会計報告

若 者 と 政 治 を つ な ぐ

ＮＰＯ法人YouthCreate

外部からの講演等の受け入れ体制の変化に伴い、事業収入が前年度に比べ増加したものの、人件費等の支出も増え、全体では赤字となりました。
一方で個人のマンスリーサポーター（クレジットカードでの継続的な寄付会員）は前年度に比べ２０名以上増えるなど、多くの方にご寄付を頂いていま
す。寄付収入の増加を目指すとともに、自治体や企業等との連携事業の実施に向けて、引き続き活動の周知にも取り組んで参ります。

活動計算書（概要／２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日）
科目

貸借対照表（概要／２０１８年３月３１日現在）

実 績 （単位：円）

事業収入

収入

受取寄付金

773,697

受取助成金

1,727,000

受取会費

39,000

その他収入

支出

流動資産
資産
の部

10,505,257

事業費

9,490,709

管理費

2,567,065
333,505

当期支出合計

12,391,279

当期正味財産増減額

△ 1,886,022

前期繰越正味財産

4,347,814

次期繰越正味財産

2,461,792

ご支援のお願い

実 績 （単位：円）
現金

1,055,050

未収金

2,572,600

固定資産

0

資産合計

3,672,650

570,572

法人税等

収支

科目

7,394,988

当期収入合計

負債
の部

流動負債

未払金

1,039,857

預り金

56,001

未払法人税等

70,000

固定負債
負債合計
正味
財産
の部

マンスリーサポーター

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計

2,461,792

負債及び正味財産合計

3,627,650

・事業費は主に事業実施にかかる人件費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費など
・管理費は主に管理運営にかかる人件費、支払手数料、法定福利費、賃借料など

各地の皆さんと連携・コラボレーションして、活動を展開していきた
いと考えています。アイデア、企画段階でのご相談も受け付けており
ます。お気軽にお問い合わせください。

● マンスリーサポーターに関する詳細はこちら

● VotersCafeの詳細はこちら

１回のみの自由な金額でのご寄付もありがたくお受けいたします。
● 銀行振込：住信ＳＢＩネット銀行 法人第一支店
普通 １２３３４０４ トクヒ）ユースクリエイト
クレジットカードでの単発寄付は上記のマンスリーサポーターの登録
ページより受け付けております。

雑誌・専門誌：５回
月刊ガバナンス、日経ビジネス、月刊地方自治、官庁速報 等

テレビ・ラジオ：１４回
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」、NHKラジオ第１「NHK
マイあさラジオ」、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」 等

ウェブ：４回

初の行政協働事業として

１８歳選挙権時代を迎え、主に中学・高校での出前授業の実施、教員
向けの研修などの独自の主権者教育プログラムを全国各地で実施して
ます。２０１７年度は全国のべ３７校と連携し、７０６６人に授業を
行いました。
また、中野区では２０１６年度から２０１８年度にかけて区内全中学
校で出前授業を実施する計画を中野区選挙管理委員会と策定し、協働
で事業を実施しています。

政治活動の担い手の中でも最も身近な存在である地域の議員と若者が
交流できるイベント「Voters Cafe」を行っています。議員が一方的に
話すのではなく、小グループに分かれて参加者と議員が共に話すこと
ができるプログラムが特徴です。
２０１７年度はVotersCafeでは初めて行政（仙台市選挙管理委員会）
と協働で開催しました。その他、まちの保育園 吉祥寺や、NPO法人
NEXT CONEXION等と連携し、全国で計４回開催しました。
※２０１７年１２月より「VotersBar」の名称を「VotersCafe」に変更しました

WASAO（若者の参画する街岡山）

YouthTHINK

岡山駅前に中高生向けの
フリースペースを開設

財務省、仙台市選管と連携

VotersCafe

講演・連携事業など
学校への出前授業や講演、研修、若者の社会参画・政治啓発に関する
事業等、各地の企業・団体、自治体などと連携した活動を実施してい
ます。規模や対象者等によって柔軟に対応可能です。
● 講演・連携に関する詳細はこちら

YouthCreate

連携

岡山市を拠点に、地域の大学生とともに若者にとって政治が身近にな
るための場づくりを行いました。
２０１７年度は岡山市市民協働推進モデル事業として、岡山駅近くに
中高生が気軽に立ち寄れるフリースペース「WASAO SPOT」を開設し、
キャリアや身近な街の政治のことについて考えるイベントなどを複数
回開催しました。

主なメディア掲載・出演
日本経済新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、山陽新聞 等

７０００人超に出前授業を実施

△ 1,886,022

VotersCafeやワークショップなどのイベントを開催しませんか？
組織の大小を問わず、ＮＰＯや学生団体、サークル、学生有志、自治
体、企業など、全国各地の多様な主体と連携して開催しています。

単発の寄付

VotersCafe

4,347,814

クレジットカードで毎月気軽に支援できます。
継続的にご支援いただくことで、安定した運営につながります。
ぜひ、マンスリーサポーターへのご登録をお願いいたします。
寄付

主権者教育出前授業

1,165,858

イベント

YouthCreate

２０１７年度は東京・岡山を拠点に、主に４つの事業を中心に活動を行いました。主権者教育出前授業は今年度も小学校から高校まで
全国３７校で実施し、年間の参加人数は７０００人を超えました。岡山市では市との協働事業として、街や政治に気軽に触れられるフ
リースペース「WASAO SPOT」を開設しました。若者の政治啓発・参画をテーマにした講演や登壇、研修も６１回におよび、多くの反
響をいただいています。全国各地の自治体や企業、団体などと連携し、「若者と政治をつなぐ」幅広い活動を展開しています。

0

連携・コラボレーション

私たちの目指す社会を実現するためには、皆さまからのご支援が必要
です。次世代の子ども・若者たちへ、明るい未来を届けるために、ご
支援をよろしくお願いいたします。

新聞：４３回

２０１７年度活動レポート

省庁や自治体と連携し、若手官僚や行政職員と若者を交えたイベント
を開催しています。省庁では国の政策・財政等について、自治体では
職員と自分の住む街について考える場を作り、政治・行政への当事者
意識を高めています。
２０１７年度は財務省、仙台市選挙管理委員会と連携して実施しまし
た。

特定非営利活動法人YouthCreate
〒１６５－００２６

東京都中野区新井１丁目３４－１
新井パークハウス１０１
ホームページ youth-create.jp
メール
info@youth-create.jp
２０１８年５月１５日発行

THE PAGE、BLOGOS、NHK NEWS WEB、ニコニコ生放送 等

YouthCreate

その他：５回

YouthCreate_PR

社会の主役として、政治へ参画するために
大事なことを社会や政治やメディアが決めるのではなく、若者一人一人が大事だと思うことと政治のつながりを見つけ
出すことが、主体的な政治参画となります。
そして同時に、自分以外の主役との対話を進めていくことが民主主義では大切です。YouthCreateは出前授業やイベント
でこのような機会を作ってきています。多くの自治体や学校などとの協働により、場が広がっていることに感謝しつつ、
まだ未開の分野に政治への入り口を用意し続けていきます。

ＮＰＯ法人YouthCreate 代表理事 原田 謙介

活動報告
２０１２年の団体設立から５周年を迎え、２０１７年度も
個人、団体、行政、企業など多様な主体と連携して活動を
展開しました。
若者が政治に関わる意義や楽しさを知り、政治に実際に声
を届ける仕組みをつくるため、若者側・政治側それぞれに
向けて、引き続きアプローチを行っていきます。

２０１７年度の主な実績
● 主権者教育出前授業

受講者数：７,０６６人

実施学校数：のべ３７校

選挙イベント（都議選・衆院選）

東京

６月の都議選に向けて、子育て中の世代と主に高校生・大学生向けの
ワークショップを開催しました。
１０月の衆院選では、「コミュニケーションする選挙」をテーマに、
主権者教育ワークシートの公開や各党の政策を読み解くワークショップ
などを行いました。

講演・登壇・研修

主権者教育出前授業

全国

主権者教育やYouthCreateでの取り組み事例など、若者と政治に関する
様々な講演、パネルディスカッション、研修等を実施しています。
若者と政治の状況についての現状や問題点等について興味・関心を深めて
もらうととともに、若者と政治をつなぐ新たな担い手を増やしていきます。

子育てと政治をつなぐ

（小学校１校・中学校７校・高校２９校）

累計（２０１５年～２０１７年度末）
受講者数：１９,２５４人 実施箇所数：８６箇所
高校：東京都立高島高校、東京都立富士高校、東京都立大泉
高校、東京都立第四商業高校、東京都立目黒高校、東京都立
武蔵村山高校、東京都立田園調布高校、東京都立江戸川高校、
堀越高校、国本女子高校、聖学院高校、トキワ松学園高校、
東京成徳大学高校、川崎市立高津高校、兵庫県立兵庫高校、
兵庫県立尼崎高校、岡山県立鳥城高校、愛媛県立野村高校、
山口県立徳山高校、熊本市立千原台高校、熊本市立必由館高校
小・中学校：栃木市立大平東小学校、中野区立中野中学校、
中野区立南中野中学校、中野区立北中野中学校、練馬区立大
泉学園中学校、練馬区立石神井中学校、熊本市立清水中学校、
熊本市立藤園中学校

全国

社会人ボランティアチーム

東京

子育てをきっかけに、行政・政治への意識を高めること
を狙いとして、子育て世代向けの取り組みを実施してい
ます。
２０１７年度は、都議選に向けたワークショップを開催
するとともに、前年度に引き続き子育て世代向けハンド
ブックの配布を行いました。

東京

２０１７年５月より社会人ボランティアによるチームを発足し、主に２０
～３０代の同世代の若者に向けたイベントやキャンペーンを実施していま
す。ボードゲームを通じて社会保障について学ぶイベントや地方議員との
対話型イベント、衆院選での選挙啓発キャンペーンを実施しました。

仙台市選挙管理委員会
WASAO

宮城県仙台市

仙台市選挙管理委員会と協働で「VotersCafe in 仙台」
・「YouthTHINK in 仙台」を開催しました。
VotersCafeには仙台と関わりのある１０代～２０代の
若者２８名と仙台市議５名が、YouthTHINKには１０代
～３０代の若者２５名と仙台市選挙管理委員会の若手職
員５名が参加しました。

岡山県岡山市

※下線の学校は所在自治体の選挙管理委員会と連携して実施

● VotersCafe

参加者数：９５人

参加議員数：２２人

Social Design in Politics

累計（２０１２年～２０１７年度末）
参加者数：８７９人 参加議員数：１６９人
連携団体：まちの保育園 吉祥寺（会場協力）、保育ドリーム
プラン・プレゼンテーション、NPO法人 NEXTCONEXION、
仙台市選挙管理委員会

VotersCafe

全国

実施箇所
●：主権者教育出前授業
●：VotersCafe
●：YouthTHINK
●：WASAO
●：講演・登壇・研修
●：主催イベント・その他

● 講演・登壇・研修

実施回数：６１回
選挙管理委員会：新潟県、富山県、岐阜県、三重県、奈良県、
岡山県、佐賀県、熊本県、篠山市、新居浜市、渋谷区、練馬
区、文京区、江戸川区 等
議会：三重県議会、芽室町議会
青年会議所：日本青年会議所、東京青年会議所中野区委員会、
八日市場青年会議所、平塚青年会議所、島田青年会議所、豊
橋青年会議所、小林青年会議所 等
その他：早稲田大学大隈塾、内閣府青年国際交流事業、経済
同友会、構想日本、日野市中央公民館、福岡県男女共同参画
センター あすばる、公益財団法人福武教育文化振興財団 等

YouthTHINK

大村市選挙管理委員会

東京

前年度に引き続き、大村市選挙管理委員会と連携し、市の若手職員向けの
研修を行いました。計４回にわたり、講義やグループワークなどの研修を
行いました。
また、市内小中学校の教頭会研修会およびＰＴＡ向けに主権者教育や政治
と地域の関わりについての講演を行いました。

YouthCreateが目指す社会

学校出前授業実施の効果

● ビジョン

● 参加者の感想

● ミッション よりよい社会を作り続けるために、若者と政治をつなぐ
次の時代を生き、担っていく若者の声をより政治の議論の場に届けるため、きっかけづくり・学びの場づくり・参画の道づくりを進めます。
それは今の若者のためだけではなく、将来の社会をより良いものにしていくためです。

『若者と政治家の最適なコミュニケーション』をテーマ
に、若者と政治家がともに参加者として参加し、政治参
画や若者の現状について学び、議論する新たな形のイベ
ントを開催しました。
若者研究・スウェーデン・政治参画の各分野の第一人者
が講師を務め、各グループでの対話と併せて“最適なコミ
ュニケーション”について考えました。

日野市中央公民館

東京都日野市

日野市中央公民館主催の講座「若者たちで考えるまちづ
くり」にて講師を務めました。
全７回の講座では対話やグループワークを中心に、日野
市のまちづくりに関する現状分析、提案・発表など、約
半年間に渡って実施しました。

長崎県大村市

誰もが社会の主役として、責任を持ち、関わることが出来る民主主義社会の実現

東京

•

この授業を受けていなかったら、投票のやり方も分からなかったので、行ってもいないと思います。
この授業をやらずに１８才にならなくてよかったと思います。（高校２年生）

•

「社会をよりよくしていく動き、主役はあなた」もう他人事ではありません。自分自身で意見を主張しなければ
いけない立場になってきました。この事を知らない人達に伝え、広めていきたいと思いました。（高校１年生）

•

身近な話題から政治の話に入っていったのでとても分かりやすく、こんな所でも政治が関わっているのかという
驚きもありました。話を楽しみながら政治について良く知ることができました。（中学２年生）

政治を身近に思う人割合

実施後

７５％

実施前に比べ３５pt UP！
（都立高実施時のアンケートより）

