームHabu-uchi（八代市坂本町） 30 40

リエラ（大分県日田市）
30 8月30日

天ヶ瀬温泉未来創造プジェクト（大分県日田市）

ランドアース（球磨村） 30 9月5日

NPO法人球磨川アドベンチャーズ（八代市坂本町） 20
9月19日

人吉市の被災された皆さん 20

仮設住宅多目的広場仮設集会所（球磨村） 15

9月21日ＮＰＯ法人ななうらステーション（芦北町） 20

くまもと友救の会（人吉市） 15

熊本・九州おやじ応援隊（福岡県） 32 9月25日

大牟田市豪雨災害支援グループ（福岡県大牟田市） 20 9月26日

その他被災地支援協力者 15 9月21日

小計 330 210 107

第一次～三次 合計 647
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

災害ボランティア講習

人材育成

〇日時 2020年 8月 7日（金） 13：00～15：30
〇場所 福岡県NPO・ボランティアセンター会議室

〇講師 竹下和輝 氏
◆福岡県NPO・ボランティアセンター 公益活動相談員・アカウントプランナー
◆市民団体のクリエイト業務
◆元一般財団法人ダイバーシティ研究所 防災事業担当
・事業者向け災害時対応セミナーの運営（災害時対応セミナーを全国６箇所（札幌市、埼玉市、浜松市、名
古屋市、高知市、熊 本市）にて開催。）
・防災調査アンケートの運営
・民間企業新入社員研修による被災地支援活動のサポート
・災害時施設運営管理者研修の運営
◆日本財団による被災地でのアセスメント調査（熊本地震、西日本豪雨）
・被災地でのアセスメントのためのチーム運営
・被災者のニーズを収集
・熊本地震、西日本豪雨の被災地にて日本財団によるアセスメント調査に加。チーム員、チームリーダー、
本部運営を経験。等の経験を有し、現場経験多数。
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

SB/cb SDGs研究会

人材育成

〇日時 ２０２０年１０月１３日（火）16：00～
〇場所 ①フラウミーティングルーム ②オンライン参加

～九州豪雨災害の活動報告、新型コロナの影響と今後のSDGｓ経営実践の可能性～

九州豪雨災害の被災地は今どうなっているのか。新型コロナ拡大の影響は？
地域の復興ビジネスからSDGsなど世界共通目標にも目を向けた現場主義の活動が求められています。
被災地の現状と支援活動報告、Whithコロナでの九州全体で難局を乗り切るためのダイアログを行いました。

■内容 ：九州豪雨災害の活動報告、新型コロナ、災害支援から復興ビジネス、SDGs等についてのミニ講話と
意見交換ビジネスづくりダイアログ。
（第1部）九州豪雨災害、コロナアンケート調査、活動事例報告

報告者 一般社団法人SINKa 事業経営責任者 外山伸一郎
一般社団法人SINKa 公益活動相談員・プロモーションディレクター 藤田豪太郎

（第2部） 意見交換ビジネスづくりダイアログ
ファシリテーター：一般社団法人SINKa 代表理事 濱砂清
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

Facebookでの情報発信

事務局運営
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

災害支援助成金情報

 助成団体 助成事業名 申請期限 対象団体 対象内容 助成額（最大） 助成対象期間  

1 中央共同募金会 災害ボラサポ 8/19 被災県内の団体（県内での活動） 緊急救援、復旧支援活

動 

50 万円 7/3～8/31  

2 くまもと未来創造

基金 

BRIDGE 

KUMAMOTO基

金 

8/20 活動拠点が熊本県内 

 

専門的な技能や資格を

必要とする活動 

30 万～50 万円   

3 くまもと SDGs 推

進財団 

熊本災害基金 8/20 団体の本拠地は不問 熊本県内の活動を優先 10～50 万円程度   

4 日本財団 豪雨被害に関わ

る活動支援 

8/31 非営利活動団体（被災県内に所在す

る団体） 

・被災地ニーズに沿っ

た活動 

・専門的な支援活動 

100 万円 7/4～3/31  

5 ベネッセこども基

金 

豪雨で被災した

子どもの学びや

育ちの支援活動 

9/14 非営利団体 被災した子どもの学び

や育ちの支援活動 

50 万円 7/4～1/8  

6 大和証券福祉財団 ボランティア活

動助成事業 

9/15 5 名以上活動している非営利団体 大規模自然災害の被災

者支援活動 

30 万円 2021 年 1/1～

12/31 

 

7 九州地域づくり協

会 

災害ボランティ

ア活動支援 

11/30 九州内の団体グループ【NPO 法人、

市民団体等（法人は除く）】 

装備類、携行品類、消

毒液等 

20 万円 ～12/31  

8 日本サードセクタ

ー経営者協会 

（休眠預金）「地

域の支援」？ 

8/21 民間公益団体  50 万、100万、500

万円 

  

9 全国食支援活動協

力会 

（休眠預金） 

「子どもの居場

所づくり」？ 

9/4 民間公益団体  500 万円   

10 セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

（休眠預金） 

「社会的脆弱性

の高い子ども」 

8/21 民間公益団体  500 万～4,000万円   

 

事務局運営

※助成金などの情報は、その都度Facebook等により
被災地支援団体等へお知らせしています

2020年8月19日現在
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

福岡市災害ボランティア団体等意見交換会

ネットワーク構築への参画
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令和２年７月豪雨災害 SINKa支援活動

現在現地で活動中の災害支援団体一覧

参考資料

23

支援団体 代表／担当 本部所在地 県 支援エリア 拠点名 拠点所在地 支援団体 代表／担当 本部所在地 県 支援エリア 拠点名 拠点所在地

1 RQ九州 山口久臣 下益城郡美里町 熊本 あさぎり町 リュウキンカの郷 球磨郡あさぎり町深田西879-1 35 球磨川のラフティング　ノーティーボーイズ 	大瀬 熊本 球磨郡球磨村渡乙１８８７−１

2 一般社団法人　RQ災害教育センター 山口久臣 東京都 熊本 36 熊本学園大学社福災害学生ボランティアグループ 山北翔大 熊本市 熊本 熊本学園大学 熊本市中央区大江2丁目5番1号

3 ＮＰＯ法人　ななうらステーション 藤井ゆみ 熊本 芦北町 佐敷駅 葦北郡芦北町花岡西1653-4 37 公益財団法人　熊本ＹＭＣＡ 熊本市 熊本 中央センター 熊本市中央区新町1-3-8

4 くまもと☆農家ハンター 宮川 将人 熊本 芦北町 38 次世代のためにがんばろ会 松浦ゆかり 八代市 熊本 八代市通町6-43

5 芦北豪雨災害復興支援チーム　やまびこ 村上竜也 熊本 芦北町 ぱせり 葦北郡芦北町宮崎140 39 秀岳館高等学校 中川静也 熊本 秀岳館高等学校 八代市興国町1-5

6 一般社団法人　よか隊ネット熊本 土黒功司 宇土市 熊本 宇土 宇土市走潟町2235 40 田舎の体験交流館「さんがうら」 熊本

7 地域サポート団体「チームうと」 熊本 宇土 株式会社ナカムラ 宇土市松原町130 41 わんにゃん緊急災害ネットワーク熊本 増子元美 熊本

8 杖立ラボ 田北雅裕 熊本 小国町 杖立サテライト 阿蘇郡小国町下城4151 42 NPO法人　九州キリスト災害支援センター 横田法路 福岡市 熊本 熊本ベース 上益城郡益城町木山３７２−１

9 一般社団法人　TAO塾 波多野毅 熊本 小国町 TAO塾 阿蘇郡小国町宮原908-4 43
日本建築士会連合会九州ブロック会青年・女性建
築士協議会

熊本

10 有限会社ランドアース 迫田重光 熊本 人吉球磨 ランドアース 球磨郡球磨村乙1379-1 44 一般社団法人　日本カーシェアリング協会 吉澤武彦 宮城県石巻市 大分 日田天瀬 旧あまがせ保育園 日田市天瀬町桜竹634-17

11 Farmer's Cafe SAKURI 球磨郡錦町 熊本 人吉球磨 青井阿蘇神社 45 NPO法人　リエラ 松永鎌矢 日田市 大分 日田天瀬 旧あまがせ保育園 日田市天瀬町桜竹６３４−１７

12 アーキレスキュー人吉球磨 上村清敏 熊本 人吉球磨 アトリエK+ 人吉市上青井町160 46 天ヶ瀬温泉未来創造プロジェクト 近藤真平 日田市 大分 日田天瀬 旧あまがせ保育園 日田市天瀬町桜竹６３４−１７

13 一般社団法人　熊本支援チーム
三城賢士、
他

熊本 人吉球磨 ホテルサン人吉2階 人吉市青井町166 47 NPO法人　おおいたNPOデザインセンター 山下茎三 大分市 大分
大分市大字古国府5-3　コーポふじの
101

14 くまもと友救の会 松岡亮太 熊本 人吉球磨 坂田薬品地下 人吉市瓦屋町1866-16 48 災害支援チーム　蛍火 伊藤 朝倉市 福岡 大牟田 大成物産一階 朝倉市山田2191-1

15 ひまわり亭災害支援ネットワーク 本田節 熊本 人吉球磨 ひまわり亭 人吉市矢黒町1880-2 49 NPO法人　がんばりよるよ星野村 山口聖一 八女市 福岡 大牟田 八女市星野村10951番地

16 一般社団法人　ロハス南阿蘇たすけあい 井出順二 熊本 人吉球磨 人吉ベース 人吉市願成寺970 50 災害ボランティア支援団体　〜Inspire〜 福岡 大牟田

17 一般社団法人　震災復興支援協会つながり 勝又三成 熊本 人吉球磨
ファミリーホールす
みれ内　裏駐車場

人吉市宝来町1343-6 51 NPO法人　YNF 江崎太郎 福岡市 福岡 大牟田 福岡市西区生の松原2-6-19-203

18 九州相良藩【吉組】　ひとよしのわ
茅場唯信
住吉則昭

熊本 人吉球磨 林照寺 人吉市瓦屋町1632 52 大牟田市豪雨災害復興グループ 冨山博史 大牟田市 福岡 大牟田 銀座通り商店街 大牟田市本町1-2-13タツミヤビル2F

19 災害ＮＧＯ結 前原土武 熊本 人吉球磨 53 大牟田市農業災害ボランティアサポート拠点 大牟田市 福岡 大牟田 農ボラ拠点
大牟田市大字上内3411 旧高木石油
跡地

20 NPO法人　九州災害復興支援リーダーズサミット 原田秀夫 熊本市 熊本 人吉球磨 ピースフルハート 阿蘇郡南阿蘇村河陽3747-1 54 NPO法人　いるか 田口吾郎 福岡市 福岡 福岡市西区上山門1-3-27

21 NPO法人　みさと 一川 清一 熊本 水俣 美里デイサービス 葦北郡芦北町天月1337番地1 55 NPO法人　福岡被災地前進支援 吉田敦 宗像市 福岡 宗像市土穴4丁目17番16号

22 NPO法人　球磨川アドベンチャーズ
村上光三
郎

熊本 八代市坂本
坂本災害支援
ハブセンター

八代市坂本町田上２００６ 56 一般社団法人Camp 望月文 朝倉市 福岡 朝倉市杷木池田687-3

23 Ｒeborn リボーン 溝口隼平 熊本 八代市坂本 リボーン 八代市坂本町荒瀬619-12 57 おもやいボランティアセンター 鈴木隆太 佐賀 武雄 旧北方幼稚園 武雄市北方町大字志久1591‐4

24 レスキューアシスト熊本 吉住健一 熊本 八代市坂本 八代ベース 八代市妙見町 58 佐賀災害支援プラットフォーム - SPF 佐賀

25 球磨川水害支援坂本本部M&R つる詳子 熊本 八代市坂本 59
RAC救援隊支援ネット（NPO法人　川に学ぶ体験活
動協議会）

田中謙次 宮崎 延岡 リバーバル五ヶ瀬川 延岡市牧町

26 坂本町災害支援チームドラゴン 吉田諭祐 八代市 熊本 八代市坂本 60 特定非営利活動法人　宮崎文化本舗 石田達也 宮崎 宮崎市 宮崎文化本舗
宮崎市橘通東３丁目１番１１号 アゲイ
ンビル２Ｆ

27 坂本町復興支援チーム桃ちゃん 諸橋桃子 熊本 八代市坂本 61 コミサポひろしま 小玉幸浩 広島県呉市

28 水俣Hub Power 諸橋賢一 熊本 八代市坂本 62 一般社団法人　ピ－スボート災害支援センター 山本隆 東京

29 復興支援団体チームHub-uchi(ハブウチ) 籔内政勝 熊本 八代市坂本 宮地東小学校 八代市東町 5468-1 63 一般社団法人　OPEN　JAPAN 吉澤武彦 宮城県石巻市

30 全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス熊本
山本智恵
子

熊本 64 め組Japan　（NPO法人メイクハッピー） 谷口保 宮城県石巻市

31 『ひとくまねっと』火の国未来づくりネットワーク 熊本 65 災害サポーターズ九州 豊前市 豊前市大字千束29-1

32 一般財団法人　くまもとSDGs推進財団 熊本 66 災害支援隊　【風組】 新潟県

33 一般財団法人　くまもと未来創造基金（おもやい） 中山峰男 熊本市 熊本
熊本市中央区上水前寺１-６-４
１,OCOビル903号室

67 被災地ＮＧＯ協働センター 頼政良太 兵庫県

34 一般社団法人　BRIDGE KUMAMOTO 熊本 68 熊本・九州おやじ応援隊 濱砂清 福岡市
男女・子育て環境改
善研究所


