若 者 につな が る 場と
いきるシゴトを つくる

認定 N PO 法人

D×P

活 動 報 告 書

2 0 17 -18
D × P ANNUAL REPORT 2017-2018

「ひとりの人間として、ネガティブな部分もポジティブな部分も両方認めながら、
高校生と関わっていく」という決意をこめて。
明暗を抱えながら人を受け入れる夕暮れの空の色をイメージして2色を配しました。
「d」と「p」の斜めのまっすぐなラインは、
「常に時代の変化に即して革新的な取り組みを行い、社会的インパクトを出す」
という決意を表しています。

線の中央は、高校生と社会をつなぐ「結び目」を意味しています。

Dream times Possibility
「 ユメ 」 と 「 可 能 性 」

Dream（心に描くユメ）とPossibility（ 可能性）が無限に広がるようにという願いを込めて
「∞（インフィニティ / 無限大）」の字が隠してあります。

認定 NPO法人D×P（ディーピー）
〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町 1-27 ファラン天満橋 33号室
札幌拠点 : 〒064-0804
札幌市中央区南 4 条西 6丁目8-3 晴ばれビル 9 階（株）
オフィス Bee 内

理

事

今井 紀明、塩田 陵、村中 直人

監

事

毛受 芳高

スタッフ

京都拠点 : 〒604-8245 京都市中京区六角油小路町345-2
傍楽内 認定 NPO法人 D×P
メール : info@dreampossibility.com

WEB : www.dreampossibility.com
Twitter : @npo_D×P
Facebook : www.facebook.com/npodxp
銀 行口座 : 三菱UFJ銀行 大阪京橋支店 普通 0072241
楽天銀行 第二営業支店 普通 7079724

顧問弁護士
写

真

デザイン・制作

川上 竜典、入谷 佐知、小薗 明日香 、金子 祐樹 、玉井 慎太 郎 、
佐々木 貴史、森下 祐子、野津 岳史、西村 征輝、中川 沙登美、塩谷 友香、
岩本 崇志、藤井 彩、村井 彩乃、岡田 遥、垣内 穂佐奈、黒島 萌、三原 里菜、
菅野 晶、中澤 太一、磯 みずほ、下西 夏帆、熊井 香 織、原口 茜、高橋 正光、
池田 歩、伊森 香南、今井 健翔、大野 英子
［以下、2017年度内に卒業したスタッフ］
齋藤 寛子、杉浦 智之、喜田 泰幸、奥野 達也、永阪 佳世、櫻木 良憲、
丸山 祐生、藤井 里名、東 和香奈、岡田 有加
高橋 健
西川 優 介、磯 みずほ
NPO法人C o.to.ha na

D×Pと、ひとりひとりの高校生をご支 援くださっている皆様へ
感 謝を込めて。

生徒インタビュー 01

このままやったらあかんなーって思い始めて。

生徒インタビュー 02

● のりさん
（代表：今井）
には、
どんなこと相談したりした？
そうやな〜…一番最初のころは、相談は…してなかったで
すね。
「仕事見つからへん〜」とかは言ったりはしたけど、特
に相談はしてなくって。でも、あまりにも、見つからへんかっ
たから。以前、話していた時に、こぞさんやのりさんが「よ
かったら、紹介しようか？」って言ってくれたのを覚えていた
ので、
紹介をお願いしてもいいですか？っていう感じですね。
※こぞさん
（スタッフ小園）
、
のりさん
（スタッフ今井）

●どういうところを紹介してもらったの？
今働いているところが、のりさんに紹介してもらったと
ころなんです。ゴミを集める会社です。

● 今の仕事は、始めてよかった？

Aちゃん

じんくん
21歳。家族の問題と仕事での過労が重なり入院

高校 3年生。中学生の頃は、自分の性別に違和
感があって悩んでいた。学校にもあまり通って
いなかった。その時に市役所の人にいごこち
かふぇのことを教えてもらい通い始めた。

し、その後ひきこもりに。市役所の方からいごこち
かふぇを教えてもらい通い始める。現在は、株式
会社 SamuraiGamersさんでのゲームライター
インターンに応募して、別の道を模索している。

「 しょーもな 、その悩み 」とか思われたらどうしようと思って 。
● いごこちかふぇって、どんな場所？
最初は、怖い人とかおったらどうしよ〜とか思って。相談に
も乗ってくれるって聞いてたけど、
「しょーもな、その悩み」と
か思われたらどうしようとか思って。
でも、
いざ行ってみたら、
みんなめっちゃいい人で、
真剣に自分のこと聞いてくれて。

● どんなおとながいたの？
今まで友達としか遊ばんかったし、学校も嫌やったんで
すよね。朝起きるの苦手やし、やったらあかんことしてたん
ですね。中学生やのに。
（ 笑）それでも、今井さんは否定せ
ずに聞いてくれて。普通の大人って否定するじゃないです
か。
「そんなんやったらあかんやろ」とか。
でも、そんなふうに否定せず、
「 それは、ほんまにしたい
んか？」って聞いてくれました。
「いや、したくないけど…」
「 それやったら、自分らしく生
きたらいいんじゃない？」とかって話をしましたね。

● 進路とかの話もした？
中３やったから、高校の話もしましたね。学校に行ってい
なかったから、行ける確率がめちゃめちゃ低くて。朝起き
るのもめっちゃ苦手で。
「 朝どうしよう？」って。それものり
さんに相談してました。
それに、自分の（戸籍上の）性別と自分のなかでの性別
が違って。だから、高校へ行くとしたら、名前を変えたいし
女の子として生きたいっていうのがあって。でも、それは
やっぱり難しいことなんですよね。
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● 高校に行く前にも、
いろいろ心配なことがあったんだね。
そしたら、通信 制高校や定時制高校を教えてくれて。
「こんな、高校があるから行ってみない？」って。
「 いや、
行ってみたいけど、私には無理やろ」って思ってたんですけ
ど。のりさんに、
「 いや、できる。なんでそうやってすぐ諦め
るん？」って言われました。
何度も「できるよ」って言ってくれて。名前のほうも俺が
なんとかしてあげるからって言われて。
「 あ〜…じゃあ、わ
かった。じゃあ、頑張ってみよう。そこまで言うんやった
ら。」と思いました。

● 高校はどんな感じやったん？
最初は不安でしたね。女の子として高校には通っていた
ので、秘密がバレてしまったらどうしようって。
「 バレたら、
どうしよう」ばっかりしか思ってなかったけど、案外バレへ
んくて。逆に友達もいっぱいできたし。
行かんかったら今の人生がなかったんやろうなと、今の
友達がおらんのやろうなって思うと、
「 ああ〜高校行ってよ
かったな」って思いました。広がりましたね、視界が。こん
なのが一気（顔の前に両手を出す）にバーって広がって。
（両手を大きく広げる）
（ 笑）。

● 倍くらい広がったんだね！（笑）。

生徒インタビュー 03

● 1年生と2 年生のときに
「クレッシェンド」
を
受けてくれたんだよね？
1年生のときは、ズル休み…でしたね。友達から「面白い
し、イケメンもおるで」って聞いて、最終日だけ行ってみま
した。今年は、イケメンは、残念ながらいませんでした…
（笑）。でも、よく喋ってたお兄さんはお気に入りですね。ま
た来てほしい！

● コンポーザーが話していたことのなかで、
共感したことはあった？
コンポーザーさんから中学校時代にいじめを受けてい
たって話を聞いて「ああ、私もそういうことあったな」って
いうのは思いました。

●「いじめ」ってどういう感じだったの？
中学の頃の友達の遊びかな？でも、私はそれが嫌で。そ
の時、嫌なことを「嫌だ」ってあんまり言えなかったんです
よ。それでだんだんエスカレートして、ものを隠されたりし
て。
「 これ、もう遊びちゃうやん」って思って、学校行くのが
嫌になりました。もう、サボっちゃえって。だから、中学はあ
んまり行ってないですね。

だいぶ…良かったです。この仕事決まってへんかったら
…面接も多分受かってないから、ずっとそのままやったと
思います。合わない人もいますが、ほとんどはいい人で、50
歳ぐらいの人に良くしてもらっています。

● D×Pを知ったきっかけはいつぐらいですか？
そのときは、学校を辞めて暫く家で引きこもっていた時
期で。いろいろ考えて、恩師に「何か、外に出るきっかけ
を作るのに良い場所は無いですか？」って聞きました。そ
したら 、泉 大 津 市の生 活 応 援 窓口を紹 介していただい
て。生活応援窓口の職員さんに、D×Pのいごこちかふぇ
を教えてもらいました。

● これから、
してみたいことはある？
なんか、自分がしたいこととかは、今はわからないって状
態ですかね〜…。前は、声優になりたくって。ただ、今から
…って考えると遅いかなと。だから今、自分が声優を諦めて
何がしたいん？って聞かれると何がしたいんやろ？って。自問
自答を繰り返すしかないって感じですね。興味があることは
いくつかあるけど…それに関しては、仕事としてやっていく
か、それこそ趣味としてやっていくかっていろいろ悩んでい
るところです。

クレッシェンドで、こんな大人もおるんやって思った。
● 高校に入ってみてどう？
面白い人もいっぱいいるし。今は、めっちゃ仲良しのなん
でも話せる友達もいます！

● 一緒のグループだったコンポーザーってどんな人だった？
子どもがそのまま大人になった感じ！あと、私が「こうい
うふうに応援して欲しいな」って思っていたことをそのま
ま言ってくれて嬉しかった。
「 辛いこともあると思うけど、
うっしーならやれる、がんばれ。」って。友達気分で話してく
れるし、同世代みたい！

● 普段、家族以外の大人と話すことってある？
バイト先の40代とか50代が多いんですけど。お子さん
の 話を聞 いたり 、あとは芸 能 人の 話とか 。私 あんまり
ニュースとか見ないから、話には全然入れないので。
「 ふー
ん」って頷いてますね。

● コンポーザーと話していたときは…？
自分から、ぐいぐいいきましたね。自分の今気にいって
いるものの話とか、これからやりたいこととか。そういう話
をするのがすっごい楽しくて！こんな大人もおるんやって
思いましたね。

うっしー
高校 3 年生。高校 1・2 年生の時にクレッシェ
ンドを受ける。その後、学内ライブラボで進
路相談をした。これからpolcaで集めたお金
で声優の養成学校に通う予定。
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たくさんの方に支えていただきました 。

● 2017年度 活動計算書（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

DxPが、
経済的にしんどさを抱えた高校生が集まる公立高校でクレッシェンド、
いごこちかふぇ、
ライブエンジンが実現できているのは、
ご寄付・ご助成いただいている方のおかげです。
一部となりますが、
サポーターの皆様をご紹介します。
● スポンサー企業・個人の皆様（一部 / 順不同）

（故）福武純子様
グローバル・アライアンス株式会社様

株式会社NAOMI様

野澤会計事務所様

チャットワーク株式会社様

花王ハートポケット倶楽部様
花王株式会社様

Nishiki Foods様

株式会社CLC様

北海道ポラコン株式会社様

株式会社アウラ様

株式会社ヒューマンフォーラム様

シンプライン株式会社様

株式会社ココウェル様

合同衛生株式会社様

株式会社ビオスタイル様

SOCIUS VALUE株式会社様

株式会社なるほどゼミナール様

株式会社近畿サービス様

株式会社日本駐車場サービス様

株式会社りんゆう観光様

きょうどう経営株式会社様

昭和技研株式会社様

株式会社自在様

有限会社サワキ様

科目

ひらかた京町家

株式会社原田教育研究所様

太田ネフロクリニック様

金額

Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2. 受取寄附金
受取寄附金
3. 受取助成金等
受取助成金
4. 事業収益
教育支援事業収益
講演活動事業収益
5. その他収益
受取利息、他
経常収益計
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
（１）人件費
給料手当
法定福利費

40,000
0

40,000

47,196,189

47,196,189

8,703,870

8,703,870

5,668,433
1,496,984

7,165,417

95,918

95,918

昨年度より1,272,027円減収しています。引き
続き、私立の通信制高校ではなく、経済的に
困難な状況下にある生徒の多い公立の定時制
高校でのプログラム実施を重視したためです。

20,695,561
2,871,576
23,567,137

事業費の人件費は昨年度より3,985,091円増
額しています。クレッシェンドを担当する正職
員が1名、新しい事業を担当する職員が1名加
わったために事業費の人件費が増えています。
新事業を進め、既存事業を基盤強化するため
の一手を打つことができました。

事業費の交通費は昨年度より2,540,781円増
額しています。例年の札幌でのクレッシェンド
の実施に加えて、岡山の定時 制高 校でもク
レッシェンドを実施したため交通費が上がって
います。また2017年1月からスタートしたいごこ
ちかふぇを週1〜2回、比較的遠方の高校で実
施したために交通費が上がっています。

6,713,311
559,862
191,539
160,865
5,120,894
12,746,471

36,313,608

管理部門の人件費は昨年度より3,242,115円
増額しています。広報・ファンドレイジング部門
の正職員が1名増加し、昨年度よりパートから
正職員に変わった経営管理部の正職員が1名
いたため、管理部門の人件費が増えています。

9,655,320
1,325,751
10,981,071

（２）その他経費
旅費交通費
賃借料
消耗品・備品費
通信費
雑費他
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
Ⅲ 経常外収益
経常外収益計
Ⅳ 経常外費用
経常外費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
指定正味財産増減額
一般正味財産増減額
次期繰越正味財産額

昨年度より13,063, 882円増収しています。個
人寄付者は昨年度より増えて402名となりまし
た。
また、
個人の資産家の方や法人からの寄付
も増えて10万円以上の大口の寄付21,921,892
万円（全体寄付収入の46％）となっています。
大阪マラソンを通したご寄付も頂戴し、多くの
方から応援をいただいた1年でした。
居場所事業運営/就労支援事業実施に、トヨタ
財団様、ウォーター・ドラゴン財団様、ドコモコ
ミュニケーションファンド様、熊西地域振興財
団様、長谷福祉会様、Panasonicサポートファ
ンド様にご助成をいただきました。

63,201,394

（２）その他経費
旅費交通費
賃借料
印刷製本費
消耗品・備品費
雑費他
事業費計
2. 管理費
（１）人件費
給料手当
法定福利費

株式会社Kurokawa様

（単位：円）

3,653,096
894,940
558,889
512,160
9,250,067
14,869,152

25,850,223
62,163,831
1,037,563
0
0
0
0
1,037,563
70,044
967,519
45,252,055
-15,000,000
0
31,219,574

管理部門の雑費は昨年度より4,887,257円増
額しています。PanasonicNPOサポートファン
ド様のご助成を原資に、ソーシャルマネジメン
ト合同会社様による経営コンサルに入っても
らい組織基盤強化を行ったためです。また社
内合宿や価値規範策定ワークショップを行う
など、経営強化に投資しました。また、経理部
門に関してはM&Tコンサルティング様に委託
にて連携しながら運営し、より正確な経理業務
を実施できるような体制づくりを行いました。

（故）福武純子様より頂戴したご寄付のもと、
2016-2018年度の3年間に渡って15,000,000
円ずつ寄付を充ててほしいというご意向に基
づいて今年度もご指定の額を指定正味財産か
ら寄付として受け取らせていただきました。

指定正味財産としてワールドチャレンジ募金
への寄付もいただいている他、次年度に向けた
一手のために次期に繰越をしています。次年度
は、2017年度に始まった新事業「いきるシゴト
をつくる事業部」をさらに伸ばし、新しい構想
である「いきる暮らしをつくる事業部（仮）」の
ための取り組みを始めていきます。

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

株式会社SAMBAR様

● 助成団体
Panasonic NPOサポートファンド
フィル・ファンデーション
日本財団 2016年度 子供の未来応援基金
財団法人熊西地域振興財団、長谷福祉会
ウォーター・ドラゴン財団
ドコモコミュニケーションファンド

ME DI A

● 経常収入 3期比較（単位 : 千円）

医療法人さわらび会様

656

● マンスリーサポーター・単発寄付をいただいた方
2017年度はマンスリーサポーター（定額寄付会員）の皆様が404名、単発自由寄付をいただいた方
クラウドファンディングをしていただいた方は231名となりました。
「年を重ねるって大変な
が21名、

人

こともあるけど、
めっちゃ楽しいよと高校生や若い子たちに思ってほしいし、
自分も体現していきた
いと考えてます」
「少しつまづいたり吹きこぼれたとしても、
人とつながって落ち着いて歩んでいける
社会にしていきたいですね。
」
ご寄付と一緒に、
そんなあたたかいお言葉をいただいています。

メディア掲載歴（一部）

2017.10
読売新聞（朝刊）
「挫折経験から 夢考えて」

2018.1
AERA（アエラ）
「現代の肖像」

2017.6
Forbes JAPAN（フォーブスジャパン）
特集「新しい「お金の使い方」」

65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

63,201
50,119

+110
+1,179

31,402

+13,064

-1,272
2015年度
事業収益
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前年比

+13,082

2016年度
受取寄附金・会費

この活動計算書は会計帳簿の記載金額と一致し、
認定特定非営利活動法人Ｄ×Pの収支を正しく
示していることを認めます。

監事 毛受芳高（一般社団法人アスバシ）
理事 塩田陵（ファイナンスアナリスト）
経営管理部 森下裕子
経理代行 株式会社 M&T コンサルティング

2017年度
受取助成金

その他収益
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