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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・コーディネート事業

2.地域活性化に関する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、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、関西、岡山、広島、香川、福岡、長崎、熊本、鹿児
島、19エリア合計で、約660名。

学生スタッフ

※( )内は、2021年3月31日現在のものです。

Dot-jp,NonprofitOrganization

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

●北海道エリア ●宮城エリア ●山形エリア ●福島エリア ●栃木エリア ●茨城エリア ●千葉エリア

●東京エリア ●神奈川エリア ●愛知エリア ●三重エリア ●関西エリア ●岡山エリア ●広島エリア

●香川エリア ●福岡エリア ●長崎エリア ●熊本エリア ●鹿児島エリア

〒102-0082 東京都千代田区麹町2-10-2 プレミアムオフィス麹町304 TEL0120-098-214 (全国共通)本 部

エリア

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

木村 亮太 (大阪府枚方市議会議員)

山崎 清昭

東野 宏基

山田 拓

石原田 拓郎

佐藤 翔太

菅野 雄太

大川 真司

大竹 祐登

大井 健史

伏見 晃一

山田 光

中山 智貴

儘田 秋水

大濱 暢祐

木須 龍之介

黒岩 大輝

前田 一帆

川原 功也

中田 卓宏

石田 芳弘 (伊達コミュニケーション研究所 所長)

後 房雄 (NPO法人市民フォーラム21代表理事)

倉田 薫 (前大阪府池田市長)

河内山 哲朗 (公益財団法人松下政経塾 塾長)

竹下 譲 (自治体議会政策学会 会長)

橋本 大二郎 (テレビ番組キャスター)

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)

松野 豊 (麗澤大学地域連携センター客員研究員)

友田 景 (株式会社ビズデザイン大阪 代表取締役)

本田 勝裕 (キャリアコンサルタント)

森井 秀明(前北海道小樽市長)

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
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●『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、貢献する意識を高める事を目的とし、

ひいては団体のミッション「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。

ソーシャルインターンシッププログラム

●『日本ってどんな国？』 ～グローバル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などで、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。

●『自分には何ができるか』 ～NPOインターンシッププログラム

NPO機関はその国の制度や社会システムでは充分に救済出来ない人々や問題に対して、

解決策を模索し提示・実践するという、とても大切な役割を果たしています。

国内のNPO機関などで実務を経験しながら、

日本がどのような問題に、どう主体的に関わっているのか、自らの体感しながら、

「自分には何ができるのか」を考えるきかっけを提供しています。
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累計参加学生数：３５９８４名

第４6期参加学生数：１９０１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。

総 合

エ リ ア 別

【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

立命館(１６５６)/同志社(１５５２)/関西学院(１３９１)/慶應義塾（１１３１）/明治(１０９１)

東北学院(１０８５)/南山(１００８)/中央(９３６)/熊本県立(８７６)/九州(７９５)/早稲田(７９０）

北海学園（７２２）/関西（７０１）/三重（６９８）/筑波（６９５）/大阪（６６３）/山形（５５４）

【北海道】北海学園(７３０)/北海道(３６４)/北星学園(１３７)/小樽商科(１３２)

【東北】 東北学院(１０５２)/山形（５４９）/福島(４２９)/東北(３５５)/東北福祉（２７２）

【関東】 慶應義塾(１０７３)/明治(１０１６)/中央(８８１)/早稲田(７４６)/筑波（６３７）

【北陸】 新潟（２１）/金沢（１９）

【東海】南山(９８２)/三重(６９２)/名古屋(３５９)/中京（３７０）

【関西】立命館(１５６０）/同志社（１４９６）/関西学院（１３２０）/近畿（４０８）

【中国】 広島（４９７）/岡山（４１０）/広島修道（２４８）/香川（１４１）

【九州】熊本県立（８５３）/九州（７６５）/西南学院（５２８）/長崎（３８６）/鹿児島国際（３２７）

学年別参加割合学年別参加割合 学年別参加割合学部別参加割合



4.94%
17.86%

22.33%

37.32%

55.34%

37.32%

16.27%
6.06%1.12%
1.44%

参加前 参加後

良い どちらかというと良い 普通 どちらかというと悪い 悪い

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27.27％だが、インターンシップ参加後は

55.18％に。 ※有効回答人数：627

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38.27％だが、インターンシップ参加後には

78.94％に。 ※有効回答人数：627

政治に対するイメージ 議員に対するイメージ

選挙に対する意識

インターンシップ参加前は「必ず選挙に行

く」の比率が49.74%だが、インターンシップ

後は65.34%に。

インターンシップを通じて学生の選挙に

対する意識が向上している。

※有効回答人数：760

1.議員（国政）

2.議員（地方）

3.公務員

4.法曹関係（弁護士・検察官・裁判官）

5.民間企業勤務

6.資格業（医師・税理士など）

7.進学・研究者

8.起業

9.国際的機関（国連など）勤務

10.NPO勤務

11.その他

12.まだ考えられていない

※有効回答人数：2713（複数回答）

希望進路

学生意識調査
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0%

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.45%

39.71%29.82%

39.23%
50.72%

18.98%
9.89%

1.91%0.64%
0.16%

参加前 参加後

良い どちらかというと良い 普通 どちらかというと悪い 悪い
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49.74%
65.34%

45.75%
33.76%

4.51% 0.90%

参加前 参加後

必ず選挙に行く 都合がよければ選挙に行く 選挙に行こうと思わない
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累計受入議員・機関数：１４１１０名

第４６期受入議員・機関数：７７３名

受入議員・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)

首長インターンシッププログラム一覧

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(茨城県常総市長)

﨑田恭平(宮崎県日南市長) /南出賢一(大阪府泉大津市長） /越田謙治郎(兵庫県川西市長)

佐藤弥斗（神奈川県座間市長） /石丸伸二（広島県安芸高田市長）

受入議員・機関数推移

学年別参加割合政党別受入議員数（当期） 学年別参加割合区分別受入議員数（当期） 学年別参加割合区分別全体受入数（当期）



４６期全国受入議員・機関一覧① ※( )内は受入当時のものです
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都道府県議会
相田光照（自由民主党）/石黒覚（立憲民主党）/遠藤和典（自由民主党）/菊池大二郎（国民民主党）
原田和広（立憲民主党）/矢吹栄修（自由民主党）

太田憲之（自由民主党）/角谷隆司（自由民主党）/佐々木大介（自由民主党）
檜垣尚子（自由民主党）/松山丈史（立憲民主党）

都道府県議会

市区町村議会 柏野大介（無所属）/木嶋悦寛（無所属）/平賀貴幸（立憲民主党）

東

北
北
海
道

政令指令都市議会 漆原直子（立憲民主党）/恩村健太郎（立憲民主党）/篠田江里子（立憲民主党）/村上裕子（立憲民主党）

秋葉賢也（自由民主党）/桜井充（無所属）/和田政宗（自由民主党）国 会

石田一也（無所属）/太田稔郎（立憲民主党）/菅間進（無所属）/吉川寛康（無所属）/枡和也（立憲民主党）都道府県議会

政令指令都市議会

市区町村議会

安孫子雅浩（無所属）/猪又隆広（自由民主党）/郷古正太郎（国民民主党）/佐々木心（自由民主党）
貞宗けんじ（立憲民主党）/佐藤わか子（立憲民主党）/鈴木すみえ（立憲民主党）/内藤良介（自由民主党）
山下純（立憲民主党）

阿部眞喜（無所属）/遠藤紀子（無所属）/及川智善（自由民主党）/佐久間克明（自由民主党）
白内恵美子（無所属）/須藤慎（無所属）/髙橋光孝（自由民主党）/土見大介（無所属）/平間幸弘（無所属）
布田えみ（立憲民主党）/森裕樹（自由民主党）/米澤まき子（自由民主党）/渡邊淳（無所属）

宮
城

都道府県議会
吉良英敏（自由民主党）/坂下しげき（自由民主党）/田中幸太郎（自由民主党）
田沼隆志（無所属）/矢崎堅太郎（立憲民主党）

政令指令都市議会
阿部智（自由民主党）/伊藤隆広（無所属）/井原隆（自由民主党）/小坂さとみ（立憲民主党）
櫻井崇（無所属）

市区町村議会

会津素子（無所属）/朝倉幹晴（無所属）/岩田京子（無所属）/岩堀研嗣（無所属）/岡野純子（無所属）
小澤宏司（自由民主党）/近藤美保（無所属）/齋藤万紀子（無所属）/渋谷剛士（無所属）/清水泉（無所属）
鈴木清丞（社会民主党）/高山敏朗（無所属）/田中宣光（無所属）/津曲俊明（立憲民主党）
鳥海直樹（自由民主党）/野田宏規（自由民主党）/針貝和幸（無所属）/保坂康平（無所属）

千
葉

市区町村議会

相田克平（無所属）/浅野弥史（自由民主党）/安達春彦（自由民主党）/荒井拓也（立憲民主党）
伊藤香織（自由民主党）/井上由紀雄（無所属）/遠藤明子（無所属）/遠藤真由美（自由民主党）
太田克典（無所属）/小田賢嗣（無所属）/影澤政夫（無所属）/小島一（国民民主党）/渋江朋博（無所属）
島貫宏幸（国民民主党）/白井健道（無所属）/武田恵子（立憲民主党）/武田聡（無所属）
田中英子（自由民主党）/田中宏（無所属）/中村圭介（自由民主党）/成澤和音（無所属）
古山悠生（無所属）/三宅和広（無所属）/山木由美（無所属）

山
形

上杉謙太郎（自由民主党）/亀岡偉民（自由民主党）国 会

江花圭司（自由民主党）/坂本竜太郎（自由民主党）/佐藤義憲（自由民主党）
先﨑温容（自由民主党）/星公正（自由民主党）都道府県議会

市区町村議会

荒海正人（無所属）/安藤聡（自由民主党）/伊東達朗（自由民主党）/川前光徳（自由民主党）
後藤守江（自由民主党）/小松良行（自由民主党）/坂本和広（無所属）/佐藤宗太（無所属）
宍戸一照（無所属）/十二村秀孝（無所属）/根本雅昭（自由民主党）

福
島

遠藤実（無所属）/岡田拓也（自由民主党）都道府県議会

市区町村議会

石嶋照幸（無所属）/石山肖子（無所属）/内桶克之（無所属）/大森勝夫（自由民主党）
大和田和男（自由民主党）/木村喜一（自由民主党）/黒田健祐（自由民主党）/佐藤昭雄（国民民主党）
鈴木道生（無所属）/須田浩和（無所属）/瀬谷幸伸（自由民主党）/戸田見良（無所属）
滑川友理（立憲民主党）/畑岡洋二（無所属）/藤森結花（自由民主党）/村上泰道（国民民主党）
守谷智明（無所属）/横田透（無所属）/和田淳也（無所属）/綿引健（無所属）茨

城

NPO機関

特定非営利活動法人フードバンク茨城水戸支部/特定非営利活動法人グラウンドワーク笠間
特定非営利活動法人雇用人材協会/特定非営利活動法人インパクト/特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ
特定非営利活動法人未来ネットワークひたちなか・ま/特定非営利活動法人セカンドリーグ茨城
認定特定非営利活動法人日本スポーツアカデミー/特定非営利活動法人NEWSつくば
認定特定非営利活動法人宍塚の自然と歴史の会/特定非営利活動法人居場所サポートクラブロべ
特定非営利活動法人茨城YMCA/特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク
特定非営利活動法人国際農民参加型技術ネットワーク/特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所

池田忠（自由民主党）/板橋一好（自由民主党）/加藤雄次（自由民主党）.高山和典（自由民主党）都道府県議会

市区町村議会

秋元勇人（自由民主党）/伊藤陽一（自由民主党）/大里克友（無所属）/大橋康則（無所属）
苅部勉（無所属）/久保田裕一（無所属）/栗原収（自由民主党）/坂村哲也（無所属）/清水明夫（無所属）
末吉利啓（無所属）/立川博敏（無所属）/塚田典功（自由民主党）/遠間大和（無所属）/中里理香（無所属）
中村和彦（無所属）/星雅人（無所属）

栃
木

青山大人（立憲民主党）国 会
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東
京

逢坂誠二（立憲民主党）/伊藤俊輔（立憲民主党）/大島敦（立憲民主党）/落合貴之（立憲民主党）
菅直人（立憲民主党）/城井崇（立憲民主党）/源馬謙太郎（立憲民主党）/佐藤ゆかり（自由民主党）
末松義規（立憲民主党）/津村啓介（立憲民主党）/手塚仁雄（立憲民主党）/長島昭久（自由民主党）
長妻昭（立憲民主党）/西村智奈美（立憲民主党）/萩生田光一（自由民主党）/松山政司（自由民主党）
森田俊和（立憲民主党）/柳ヶ瀬裕文（日本維新の会）/山田美樹（自由民主党）/山花郁夫（立憲民主党）

国 会

都道府県議会

荒木ちはる（無所属）/伊藤しょうこう（自由民主党）/内山真吾（無所属）/大津ひろ子（無所属）
後藤なみ（無所属）/小山有彦（無所属）/菅原直志（無所属）/髙木真理（立憲民主党）/滝田やすひこ（無所属）
中山寛進（無所属）/成清梨沙子（無所属）/西澤圭太（立憲民主党）/早坂義弘（自由民主党）
福島理恵子（無所属）/宮瀬英治（立憲民主党）/向山憲稔（自由民主党）/本橋弘隆（無所属）
森澤恭子（無所属）/両角穣（無所属）/山口拓（立憲民主党）

市区町村議会

青木英太（無所属）/青柳雅之（立憲民主党）/あべ祐美子（立憲民主党）/石川ナオミ（自由民主党）
磯田久美子（立憲民主党）/井上温子（無所属）/榎本あゆみ（国民民主党）/榎本茂（無所属）
海老澤敬子（自由民主党）/荻野稔（無所属）/小野なりこ（無所属）/風間ゆたか（立憲民主党）
金井ひろし（立憲民主党）/神尾昭央（無所属）/神薗麻智子（無所属）/神山玄太（無所属）
木目田英男（自由民主党）/小林あすか（無所属）/小林こうじ（無所属）/駒崎美紀（無所属）
酒井菜摘（立憲民主党）/桜井純子（社会民主党）/重松佳幸（自由民主党）/杉浦教夫（立憲民主党）
杉村康之（無所属）/鈴木綾子（立憲民主党）/鈴木建邦（無所属）/須山たかし（立憲民主党）
関口健太郎（立憲民主党）/薗部誠弥（無所属）/高橋元気（無所属）/高橋まきこ（立憲民主党）
たぞえ麻友（無所属）/竹井ようこ（立憲民主党）/田中耕太郎（自由民主党）/田中匠身（無所属）
鶴見健悟（無所属）/富田健嗣（立憲民主党）/中島こういちろう（無所属）/中田喬士（立憲民主党）
中村公太朗（立憲民主党）/中村豪志（自由民主党）/中村延子（立憲民主党）/南雲由子（無所属）
野頭健（無所属）/橋本祥平（立憲民主党）/花見隆（立憲民主党）/羽田圭二（社会民主党）
浜中のりかた（自由民主党）/治田学（立憲民主党）/平野春望（立憲民主党）/兵藤ゆうこ（立憲民主党）
藤井まな（無所属）/藤原マサノリ（自由民主党）/堀吉彰（無所属）/森本誠也（無所属）
山野井毅（立憲民主党）/山本崇志（立憲民主党）/山本洋輔（無所属）/吉田要（国民民主党）

NPO
各国公的機関

マルタ共和国大使館/テネシー州政府日本事務所/東京ジャーミイ・トルコ文化センター/在日イタリア商工会議所
カンボジア王国政府観光省日本事務所/チェコ共和国ビジネス投資開発庁/チェコ政府観光局/チェコセンター東京
ポーランド商工会議所/モナコ政府観光会議局日本事務所/ルーマニア政府観光局/欧州ビジネス協会
ワシントン州政府商務局日本事務所/コロンビア貿易投資観光促進機構日本事務所/パナマ共和国大使館
在東京ソロモン諸島名誉領事館/駐日パレスチナ常駐総代表/ソロモン諸島政府観光局日本事務所
在東京サントメ・プリンシペ民主共和国名誉領事館/エルサルバドル共和国日本国大使館/スペイン大使館
特定非営利活動法人企業教育研究会/特定非営利活動法人ファクトチェック・イニシアティブ
認定特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN/特定非営利活動法人JFCネットワーク
認定特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ/特定非営利活動法人地球の友と歩む会
特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ/特定非営利活動法人プラス・アーツ
特定非営利活動法人ハンディキャップサポートすまいるウィズりぼんU事業所/特定非営利活動法人CMC
特定非営利活動法人ICYEジャパン（国際文化青年交換連盟日本委員会)/特定非営利活動法人地球緑化センター
特定非営利活動法人LOOBJAPAN/特定非営利活動法人カラフル・コネクターズ/特定非営利活動法人ハロハロ
特定非営利活動法人ロシナンテス東京事務所/認定特定非営利活動法人まちづくりスポット稲毛
特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所/特定非営利活動法人高木仁三郎市民科学基金
特定非営利活動法人こどもプロジェクト/特定非営利活動法人幼い難民を考える会
認定特定非営利活動法人JUONNETWORK/特定非営利活動法人樹木・環境ネットワーク協会
特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム/認定特定非営利活動法人ことばの道案内
特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構/認定特定非営利活動法人日本ハビタット協会
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東京コミュニティスクール
特定非営利活動法人ブリッジエーシアジャパン/認定特定非営利活動法人キーパーソン21
特定非営利活動法人ARCSHIP/認定特定非営利活動法人エンパワメントかながわ
認定特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを日本委員会/特定非営利活動法人あっちこっち
特定非営利活動法人アクト川崎/特定非営利活動法人湘南市民メディアネットワーク
特定非営利活動法人子供地球基金/特定非営利活動法人みらいの森/特定非営利活動法ADRAJapan
特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか/認定特定非営利活動法人オーシャンファミリー海洋自然センター
認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン/認定特定非営利活動法人サービスグラント
特定非営利活動法人はちどりプロジェクト/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ラオスのこども/特定非営利活動法人全国子供食堂支援センター・むすびえ
公益財団法人オイスカ/一般財団法人あしなが育英会/公益財団法人CIESF

佐藤弥斗（無所属）首 長

青山圭一（立憲民主党）/川崎修平（自由民主党）/菅原暉人（立憲民主党）/須田幸平（立憲民主党）都道府県議会

政令指令都市議会
青木功雄（自由民主党）/榎本揚助（無所属）/草間剛（自由民主党）/黒川勝（自由民主党）
藤居芳明（立憲民主党）/古川直季（自由民主党）/望月高徳（立憲民主党）/山下正人（自由民主党）

神
奈
川

市区町村議会 小田博士（自由民主党）/小谷英次郎（立憲民主党）/小林伸行（無所属）/堀遼一（無所属）

串田誠一（日本維新の会）/櫻井周（立憲民主党）/篠原豪（立憲民主党）/中谷一馬（立憲民主党）
三谷英弘（自由民主党）/山崎誠（立憲民主党）/早稲田夕季（立憲民主党）

国 会



11

46期全国受入議員・機関一覧③ ※( )内は受入当時のものです

井上一徳（無所属）/大隈和英（自由民主党）/小林茂樹（自由民主党）/櫻井周（立憲民主党）
佐藤ゆかり（自由民主党）/辻元清美（立憲民主党）/前原誠司（国民民主党）/馬淵澄夫（立憲民主党）
森山浩行（立憲民主党）

国 会

都道府県議会

関
西

井狩辰也（自由民主党）/梶原英樹（国民民主党）/門隆志（日本維新の会）/河井昭成（国民民主党）
栗山雅史（立憲民主党）/駒井千代（無所属）/齊藤真大（日本維新の会）/佐口佳恵（立憲民主党）
田中健志（立憲民主党）/田中美貴子（無所属）/中川崇（日本維新の会）/中田慎也（自由民主党）
西野弘一（無所属）/野々上愛（立憲民主党）/原田亮（自由民主党）/目片信悟（自由民主党）
山田健太（立憲民主党）

政令指令都市議会

あわはら富夫（無所属）/諫山大介（無所属）/伊藤めぐみ（立憲民主党）/江村理紗（無所属）
大津裕太（無所属）/小山田春樹（無所属）/片桐直哉（立憲民主党）/神谷修平（無所属）
黒田まりこ（無所属）/小林るみ子（無所属）/菅谷浩平（日本維新の会）/西哲史（無所属）
藤岡寛和（無所属）/渕上猛志（無所属）/村上立真（無所属）/山田肇（無所属）

市区町村議会

赤坂マリア（無所属）/市来隼（無所属）/太田晃司（自由民主党）/川本航平（無所属）
神原宏一郎（無所属）/岸田光広（自由民主党）/北岡隆浩（無所属）/小杉崇浩（無所属）
駒田かすみ（無所属）/西條利洋（日本維新の会）/齊藤真治（日本維新の会）/鷹野伸（無所属）
杉谷伸夫（無所属）/竹中健（無所属）/田中正剛（自由民主党）/反甫旭（自由民主党）
冨田達也（無所属）/中島美徳（無所属）/中村亮太（無所属）/西岡友和（立憲民主党）
花井慶太（無所属）/花田康次郎（無所属）/馬場慶次郎（無所属）/林健太（自由民主党）
船瀬泰孝（自由民主党）/松岡信道（無所属）/真鍋宗一郎（自由民主党）/丸岡鉄也（無所属）
丸谷聡子（無所属）/光本圭佑（日本維新の会）道端俊彦（無所属）/森本信之（立憲民主党）
山口克浩（日本維新の会）

NPO関連機関

特定非営利活動法人地域環境デザイン研究所ecotone/特定非営利活動法人音の風
特定非営利活動法人明日の京都 文化遺産プラットフォーム/特定非営利活動法人木野環境
特定非営利活動法人ゆに/特定非営利活動法人気候ネットワーク 京都事務所
特定非営利活動法人ひととひと/特定非営利活動法人ハーモニーきょうと
特定非営利活動法人使い捨て時代を考える会/特定非営利活動法人日本ラテン文化振興協会
特定非営利活動法人グラミーゴ奈良・三笠/特定非営利活動法人奈良ストップ温暖化の会
特定非営利活動法人花紅/特定非営利活動法人アンダンテ農園/特定非営利活動法人こみねっと
特定非営利活動法人京都子育てネットワーク/認定特定非営利活動法人FaSoLabo京都
特定非営利活動法人こころのはな/特定非営利活動法人うだ夢創の里
特定非営利活動法人キャリア・サポートみらい/認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
特定非営利活動法人おひさまひろば/認定特定非営利活動法人そよかぜ子育てサポート
特定非営利活動法人劇研/認定特定非営利活動法人おてらおやつクラブ
認定特定非営利活動法人びわこ豊穣の郷/特定非営利活動法人森守協力隊
特定非営利活動法人happiness/特定非営利活動法人京都コリアン生活センターエルファ
特定非営利活動法人Deep People認定特定非営利活動法人くさつ未来プロジェクト
特定非営利活動法人奈良地域の学び推進機構/特定非営利活動法人ぴよぴよ会
特定非営利活動法人京都難病支援パッショーネ/特定非営利活動法人アスロン
特定非営利活動法人京都発・竹・流域環境ネット/特定非営利活動法人ひらかた環境ネットワーク会議
特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋/認定特定非営利活動法人トゥギャザー
特定非営利活動法人福祉ワーカーズほーぷ/特定非営利活動法人ひらかた市民活動支援センター
特定非営利活動法人 からだとこころのスクール/特定非営利活動法人ムーブメント
特定非営利活動法人シミンズシーズ/特定非営利活動法人シンフォニー
特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター/特定非営利活動法人いけだエコスタッフ
特定非営利活動法人チャイルドドクター・ジャパン/特定非営利活動法人学遊
特定非営利活動法人電線のない街づくり支援ネットワーク/特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所
特定非営利活動法人みのお山麓保全委員会/特定非営利活動法人バイオマス丹波篠山
特定非営利活動法人ふれあいネットひらかた/特定非営利活動法人COM総合福祉研究所
特定非営利活動法人北摂こども文化協会/特定非営利活動法人里地里山問題研究所
特定非営利活動法人まちづくり神戸/特定非営利活動法人 KATZOC
特定非営利活動法人 あいうえお/特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン 大阪事務所
一般社団法人フリンジシアターアソシエーション/公益財団法人大阪国際交流センター
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石丸伸二（無所属）首 長

伊藤英治（自由民主党）/恵飛須圭二（自由民主党）/柿本忠則（立憲民主党）/桑木良典（無所属）
高田稔（無所属）/鷹廣純（立憲民主党）/中原好治（無所属）/西村克典（無所属）/西本博之（無所属）
福知基弘（立憲民主党）/村上栄二（無所属）

都道府県議会

広
島

太田憲二（無所属）/川口茂博（自由民主党）/山路英男（自由民主党）政令指令都市議会

今田佳男（無所属）/岩崎和仁（無所属）/牛尾容子（無所属）/宇根本茂（社会民主党）/大田祐介（無所属）
沖田範彦（無所属）/奥村冨士雄（無所属）/小田晃士朗（無所属）/喜田紘平（無所属）/児玉利典（無所属）
児玉史則（無所属）/定森健次朗（無所属）/正田洋一（無所属）/鈴木英士（無所属）/田中陽三（無所属）
玉川真里（自由民主党）/中野光昭（無所属）/姫野敦子（立憲民主党）/部谷翔大（立憲民主党）
山田武豊（自由民主党）

市区町村議会

森本真治（立憲民主党）国 会

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター/特定非営利活動法人犬猫みなしご救援隊
特定非営利活動法人これからの学びネットワーク/特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社

NPO機関

大塚愛（無所属）/小林孝一郎（自由民主党）/坂野経三郎（立憲民主党）/髙橋徹（無所属）
高原俊彦（立憲民主党）/中川雅子（無所属）/福田司（自由民主党）

都道府県議会

岡
山

浦上雅彦（自由民主党）/高橋雄大（無所属）/羽場頼三郎（無所属）政令指令都市議会

大月隆司（無所属）/小郷ひな子（無所属）/加嶋辰史（自由民主党）/片山貴光（無所属）/塩津学（無所属）
中西公仁（無所属）/藤井昭佐（無所属）/布野浩子（無所属）/村木理英（無所属）/若林昭雄（無所属）市区町村議会

逢沢一郎（自由民主党）/山下貴司（自由民主党）/柚木道義（立憲民主党）国 会

特定非営利活動法人だっぴ/特定非営利活動法人ステップ/特定非営利活動法人あおぞら会
特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

NPO機関

玉木雄一郎（国民民主党）/永江孝子（無所属）国会

香
川

植條敬介（自由民主党）/植田真紀（無所属）/岡雄也（自由民主党）/川崎泰史（無所属）
川村貞夫（無所属）/辻正彦（自由民主党）/富野和憲（立憲民主党）/松内広平（無所属）
松岡裕明（無所属）/三木卓（無所属）/三好東曜（無所属）/山口大輔（国民民主党）/山本智紀（無所属）

市区町村議会

鏡原慎一郎（国民民主党）/木村篤史（無所属）/仁木啓人（無所属）/西内隆純（自由民主党）
松岡里佳（無所属）/山本悟史（国民民主党）

都道府県議会

愛
知政令指定都市議会 岩本たかひろ（自由民主党）/斎藤亮人（立憲民主党）/成田隆行（自由民主党）

井町圭孝（無所属）/上田昌哉（無所属）/尾崎雅輝（自由民主党）/黒辺一彦（無所属）/小澤国大（国民民主党）
佐藤有美（無所属）/白井えり子（無所属）/服部礼美香（無所属）/藤田裕喜（無所属）/舟橋よしえ（無所属）
間瀬友浩（無所属）/村上慎二郎（無所属）/吉田企貴（自由民主党）/和田直也（自由民主党）

市区町村議会

伊藤英生（国民民主党）/河合洋介（立憲民主党）/黒田太郎（国民民主党）/鈴木雅博（自由民主党）
高木浩司（立憲民主党）/長屋光征（自由民主党）/飛田常年（自由民主党）/日比雄将（無所属）/福田喜夫（無所属）

都道府県議会

三
重

市区町村議会

市野善隆（無所属）/伊藤昌志（無所属）/今岡翔平（無所属）/岩脇圭一（立憲民主党）/荻須智之（自由民主党）
小野欽市（自由民主党）/中島雅代（無所属）/中西大輔（無所属）/早川新平（無所属）/平野貴之（無所属）
宮﨑栄樹（無所属）/龍神啓介（自由民主党）/渡辺仁美（無所属）

特定非営利活動法人ネットワークくわっこ/特定非営利活動法人みえNPOネットワークセンター
特定非営利活動法人HA-HA-HA/認定特定非営利活動法人森林の風
特定非営利活動法人子どもアイデア楽工/特定非営利活動法人松阪子どもNPOセンター
特定非営利活動法人フリースクール三重シューレ

NPO機関

稲森としなお（無所属）/北川裕之（無所属）/小林貴虎（自由民主党）/藤田宜三（立憲民主党）都道府県議会

伊藤孝恵（国民民主党）/大西健介（立憲民主党）/熊田裕通（自由民主党）/長坂康正（自由民主党）国会



学生意識調査46期全国受入議員・機関一覧⑤ ※( )内は受入当時のものです
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都道府県議会

磯田毅（立憲民主党）/岩田智子（無所属）/岩本浩治（自由民主党）/坂梨剛昭（自由民主党）
南部隼平（自由民主党）/西聖一（立憲民主党）/橋口海平（自由民主党）/濱田大造（立憲民主党）
溝口幸治（自由民主党）

市区町村議会 今中真之助（無所属）/立山大二朗（自由民主党）/山部良二（無所属）

熊
本

藤末健三（無所属）国 会

政令指定都市議会 北川哉（無所属）/田中敦朗（自由民主党）/光永邦保（自由民主党）/山本浩之（自由民主党）

市区町村議会
柿田正（自由民主党）/田山藤丸（自由民主党）/永田秀人（社会民主党）/橋之口裕太（自由民主党）
山谷好弘（立憲民主党）

長
崎

都道府県議会 赤木幸仁（立憲民主党）/浅田眞澄美（自由民主党）/北村貴寿（自由民主党）/ごうまなみ（自由民主党）
山本啓介（自由民主党）/山本由夫（自由民主党）

都道府県議会 伊藤浩樹（自由民主党）/柴立鉄平（自由民主党）/藤﨑剛（自由民主党）/宝来良治（自由民主党）

NPO機関
特定非営利活動法人たけのこキッズ/特定非営利活動法人未来への翼/特定非営利活動法人デフnet.かごしま
特定非営利活動法人かごしま企業家交流協会/特定非営利活動法人サポートロコペリ
特定非営利活動法人障害児フォーラムかごしま/特定非営利活動法人桜島ミュージアム

鹿
児
島

宮路拓馬（自由民主党）国 会

市区町村議会

犬伏浩幸（無所属）/岩下陽太郎（無所属）/植山利博（無所属）/小川みさ子（無所属）/上村親（無所属）
坂口健太（無所属）/堂森忠夫（無所属）/徳田修和（無所属）/萩原哲郎（無所属）/日置友幸（無所属）
松久保正毅（自由民主党）/向江香穂理（立憲民主党）/山口ひとみ（無所属）/山下要（自由民主党）
山下つきみ（無所属）/湯元秀誠（無所属）/和田里志（無所属）

都道府県議会

江口善明（無所属）/木田昇（無所属）/後藤香織（立憲民主党）/佐々木允（社会民主党）
下田寛（立憲民主党）¥仁戸田元氣（立憲民主党）/原竹岩海（立憲民主党）/原中誠志（立憲民主党）
樋口明（自由民主党）/藤田正道（無所属）/守谷正人（立憲民主党）/山本こういち（立憲民主党）
渡辺美穂（立憲民主党）

政令指令都市議会

井上麻衣（立憲民主党）/大久保無我（無所属）/奥村直樹（無所属）/田中慎介（立憲民主党）
田中崇史（立憲民主党）/成瀬穫美（立憲民主党）/西田一（自由民主党）/吉田幸正（自由民主党）
淀川幸二郎（無所属）

市区町村議会

安部芳英（無所属）/上野崇之（立憲民主党）/榎本博（無所属）/大井淳一朗（無所属）/髙松秀樹（無所属）
段下季一郎（立憲民主党）/永渕史孝（自由民主党）/御厨洋行（無所属）/宮﨑健（自由民主党）
森山喜久（無所属）

福
岡

鬼木誠（自由民主党）/城井崇（立憲民主党）/山内康一（立憲民主党）

NPO機関

特定非営利活動法人はぁとスペース/認定特定非営利活動法人地球市民の会/特定非営利活動法人YNF
特定非営利活動法人Poco a bocco/特定非営利活動法人摂食コミュニケーション・ネットワーク
特定非営利活動法人フードバンク福岡/特定非営利活動法人いるかねっと/特定非営利活動法人アカツキ
認定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福岡県レクリエーション協会
特定非営利活動法人箱崎自由学舎 えすぺらんさ/特定非営利活動法人おおいた有機農業研究会
特定非営利活動法人わいわい夢くらぶ/特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・大分
特定非営利活動法人ホームレス支援「福岡おにぎりの会」/特定非営利活動法人おおいたNPOデザインセンター
特定非営利活動法人みんなの学び館/特定非営利活動法人AIP/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国際教育推進協議会/特定非営利活動法人コバルトブルー下関ライフセービングクラブ
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フードバンク北九州ライフアゲイン
特定非営利活動法人TOTOS北九州/特定非営利活動法人あそびとまなび研究所
特定非営利活動法人サンシャインフォーラム福岡/特定非営利活動法人門司赤煉瓦倶楽部
公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・福岡

国 会



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

●関東
國學院大學

法学部 法律学科 政治専攻

●東海
名古屋学院大学

現代社会学部

●関西
関西学院大学

法学部

●中国
岡山理科大学
岡山大学

グローバルディスカバリープログラム

広島大学
法学部

【告知協力】

●北海道
北海学園大学

●東北
山形大学

●東海
三重大学

●関西
関西学院大学

法学部

14





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 ： 未来自治体全国大会2021

・開催期間 ： 2021年1月～3月

・エントリー ： 30歳以下の若者1452名/574チーム

・全国決勝大会はオンラインにて開催（ＹouTube Liveにて配信）

・視聴者 ： オンライン決勝大会Live配信中約230名、アーカイブ動画約2500名

・全国決勝大会ゲスト（敬称略）

未来自治体全国大会2021

■後援

■ＹouTube Live配信協力

片山さつき
元国務大臣 自民党総務会長代理

参議院議員

中谷 一馬
立憲民主党 衆議院議員

「党青年局長代行」
「党デジタル政策PT事務局長」

乙武洋匡
作家

法務省

厚⽣労働省⽂部科学省

内閣府

農林⽔産省

経済産業省 環境省

総務省

公益財団法⼈ 松下政経塾

与良正男
毎日新聞 専門編集委員

※ビデオメッセージによるご出演
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■参加者情報

・参加者の所属大学・大学院
東北学院大学・山形大学・福島大学・茨城大学・筑波大学・東洋大学・千葉大学・早稲田大学・中央大学・東京大学・
明治大学・日本大学・専修大学・駒沢大学・三重大学・中京大学・立命館大学・関西大学・関西学院大学・広島大学・
岡山大学・香川大学・九州大学・長崎県立大学・熊本県立大学・鹿児島大学など

■未来自治体全国大会2021 優勝プラン 千葉大会選出 チームネクサス
１.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

未来自治体全国大会2021

2.

3.

10.
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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

未来茅ヶ崎市2018
神奈川県
茅ヶ崎市

2018年9月8日
～11月11日

34名

未来茨木市2018
大阪府
茨木市

2018年9月24日
～11月25日

31名

未来木更津市2019
千葉県

木更津市
2019年7月7日
～9月28日

53名

未来浜松市2019
静岡県
浜松市

2019年8月3日
～10月5日

51名
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未来自治体

13都市、計21回開催
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自治体リーダーシミュレーション

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
シミュレーション

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
シミュレーション

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
シミュレーション

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
シミュレーション

千葉県
成田市

2013年
3月30日

20名

浦安市
自治体リーダー
シミュレーション

千葉県
浦安市

2013年
10月5日

20名

富山県
自治体リーダー
シミュレーション

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

一般に普及しているクラウドサービスの利用を議員にも。

ICTの活用は将来の日本の社会基盤となる重要な要素であり、為政者のリテラシーの向上は有権

者の利益に繋がることが期待できます。そこで、議員も利用できる、クラウド会計サービスも提供し

ています。

●『議員×ICT』 ～クラウドサービス提供



コンテンツ提供

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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クラウドサービス提供

主に国会議員関係の政治団体など

▼対象

政治資金クラウドは、政治資金の会計業務にシェアNo1クラウド会計ソフトfreeeを使うためのサポートツールです。

▼特徴

政治資金問題の解決を目的に政治家を支援する目的で開
発されました。
政治家自身が団体の収支を正しく把握することが可能とな
ることで、政治資金のリスクへ対処する仕組みが整います。
また、会計担当者の業務も省力化されるため、議員が本来
の政治活動により注力することが期待できます。

▼サービス概要

会計ソフトfreeeを普段の経理業務に利用し、政治資金収
支報告書や使途等報告書が作成できます。
普段の会計帳簿が自動的に複式簿記で管理され、報告書
出力時には内部監査プログラムが法的な問題点を洗い出
すのに寄与します。

◆ クラウド会計 【https://kaikei.seijinavi.com/】



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。

10月13日 NHK水戸放送局 いば6（テレビ・Web）、Yahoo!ニュース
NPO法人ドットジェイピー茨城エリアつくば支部がつくば市で実施した『選挙割』について掲載されました。
～大学生が街を変える挑戦！つくばで初の選挙割～

10月28日 NBCテレビ（テレビ・Web）、Yahoo!ニュース
オンライン上で実施した『未来国会2020』で優勝した長崎の大学生チームについて掲載されました。
～長大生の政策アイデアが「未来国会全国大会」で優勝～

11月19日 四国新聞（紙面）
『未来国会2020』に出場した香川県の大学生が知事に表敬訪問した時の様子が掲載されました。
～未来国会2020 全国4位報告、香川大生が知事表敬～

11月19日 福島民報社(紙面)
福島エリア福島支部で実施したスタッフミーティングの様子や大学の授業についてのディスカッションの様子が
掲載されました。
～コロナ渦の大学生活議論～

11月21日 大阪日日新聞（紙面・Web）
関西エリア大阪支部にて実施した『大阪都構想 分析ディスカッション』の様子が掲載されました。
～若者も政治に関心を 大阪都構想についてNPO学生スタッフが議論～

11月27日 河北新報（紙面）
宮城エリア宮城支部で実施した議員交流会にて参加学生が議員に質問している様子が掲載されました。
～議員を通して政治身近に～

11月30日 朝日新聞（紙面）
茨城エリア水戸支部で実施した『機関/議員交流会』の様子が掲載されました。
〜コロナ禍の活動の難しさ NPOの役割を語り合う〜

11月30日 熊本日日新聞 (紙面)
熊本エリア熊本支部で実施したスタッフによる政策立案・発表の様子が掲載されました。
～住みたい街 どう実現？～

12月7日 北海道新聞(紙面)
北海道エリア北海道支部で行われた
道内の大学生が北海道の課題と未来について考えるオンラインディスカッションの議論の様子が掲載されました。
～コロナ禍の教育を考える 大学生、議員ら参加～

12月8日 長崎新聞(紙面・Web)
長崎エリア長崎支部で実施した架空の島を自分の住みたい島にするための政策を考える
『あなたの離島改革物語』の様子が掲載されました。
～「あなたの離島改革物語」住みたい離島に 大学生が改革案～

12月16日 NHK『くまロク』（テレビ）
熊本エリア熊本支部にて実施した高校3年生170人に模擬選挙を体験してもらう出前授業の様子が掲載されました。
～政治に関心をもって～

12月21日 南日本新聞（紙面・Web）
鹿児島エリア鹿児島支部で実施した次期市長へ提案する政策を議論する様子が掲載されました。
～新市長に若者の声を～
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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。

12月24日 神奈川新聞 (紙面)
神奈川エリア神奈川支部で実施した神奈川県内の大学生との『リモートディスカッション』の様子が掲載されました。
～若年投票率どう上げる リモートディスカッション～

1月19日 山形テレビユー(テレビ)
山形県で行われた『山形知事選挙』に関するインタビューを受けた様子が掲載されました。
～山形県知事選挙、若い世代が求める山形のリーダーとは？〜

1月25日 中国新聞（紙面・Web）
広島エリア広島第二支部が実施した『キックオフイベント』の様子が掲載されました。
～未来自治体全国大会2021に向け、政策発表に臨む～

2月4日 桐生まちなかテレビ（テレビ）
栃木エリア栃木支部で活動するインターン生とスタッフが、生放送で出演した様子が掲載されました。
〜大学生が2か月のインターンに対する意気込みを語る〜

2月7日 ケーブルメディア四国（テレビ）
香川エリア香川支部が実施した『キックオフイベント』の様子が掲載されました。
〜インターンに向け、参加者の不安を解消する〜

2月20日 FM桐生（ラジオ）
FM桐生のラジオ番組に栃木エリア栃木支部のスタッフとインターン生が出演した様子が掲載されました。
〜議員インターン、その活動のやりがいを語る〜

2月21日 岡山経済新聞（紙面・Web）
岡山エリア岡山支部が実施した『未来自治体全国大会2021 岡山エリア地方決勝大会』の様子が掲載されました。
〜岡山で大学生が首長になって『日本一住みたい街』への政策をプレゼン〜

2月24日 大阪日日新聞 (紙面・Web)
関西エリア大阪支部が実施した『ハーフタイムイベント』の様子が掲載されました。
～30年後の街見据え学生たち政策練る ドットジェイピー大阪コンテスト中間報告会～

2月25日 KKB鹿児島放送（テレビ・Web）、Yahoo!ニュース
鹿児島エリア鹿児島支部が実施した『地元企業×県内大学生オンライン交流会』の様子が掲載されました。
〜学生と企業がオンラインで交流〜

2月26日 TVHテレビ北海道（テレビ）
北海道エリア北海道支部が実施した『ハーフタイムイベント』の様子が掲載されました。
〜北海道議や札幌市議の元でインターンをする大学生24人が参加し、理想の政治について考えました。〜

3月7日 朝日新聞・読売新聞（紙面・Web）
福岡エリア北九州支部で実施した、下関市長選挙を見据えた『模擬選挙』イベントの様子が掲載されました。
〜「私が市長なら」大学生模擬選挙〜

3月15日 山形放送（テレビ）
山形エリア山形支部で実施した『未来自治体全国大会2021 山形エリア地方決勝大会の様子が掲載されました。
〜理想の街を目指し学生が政策提案、30年後の山形を語る〜

3月24日 西日本新聞（紙面・Web）
熊本エリア熊本支部で実施した『未来自治体全国大会2021 熊本エリア地方決勝大会の様子が掲載されました。
〜地方創成コンテスト 30年後の熊本を描く～
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ご協賛企業一覧

【茨城エリア】

株式会社インター・アート・コミッティーズ

一誠商事株式会社

ご支援ご協力に心より感謝申し上げます。





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


