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事業計画書



事業対象者の設定

※上記は案です。企画委員会の中で有識者と相談しながら内容を決定していきます。

定年退職を迎えセカンドキャリアについて

考える60歳以上の層。周辺業務という業務

区分や仕事のやりがい、地域とのつながり

の重要性など、シニアの興味関心ごとを入

口に、介護業界への参入を促進する。

アクティブシニア層
ターゲット①

●多様な働き方ができる職場づくりの方法
●マネジメントの先進事例の横展開

///////// ターゲット設定///////// 

●地域や社会と関わりを持ち働くことの意義

●周辺業務という業務区分の理解

●福祉・介護の仕事の魅力、やりがい

子育てがひと段落着いて復職を考える

層や、他業種からの転職を考えている

層（主に40～50代）。

多様な働き方やキャリアパスを示すこ

とで介護業界への関心を高める。

ミドル層 (子育てを終えた層を含む）

ターゲット②

●仕事内容や働き方の多様性

●ロールモデルとキャリアパスの提示

●福祉・介護の仕事の魅力、やりがい

慢性的な人手不足など、人材マネジメント

に悩む介護事業者に対して先進事例の紹介

などを行うことで、多様な人材の受け入れ

を促進する。

介護事業者
ターゲット③

本事業のターゲットを、潜在的な労働力である「アクティブシニア層」、多様な働き方を求める「ミドル層（子育てを終えた層を含

む）」、人材の受け皿となる「介護事業者」の３方に設定します。

事業内容及び手法
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定年退職を迎えセカンドキャリアについて考える60歳以上の層。周辺業務という業務区分や仕事のやりがい、

地域とのつながりの重要性など、シニアの興味関心ごとを入口に、介護業界への参入を促進する。

事業対象者の設定
///////// ターゲット①アクティブシニア層分析///////// 

訴求するメッセージ

地域や社会と関わりを持ち
働くことの意義

周辺業務という業務区分の理解 介護の仕事の魅力、やりがい

ターゲットとするアクティブシニアのペルソナ
●セカンドキャリアを考えている

●自分の時間も大切にしながら働きたい

●介護とのつながりを持ちたい

●何かに挑戦したい

●介護予防・フレイル予防に興味が

あるなど健康意識が高い

●社会参加をしたい

●地域貢献をしたい

実際に介護現場で働いているアクティブシニアの声（短時間勤務で働いている人）※令和３年度本事業取材よ
り

現場で感じた課題を施設長が聞い

てくれて、それを新たな仕事とし
て採り入れてくれる職場環境があ

るから、やりがいを感じる

年齢を重ね、社会とのつながりが減って

いくことに危機感を感じており、社会と
のつながりとして、利用者とコミュニ

ケーションがある介護助手の仕事を選ん
だ

親の介護といっても病院任

せ、施設任せだったので、
70歳まで介護のことを知ら
ずにきてしまい不安だった

一人暮らしのため、地域の

介護とつながっていたい

自分の都合のいい

時間帯で働けて家
事の延長線上で出

来る仕事をしたい

社会参加をしたいと思った

事業内容及び手法
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事業対象者の設定

子育てがひと段落着いて復職を考える層や、他業種からの転職を考えている層（主に40～50代）。

多様な働き方やキャリアパスを示すことで介護業界への関心を高める。

///////// ターゲット②ミドル層分析///////// 

訴求するメッセージ

仕事内容や働き方の多様性
ロールモデルと
キャリアパスの提示

介護の仕事の魅力、やりがい

ターゲットとするミドル層(40〜50代)のペルソナ

●今の仕事がしっくりいかない

●モヤモヤしながら仕事をしている

●自分に合った仕事がしたい

●生活のスタイルを変えたい

●対人サービスが好き

●復職をしたいが、特にこれと

いったスキルがないため不安

転職希望者の声（介護労働安全センターの介護職員初任者研修の参加者）

男性参加者の多くは、40代
から50代前半。勤務先の業
界や企業が業務縮小したり、
個人事業主として働いてき
た人が多い

接客業の経験があり、介
護は対人サービスなので
その延長線上だと考え、
資格を取得しようとして
いる

女性参加者は、子どもが成
長し、学費や生活費もかか
るので長く働ける仕事とし
て新たに仕事を始めたいと
考えている人が多い

家族を抱えており、共働
きを前提としても家族を
養える収入が欲しい

これまでの仕事をいかせる仕
事は、斜陽のため求人がない

事業内容及び手法
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事業対象者の設定

慢性的な人手不足など、人材マネジメントに悩む介護事業者に対して先進事例の紹介などを行うことで、

多様な人材の受け入れを促進する。

///////// ターゲット③介護事業者分析///////// 

ターゲットとする介護事業者のペルソナ

●慢性的な人手不足に悩んでいる

●現場は詳しいがマネジメントが苦手

●地域人材にどうリーチすべきかわか

らない

●働きやすい職場づくりの取り組み方が

分からない

●時代の変化を反映したリーダー層の育

成が課題

訴求するメソッド

多様な働き方ができる職場づくりの方法 マネジメントの先進事例の横展開

事業内容及び手法

取組を進めている介護事業者の声 ※令和３年度本事業取材より

子育て中のときに夜勤がない
職場への異動を可能にするな
ど、継続的に働ける環境を確
保している

介護助手の導入だけではなく、
個人個人の多様な働き方を職
場全員が認められる働き方が
できる職場づくりが重要

地域福祉に力を入れており、
地域とのつながりや地域の
課題解決に日ごろから一緒
に取り組んでいる

介護の仕事以外の業務
を組み合わせることが
燃え尽きないためのポ
イント

起業を前提とした研修

内部研修が充実していて
キャリアパスが明確
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事業対象者の設定

事業の全体像

都道府県・市区町村 他情報発信事業実施主体

各種啓発ツールの相互利用など有機的連携

◼多様な人材や働き方のマネジメン

トを学びたいと考えている人

◼人材を確保したいと考えている人

介護事業者・介護職

イベ
ント

事業者向けウェビナー「好事例から学ぶ！
人手不足感を乗り越えた介護事業所運営」全5回

新聞

WEB
SNS

◼新たな働き先を考えている人

◼復職を考えている人

ミドル層

（子育てを終えた層を含む）

40代向け大規模イベント
WORKO!フェス

webコンテンツ

ミドル層転職者向けデジタルパンフレット
「40歳からのLIFE SHIFT」

LINE広告

啓発
ツール

「介護の働き方改革」事例集

◼将来のために介護を学びたい人

◼社会参加を考えている人

アクティブシニア層

アクティブシニア向け大規模イベント
「人生100年時代のLIFE SHIFT」

新聞広告（朝日新聞全国版5段多色×5回）

Facebookページの運営

入門的研修紹介動画＆周辺業務紹介動画
YouTube配信

事業ポータルページでの情報発信
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未経験者でも始められる、自分の得意を生かせる、多様な働き方があるといった

これまでとは違う新しい介護のイメージを「ＫＡＩＧＯ」に込めました

自分にできるがきっと見つかる

介護の仕事には専門業務から周辺業務に至るまで様々な仕事があり、

誰もが自分の得意なことを生かして活躍できる可能性があることを端的に伝えます

具体的な手法
事業内容及び手法

令和2年度事業にてアクティブシニア322人に介護の仕事に対する意識調査を実施。福祉・介護の仕事への興味や関心が高ま

る文章について選択式で尋ねたところ、最も支持されたのは「介護の現場にはあなたの得意なことを生かせる仕事がありま

す」でした。これをもとに令和3年度事業にてロゴとキャッチコピーを検討して以下に決定しました。

このキャッチコピーはアクティブシニアのみならず、ミドル層、介護事業者それぞれに「多様な働き方」を訴求するメッセー

ジとして最適だと考えられますので、今年度も引き続き使用していきます。

プロジェクトロゴ

キャッチコピー

プロジェクトロゴ・キャッチコピーの設定
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具体的な手法

事業ポータルページの制作・運用

事業ポータルページ
周辺業務の多様性を紹介する短編動画11本

「介護に関する入門的研修のススメ」動画

ミドル層転職者向け「40歳からのLIFE SHIFT」

介護事業者向け「介護の働き方改革」事例集

ミドル層
介護事業者
職能団体等

アクティブシニア層

国民

都道府県
市区町村

他情報発信事業
実施主体

昨年度まで多くのアクティブシニア層が訪れるウェブメディア「Reライフ.net」および「なかまぁる」を活用して記事等を掲

載してまいりましたが、ユーザーの利便性を考慮し、過去事業および今年度事業で作成した啓発ツールを１ページに集約した

事業ポータルページを制作します。ポータルページでは周辺業務や入門的研修を紹介するなど、基本的な情報がわかりやすく

まとまっているページを目指します。また、掲載する啓発ツールは事業間連携等事業の採択事業者と協力し、都道府県や介護

助手等普及推進員（仮称）、事業者団体等に提供し、各地の啓発活動に役立ててもらうなど有機的な連携を図ってまいります。

朝日新聞デジタルをはじめ

様々な媒体から誘導を行います。

国民の誰もが簡単にアクセス可能
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原稿イメージ 掲載イメージ

具体的な手法

アクティブシニア層向け 朝日新聞を活用した興味喚起・広報啓発

介護の現場でさまざまな働き方・関わり方をするアクティブシニアを取材。仕事内容や仕事の魅力、やりがいを伝える特集を連載しま

す。毎月１回、アクティブシニア向けに情報発信をしている編集特集「Reライフ面」の記事下に広告を掲載するとともに、ナビゲー

ターとして介護業界や介護の仕事を応援する著名人を５名起用するなど、接触率を高める工夫をします。

◼ 媒体 ：朝日新聞全国版朝刊 全5段広告×５回（発行部数：4,751,459部）

◼ 時期 ：2022年９月以降

※日本ABC協会／新聞発行社レポート 2021年1～6月平均
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具体的な手法

アクティブシニア層向け YouTubeを活用した理解促進

介護の仕事の魅力を映像を通じてわかりやすく伝えるために、令和2年度事業で制作した周辺業務の多様性を紹介する動画

「これからのKAIGO～みんなの働き方・関わり方～」と令和3年度事業で制作した入門的研修の受講を促進するための動画

「介護に関する入門的研修のススメ」を、日本最大の動画共有サービスYouTubeで広告配信します。

60代のYouTube利用率は年々増加し、令和2年度には約60%となっています。※総務省調査より

配信概要

◼ 実施時期

◼ ターゲット

◼ 広告表示タイミング

◼ 運用

“体罰“は法律で禁止されています！

Google広告と同じように
ターゲティング配信がで

きるため、重点ターゲッ

トへ効果的に配信が可能。
：2022年10月～

：60歳以上の男女を中心に配信

：YouTube 動画再生ページまたはGoogle動画

パートナー上のウェブサイトやアプリに表示されます。

：ターゲットに合うオーディエンスを設定。または、

シニアに関する動画等の指定のコンテンツにのみ表示

し、運用しながら効果が高いものに絞っていきます。

介護の仕事の理解促進 介護の仕事への興味喚起 動画の活用で自分の働

く姿がイメージしやす

くなります。
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具体的な手法

アクティブシニア層向け

Facebookページを活用したコミュニティの関係強化

令和3年度に、福祉・介護の仕事に関心のある方のリードナーチャリングを目的として、月２回メールマガジンの配信を

実施しました。令和4年度はコミュニティの関係強化を目指して、本事業のFacebookページを作成します。メールマガジ

ンでは情報が一方通行でしたが、SNSの「いいね」やシェア、コメントなどの双方向機能を活用し、介護関心層がどのよ

うな課題意識を持っているか、介護の仕事に就くことをイメージするために何が必要かなどのニーズを探ることが可能に

なります。

介護の情報に接する機会を増やすとともに、双方向の交流を通して

コミュニティの関係を深め、介護の仕事への興味関心を高めていきます。

介護関心層を

メルマガ会員化

介護に関する

イベント参加者等

Facebook
コミュニティ化

双方向性を持ちながら日

常的な情報発信・情報交

換の場を目指します。

（週１回以上配信予定）

情報発信内容（案）

3月に実施した会員対象の交流会では、50代でセ

カンドキャリアを検討中の男性から「介護の世界

に足を踏み入れる具体的な方法が分からない」な

どの悩みが寄せられました。

令和2年度 令和3年度 令和4年度

福祉・介護に関するイベント情報

＊他事業や都道府県事業もターゲット

や趣旨に合致すれば配信可能です

制作したコンテンツ（過去事業を含む）

の紹介・視聴拡大

令和4年度の入門的研修開催情報

などの介護情報トピック
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具体的な手法

日 時：2022年11月中想定

会 場：オンラインでの配信予定

主 催：朝日新聞社

参加者：アクティブシニア層

内 容：

◼１部：人生100年時代のLIFE SHIFT～あなたのできるを探してみませんか？【60分】

＜概要＞

「人生100年時代のLIFE SHIFT」をテーマに、トークショー形式でお二人のキャリアに対する考え方を聞くとともに、セカンドキャリ

アとしての介護の仕事への可能性について触れていきます。事前にゲストの方に介護施設を訪問していただき、周辺業務等介護業務を

体験していただく模様を収録、その動画も活用することで、介護現場での実際の仕事の様子を伝えます。

※お二人の体験が難しい場合は、Reライフ読者会議メンバーによる周辺業務体験などを想定

◼２部：「あなたにできるがきっとある」これからのKAIGOを体験してみませんか？【60分】

＜概要＞

ゲストが入門的研修模擬講義などを体験していただき、その模様を配信することで視聴者とともに介護の仕事の世界を学びます。

●実施概要（案）

大規模アクティブシニアコミュニティ「Reライフプロジェクト」が「人生100年時代のLIFE SHIFT」をテーマにしたウェビナーを開催。

アクティブシニアに対してセカンドキャリアの一歩を踏み出すきっかけ作りとともに、その選択肢としての介護の仕事の魅力を伝えます。

イベントは２部構成とし、１部ではアクティブシニアのインフルエンサーやキャリアチェンジを行った著名人と介護職を交えたトークショー

を行い幅広い参加者の関心を集めます。２部では介護の仕事の入門的研修の一部を実施する等により実践的な内容を学びます。

アクティブシニア層向け

大規模アクティブシニアコミュニティを活用した大型イベントの開催
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具体的な手法

ミドル層向け

事業ポータルページでキャリアパスモデルを紹介

40～50代の方に福祉・介護業界への参入を後押しするためには、入職後にどのようなステップを踏むことになるのか、長く

働き続けることができるのか等の情報を提供することが重要です。そこで、未経験から福祉・介護の仕事に転職して活躍して

いる方を対象に取材を実施。仕事の内容、きっかけ、やりがい、福祉・介護の仕事を目指す方々へのメッセージを聴取します。

取材した内容は、朝日新聞デジタルに設置する事業ポータルページに掲載して広く情報発信するとともに、デジタルリーフ

レットにまとめて自治体や介護事業者等でも活用できるようにします。

記事テーマ

テーマ 本数 内 容

転職いきいきロールモデル １本 転職後のキャリアパスモデルを制作

教えて！先輩のLIFE SHIFT 4本 その道で活躍するモデル像や仕事に取り組む等身大の姿を紹介

介護×〇〇＝∞ ２本 介護の多様性とパラレルキャリアで広がる可能性を紹介

「有償ボランティア＆生きがい就労」って

知っていますか？
１本 ボランティアポイント制度など多様な関わり方の紹介

一歩先の介護現場を行く ２本 働きやすい職場づくりを実践している事業所のメソッド紹介

計10本制作予定
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具体的な手法

4本

転職いきいきロールモデル
（転職後のキャリアパスの見える化）

イメージ

・未経験者でも参入可能

・中途入職でもキャリア形成が可能で、長く勤められる

・希望に応じて多様な働き方ができる

・参入への不安に答えるQ&A

教えて！先輩のLIFE SHIFT
（転職後に介護職として活躍するロールモデルの紹介）

・仕事の内容、きっかけ、やりがい、悩み、努力や自信

・仕事に取り組む等身大の姿

・前職での経験が生きた事例

・福祉・介護業界を目指す方々へのメッセージ

イメージ

訴求ポイント

1本

訴求ポイント

事業ポータルページでキャリアパスモデルを紹介

ミドル層向け
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具体的な手法

ミドル層向け

事業ポータルページでキャリアパスモデルを紹介

2本

介護×〇〇＝∞
（パラレルキャリアで広がる可能性を紹介）

イメージ

・産業としての広がりの可能性

・自ら考え工夫した結果が介護の仕事に生きる「楽しさ」

・自分の引き出しが増える可能性

「有償ボランティア＆生きがい就労」って

知っていますか？
（多様な関わり方の紹介）

・短時間就労やボランティアポイント制度の紹介

・就職せずとも気軽に参加できる

・地域や社会ととつながることができる

・多様な働き方・関わり方ができる

訴求ポイント

2本

訴求ポイント

※多種多様な介護人材とのネットワークを持つ、

未来をつくるkaigoカフェとの共同企画を予定

一歩先の介護現場を行く
（働きやすい職場づくりを実践する事業所のメソッド）

・人材確保やマネジメントの好事例

・働きやすい職場づくりの方法を紹介

訴求ポイント

1本
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具体的な手法

ミドル層向け

デジタルパンフレット「40歳からのLIFE SHIFT」の作成・公開

ウェブコンテンツを自治体や介護事業所等で活用しやすくするために、要点をまとめたデジタルパンフレットを作成。事業

ポータルページに掲載してどなたでも自由にダウンロードできるようにします。（A4サイズ、全8ページを予定）

表４ P6 P5 P4 P3 P2 P1 表1

表紙裏表紙教えて！先輩のLIFE SHIFT 転職いきいきロールモデル

裏表紙
転職いきい
きロールモ
デル

転職いきい
きロールモ
デル

表紙
事業ポータ
ルページの
紹介

介護×〇〇
＝∞

教えて！
先輩の
LIFE 

SHIFT

教えて！
先輩の
LIFE 

SHIFT
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具体的な手法

ミドル層向け

40代のミドル層（子育て層）が集まる大規模イベント「WORKO!フェス」

40代のミドル層（子育て層）が参加する大規模イベント「WORKO!フェス」にて、介護の仕事の魅力をテーマにセミナーを

実施。子育てと仕事の両立や復職を希望するものの一歩踏み出せない女性に対して、多様な働き方と合わせて介護の仕事の魅

力・やりがいを紹介することで、興味関心を高めます。

● WORKO!フェスのセミナー１コマ（30～40分）を使い、介護のしごとの

魅力を発信するためのセミナーを開催します。

● 介護の仕事を身近に感じていただくために、セミナー内でケアニン

ショートフィルムの上映を行います。（※全国老人福祉施設協議会と要

調整）

● セミナー内容は、後日事業ポータルページに採録記事として掲載。当日

だけではなく、より多くの視聴を促します。

実施概要（予定）

◼ 日 時 ：2022年11月上旬

10：00～16：00

◼ 会 場 ：オンラインにて実施

◼ 主 催 ：朝日新聞社

◼ 視聴者 ：子育て中の夫婦

※後日サンプリングとして

「40歳からのLIFE SHIFT」を配布します
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※上記は案です。変更の可能性がございます。
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具体的な手法

ミドル層向け

LINEを活用した情報発信

WORKO!フェスの採録記事を、日本最大のコミュニケーションツールである「LINE」を活用して40代以上に向けて広く拡散

します。配信は507万人以上のユーザーが登録している「朝日新聞デジタル」アカウントを活用いたします。

LINEダイジェストスポット、507万人にリーチできる朝日新聞DIGITALアカウントを活用

アカウント

LINEダイジェストスポット「朝日新聞デジタル」アカウントの特徴

①友達数約507万人のユーザーにリーチが可能。

LINE全アカウント内で4位、報道系アカウントでは圧倒的No.1。

②LINEユーザーに最も支持されたメディアアカウントとして、2021年に表彰。

高いパフォーマンスを発揮することができます。

＊ LINE社調べ

40代以上が

ボリュームゾーン

アカウント内の定時

配信面の画像誘導枠

（テキスト誘導枠で

も可）

アカウント内の

記事面での掲載。

ウェブタイアップ

ページへ誘導
ケアニンからひも解く
福祉・介護の仕事の魅力

配信概要

◼ 媒体名 ：LINEダイジェストスポット

（朝日新聞デジタルアカウント）

◼ 配信時期：2022年11月以降

◼ タイミング：平日夕方帯に配信

朝日新聞デジタル LINE公式アカウントユーザー性別／年代
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● 業務の切り分け、周辺業務の紹介

● アクティブシニアを活用する事業所紹介

● 採用やマネジメント方法の紹介

● 多様な職種との融合・人間関係の調整

＋

先進事例施設の取材で得た共通点

イメージ改善と同時に、働きやすい職場づくりも重要

働きやすい職場

● アクティブシニアが働き続けるモチベーションの
ポイント

● アクティブシニアが働く価値観と優先順位
● 多種多様な介護の仕事、事業所との出会い

短時間勤務など
多様な働き方を
組み合わせてい
る

ユニットごとに
雇用形態を乗り
越えチームビル
ドができている

ケアの質にプラ
スされて組織や
経営のマネジメ
ントがある

働く側、利用者、
家族、地域がプ
ラスになる取り
組みが行われて
いる

新卒世代もアク
ティブシニア世
代も離職率が低
い

利用者の生活の
場を支えるとい
うマインドが強
い

横断的に改善
チームが存在し
たり、継続的に
改善が行われた
りしている

具体的な手法
事業内容及び手法

好事例を全国に広く周知し、介護事業者内の横展開を図ります

介護事業者向け 令和2年度、令和3年度事業を通じて得た知見

19



具体的な手法

介護事業者向け

「介護の働き方改革」事例集の作成・配布

令和3年度事業では、「介護の働き方改革」と題して介護事業所のマネジメント好事例を取材し、全10本の記事をウェブメ

ディア「なかまぁる」に掲載しました。これらのコンテンツを、一覧性を持って閲覧しやすいように小冊子に再編集します。

印刷した冊子はオブザーバー団体に送付し、介護事業所で活用いただきます。また事業ポータルページにもデジタル版を掲載

し、全国どこからでもダウンロードできるようにします。（A4×32ページ想定）

オブザーバー団体

全国の介護事業者

介護事業者向けコンテンツ 小冊子イメージ

配布

配信
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21

具体的な手法

「介護の働き方改革」事例集の作成・配布

事業内容及び手法

21



2

2

令和3年度事業等を通じてリサーチをした介護事業者のニーズに応えるため、人手不足をどのように乗り越えているか、

そのメソッドをつたえるウェビナーを全５回開催します。

介護事業者向けウェビナー「好事例から学ぶ！人手不足感を乗り越えた介護事業所運営(仮)」の開催

①外国人など多様な人材を登用するマネジメントを学ぶ

②「働く」をキーワードにしたデイサービス運営とそれを可能にするマネジメント

③働き手はどこに？ ヒントは地域密着

④ボランティアやアクティブシニアの活用法

⑤新卒が多く訪れる大樹会のメソッド

「好事例から学ぶ！ 人手不足感を乗り越えた介護事業所運営」

テーマ案

視聴対象とする介護事業者のペルソナ

●慢性的な人手不足に悩んでいる

●現場は詳しいがマネジメントが苦手

●地域人材にどうリーチすべきかわか

らない

●働きやすい職場づくりの取り組み方が

分からない

●時代の変化を反映したリーダー層の育

成が課題

好事例を横展開するウェビナーの開催

具体的な手法

介護事業者向け
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目標設定
事業内容及び手法

事業実施におけるアウトカム（成果）の設定

※アウトカムの数値目標は、事業実施前アンケート結果などを踏まえ、貴省および事業間連携等事業の採択事業者と協議の上設定いたします。

アクティブ
シニア層

ミドル層

事業者

発行部数・掲載回数・
接触率等

参加人数・視聴時間・
アーカイブ再生回数

新聞掲載

イベント「人生100年時
代のLIFE SHIFT」

周辺業務という業務区
分の理解と興味の向上

入門的研修の認知向上

福祉・介護の仕事への
興味・関心を持つ人が
増える

福祉・介護の仕事内容
を理解している人が増
える

PV数・SS数・滞在時間

参加人数・採録記事の
PV数・SS数・滞在時間

LINE広告

イベント「WORKO!」

介護職のキャリアパス
の理解向上

多様な働き方の理解向
上

福祉・介護に関する社
会的評価が高まる（イ
メージアップ）

実施回数・参加人数・
視聴時間

配布数・ダウンロード
数

ウェビナー「好事例か
ら学ぶ！人手不足感を
乗り越えた介護事業所

運営」

「介護の働き方改革」
事例集

多様な人材・働き方の
理解向上

活動 アウトプット 直接アウトカム
中間アウトカム
（今年度の目標）

最終アウトカム
（長期目標）

利用者の満足
度向上

福祉・介護の仕事の情
報に接する頻度の向上

Facebookページ運用
発信本数・リーチ数・
エンゲージメント数等

チームビルディングの
重要性の理解向上

リーダー層育成の重要
性の理解向上

マネジメントを実践し
ようとする事業者が増
える

社会参加・地域貢献へ
の意識向上

YouTube広告 再生回数・再生時間等

ウェブコンテンツ

パンフレット「40歳か
らのLIFE SHIFT」

配布数・ダウンロード
数

PV数

介護業界への
入職者増加

介護職員の
定着率向上介護の仕事の魅力・や

りがいの理解向上

介護職への親しみ、親
近感の醸成

介護職員の
定着率向上
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事業効果の検証について

各施策に対する調査手法案

調査手法 調査対象

新聞広告 新聞広告J-MONITOR調査 新聞広告接触者(パネル)

朝日新聞デジタルウェブコンテンツ
Googlefoamやsynoツールなどを用いたアンケート調査、
Googleアナリティクスを用いた解析

コンテンツ接触者

事業ポータルページ
Googlefoamやsynoツールなどを用いたアンケート調査、
Googleアナリティクスを用いた解析

サイト訪問者

各種イベント イベント参加者へのアンケート イベント参加者

YouTube動画 動画モニター視聴者へのアンケート調査等 動画視聴者(モニター)

Facebookコミュニティ Facebookコミュニティ上でのアンケート調査 Facebookコミュニティ登録者

事業実施前後の調査手法

調査手法 調査対象

アクティブシニア層 Reライフコミュニティを通じたアンケート調査 Reライフ会員

ミドル層 (子育てを終えた層を含む） 楽天インサイトを通じたアンケート調査 一般生活者

介護事業者 オブザーバー団体を通じてのアンケート調査 介護事業者

※上記調査手法はあくまで予定であり、各施策の詳細が決定しましたら実施可能な手法で検証を進めさせていただきます。
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５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

事業計画
企画委員会

新聞掲載

YouTube広告

イベント「人生100
年時代のLIFE 
SHIFT」

Facebookページ
運用

事業ポータルペー
ジ・コンテンツ

パンフレット「40
歳からのLIFE 
SHIFT」

イベント
「WORKO!フェ
ス」

LINE広告

ウェビナー「好事
例から学ぶ！人手
不足感を乗り越え
た介護事業所運
営」

「介護の働き方改
革」事例集

事業実施スケジュール
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事業内容及び手法

※上記は案です。実施状況に応じて変更になる可能性がございます。

11月11日の介護の日を盛り上げるために、10〜11月に集中的な広報を展開します。

企画委員会
企画委員
会

企画委員会

ページ開設

ナビゲーター選定・シニア取材

事前
調査

★掲載 ★掲載★掲載

事後
調査

★掲載

パンフレット
編集 ★ポータル格納

★イベント開催

第5回第4回第3回第2回第1回
事前
準備

告知

告知
出演者
調整

台本制作等

採録
制作

配信

編集・構成
印刷
配布★ポータル格納

ポータル制作

★イベント開催出演者
調整

台本制作等

運用（週１回以上更新）

告知

計12本配信

取材・掲載（計10本）

★掲載
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