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代表者

佐藤 大吾 (理事長)

活動目的 事業内容

若年投票率の向上 1.インターンシップ及びそれに関連する教育事業

2.議員選挙の投票率向上を目的とした諸フォーラム及びセミナーの開催

3. 広報事業

北海道、宮城、山形、福島、茨城、千葉、関東、愛知、三重、関西、岡山、広島、福岡、長崎、熊本、鹿児島、
16支部の合計で、約500名。

学生スタッフ

※( )内は、平成29年9月30日現在のものです。

Dot-jp, Nonprofit Organization

特定非営利活動法人ドットジェイピー

NPO法人ドットジェイピー

団体概要

1998年2月14日

2000年11月22日

団体名称

通常表記

英文表記

創 業

法人設立

所在地

●北海道支部 ●宮城支部 ●山形支部 ●福島支部 ●茨城支部 ●千葉支部 ●関東支部

●愛知支部 ●三重支部 ●関西支部 ●岡山支部 ●広島支部 ●福岡支部 ●長崎支部

●熊本支部 ●鹿児島支部 ※住所記載のない支部は本部へご連絡下さい。

〒102-0082 東京都千代田区麹町2-6-10 麹町フラッツ2階 TEL 0120-098-214 (全国共通)本 部

支 部

役 員

理事 佐藤 大吾 (理事長)

理事 水谷 正美 (副理事長)

理事 村崎 浩史

監事 名和 道紀 (公認会計士・名和会計事務所)

松永 英也

阪本 圭

木村 亮太 (大阪府枚方市議会議員)

山崎 清昭

中島 大文 (京都府宮津市議会議員)

由佐 充彦

稲葉 史恵

東野 宏基

酒井 亮

藤崎 梢

西山 宗一郎

宇野 まい

青木 雄太

高村 瞳

石田 芳弘 (元衆議院議員)

後 房雄 (NPO法人市民フォーラム21代表理事)

倉田 薫 (大阪府池田市長)

河内山 哲朗 (社会保険診療報酬支払基金理事長)

竹下 譲 (拓殖大学地方政治センター長)

橋本 大二郎 (前高知県知事)

穂坂 邦夫 (NPO法人地方自立政策研究所代表)

山内 直人 (大阪大学国際公共政策研究科教授

日本NPO学会会長)
松野 豊 (麗澤大学 地域連携センター 客員研究員)

友田 景 (ビズデザイン株式会社 取締役)

本田 勝裕 (キャリアコンサルタント)

森井 秀明 (北海道小樽市長 )

吉山 勇樹 (株式会社ハイブリットコンサルティング 代表取締役CEO )

役 員

事務局長

キャビネット
（執行役員）

評議員

顧問

団体概要



●『若者と政治を結ぶ』 ～議員インターンシッププログラム

社会に対する知識を養い、社会へ貢献する意識を高める事を目的とし、

ひいてはドットジェイピーのミッションである

「若年投票率の向上」に貢献する事を目指しています。

将来政治家になりたい学生だけでなく、

民間企業・公務員・法曹・その他様々な希望進路を持った

学生が参加し、それぞれの進路で経験を活かし、活躍しています。

インターンシップ 議員・グローバル

●『日本ってどんな国？』 ～グローバル・NPOインターンシッププログラム

海外に出ると必ず聞かれるこの質問に対し、行動に基づいた正しい知識を有し、

現状を認識した上で世界に対して堂々と自分の意見を述べられる人材。

そのような人材こそが、グローバル化が進展する次世代に求められています。

国内の各国公的機関や国際的な活動を行うNPOでの実務を経験しながら

世界と日本のつながりを知る体験プログラムを提案しています。
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累計参加学生数 ：２４９７９名

第３９期参加学生数：１２３２名

参加学生数推移

※総合の参加者数には複数支部でのインターン参加者も含むため、支部別の参加者数との間にずれがある場合がございます。

同志社(１３２１)/立命館(１３０６)/慶應義塾(１０３９)/関西学院(１００６)/南山(９２８)

明治(８４１)/東北学院(７７８)/中央(７２１)/熊本県立(６７６)/九州(６６６)

早稲田(６６５）/大阪（６２０）/北海学園（５８３）/関西（５３０）/筑波（４４７）

総 合

エ リ ア 別

【北海道】 北海学園(５９１)/北海道(３５１)/北星学園(１３５)/小樽商科(１３０)

【東北】 東北学院(７５４)/東北(３１７)/山形(３１２)/福島(１９７) 

【関東】 慶應義塾(９８３)/明治(７８７)/中央(６７５)/早稲田(６２３) 

【北陸】 新潟（２１）/金沢（１９）

【東海】 南山(９０３)/三重(４３６)/名古屋(３４７) 

【関西】 同志社(１２６８）/立命館（１２１６）/関西学院（９４３）

【中国】 広島（３５７）/広島修道（２２１）/岡山（２０８）

【九州】 熊本県立（６６５）/九州（６３６）/西南学院（４０９）/長崎（２９１）

【累計】参加学生数上位大学 ＊()内の数字は、過去累計のインターンシップ参加者数

参加学生データ

学年別参加割合学年別参加割合 学年別参加割合男女別参加割合 学年別参加割合学部別参加割合
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学生意識調査

インターンシップ参加前は、「良い」「どちらかといえば良

い」の比率が24.9％だが、インターンシップ後は52.7％に。

※有効回答人数：865

インターンシップ前は、「良い」「どちらかといえば良い」の

比率が45.0％だが、インターンシップ後には78.9％に。

※有効回答人数：865

政治に対するイメージ 議員に対するイメージ

インターンシップ前は「必ず選挙に行く」

の比率が49.3%だが、インターンシップ後

は67.0%に。

※有効回答人数：865

選挙に対する意識

① 議員（国政）

② 議員（地方）

③ 公務員（国家・地方、総合職。一般職問わず）

④ 法曹関係（弁護士・裁判官）

⑤ 民間企業勤務

⑥ 資格業（医師・税理士）

⑦ 院進学・研究者

⑧ 起業

⑨ まだ考えられていない

※有効回答人数：799（複数回答）

希望進路

0.0%
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15.0%

20.0%
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累計参加議員数 ：９４８７名

第３９期参加議員数：４７７名

受入機関データ

※( )内は受入当時のものです。

ドットジェイピーでは、議員インターンシッププログラムの運営で蓄積したノウハウを生かし、議員事務所だけでなく、
知事や市長、地方自治体などの業務を理解するための体験プログラムを提供しております。

過去実施首長・自治体一覧(敬称略)

首長・自治体インターンシッププログラム一覧

政党別議員数 区分別議員数

受入議員数推移

梶原 拓 (岐阜県知事) 橋本 大二郎 (高知県知事) 石田 芳弘 (愛知県犬山市長)

佐護 彰 (愛知県日進市長) 門川 大作 (京都府京都市長) 倉田 薫 (大阪府池田市長)

田中 誠太 (大阪府八尾市長) 北口 寛人 (兵庫県明石市長) 白井 文 (兵庫県尼崎市長)

薮本 吉秀 (兵庫県三木市長) 河内山 哲朗 (山口県柳井市長) 幸山 政史 (熊本県熊本市長)

成澤 廣修 (東京都文京区長) 山田 宏 (東京都杉並区長) 井崎 義治 (千葉県流山市長)

中村 法道 (長崎県知事)             松崎 秀樹 (千葉県浦安市長) 藤井 浩人 (岐阜県美濃加茂市長)

小笠原 春一 (北海道登別市長) 菅原 章嗣 (北海道喜茂別町長) 熊谷 俊人 (千葉県千葉市長)

小泉 一成 (千葉県成田市長) 武廣 勇平 (佐賀県上峰町長) 大石 正行(北海道鶴居村長)

徳永 哲雄(北海道弟子屈町長)     照井 誉之介(北海道江差町長) 宮谷内 留雄(北海道蘭越町長)

山本 進(北海道東神楽町長) 松岡 市郎(北海道東川町長) 谷 一之(北海道下川町長)

松岡 隼人(熊本県人吉市長) 秋葉 就一(千葉県八千代市長) 川上 満(北海道平取町長)

神達 岳志（茨城県常総市） 﨑田 恭平（宮崎県日南市） 南出 賢一(大阪府大泉市長）



３９期全国受入議員・機関一覧 ① ※( )内は受入当時のものです

愛知治郎（自民党）/秋葉賢也（自民党）/桜井充（民進党）/土井亨（自民党）
中野正志（日本のこころ）/西村明宏（自民党）/和田政宗（無所属）国 会

石川光次郎（自民党）/遠藤隼人（自民党）/太田稔郎（無所属）/川村伸浩（自民党）/菅間進（無所属）
佐々木賢司（自民党）/佐々木幸士（自民党）/庄田圭佑（自民党）/髙橋伸二（自民党）/長谷川敦（自民党）
深谷晃祐（自民党）/本木忠一（無所属）/吉田敬子（無所属）/渡辺勝幸（自民党）

都道府県議会

政令指令都市議会

市区町村議会

伊藤優太（民進党）/岡本あき子（民進党）/佐藤わか子（民進党）

阿部眞喜（無所属）/氏家英人（無所属）/遠藤紀子（無所属）/及川智善（無所属）/大友康信（無所属）
齊藤秀行（自民党）/佐久間克明（無所属）/佐藤淳一（自民党）/佐藤智一（無所属）/須藤慎（無所属）
高橋修（無所属）/土見大介（無所属）/的場要（自民党）/山口荘一郎（無所属）/吉田良（日本維新の会）
米澤まき子（自民党）

東

北宮
城

都道府県議会
吉良英敏（自民党）/坂下しげき（自民党）/鈴木陽介（民進党）/松戸隆政（民進党）
茂呂剛（自民党）/矢崎堅太郎（民進党）

政令指令都市議会 阿部智（自民党）/小川智之（自民党）

市区町村議会
石原よしのり（民進党）/岩堀研嗣（無所属）/小川義人（無所属）/小椋直樹（民進党）/金子壮一（自民党）
近藤美保（無所属）/津曲俊明（無所属）/針貝和幸（民進党）/平沢健一郎（自民党）

千
葉

遠藤利明（自民党）/鈴木憲和（自民党）国 会

柴田正人（自民党）/渋間佳寿美（自民党）/矢吹栄修（自民党）都道府県議会

市区町村議会
相田克平（無所属）/浅野弥史（自民党）/遠藤和典（自民党）/太田克典（無所属）/小野仁（民進党）
川崎朋巳（自民党）/島貫宏幸（民進党）/白井健道（無所属）/鈴木照一（無所属）/成澤和音（無所属）

東

北
山
形

亀岡偉民（自民党）国 会

大場秀樹（民進党）/鈴木智（自民党）/高橋秀樹（民進党）/遊佐久男（自民党）/渡辺義信（自民党）都道府県議会

市区町村議会

江花圭司（自民党）/遠藤貴人（無所属）/蟹巻尚武（無所属）/川又康彦（無所属）/小松良行（自民党）
佐藤宗太（無所属）/佐藤政喜（無所属）/根本雅昭（自民党）/福嶋あずさ（民進党）/水野透（自民党）
吉田実貴人（自民党）

東

北福
島

安藤真理子（自民党）/小川一成（自民党）/田口伸一（自民党）/戸井田和之（自民党）
西野一（自民党）/星田弘司（自民党）都道府県議会

市区町村議会

阿部功志（無所属）/飯島悠介（無所属）/飯村裕一（無所属）/伊藤裕一（無所属）/恵利いつ（無所属）
遠藤実（民進党）/大澤清（無所属）/大森勝夫（自民党）/大和田和男（無所属）/勝田達也（無所属）
鐘ヶ江礼生奈（無所属）/苅部勉（無所属）/北口ひとみ（無所属）/今野幸樹（無所属）
坂本隆司（無所属）/椎塚俊裕（無所属）/篠塚昌毅（無所属）/島岡宏明（無所属）/末村英一郎（無所属）
瀬谷幸伸（自民党）/所茂樹（無所属）/藤田謙二（自民党）/益子慎哉（自民党）/結城繁（無所属）
渡辺大士（無所属）/渡辺秀一（無所属）

東

北

茨
城

福島伸享（民進党）首 長

松山丈史（民進党）都道府県議会

市区町村議会 堀直人（無所属）

東

北

北
海
道

西村智奈美（無所属）国 会

佐藤純（自民党）都道府県議会

政令指令都市議会
伊藤健太郎（自民党）/内山航（無所属）/小柳聡（無所属）
山田洋子（無所属）/渡辺和光（無所属）

東

北
新
潟

田中敬人（自民党）都道府県議会

市区町村議会 磯貝幸博（無所属）

東

北

石
川

9
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３９期全国受入議員・機関一覧 ② ※( )内は受入当時のものです

関
東

秋元司（自民党）/浅尾慶一郎（無所属）/石原宏高（自民党）/泉健太（民進党）/江田憲司（民進党）
小川淳也（民進党）/落合貴之（民進党）/木内孝胤（民進党）/篠原豪（民進党）/平将明（自民党）
高井崇志（民進党）/高木かおり（日本維新の会）/武正公一（民進党）/玉木雄一郎（民進党）/辻清人（自民党）
津村啓介（民進党）/長島昭久（無所属）/長妻昭（民進党）/中西けんじ（無所属）/西村康稔（自民党）
萩生田光一（自民党）/林芳正（自民党）/福山哲郎（民進党）/牧原秀樹（自民党）/松山政司（自民党）
馬淵澄夫（民進党）/宮川典子（自民党）/本村賢太郎（民進党）/山田美樹（自民党）/柚木道義（民進党）

国 会

都道府県議会

青山圭一（民進党）/飯田満（民進党）/市川佳子（民進党）/内山真吾（無所属）/大津ひろ子（無所属）
小山有彦（民進党）/菅原直志（民進党）/西澤圭太（民進党）/宮瀬英治（民進党）/本橋弘隆（無所属）
柳ヶ瀬裕文（日本維新の会）

政令指令都市議会
青木功雄（自民党）/上野盛郎（自民党）/押本吉司（民進党）/草間剛（自民党）/黒川勝（自民党）
酒井亮介（民進党）/鈴木太郎（自民党）/古川直季（自民党）

市区町村議会

青柳雅之（民進党）/阿部浩子（社民党）/石坂わたる（無所属）/石田慎吾（民進党）/伊藤央（無所属）
稲津憲護（民進党）/井上温子（無所属）/入沢豊（自民党）/上田由紀子（無所属）/江口元気（自民党）
榎本あゆみ（民進党）/榎本茂（無所属）/海老澤敬子（自民党）/大野まさき（民進党）/岡高志（民進党）
荻野稔（日本維新の会）/小野裕次郎（民進党）/神山玄太（無所属）/神尾昭央（無所属）/小林伸行（無所属）
佐藤正憲（無所属）/佐藤弥斗（無所属）/七戸淳（民進党）/渋田智秀（民進党）/白井亨（無所属）
すがややすこ（無所属）/須山卓知（民進党）/鈴木綾子（民進党）/鈴木建邦（民進党）/鈴木ひろみ（無所属）
関根ジロー（民進党）/薗部誠弥（民進党）/たぞえ麻友（無所属）/高橋慎司（無所属）/竹井ようこ（民進党）
永田磨梨奈（無所属）/中村公太朗（民進党）/中村延子（民進党）/中嶋良樹（無所属）/西﨑翔（民進党）
治田学（民進党）/藤井まな（民進党）/堀吉彰（民進党）/南雲由子（無所属）/本目さよ（民進党）
松原元（民進党）/森本誠也（民進党）/山野井つよし（民進党）/山本崇志（民進党）/山本ひろこ（日本維新の会）

NPO
各国公的機関

アイルランド大使館/アフガニスタン・イスラム共和国大使館/ｲタリア商工会議所/ホンジュラス共和国大使館
カナダ・アルバータ州政府在日事務所カナダ商工会議所/スペイン大使館/パキスタン・イスラム共和国
モルディブ共和国大使館/モンゴル国商工会議所・日本/ルーマニア政府観光局/ベリーズ大使館
エルサルバドル大使館/米国ミズーリ州政府経済開発局貿易投資日本事務所
特定非営利活動法人 A SEED JAPAN/特定非営利活動法人 FDA(Future Dream Achievement)
特定非営利活動法人 FoE Japan/特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO/特定非営利活動法人 ETIC.
特定非営利活動法人 ICA文化事業協会/特定非営利活動法人 キッズドア
特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ/特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
特定非営利活動法人 希少難病ネットつながる/特定非営利活動法人 金融知力普及協会
特定非営利活動法人 自然環境復元協会/特定非営利活動法人 オンザロード東京事務局
特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ/特定非営利活動法人 ブリッジフォースマイル
特定非営利活動法人 育て上げネット/特定非営利活動法人 環境持続社会研究センター JACSES
特定非営利活動法人 難民を助ける会/米国ミズーリ州政府経済開発局貿易投資日本事務所

安藤裕（自民党）/泉健太（民進党）/浦野靖人（日本維新の会）/遠藤敬（日本維新の会）/大串正樹（自民党）
大隈和英（自民党）/北神圭朗（民進党）/高木かおり（日本維新の会）/田中英之（自民党）/辻元清美（民進党）
津村啓介（民進党）/福山哲郎（民進党）/松浪健太（日本維新の会）/馬淵澄夫（民進党）/山井和則（民進党）

国 会

都道府県議会

関
西

猪奥美里（民進党）/池下卓（無所属）/占部走馬（自民党）/大前春代（無所属）/岡本和徳（民進党）
栗山雅史（民進党）/越田謙治郎（無所属）/杉江友介（無所属）/田中健志（民進党）/谷川しゅんき（日本維新の会）
中田慎也（自民党）/中野郁吾（日本維新の会）/成田政隆（民進党）/原田亮（自民党）/和田有一朗（自民党）

政令指令都市議会

粟原富夫（無所属）/池田克史（無所属）/井関貴史（日本維新の会）/宇佐美賢一（日本維新の会）
江村理紗（無所属）/大津裕太（無所属）/胡内大輔（日本維新の会）/佐々木りえ（無所属）
菅谷浩平（日本維新の会）/田中たかのり（自民党）/西哲史（無所属）/人見誠（民進党）/平山たかお（自民党）
藤田あきら（無所属）/村山祥栄（無所属）/森川央（無所属）/山本拓史（民進党）

市区町村議会

足立将一（無所属）/石川勝（無所属）/上田光夫（自民党）/臼井卓也（民進党）/太田晃司（自民党）
太田貴子（無所属）/奥山渉（自民党）/川村与志人（無所属）/神原宏一郎（無所属）/北岡隆浩（無所属）
木村亮太（無所属）/後藤恭平（無所属）/小西政宏（無所属）/櫻井周（民進党）/澁谷祐介（無所属）
島津明香（自民党）竹中健（無所属）/田中正剛（自民党）/友次通憲（無所属）/冨田達也（無所属）
中谷謙二（自民党）/中村亮太（無所属）/野々上愛（無所属）/花井慶太（無所属）/福丸孝之（無所属）
松岡信道（無所属）/丸谷聡子（無所属）/三藤雅道（自民党）山薗有里（無所属）/山田秀士（無所属）
綿瀬和人（社民党）/わたなべ謙二朗（民進党）

各国公的機関

フィリピン政府観光省 大阪事務所/在大阪パキスタン・イスラム共和国領事館
特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ/特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク
特定非営利活動法人 チュラキューブ/特定非営利活動法人 TEAM旦波/ヴィラ九条山

南出賢一（無所属）首 長
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３９期全国受入議員・機関一覧 ③ ※( )内は受入当時のものです

森本真治（民進党）国 会

石橋林太郎（自民党）/佐藤一直（無所属）/中原好治（民進党）/渡辺典子（自民党）都道府県議会

広
島 太田憲二（無所属）政令指令都市議会

大田祐介（無所属）/小田晃士朗（無所属）/喜田紘平（無所属）/栗栖俊泰（無所属）
中野光昭（無所属）/部谷翔大（民進党）/宮川英之（自民党）市区町村議会

都道府県議会

青木一功（無所属）/今井保利（民進党）/浦伊三夫（自民党）/江口善明（無所属）/大田京子（民進党）
佐々木允（社民党）/田辺一城（民進党）/長裕海（自民党）/原竹岩海（民進党）/原中誠志（民進党）
樋口明（自民党）/守谷正人（民進党）/渡辺勝将（自民党）/渡辺美穂（社民党）

政令指令都市議会
飯盛利康（自民党）/大久保無我（民進党）/太田英二（民進党）/奥村直樹（民進党）/調崇史（自民党）
田中しんすけ（民進党）/西田一（自民党）/吉田幸正（自民党）

市区町村議会 赤司泰一(無所属)/安部芳英（無所属）/居川太城（自民党）/酒本哲也（民進党）/徳安達成（民進党）

福
岡

鬼木誠(自民党)/野田国義（民進党）/山本幸三(自民党)国 会

NPO 
特定非営利活動法人 NGO福岡ネットワーク/特定非営利活動法人 チェルノブイリ医療支援ネットワーク
特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

都道府県議会
伊藤浩樹（自民党）/上山貞茂（無所属）/大園清信（自民党）/下鶴隆央（無所属）/福司山宣介（社民党）
藤﨑剛（自民党）/宝来良治（自民党）

市区町村議会
小川みさ子（無所属）/坂口健太（自民党）/佐藤高広（自民党）/霜出佳寿（自民党）/杉尾巨樹（自民党）
田中和矢（無所属）/徳利浩司（自民党）/中元克明（自民党）

鹿
児
島

宮路拓馬（自民党）/保岡興治（自民党）国 会

逢沢一郎（自民党）/石井正弘（自民党）/高井崇志（民進党）/山下貴司（自民党）/柚木道義（民進党）国 会

池本敏朗（自民党）/小倉弘行（自民党）/小林孝一郎（自民党）/高橋徹（民進党）都道府県議会
岡
山 浦上雅彦（自民党）/川本浩一郎（自民党）/高橋雄大（民進党）/柳井弘（自民党）政令指令都市議会

大月隆司（無所属）/齋藤武次郎（無所属）/中西公仁（無所属）/福田玄（無所属）市区町村議会

国 会 古賀友一郎（自民党）

市区町村議会 永田秀人（社民党）/橋本剛（無所属）/村﨑浩史（自民党）

長
崎

都道府県議会 浅田眞澄美(自民党)/山田朋子(民進党)

都道府県議会
岩田智子（無所属）/内野幸喜（自民党）/大平雄一（自民党）/髙島和男（自民党）/橋口海平（自民党）
早田順一（自民党）/溝口幸治（自民党）/渡辺創（民進党）

市区町村議会
甲斐榮治（無所属）/服部香代（無所属）/松本龍一（無所属）/山口俊樹（無所属）/山本富二夫（無所属）
吉本孝寿（無所属）/渡辺裕之（無所属）

熊
本

武井俊輔（自民党）/野田毅（自民党）/松野頼久（民進党）/松村祥史（自民党）国 会

政令指定都市議会
小池洋恵（無所属）/小佐井賀瑞宜（自民党）/白河部貞志（無所属）/田尻善裕（無所属）/田中敦朗（自民党）
光永邦保（自民党）/村上博（社民党）

青山周平（自民党）/伊藤孝恵（民進党）/熊田裕通（自民党）/鈴木淳司（自民党）/山尾志桜里（民進党）国 会

太田維久（民進党）/河合洋介（民進党）/黒田太郎（民進党）/高木ひろし（民進党）/田中泰彦（自民党）
富田昭雄（民進党）/南部文宏（自民党）/日比たけまさ（民進党）/福田喜夫（民進党）都道府県議会

政令指令都市議会
岩本たかひろ（自民党）/上園晋介（民進党）/成田隆行（自民党）/橋本ひろき（民進党）/藤沢忠将（自民党）
森ともお（民進党）/山田昌弘（民進党）

愛
知

市区町村議会
伊藤裕通（自民党）/井町圭孝（無所属）/大野慎治（無所属）/小松原英治（無所属）/佐野尚人（自民党）
白井えり子（無所属）/中村一仁（民進党）/舟橋よしえ（無所属）/星野雅春（無所属）/水谷正邦（無所属）

NPO 認定NPO法人アイキャン

岡田克也（民進党）/中川正春（民進党）/松田直久（民進党）/吉川有美（自民党）国 会

大久保孝栄（自民党）/倉本たかひろ（無所属）/杉本熊野（無所属）/津村衛（無所属）/中瀬古初美（無所属）都道府県議会
三
重

市区町村議会

朝日将貴（無所属）/今岡翔平（無所属）/岩脇圭一（無所属）/荻須智之（無所属）/加藤大輝（自民党）
小林貴虎（自民党）/清水隆弘（無所属）/永戸孝之（無所属）/中西大輔（無所属）/中村浩三（無所属）
野崎隆太（自民党）/早川新平（無所属）/樋口龍馬（民進党）/平野貴之（自民党）
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協力大学一覧
議員インターンシップの普及促進のために、各地の大学にご協力をいただいております。

協力形態説明
・単位認定 認定に手続きについては、直接大学にお問い合わせください。
・告知 ビラ配布許可、ポスター掲示許可、授業での告知協力など。

【単位認定】

●北海道
北海学園大学 法学部
札幌学院大学 法学部
小樽商科大学

●東北
東北工業大学

●千葉・茨城
筑波大学 国際総合学類

●関東
早稲田大学 国際教養学部
國學院大學 法学部政治専攻
立教大学 経営学部

●関西
関西学院大学 法学部
奈良女子大学 生活環境学部
奈良県立 地域創造学部

●熊本
熊本県立大学

【授業協力】

●関西

甲南大学 非常勤講師 本田勝裕様

「社会との接点

－インターンシップ・スタディツアーを

中心に夏休みキャリア計画－」

【告知協力】

●北海道
北海学園 旭川 旭川教育
小樽商科 札幌学院 札幌国際
千歳科学技術 北海道教育大学函館校

●山形
山形大学

●福島
福島大学

●新潟
新潟大学 人文学部

●関東
一橋大学 商学部
駒澤大学
専修大学 法学部
國學院大學 法学部
立教大学 法学部
早稲田大学

●東海
三重 四日市 高田短期 皇學館大学

●関西
京都 大阪 関西学院 関西

●中国
広島 比治山 岡山

●福岡
西南学院大学
九州大学 法学部、経済学部
北九州市立大学 法学部
福岡大学 法学部

●熊本
熊本 熊本県立 熊本学園

●鹿児島
鹿児島国際



未来事業

未来事業部は「未来自治体」と「未来国会」を運営しております。

「未来国会」は『もし自分が総理大臣だったら国家予算をどのように作るか』、

「未来自治体」は『もし自分が首長だったら自治体予算をどのように作るか』というテーマで、

時代を担う若者（主に大学生）が未来の国家や街のビジョンを掲げ、

それを政策・予算にまで落とし込み、

「若者らしい斬新かつ、現実性を備えた夢」をコンテスト形式で競い合う提案型プログラムです。

『日本が終わってるなんて誰が決めた』



■開催概要

・催事名 ： 未来国会2017

・開催期間 ： 2017年7月～9月

・エントリー ：30歳以下の若者236名/86チーム

・観覧者 ； 約450名

・決勝コンテスト ゲスト（敬称略）

未来国会2017

鈴木明子
プロフィギュアスケーター/
元オリンピック日本代表

留目真伸
レノボ・ジャパン株式会社

代表取締役社長

与良正男
毎日新聞社専門編集委員

鈴木隼人
自由民主党 衆議院議員

白眞勲
民進党 参議院議員

■ 助 成

外務省総務省 法務省 財務省

厚生労働省 経済産業省 国土交通省

公益財団法人
明るい選挙推進協会

公益社団法人
東京青年会議所

文部科学省

内閣府

防衛省農林水産省

毎日新聞
独立行政法人

経済産業研究所

復興庁

朝日新聞

朝日新聞

■ 後 援

■ 協 賛

株式会社
マイナビ

株式会社
ジースタイラス

株式会社
グローバルアシスト

株式会社
ダイヤモンド・ヒューマンリソース



ⅲ)  ≪面白い日本を創るための“教育”を。≫  (分野：教育)
二大教育として、 “政治倫理教育”と“メディアリテラシー教育”を
掲げる。 私たちが目指
す新たな民主制は直接民主制的な側面としての“国民の参加”が
不可欠である。よって、人々の政治参加意識を育まなくてはなら
ない。 人々の“市民的自覚”を育てること、 その意味での政治倫
理教育である。また、民意としての自分の意見を持つためには、
“政治や社会についての正確な情報を得る”こと、 “情報をしっか
りと自分の頭で考える”ことが不可欠である。その意味でのメディ
アリテラシー教育である。

未来国会2017

■参加者情報

・参加者の所属大学・大学院
東北学院大学・福島大学・慶應義塾大学・早稲田大学・立教大学・中央大学・東京大学・法政大学・明治学院
大学・筑波大学・三重大学・名古屋大学・南山大学・京都大学・関西学院大学・神戸大学・神戸学院大学・立命
館大学・西南学院大学・熊本大学・熊本県立大学・長崎大学・鹿児島大学など

■未来国会2017 優勝プラン -福島県福島市 FUTUPERANZA-

重点政策
＊ASSUMPTION＊ ～30 年後の 4 
つの仮定～
❶情報通信技術や AI 技術(自動学
習・IOA 技術)が飛躍的発展をとげて
いる。
❷AI の暴走抑制技術が飛躍的発展
をとげている。
❸サイバーテロからの防御技術が飛
躍的に発展している。
❹コンピュータがほぼ完全に普及し、
国民のほぼ全てが情報化に対応でき
る。

ⅰ)  ≪私たちの意見を“叶えてくれる”仕組みを。≫  (分野：情報)
高性能 AI が搭載されることによって、情報管理技術・情報処理技術が飛躍的に発展した“クラウドサービス”を利用する。このクラウド上で
日本全国の民意情報を集積し、民意情報の分散化・選択・序列化・統計データ化を行い、国・県・市町村の各行政機関にフローする。ま
た、AI が民意情報を分析した結果を国民にフィードバックすることで民意情報の相互交換を行い、民意情報の質の向上とマイノリティーの
納得を図る。加えて、政府内に“IoA 技術”を駆使した AI を設置し、フローされた民意情報と統計化された社会状況から AI 自身に行政
意見を発信させ、議会等の意思決定の場に活用する。つまり、 “人間とコンピュータの共存体制” であり、 IoT ではなく、 IoA の時代なの
である。＊IoA: 人間とコンピュータが互いの“能力”を持ち寄り、全く新しい領域を切り開こうとする概念。

ⅱ)  ≪民意が“使える”仕組みを。≫ (分野：行政)
民意を実行に移す際、行政機関だけでなく民間企業や民間団体
(NPO 法人や NGO 等)
と連携を図る。これらの民間組織は、 実行することになる民意の
“分野”において知見があるため、能率的な活動が可能となる。
つまり、 行政機関と民間組織とが協力しながら民意実行を図って
いくような行政構造―“超協力型社会”を構築する。

ＶＩＳＩＯＮ
新しい民主制の基盤を作る ～NEW  DEMOCRACY～
「私たちは政治ドラマの傍観者ですか？」この問いは、現在の民主主義の状態を再考する
上で非常に重要なことでしょう。 傍観とは“ただ見ている”ということです。国民がこれをす
ることは、果たして民主的と言えるのでしょうか。
現在の日本では、間接民主主義が採用されています。 しかし現在、この制度に懐疑の目が
向けられています。その疑問とはこうです。「国会議員が民意を反映して活動するという形
は、常に民主的な活動を生むとは限らない。むしろ最近になって、その逆が目立ってい
る。 」
つまり、“間接民主制が慣例となって怠惰になってきている”ことが問題なのです。
さて、民主主義について考える際に欠かせない思想があります。それは直接民主制です。
この制度は、“かつて”は実現不可能でした。代わりに、政治形態は間接民主制がとられるよ
うになっていったのです。 しかし、 現在はどうでしょう。第四次産業革命と言われているよ
うに、情報通信技術が発展している現在においては、かつての直接民主制的な側面が民意
の反映という意味において復活しうるはずです。 しかし残念なことに、直接民主制が根付く
にはもう遅かった。なぜなら、間接民主制が衰退の一端を見せるほどに、 “慣例”となってし
まっているからです。この影響で国民の政治への参画意識も低下傾向にあります。
ではここで、単純かつ明快な発想の転換をしてみましょう。「“間接民主制と直接民主制の
双方の性質を持った新たな民主制”なら、情報通信技術の力を借りて実現できるのではない
か？」これこそが、私たちの VISION の始まりです。 私たちが考える“新たな民主制～NEW 
DEMOCRACY～”という極論は、 未来の可能性を最大限に称える考え方です。そして、未
来の力を利用して民主制の根本を考え直したい。それが、未来の日本のためになると信じま
す。

10年後の国家予算



参加自治体 開催期間 参加者 大会の様子

未来流山市2012
千葉県
流山市

2012年4月7日
～4月22日

50名

未来奈良市2012
奈良県
奈良市

2012年8月26日
～11月18日

45名

未来鎌倉市2012
神奈川県
鎌倉市

2012年11月3日
～12月15日

63名

未来仙台市2012
宮城県
仙台市

2012年11月11日
～12月16日

40名

未来仙台市2013
宮城県
仙台市

2013年6月2日
～7月14日

46名

未来仙台市2014
宮城県
仙台市

2013年7月19日
～終了未定

40名

未来松坂市2013
三重県
松坂市

2013年10月12日
～12月15日

49名

未来松阪市2014
三重県
松阪市

2014年8月9日
～10月12日

47名

未来茅ヶ崎市2014
神奈川県
茅ヶ崎市

2014年7月12日
～8月31日

42名

未来松坂市2015
三重県
松阪市

2015年10月10日
～12月19日

45名

未来茅ヶ崎市2015
神奈川県
茅ヶ崎市

2015年12月13日
～2016年3月5日

49名

未来氷見市2015
富山県
氷見市

2016年1月16日
～2016円3月21日

44名

未来石巻市2016
宮城県
石巻市

2016年7月23日
～2016年9月25日

32名

未来泉佐野市2017
大阪府

泉佐野市
2017年2月7日

～2017年3月27日
26名

末来石巻市2017
宮城県
石巻市

2017年7月22日
～10月29日

80名

末来高松市2017
香川県
高松市

2017年8月20日
～11月5日

41名

末来茅ヶ崎市2017
神奈川県
茅ヶ崎市

2017年9月10日
～11月12日

46名

末来湖南市2017
滋賀県
湖南市

2017年9月17日
～11月19日

42名

17

未来自治体

11都市、計18回開催
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自治体リーダーシュミレーション

参加自治体 開催期間 参加者 大会の様子

習志野市
自治体リーダー
シュミレーション

千葉県
習志野市

2013年
3月30日

23名

笠間市
自治体リーダー
シミュレーション

茨城県
笠間市

2013年
8月17日

23名

鎌倉市
自治体リーダー
シュミレーション

神奈川県
鎌倉市

2013年
9月22日

21名

稲城市
自治体リーダー
シュミレーション

東京都
稲城市

2013年
9月27日

25名
（自治体職員のみ）

上越市
自治体リーダー
シミュレーション

新潟県
上越市

2013年
12月8日

28名

成田市
自治体リーダー
シュミレーション

千葉県
成田市

2013年
3月30日

20名

浦安市
自治体リーダー
シュミレーション

千葉県
浦安市

2013年
10月5日

20名

富山県
自治体リーダー
シュミレーション

富山県
2015年
3月1日

48名

8都市、計8回開催





メディア事業

いつでも、どこでも、誰にでも。

簡単にアクセスできる環境を提供できれば、より政治を身近に感じられるのではないか。

インターネットを通じて検証性の高い、より詳細な政治情報を提供することで、

若者をはじめとする国民の政治理解を促進し、社会に対する公共の充実を図って参ります。

『政治情報を天気予報のように』



コンテンツ提供

ブログ速報として、新しい順にAmeba政治家ブログのトップ
ページに写真入り記事が掲載されます。

▼政治家ブログ更新情報

株式会社サイバーエージェントが運用する、議員が日々の活動内容をブログで紹介するアメーバのオフィシャルブロ
グサービスです。ドットジェイピーでは、国会議員へのブログ活用の促進と、同サイトへの情報提供を行っています。

◆ Ameba政治家ブログ 【http://seiji.ameba.jp/】

今、最もユーザーから注目されている議員がランキング形
式で表示されます。

▼政治家ブログランキング情報

各ブロガーにおいてはブログ記事として、またBLOGOS
のトップページに特別掲載されることがあります。

▼政治家ブロガー更新情報

LINE株式会社が運営する、議員のオピニオン記事を紹介する日本最大級の提言型ニュースサイトです。ドットジェイピー
では、国会議員へ同サイトへの参加の促進と、同サイトへの情報提供を行っています。

◆ BLOGOS 【http://blogos.com/】

今、最もユーザーから注目されているブログ記事が
BLOGOSトップページにランキング形式で表示されます。

▼記事ブログランキング情報

ブロガー一覧から、政治家名を所属政党、50音順で検索
出来ます。

▼政治家ブロガー検索
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現職の国会議員関係政治団体を対象に、各議員
に関係した政治団体の収支情報をグラフで表示し
ます。また、複数の団体が存在する場合は、それら
を連結させたグラフも掲載します。

▼議員の政治資金情報を知る

2０16年6月より有識者が呼びかけ人となり、国会議員の政治資金情報を閲覧可能にした「ラポール・ジャパン」を開

始しました。同サイトは、誰もが政治資金収支報告書をインターネットから参照できるサービスです。

ドットジェイピーはプロジェクト事務局として全国からの情報収集とサイトの運営を行っています。

◆ラポール・ジャパン 【https://rapportjapan.info/】

政治資金の総収入、総支出、個人献金、起業団体
献金をランキングの総額をランキングで表示します。

▼政治資金ランキング

政治資金についての基礎的な知識から、議論され
る論点まで解説しています。

▼政治資金の基礎知識



クラウドファンディング

国会議員、地方議員、非現職、政党や、政治的な活動を
行う市民の方を対象に、WEBから政治資金の調達を行うク
ラウドファンディングサービスです。

▼対象

政治家専用のクラウドファンディングサイトです。ドットジェイピーでは、株式会社JGマーケティング社（現株式会社
LIFULL Social Funding）が運用している、クラウドファンディングサービスを利用し、「ZIPANGO」の運営を行っていま
す。「ZIPANGO」はクラウドファンディングの政治利用を促進することで、有権者に対し選挙以外にも政治参画の機
会を提供することを目的としています。

◆ ZIPANGO 【http://zipango.shootingstar.jp/】

▼特徴
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プロジェクトオーナーはプロジェクトの目的と資金使途を明
確にし、目標金額と募集期間、及び販売ギフトを設定して、
プロジェクトページを作成します。
プロジェクトページは公開前にドットジェイピーにて政治資
金規正法や公職選挙法に抵触しないかなどのリーガルリス
クを審査して掲載されます。
募集期間内に目標金額の売上が達成すれば、オーナー
は集まった資金を得ることができます。（達成後課金）

ZIPANGOではプロジェクトは公開前に政治資金に詳しい
弁護士が事前にチェックすることで、複雑な政治資金に対
するリーガルリスクを最小限に押さえることが可能です。
また従来の政治献金とは異なり、閲覧者（一般の方々）は
個々のプロジェクトページへ設定されたギフトと呼ばれる商
品を購入することで議員（プロジェクトオーナー）のプロジェ
クトを応援します。
ソーシャルメディアとの親和性も高く、新たな支援者の開拓
が期待できます。

▼サービス概要



その他の事業・実績など
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書籍関連

【市議会議員になる方法】
著者：佐藤大吾
協力：NPO法人ドットジェイピー
発行：ダイヤモンド社

地方議員は職業のひとつ。
選挙は就職活動だ！
社会企業化を目指す人、地元をよくしたい人、
『議員』という選択肢だってある！

地域から日本を変える仕事に就く！
第1章 市議会議員になるのは無謀な挑戦じゃない！
第2章 出馬を決意したらさっそく活動開始！
第3章 いよいよ決戦の時！選挙戦スタート！
第4章 若手議員・市長にインタビュー

選挙と議員生活の実際

【(当)タネダミキオでございます。】 [全3巻]
漫画：塚脇永久
監修協力：佐藤大吾
発行：株式会社 新潮社

【オモシロキコトモナキ世ヲオモシロク】
プロデュース：高橋歩＆佐藤大吾
監修：NPO法人ドットジェイピー
発行・発売：サンクチュアリ出版

色々悩んでる読者の皆様(25歳以上)へ
次の選択肢は「政治家」でいいんじゃない!?
カネなし、学歴なし、コネなし。
世間と自分に苛立ちと不満ばかりを持つ青年が
成り行き上イキナリ選挙に立候補!?
この漫画を読めば、次の選挙に出たくなる。
そして自分と世界を変えたくなる!!
ドットジェイピーは本作品に監修協力しています。

○リアル＆スピリッツ。
政治のリアルな現状を、ビジュアルと言葉で伝えます。

○未来の日本へのメッセージ。
20代、30代前半の現役バリバリで活躍している政治家
たちを紹介。

○「カネなし、コネなし、20代、地方選挙、無所属、
初挑戦」のための選挙徹底マニュアル。

○コミックガイド。
厳選したイラストと名セリフを魅せる、最強のコミック
ガイド。
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メディア掲載実績一覧

従来のインターンシッププログラム、選挙に向けたイベントなど、
ドットジェイピーの取り組みは、多くのメディアで取り上げて頂いております。

4月20日 MBCラジオ
鹿児島支部が南日本放送よりインタビューを受けた内容が放送されました。

4月28日 朝日新聞
千葉支部代表の活動を通して感じること、今後の活動についてのインタビューが掲載されました。

5月22日 熊本日日新聞
熊本支部がルーテル学院高校で実施した出前授業の様子が掲載されました。

5月22日 河北新報
宮城支部が開催した議員交流会の様子が掲載されました。

5月25日 朝日新聞
千葉支部が開催した千葉市長選挙の啓発イベントの様子と、企画者の想いなどのインタビュー記事が
掲載されました。

6月27日 茨城新聞
茨城支部が筑波大学で開催した選挙カフェの様子が掲載されました。

※選挙カフェ
テーマ 「どうして選挙に行かなくてはいけないの？～みんな知事選行く？～」

7月2日 神戸新聞
関西支部がミーティング内で選挙の候補者に関する勉強会、模擬投票を行っている様子が掲載されま
した。

7月24日 読売新聞
宮城支部が仙台市長選挙に向けた啓発活動の様子、責任者のインタビューが掲載されました。

8月10日 NHK
宮城支部が7月8日に仙台市長選挙啓発として行った活動と、責任者のインタビューが放送されました。

8月10日 東京新聞
千葉支部がミーティング内で「千葉県の選挙を振り返ろう」というテーマで実施した内容が掲載されました。

9月12日 仙台放送
宮城支部が開催した「未来国会2017 宮城ブロック予選」の様子、参加者のインタビューなどが放送され
ました。

9月12日 茨城新聞
茨城支部が開催した「未来国会2017 茨城予選」の様子が掲載されました。
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ご協賛企業一覧

【茨城】

株式会社 e-スマイル

一誠商事株式会社

有限会社 ホテル行人荘

タカラ印刷株式会社

【関西】

株式会社ガイアックス

【未来自治体全国大会 2016】

レノボ・ジャパン株式会社（特別協賛）

株式会社オーシャナイズ

株式会社Global Assist

グロービス経営大学院

株式会社ジースタイラス

株式会社シンミドウ

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

一般財団法人日本政策学校

株式会社マイナビ



URL：http://www.dot-jp.or.jp

若者と政治を結ぶ

ＮＰＯ法人ドットジェイピー


