
「休眠預金等活用事業について」
～本年の取組み報告～

公益財団法人佐賀未来創造基金
一般社団法人佐賀災害支援プラットフォーム

代表理事 山田健一郎

立憲民主党つながる本部第一回「災害対策とＮＰＯ」



◆主な公職等

・佐賀県まち・ひと・しごと創生推進会議

・佐賀県さがラボエバンジェリスト

・佐賀県子どもの貧困対策委員会

・日本政策金融公庫や地域金融機関と連携

CFやSB等の創業・経営支援等も行う

◇公益財団法人佐賀未来創造基金（代表理事）

九州では2番目、2013年に佐賀県初の市民がつくる「コミュ二ティ財団」
市民等からの300万円の寄付により設立して公益財団法人化、ファンドレイジングをはじめ、
社会資源の地域循環と社会参加・人材育成の仕組みづくりでの地域課題解決にチャレンジ。

◇一般社団法人佐賀災害支援プラットフォーム（共同代表）

東日本大震災の被災地支援活動からはじまり、「佐賀災害支援プラットフォーム（SPF）」
の共同代表も現在は務める。

昨年から休眠預金事業も活用して「九州防災減災対策協議会（九災対）」を九州各県の災害
支援団体とコンソーシアムを組み、幹事・事務局として九州内の繋がりと支援の仕組み
づくりに挑戦中
九州経済産業局 九州SDGs経営推進フォーラム 九州防災減災分科会「SDGｓ×防災減災ネット
ワーキング」を昨年より開催

自己紹介

◆受賞歴

・2010年：国連公共サービス賞「協働化テスト」日本初世界一

・2013年：ドバイ世界政府サミットへ日本代表として登壇

・2017年：地方自治法施行７０周年記念総務大臣表彰

・2017年：第1回「佐賀さいこうCSO表彰協働部門（知事表彰）」

・2020年：令和元年度「ふるさとづくり大賞（総務大臣表彰）」

・2020年：「日本ファンドレイジング大賞（JAFRA）」受賞

・2021年：「地域再生大賞（共同通信社）」受賞

◆全国の役職等

・（一社）全国コミュニティ財団協会会長

・（一社）全国レガシーギフト協会理事共同代表

・（認特）日本ファンドレイジング協会准認定FR

・（公財）さわやか福祉財団インストラクター 等

◆地域での役職等

・社会福祉協議会（鹿島市理事／佐賀市評議員）

・唐人町商店街振興組合 副理事長



社会課題解決
価値創造

コミュニティ財団～地域資源循環と共助社会の仕組みづくり～

県民 企業

ＣＳＯ（市民社会組織）・個人

創設500人サポーター

佐賀未来創造基金

佐賀県

協働

公益財団法人佐賀未来創造基金
2013年4月市民とCSOの力で誕生



災害情報共有会議等

災害支援プラットフォーム

「こども」「コミュニティ」「災害」
行政・企業・CSO等セクターを超えてパートナーシップ

伴走支援とコレクティブインパクト型の助成事業



休眠預金等活用制度を活用した資金分配団体としての4つの助成プログラム

②2020年度：新型コロナ対応緊急支援助成
※佐賀県×長崎県とのコンソーシアム申請／1年間／2次募集／終了
・テーマ：「新型コロナ禍における地域包摂型社会の構築」～地域で暮らす全ての人の安心と未来をつなぐ～
・概要：佐賀県と長崎県の両県で「医療・福祉」及び「多文化共生」等の現状での支援が難しい地域間共通課題
・総事業費：61,820,000円／対象地域：佐賀県・長崎県
・実行団体数：13団体申請⇒８団体採択（採択率61％程度）・長崎3団体（外国人支援：居場所・多言語・災害）
・佐賀5団体（外国人支援：多言語・コミュニティ/高齢者：ICT化・配食・困窮者）
・助成総額：5,000万円（100万円～500万円、コンソ型は1,000万円）

①2019年度：草の根活動支援事業 地域ブロック※九州域ではなく佐賀県域で申請／3年間でコロナで追加助成／3年目
・テーマ：「人口減少と社会包摂型コレクティブインパクト事業」～人口減少時代における3分野の地域包摂型CI事業～
・概要：九州をはじめとした地域（各県）の人口減少に伴う共通かつ汎用性のある課題を3つの重点テーマで設定して、
実行団体の支援環境が比較的整っている佐賀県のなかで、解決のためのコレクティブインパクト型のモデル事業を募り
課題解決策を見出していくというモデルづくり事業
・総事業費：111,569,997円／対象地域：佐賀県域
・実行団体数：12団体申請⇒4団体採択（採択率33％程度）①こども居場所と障害②空家と困窮者③環境④災害防災
・助成総額：7,600万円程度（1団体3年間2,000万円上限※コンソーシアム型を優先採択）

目的や体制を変えず重点分野の県域3テーマと佐賀支え愛基金基金で対応できない分野に休眠預金事業コロナ対応を活用



休眠預金等活用制度を活用した資金分配団体としての4つの助成プログラム

④2021年度：新型コロナ対応緊急支援助成※佐賀県域で申請／1年間／現在実施中
・テーマ：「コロナ禍における気候変動を起因とする災害対応支援事業」
～佐賀県の令和３年８月豪雨被害への緊急復旧支援及び復興整備事業～
・概要：佐賀県での「災害緊急対応」「復旧・復興整備」等の支援や仕組みづくり
・総事業費：300,000万円／対象地域：佐賀県内
・実行団体数：7団体⇒1次審査6団体申請⇒2次募集以降は随時募集予定
・助成総額：25,000万円（500万円以上10,000万円以下、不動産や重機等など大規模支援は10,000万円まで）

③2020年度：新型コロナ対応緊急支援助成（随時募集）※佐賀×長崎×福岡×大分×宮崎とのコンソーシアム申請／1年間／終了

・テーマ：「新型コロナ禍における緊急被災者支援事業」～九州全県の被災者の緊急・復旧・復興支援～
・概要：九州各県の災害支援団体や中間支援組織への緊急対応助成（直近で罹災した地区を中心に、新型コ
ロナ対策を考慮した支援）など
・総事業費：191,188,000円／対象地域：九州全域（九州に事務所がなくても可）
・実行団体数：19団体申請⇒14団採択（2次募集まで実施）
・助成総額：16,000万円（500万円以上5,000万円以下※広域型やコンソーシアム型等は5,000万円まで）

既存の災害対応や防災等の仕組みづくりで対応できない部分に休眠預金事業コロナ対応を活用
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「佐賀災害支援プラットフォーム」

情報

地域資源循環で、災害支援に
取り組むCSO・行政・企業等

の
常設ネットワーク

・県・5市町及び岡山・佐賀JC
と協定をはじめ、県内外58団
体の賛同組織と共に支援活動
を実施
・2011年東日本大震災に前身
の団体活動開始
・2016年熊本地震の支援活動
を通じて誘致組と共にＳＰＦ
を設立
・2018年九州北部豪雨災害支
援
・2019年・2020年・2021年の
佐賀豪雨災害支援活動を経て
組織強化して法人化（賛同団
体約60）

県外支援活動⇒県内支援・調整役へ

賛同団体
CSO・大学・企業等

地域資源循環で災害支援に取
組むCSO・行政・企業等の

常設ネットワーク



情報共有会議
（＝葉隠会議）

SPF
（運営）

行政

県外の
災害ボラ
ンティア

情報の集約を行う。

葉隠会議の開催頻度は

内部で協議。

他
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佐賀市 小城市 多久市 武雄市 嬉野市

県災対本部会議
県社協三者連携

会議

連携

県内発災時の取り組み体制

大規模災害
（ボランティアセンター立ち上げ時な

ど）

情
報

大町町

直接支援もしくは間接支援

令和3年8月
佐賀豪雨



• 団体情報

• 活動内容（専門性）

• 現地責任者

• 支援エリア

• 支援機関

• 活動期間

• 参加メンバーの名簿や

検査状況等把握

• コロナガイドライン確認

• 同意書チェック

• 葉隠会議参加

⇒団体情報のサイト公開



九州圏域・各県・市・町での連携支援の仕組み継続



行政連携による「在宅避難者訪問調査」

床下の清掃等の「住宅」支援活動

炊き出し等の「食」の支援

「ダンプ・重機」での瓦礫撤去等の支援活動

令和3年8月佐賀豪雨
新型コロナ禍での

災害支援の様々な取り組みを
実施することができた



行政連携による「在宅避難者訪問調査」

床下の清掃等の「住宅」支援活動

炊き出し等の「食」の支援

「ダンプ・重機」での瓦礫撤去等の支援活動

災害時支援に対しての制度活用の可能性



進め方の
再々設計

まずは過去の災害で「利用した制度や支援策」の一覧を入
手する

（１）SPFで個別自治体に確認 ※済

（２）SPFで「ここも対応してほしい」を整理する→柱を作る

（①炊き出し②民間VC③避難所運営④在宅避難者把握

（高齢者等把握など）⑤車両（高速⑥家屋支援（応急修理、

みなし仮設）＋⑦独自政策（大分、佐賀大町の事例）

※運用や支援者（NPO/NGO、企業）の適応にフォーカス。）

（３）それを基に勉強会の資料を作成

制度勉強会
＋フォーカスグループインタビュー

菅野さん明城さんに講師による勉強会と「利用可能
性があったが利用しなかった制度や支援策」を担当
部署ごとに自治体横断で振り返りをするグループ

ワークをする。（会議のメンバーも参加）

追加ヒアリング

勉強会＋WSであがった点について各担当課の運用への
意見や課題を聞く。

（各自治体とSPFとの定期会議で）

【運用のまとめ作成】

①各制度でここまでできる事例集作成

②被災者の困りごとからの逆引き

※ごみの事例とか間に合えば

内閣府へ
①事例（運用）を認めて、
自治体説明へ入れても
らう提案
②高速無料化など

使えた
制度 使った

制度

理
由

①シンポ開催
②全国自治体
へ提供

パンデミック
化の対応

参加者検討

災害時における制度活用と政策提言の勉強会やフォーラム

〇2022年5月28日
「これまでの大規模自然災害から考える現在の被災者支援
制度in九州」
全国の支援団体・企業・士業・学識者・全国から58名の

参加
・災害支援ふくおか広域ネットワーク（Fネット） 会
長 藤澤健児氏
・佐賀災害支援プラットフォーム（SPF） 共同代表
山田健一郎氏
・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



制度運用で支援できる領域が増える

CSOの余力ができ「質・量」ともに更に
必要なところに支援が届けられる

寄付以外の制度財源も獲得
CSOの基盤も強くなり事業

それでも足らないところは同時に
現場から声を上げて制度を変えていく！



政策提言についての活動
～現場の声を行政に届ける～
～制度のことを現場に伝える～

～まずは運用！必要に応じて変える！～



災害対応・防災支援に休眠を活用してこんなことができている
⇒通常災害枠のみならずコロナ枠での災害対応や防災への取り組み支援が実施できている
⇒三重構造の助成の性質上、自由度が高く伴走支援の必要性も認められている。
⇒実行団体が災害対応団体に多い任意団体でも可能で間口が広い
⇒災害対応や防災に必要なハード面（不動産等）や人件費などにも使えて使い勝手がよい助成事業

でもこんなことができていない
⇒緊急時の対応へのスピード感（事前登録などの改善を行っている）
⇒防災への取り組みはまだ少なくこれから
（そもそもの担い手の考え方「デュアルモードソサエティ」）

ここまで使えるといい、ここまで任せてくれるといい、
こう変わるといい
⇒「助成」から「貸付」や「出資」の事業への深化
⇒三重構造の助成なので実行団体への活動や資金の自由度をさらに高く

事業改善に向けての整理


