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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640名。

学生スタッフ

※( )内は、2022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本 部

エリア

役 員

団体概要

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

大林 まいこ

石田 芳弘 (伊達コミュニケーション研究所 所長)

後 房雄 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)

倉田 薫 (池田市日中友好協会会長)

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 (茨城県境町 参与)

友田 景 (株式会社ビズデザイン大阪 代表取締役)

本田 勝裕 (キャリアソリューショニスト)

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

与良 正男 (毎日新聞専門編集委員)特別顧問



●『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ながら、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、

「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：40005名

第48期参加学生数：1800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(1734) /同志社(1585) /関西学院(1577) /東北学院（1192） /慶應義塾(1157)

明治(1155) /南山(1033) /中央(1005) /熊本県立(967) /九州(833) /早稲田(832）

北海学園（791） /筑波（784） /関西（758） /三重（733） /大阪（676） /山形（657）

【北海道】 北海学園(799)/北海道(387)/小樽商科(149)/北星学園(139)

【東北】 東北学院(1159)/山形（642）/福島(551)/東北(360)/東北福祉（310）

【関東】 慶應義塾(1099)/明治(1078)/中央(949)/早稲田(788)/筑波（723）

【北陸】 新潟（26）/金沢（19）

【東海】 南山(1007)/三重(727)/中京（398)/名古屋(360)

【関西】 立命館(1635）/同志社（1528）/関西学院（1504）/関西（758）

【中国四国】 広島（562）/岡山（424）/広島修道（271）/香川（195）

【九州】 熊本県立（944）/九州（803）/西南学院（543）/長崎（429）/鹿児島国際（387）

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



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37.39％だが、

インターンシップ参加後は45.77 ％に。

※有効回答人数：504

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37.93％だが、

インターンシップ参加後には72.62％に。

※有効回答人数：504

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43.39%だが、

インターンシップ後は53.21%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：733

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：1423（複数回答）

希望進路

7

学生意識調査



8

第４8期受入議員・機関数：791名

受入議員・機関・団体データ

※( )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） /大野もとひろ（埼玉県知事） /本村賢太郎（神奈川県相模原市長）

樋口高顕（東京都千代田区長） /永山由高（鹿児島県日置市長）

受入議員・機関・団体数推移

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）



48期全国受入議員・機関・団体一覧① ※( )内は受入当時のものです
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板橋一好(自由民主党)/岡部光子(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(立憲民主党)
苅部勉(無所属)/栗原収(自由民主党)/小牧敦子(無所属)/佐藤誠(自由民主党)/末吉利啓(無所属)
中里理香(無所属)/中村和彦(無所属)/長谷川武士(自由民主党)/早川貴光(立憲民主党)
藤田義昭(無所属)/細野大樹(無所属)/横田誠(無所属)

栃
木

特定非営利活動法人 蔵の街たんぽぽの会 /特定非営利活動法人 ほっとスペース・ひだまり
特定非営利活動法人 栃木おやこ劇場

NPO団体

上杉謙太郎（自由民主党）/亀岡偉民（自由民主党）国 会

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)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)/大木絵里(無所属)/大城宏之(自由民主党)/大竹惣(無所属)
岡本貴士(無所属)/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)
髙橋邦彦(無所属)/田中京子(無所属)/根本雅昭(自由民主党)

福
島

NPO団体
特定非営利活動法人 ビーンズふくしま /特定非営利活動法人 青空保育たけの子
特定非営利活動法人 VIDA /特定非営利活動法人 チームふくしま /特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

秋葉賢也(自由民主党)/桜井充(無所属)国 会

石田一也(無所属)/遠藤隼人(自由民主党)/太田稔郎(立憲民主党)/菅間進(無所属)/吉川寛康(無所属)
庄田圭佑(自由民主党)/福井崇正(自由民主党)/枡和也(立憲民主党)

都道府県議会

政令指令都市議会 猪又隆広(無所属)/佐々木心(自由民主党)/内藤良介(自由民主党)/村岡貴子(自由民主党)

阿部眞喜(無所属)/及川智善(無所属)/佐久間克明(自由民主党)/佐藤剛太(自由民主党)
佐藤淳一(自由民主党)/白内恵美子(無所属)/髙橋光孝(自由民主党)/平間奈緒美(無所属)
平間幸弘(自由民主党)/森裕樹(自由民主党)

宮
城

市区町村議会

特定非営利活動法人 冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク
特定非営利活動法人 みやぎ・せんだい子どもの丘 /特定非営利活動法人 ミヤギユースセンター

NPO団体

安住太伸(自由民主党)/太田憲之(自由民主党)/佐々木大介(自由民主党)/中司哲雄(自由民主党)
畠山みのり(立憲民主党)/檜垣尚子(自由民主党)/渕上綾子(立憲民主党)/星克明(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 内山祥弘(立憲民主党)/岡英彦(無所属)/柏野大介(無所属)/木嶋悦寛(無所属)/佐々木秩(立憲民主党)
野村パターソン和孝(立憲民主党)/村山ゆかり(無所属)

東

北

北
海
道

政令指令都市議会

阿部ひであき(自由民主党)/五十嵐徳美(自由民主党)/漆原直子(立憲民主党)/恩村健太郎(立憲民主党)
川田匡桐(自由民主党)/北村光一郎(自由民主党)/篠田江里子(立憲民主党)/三神英彦(自由民主党)
三上洋右(自由民主党)/村上裕子(立憲民主党)

特定非営利活動法人 北海道自由が丘学園・ともに人間教育をすすめる会
特定非営利活動法人 さっぽろ自由学校「遊」 /特定非営利活動法人 おーるまいてぃ
特定非営利活動法人 教育支援協会北海道

NPO団体

都道府県議会 石黒覚(立憲民主党)/遠藤和典(自由民主党)矢吹栄修(自由民主党)

市区町村議会

浅野弥史(自由民主党)/安達春彦(自由民主党)/阿部恭平(無所属)/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)/狩野佳和(立憲民主党)/小島一(国民民主党)
渋江朋博(無所属)/白井健道(無所属)/髙橋菜穂子(自由民主党)/高橋弓嗣(自由民主党)
田中英子(自由民主党)/田中宏(無所属)/鳥海隆太(無所属)/中村圭介(自由民主党)
古山悠生(無所属)/三宅和広(自由民主党)/山木由美(無所属)/吉田創(無所属)

山
形

遠藤利明(自由民主党)国 会

政令指令都市議会 伊藤健太郎(自由民主党)/内山航(無所属)/高橋聡子(立憲民主党)

特定非営利活動法人 NPO法人生涯スポーツ振興会 /特定非営利活動法人 ひなぎくアルファー
特定非営利活動法人 南陽市観光協会 /特定非営利活動法人 西沼田サポーターズ・ネットワーク

NPO団体
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NPO団体

認定特定非営利活動法人 日本スポーツアカデミー /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 雇用人材協会 /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 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 コミュニティNETひたち /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 /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 たまり場ぽぽ /特定非営利活動法人 茨城の専攻科を考える会
特定非営利活動法人 NEWSつくば /特定非営利活動法人 国際農民参加型技術ネットワーク

青山大人(立憲民主党)国 会

市区町村議会

石山肖子(無所属)/内桶克之(無所属)/木村穂摘(無所属)/黒田健祐(自由民主党)
小森谷さやか(無所属)/佐藤隆治(無所属)/鈴木道生(無所属)/須田浩和(無所属)/瀬谷幸伸(自由民主党)
萩谷慎一(立憲民主党)/藤森結花(自由民主党)/村上泰道(無所属)/守谷智明(無所属)
矢口勝雄(無所属)茨

城

遠藤実(無所属)/髙橋直子(自由民主党)/玉造順一(立憲民主党)都道府県議会

都道府県議会 吉良英敏(自由民主党)

政令指令都市議会 阿部智(自由民主党)

市区町村議会
会津素子(無所属)/朝倉幹晴(無所属)/岩堀研嗣(無所属)/渋谷剛士(無所属)/清水泉(無所属)
野田宏規(自由民主党)

千
葉

佐藤弥斗(無所属)/もとむら賢太郎(無所属)首 長

市川佳子(立憲民主党)/川崎修平(自由民主党)/菅原暉人(立憲民主党)/桝晴太郎(自由民主党)都道府県議会

政令指令都市議会 青木功雄(自由民主党)

神
奈
川

市区町村議会
小谷英次郎(立憲民主党)/草間剛(自由民主党)/黒川勝(自由民主党)/ふじい芳明(立憲民主党)
望月高徳(立憲民主党)/山下正人(自由民主党)/小田博士(自由民主党)/小林伸行(無所属)/堀遼一(無所属)

青柳陽一郎(立憲民主党)/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)
早稲田ゆき(立憲民主党)

国 会

愛
知

政令指定都市議会 岩本たかひろ(自由民主党)/上園晋介(国民民主党)/斎藤亮人(立憲民主党)

井上恭子(無所属)/上田昌哉(無所属)/梅村均(無所属)/宇山祥子(立憲民主党)/大竹大輔(自由民主党)
岡田耕一(無所属)/河合利彦(無所属)/黒辺一彦(自由民主党)/近藤武(無所属)/白井えり子(無所属)
さとうゆみ(無所属)/鷹羽登久子(無所属)/坪井孝仁(無所属)/中村かずひと(国民民主党)
藤田裕喜(無所属)/間瀬友浩(無所属)/森一敏(無所属)/森耕治(無所属)/諸岡英実(立憲民主党)
柳賢一(無所属)/山田久美(無所属)/和田直也(自由民主党)

市区町村議会

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)/高木ひろし(立憲民主党)
富田昭雄(国民民主党)/長屋光征(自由民主党)/南部文宏(自由民主党)/飛田常年(自由民主党)
日比たけまさ(無所属)/福田喜夫(無所属)/政木りか(自由民主党)/盛本芳久(社会民主党)

都道府県議会

三
重

市区町村議会
市野善隆(無所属)/荻須智之(自由民主党)/中西大輔(無所属)/早川新平(無所属)
森遥香(無所属)/渡辺仁美(無所属)

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 ネットワークくわっこNPO団体

稲森としなお(無所属)都道府県議会

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)/岬まき(日本維新の会)国会

NPO団体
認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード /特定非営利活動法人 こどもNPO
特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた /特定非営利活動法人 アイキャン
特定非営利活動法人 ヘルピングハンズアンドハーツジャパン
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東
京

五十嵐清(自由民主党)/伊藤俊輔(立憲民主党)/大河原雅子(立憲民主党)/大島敦(立憲民主党)
落合貴之(立憲民主党)/小野泰輔(日本維新の会)/城井崇(立憲民主党)/源馬謙太郎(立憲民主党)
末松義規(立憲民主党)/辻清人(自由民主党)/長島昭久(自由民主党)/萩生田光一(自由民主党)
太栄志(立憲民主党)/牧原秀樹(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)

国 会

茜ヶ久保嘉代子(無所属)/あべともよ(無所属)/阿部祐美子(立憲民主党)/荒木ちはる(無所属)
伊藤祥広(自由民主党)/風間ゆたか(立憲民主党)/小山有彦(無所属)/菅原直志(無所属)
鈴木正人(無所属)/須山たかし(立憲民主党)/高木まり(立憲民主党)/たきぐち学(無所属)
竹井ようこ(立憲民主党)/中村ひろし(立憲民主党)/成清梨沙子(無所属)/早坂義弘(自由民主党)
向山憲稔(自由民主党)/宮崎吾一(自由民主党)/本橋弘隆(無所属)/森澤恭子(無所属)
山口拓(立憲民主党)/山根史子(無所属)

市区町村議会

青木英太(無所属)/青柳雅之(立憲民主党)/有里真穂(自由民主党)/飯島文彦(無所属)/五十嵐京子(無所属)
磯田久美子(立憲民主党)/伊藤よしのり(自由民主党)/井上温子(無所属)/上田由紀子(無所属)
榎本あゆみ(国民民主党)/海老澤敬子(自由民主党)/荻野稔(無所属)/尾澤脩(自由民主党)
小野名利子(無所属)/小幡健太郎(立憲民主党)/金井悦子(自由民主党)/金井ひろし(立憲民主党)
神尾昭央(無所属)/神山玄太(無所属)/木﨑剛(自由民主党)/黒崎祐一(自由民主党)/琴尾みさと(無所属)
小林あすか(無所属)/小林浩司(自由民主党)/駒崎美紀(無所属)/酒井菜摘(立憲民主党)
桜井純子(立憲民主党)/重松佳幸(自由民主党)/志田雄一郎(無所属)/杉村康之(無所属)
鈴木綾子(立憲民主党)/鈴木建邦(無所属)/薗部誠弥(無所属)/高橋元気(無所属)/高橋まきこ(立憲民主党)
田中耕太郎(自由民主党)/田中匠身(無所属)/富田健嗣(立憲民主党)/中村延子(立憲民主党)
中村豪志(自由民主党)/南雲由子(無所属)/奈須りえ(無所属)/のづケン(無所属)/拜野健(自由民主党)
橋本祥平(立憲民主党)/花見たかし(立憲民主党)/羽田圭二(立憲民主党)/治田学(立憲民主党)
兵藤祐子(立憲民主党)/藤井まな(立憲民主党)/堀吉彰(無所属)/本目さよ(無所属)/松岡あつし(自由民主党)
松下創一郎(自由民主党)/宮原りえ(立憲民主党)/森久保夏樹(無所属)/森澤美和子(立憲民主党)
森本せいや(無所属)/山野井つよし(立憲民主党)/山本洋輔(無所属)/吉田要(無所属)

NPO団体
各国公的機関

スロヴェニア共和国大使館 /アイルランド大使館 /ギニア共和国大使館 /メキシコ合衆国大使館
パナマ共和国大使館 /ベナン共和国大使館 /ベネズエラ・ボリバル共和国大使館 /スペイン大使館
エルサルバドル共和国日本国大使館 /コロンビア大使館 通商部 /ウガンダ政府観光局 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 /カンボジア王国政府観光省 日本事務所
欧州ビジネス協会 /ブリティッシュ・カウンシル /在日イタリア商工会議所 /チェコ政府観光局
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 /日本アゼルバイジャン商工会議所
ワシントン州政府商務局 日本事務所 /公益財団法人 オイスカ /公益財団法人 CIESF
一般財団法人 あしなが育英会 /一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク
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
認定特定非営利活動法人 ことばの道案内 /認定特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
認定特定非営利活動法人 サービスグラント /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 世界の子どもにワクチンを 日本委員会
認定特定非営利活動法人 まちづくりスポット稲毛 /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 原子力資料情報室 /認定特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンド
認定特定非営利活動法人 JUON NETWORK /特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ
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 こどもプロジェクト
特定非営利活動法人 CWS Japan /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 ファクトチェック・イニシアティブ /特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
特定非営利活動法人 JFCネットワーク /特定非営利活動法人 スマイルクラブ /特定非営利活動法人 トラッソス
特定非営利活動法人 アジア科学教育経済発展機構 /特定非営利活動法人 LOOB JAPAN
特定非営利活動法人 こどもの木 /特定非営利活動法人 サンカクシャ /特定非営利活動法人 CMC
特定非営利活動法人 ピープルズ･ホープ･ジャパン /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 ハロハロ /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 あっちこっち /特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか
特定非営利活動法人 男女共同参画おおた /特定非営利活動法人 みらいの森
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 A SEED JAPAN
特定非営利活動法人 ADRA Japan /特定非営利活動法人 日本子どもソーシャルワーク協会
特定非営利活動法人 ままとんきっず /特定非営利活動法人 MERRY PROJECT 
特定非営利活動法人 フォーエヴァーグリーン /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 リンクトゥミャンマー /特定非営利活動法人 ブリッジエーシアジャパン
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 ICA文化事業協会

首 長 大野もとひろ(無所属)/樋口高顕(無所属)

都道府県議会



池下卓(日本維新の会)/泉健太(立憲民主党)/片山大介(日本維新の会)/小林茂樹(自由民主党)
櫻井周(立憲民主党)/住吉寛紀(日本維新の会)/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

河井昭成(国民民主党)/木戸さだかず(立憲民主党)/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)/須田旭(自由民主党)/中田英一(立憲民主党)/中田慎也(自由民主党)
中野郁吾(自由民主党)/中川覚仁(無所属)/中川誠太(無所属)/西野弘一(無所属)
野々上愛(立憲民主党)/原田亮(自由民主党)/山田健太(立憲民主党)

政令指令都市議会

荒木幹男(自由民主党)/あわはら富夫(無所属)/諫山大介(無所属)/石川博紀(自由民主党)
伊藤めぐみ(立憲民主党)/宇佐美賢一(日本維新の会)/大津裕太(無所属)/かじ幸夫(立憲民主党)
片桐直哉(立憲民主党)/こうち大輔(日本維新の会)/小林るみ子(無所属)/菅谷浩平(日本維新の会)
田靡剛(立憲民主党)/西哲史(無所属)/渕上猛志(無所属)/森田守(自由民主党)/山田はじめ(無所属)

市区町村議会

臼井卓也(立憲民主党)/太田晃司(自由民主党)/岡市栄次郎(無所属)/川村与志人(無所属)
川本航平(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)/小杉崇浩(無所属)
駒田かすみ(無所属)/齊藤真治(日本維新の会)/島津明香(自由民主党)/千住啓介(自由民主党)
鷹野伸(無所属)/田中正剛(自由民主党)/寺井大地(日本維新の会)/冨田達也(無所属)/反甫旭(自由民主党)
中村亮太(無所属)/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)/松村紘子(無所属)/真鍋宗一郎(自由民主党)/丸谷聡子(無所属)
道端俊彦(無所属)/森本信之(立憲民主党)

NPO団体

公益社団法人 京都市保育園連盟 /公益財団法人 滋賀県国際協会 公益財団法人 大阪国際交流センター
一般社団法人 フリンジシアターアソシエーション /認定特定非営利活動法人 気候ネットワーク 京都事務所
認定特定非営利活動法人 FaSoLabo京都 /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 /認定特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト
認定特定非営利活動法人 トゥギャザー /認定特定非営利活動法人 出発（たびだち）のなかまの会
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 ゆに
特定非営利活動法人 音の風 /特定非営利活動法人 木野環境 /特定非営利活動法人 花紅
特定非営利活動法人 市民活動サークルえん /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 ひととひと /特定非営利活動法人 こみねっと /特定非営利活動法人 むつみの家
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 アンダンテ農園
特定非営利活動法人 green grass /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
特定非営利活動法人 おひさまひろば /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 障碍者芸術推進研究機構 /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 happiness /特定非営利活動法人 Sports Kids Station スポーツアスリート学園
特定非営利活動法人 チョウタリィの会 /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 京都コリアン生活センターエルファ 共同作業所 /特定非営利活動法人 あめんど
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 京都発・竹・流域環境ネット
特定非営利活動法人 Hoot Sports Academy /特定非営利活動法人 こどもソーシャルワークセンター
特定非営利活動法人 コンシューマーズ京都（京都消団連） /特定非営利活動法人 いごっそう
特定非営利活動法人 Deep People /特定非営利活動法人 ぴよぴよ会 /特定非営利活動法人 S-pace 
特定非営利活動法人 愛のまちエコ倶楽部 /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 YASUほほえみクラブ /特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ
特定非営利活動法人 まちづくりスポット大津 /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 ひらかた環境ネットワーク会議 /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 こえとことばとこころの部屋 /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 ひらかた市民活動支援センター /特定非営利活動法人 シンフォニー
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 志塾フリースクールラシーナ
特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール /特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ
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 やお市民活動ネットワーク
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 メインストリーム協会
特定非営利活動法人 やんちゃんこ /特定非営利活動法人 学遊 /特定非営利活動法人 TOPO
特定非営利活動法人 エフエムわいわい /特定非営利活動法人 FLOW
特定非営利活動法人 ロジカ・アカデミー /特定非営利活動法人 ぽこぽらんど
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

48期全国受入議員・機関・団体一覧④ ※( )内は受入当時のものです
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48期全国受入議員・機関・団体一覧➄ ※( )内は受入当時のものです

玉木雄一郎（国民民主党）国会

香
川

植田真紀(無所属)/竹田英司(自由民主党)/松内広平(自由民主党)/松波雄大(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)/若谷修治(自由民主党)市区町村議会

大石宗(無所属)/菊池伸英(自由民主党)/仁木啓人(無所属)/山本悟史(国民民主党)

特定非営利活動法人 共育コーディネートグループSHAKE
特定非営利活動法人 アーキペラゴ /特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ

NPO団体

都道府県議会

石丸伸二（無所属）首 長

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)
中原好治(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)/梅田洋一(無所属)/大田祐介(無所属)
岡野斉也(無所属)/奥村冨士雄(無所属)/喜田紘平(無所属)/木村素子(無所属)/栗栖俊泰(無所属)
児玉利典(無所属)/坂本和博(無所属)/正田洋一(無所属)/鈴木英士(無所属)/諏訪本光(無所属)
玉川真里(自由民主党)/濱本紀洋(無所属)/細川雅子(自由民主党)/光岡美里(無所属)
南澤克彦(無所属)/山下竜太郎(無所属)/山田武豊(無所属)

市区町村議会

新谷正義(自由民主党)/森本真治(立憲民主党)国 会

認定特定非営利活動法人 尾道空き家再生プロジェクト /特定非営利活動法人 ゆうゆうProject
特定非営利活動法人 まちづくりコミュニティデザイン研究所 /特定非営利活動法人 ひろしま自然学校
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
特定非営利活動法人 呉こどもNPOセンターYYY /特定非営利活動法人 地域福祉活動支援協会人間大好き

NPO団体

高原俊彦(立憲民主党)/中川雅子(無所属)都道府県議会

岡
山

高橋雄大(無所属)政令指令都市議会

加嶋辰史(自由民主党)/片山貴光(無所属)/藤井昭佐(無所属)/若林昭雄(無所属)市区町村議会

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 賀露おやじの会NPO機関

都道府県議会

大田京子(国民民主党)/後藤香織(立憲民主党)/佐々木允(無所属)/仁戸田元氣(立憲民主党)
原竹岩海(国民民主党)/原中誠志(立憲民主党)/樋口明(自由民主党)/守谷正人(国民民主党)
山本耕一(立憲民主党)

有田絵里(日本維新の会)/泉日出夫(国民民主党)/井上真吾(無所属)/井上麻衣(立憲民主党)
大石仁人(自由民主党)/大久保無我(無所属)/奥村直樹(無所属)/篠原研治(日本維新の会)
田中慎介(立憲民主党)/田中たかし(立憲民主党)/成瀬穫美(立憲民主党)/吉田幸正(自由民主党)
淀川幸二郎(自由民主党)

市区町村議会
穴見憲昭(自由民主党)/稲葉崇広(自由民主党)/伊場勇(自由民主党)/上野崇之(立憲民主党)
榎本博(無所属)/小堤千寿(自由民主党)/御厨洋行(自由民主党)/宮﨑健(自由民主党)

福
岡

鬼木誠(自由民主党)/城井崇(立憲民主党)

NPO団体

公益社団法人 スペシャルオリンピックス日本・福岡 /特定非営利活動法人 いるか
特定非営利活動法人 はぁとスペース /特定非営利活動法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン
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 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 子どもNPOセンター福岡 /特定非営利活動法人 難民を助ける会 佐賀事務所
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 たすけあい佐賀
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 国際教育推進協議会
特定非営利活動法人 Poco a bocco /特定非営利活動法人 シュタイナー&モンテッソーリー・アカデミー
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 サンシャインフォーラム福岡
特定非営利活動法人 アカツキ /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 みんなの学び館 /特定非営利活動法人 改革プロジェクト
特定非営利活動法人 九州海外協力協会 /特定非営利活動法人 ふくおか森の学校
特定非営利活動法人 あすも特注旅行班 /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 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 シンフォニーネット /特定非営利活動法人 下関子ども・子育ちネット
特定非営利活動法人 門司赤煉瓦倶楽部 /特定非営利活動法人 おひさまいっぱい光楽園

国 会

政令指令都市議会
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48期全国受入議員・機関・団体一覧⑥ ※( )内は受入当時のものです

都道府県議会
伊藤浩樹(自由民主党)/上山貞茂(無所属)/柴立鉄平(自由民主党)/白石誠(自由民主党)
日髙陽一(自由民主党)/藤﨑剛(自由民主党)/山内佳菜子(立憲民主党)

NPO団体

特定非営利活動法人 こどもえんチャトンのおうち /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 たけのこキッズ /特定非営利活動法人 桜島ミュージアム
特定非営利活動法人 フードバンクかごしま /特定非営利活動法人 にじの橋
特定非営利活動法人 キッズパール /特定非営利活動法人 ジョイキッズ
特定非営利活動法人 きらきらの森 /特定非営利活動法人 かごしまコネクションズ
特定非営利活動法人 ジョイキッズ /特定非営利活動法人 未来への翼 /特定非営利活動法人 ハッピー

鹿
児
島

宮路拓馬（自由民主党）国 会

市区町村議会

岩下陽太郎(無所属)/小川みさ子(無所属)/仮屋国治(無所属)/坂口健太(無所属)/竹之内勉(無所属)
堂森忠夫(自由民主党)/徳田修和(無所属)/新原春二(無所属)/日置友幸(無所属)/前島広紀(無所属)
前田幸一(無所属)/松下太葵(無所属)吉永賢三(無所属)/永山由高(無所属)

都道府県議会
磯田毅(立憲民主党)/岩田智子(無所属)/坂梨剛昭(自由民主党)/竹﨑和虎(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)/溝口幸治(自由民主党)

市区町村議会
今中真之助(無所属)/上田欣也(無所属)/澤田雄二(無所属)/三宮美香(無所属)
立山大二朗(自由民主党)/三角隆史(無所属)/山本敬晃(立憲民主党)/渡辺裕之(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(自由民主党)/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)
吉村健治(立憲民主党)

NPO団体
特定非営利活動法人 イーモビネット /特定非営利活動法人 熊本福祉会 /特定非営利活動法人 RyuSun
特定非営利活動法人 アイ・ネットワークくまもと /特定非営利活動法人 熊本県難病支援ネットワーク

市区町村議会

青山昭広(自由民主党)/柿田正(自由民主党)/片山智弘(無所属)/平たけし(無所属)
田山藤丸(自由民主党)/土屋美紀(無所属)/中崎秀紀(無所属)/永田秀人(社会民主党)
堀内学(無所属)/松本正則(自由民主党)/村﨑浩史(自由民主党)

長
崎

都道府県議会
浅田ますみ(自由民主党)/ごうまなみ(自由民主党)/小林かつとし(自由民主党)/近藤智昭(自由民主党)
坂本浩(社会民主党)/中村泰輔(国民民主党)/山本啓介(自由民主党)

NPO団体
特定非営利活動法人 環境カウンセリング協会長崎
特定非営利活動法人 フロンティア /特定非営利活動法人 心澄
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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

●関東
明治学院大学

法学部政治学科（2年次）

●関西
関西学院大学

法学部

●中国
広島大学

法学部

●九州
尚絅大学

現代文化学部

【告知協力】

●北海道
北海学園大学

法学部
小樽商科大学
北海学園大学
北海道大学

●東北
山形大学

●関西
関西学院大学

法学部

●中国
岡山理科大学
広島大学

法学部
福山市立大学

都市経営学部
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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2022

・開催期間 ： 2022年1月～3月

・エントリー ： 30歳以下の若者2237名/850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100名、アーカイブ動画約1300名

・全国決勝大会ゲスト（敬称略）

未来自治体全国大会2022

■後援

片山さつき
元国務大臣

自民党総務会長代理 参議院議員

渡辺 創
立憲民主党組織委員会副委員長
（自治体議員局長）衆議院議員

法務省

厚生労働省 文部科学省

内閣府

農林水産省

環境省

総務省

経済産業省

■助成

2021 年度日本郵便年賀寄付金助成事業
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■参加者情報

・参加者所属大学
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2022 【神奈川大会選出 チーム おさんぽ】 プラン1-2

未来自治体全国大会2022
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■未来自治体全国大会2022 【神奈川大会選出 チーム おさんぽ】 プラン1-2

未来自治体全国大会2022

20



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



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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その他の事業・実績など



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4日 朝日新聞・dmenuニュース・gooニュースにて
埼玉県での議員インターンシップへ参加した学生への取材の様子が、政治に対する若者の意識の記事と共に
掲載
「自分の1票」考える 議員インターン参加の学生ら

10月7日・23日 tvh(テレビ北海道)・北海道新聞にて
北海道エリアのスタッフによる衆院選2021に向けての取り組みについて話し合ったり代表が考えを述べたりする
様子が掲載
「コロナ禍の戦い衆議院選挙2021 若者の関心・投票率は」「21衆院選 1票の意義を感じさせて」

10月6日・13・19日/Amazon Exclusive・Yahoo!ニュース・fnnプライムオンライン・gooニュース・Business Insider Japan
にて
投票率75％プロジェクトで、学生代表がインタビューを受ける様子やそのプロジェクトと社会課題の関係性に
ついての言及が掲載
「届け若者の声!目指せ投票率75％! 日本の若者や現役世代が重視する10の政策」

10月13日 南日本新聞にて
鹿児島から若年投票率向上のためにどのように取り組んでいくのか、その取材の様子が掲載
「若者の投票率向上に取り組む鹿児島大学生」

10月18日 朝日新聞・朝日新聞デジタル・LINE NEWS・スマートニュースにて
山形で活動する団体スタッフが衆院選にかける思いを語る様子が掲載
「学生が託す思い あす公示の衆院選」

10月20日・28日 熊本朝日放送・熊本県民テレビ・ 熊本放送・SmartNews ・ Yahoo!ニュース・ dmenuニュース・
newscollect
熊本エリア・にて、投票に行くことで割引サービスを受けられる「センキョ割引」へ取り組む様子が掲載。
「若者の投票率をあげるために 選挙に行ってお得なサービス」

10月24日・26日 産経新聞・河北新報オンライン・47ニュース・じもにゅー宮城・ SmartNews・LINE NEWS・Yahoo!
ニュース・ NEWSgatherにて
宮城県知事選や衆院選2021に向けて、宮城エリアでどう取り組んでいくのか、その話し合いの様子が掲載
「若者よ、選挙に行こう！ーダブル選 投票率アップに知恵絞るー」

10月25日 FBS福岡放送にて
福岡で実施した模擬選挙の様子が掲載
「コロナで振り回された・・・大学生の「声」」

10月26日 Yahoo!ニュース・河北新報オンライン（Twitterも含む）・47ニュース・じもにゅー宮城・SmartNews・LINE 
NEWSにて
宮城で活動する団体スタッフが若年投票率をあげるための考えを取材され、その様子が掲載
「学生と議員、一歩ずつ歩み寄ろう」

10月28日 神戸新聞Twitterにて
兵庫エリアでの議員インターンシップについての取材に代表者が応じ、その様子が掲載
「-政治を語ろう-この国はあなたを助けてくれましたか」
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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30日 朝日新聞・朝日新聞デジタルにて
大阪エリアの、インターンシップの集大成である最終報告会の様子が掲載
学生や自治体進む取り組み
議員事務所で体験

10月29日 Impress Watch・LINE・yahoo!ニュースにて
TwitterJapanとドットジェイピーのコラボラジオの様子が掲載
「ツイッターのスペースで若者が選挙について語るイベント、21時から」

11月5日 tuy6ch・TUY・SAY（すべて山形放送局）にて
衆院選に臨んだ山形エリアの学生たちの様子が掲載
「衆議院2021どうなるヤマガタのミライ」

11月13日 中国新聞・日経テレコン21にて
広島エリアで開催されたイベント「広島県知事立候補者×大学生の意見交換会」の様子が掲載
「知事選3候補 大学生に語る」

12月7日 Yahoo!ニュース・47ニュース・福島県北地域ニュースなど14つのWeb媒体にて
福島エリアで行われたイベント「SDGsイベント」の様子が掲載
「学生が行政、企業のＳＤＧｓの実践を学ぶ」

2月17日 読売新聞にて
京都支部で開催予定であったキックオフイベントが紹介される
「NPO法人ドットジェイピー NPOインターンシップ キックオフ」

2月21日 山陽新聞にて
岡山支部が開催した「ハーフタイム」の様子が掲載
「議員活動を学習 大学生が成果披露 岡山でインターンシップ報告会」

2月24日 愛媛県ローカルラジオにて
香川支部での議員インターン活動が紹介される

2月31日 山陽新聞にて
岡山支部が開催した「未来自治体全国大会2022 地方大会」の様子が掲載
「「理想のまち」テーマに政策提言 岡山でコンテスト、大学生が競う」

3月25日 関西学院大学HPにて
未来国会2021準優勝チーム『防災改め隊』のメンバーが【関西学院大学法学部】の【林紀昭賞】を受賞し、
HPに掲載

3月27日 山梨日日新聞にて
山梨県で行った選挙割引運動の様子が掲載
「投票すれば町内店で割引」
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ご協賛企業一覧

【北海道エリア】

ジェイ・アール北海道バス株式会社 桑園自動車学校

【宮城エリア】

株式会社マイナビ

【山形エリア】

株式会社マイナビ

【茨城エリア】

水戸ヤクルト販売株式会社

【関西エリア】

クルージュ株式会社

【岡山エリア】

平林金属株式会社

【熊本エリア】

株式会社総合プラント

株式会社Libwork

株式会社寺原自動車学校

【鹿児島エリア】

株式会社Misumi

株式会社フレッシュ青果

【全社】

株式会社 就活のお父さん

株式会社ビーウェル
ご支援ご協力に心より感謝申し上げます。
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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


