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１.介護のしごと魅力発信等事業 実績
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■目的
・介護のしごとの魅力を伝え、一般の人々が福祉･介護に抱いているイメージを向上

パートナーシップ提案

プロジェクトチーム
（産経新聞新プロジェクト本部）

企画

取材 法務 PR

制作 SNS

１．3年間の成果と知見を活かして情報発信
主な事業
①こどもヘルパー等体験会の実施
②介護の日（11.11）前後のイベント
③入門的研修動画の推進
④都道府県事業など連携

アドバイス

有識者から、コロナ禍
による影響を考慮した
事業全体への助言を
頂き、目標に沿った事
業の展開を実行

企画委員会

■ターゲット
・シニアや子育てを終えた（子育て中も含む）等を含めた層へ、介護職の社会的な評価の向上を図る

３．効果検証

産経リサーチ＆データ
社、有識者の助言をい
れ、効果検証の設計、
評価などに関してアン
ケートを実施

２．新聞・テレビ・ラジオ等を活用した情報発信
フジサンケイグループと連携
①産経新聞広告
②BSフジ番組（5分×6本）
③ニッポン放送番組（30分×2本）
④YouTubeチャンネル「ゆうゆうLife」

＋

2.事業概要

委託

■手法
・介護のしごと魅力を感じてもらう為に、イベント、新聞、テレビ、ラジオ、SNSで情報発信する
・介護に関する入門的研修動画を活用して、都道府県の地域の事情に応じた魅力発信などを実施する
・過去３年間の成果物（記事、動画や漫画などのコンテンツ）を活用した動画チャンネルで情報発信する



３.介護のしごと魅力発信イベント事業
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コロナ禍、感染予防対策を実施して、都道府県や事業間の連携を図り、
イベント事業を実施する

１）夏休み・子どもヘルパー体験会

開催時期：９月以降に変更（コロナ禍の影響）

開催会場：介護施設とハイブリッド

２）「介護の日」ポスター・チラシ展示会

開催時期：11月11日（金）前後

開催会場：東京サンケイビル地下１Ｆ

３）若手俳優と映像や会話で学ぶトークライブ

開催時期：11月12日（土）開催予定

開催会場：フジテレビ内マルチシアター

事業概要資料

イベントのイメージ



子供たちによる介護のしごと等体験会

【企画趣旨】
介護施設での介護のリアル体験会は実施が厳しい状況であることから、本年度は現役の介護職の方を講
師にお招きし、小・中学生を対象にした「お年寄りとのコミュニケーション（介護）」体験会の企画を検
討します。（会場：公民館・公共の施設などを想定）
【イベント構成案】
9月：時間、75分から90分

体験会テーマ：お年寄りとのコミュニケーションと介護のしごとの魅力 20分
（現役介護職の講師)

お年寄りの声（５～１０名 ビデオレター）５分程度
MCより 町でみかけるor同居しているお年寄りの方へ何ができるのか？等のテーマ出し 15分
各自が検討記入＆質問コーナー 10分
発表と講師の方から子どもヘルパーの任命書を授与 10分

12月：時間、60分 レポート提出（写真付きの感想文を提出、行数は自由）
参加者全員に感謝状の授与と図書カード（3000円程度）贈呈
介護施設側からの感想なども情報発信

イベント１) 子どもヘルパー体験会
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講習会の企画者・講師・参加者の声を取材し、公式やYouTube『ゆうゆうlife』サイトで
公開。コミュニティサイト「きっかけ」を通じてプロモーション展開する。
開催予定日：7月31日「きまぐれ食堂」、8月25日ITC蓮田、

8月26日こうほうえん西大井、9月3日こうほうえん向原（現状決定分）
※すべてのイベントがコロナ禍の影響で9月以降に、延期

事業概要資料
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※全国で実施される介護の日イベントのポスターやチラシを
展示して告知の支援

イベント２）介護の日（11月11日）展示会

■介護の日記念展示イベント

全国で介護の日（11月11日）を中心に開催されるイベントのポスターや
チラシを募集、大手町サンケイビル展示スペースで展示する。
また、イベント当日の模様を取材して、公式、YouTube、きっかけ等の
『ゆうゆうLife』サイトで情報発信する

資料）HPなどから検索、掲載
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会場には無記名のアンケート台を設置、印象に残ったポスターやチラシを選でもらう
→オーディエンス賞などの表彰も検討

東京サンケイビル展示会場



イベント３）若年層にむけてトークイベント

7

■日時：2022年11月12日(土)予定 ※午後を想定

■場所：フジテレビ内「マルチシアター」（席数：135席）
※一般のお客様は100名程度

■内容：2部構成
＜第1部＞映像で学ぶ(30分程度)

テーマ：「まちから、ひとから、しごとから－
寄り添いのある暮らしの提案－」

＜第2部＞会話で学ぶ(50分程度)
テーマ：「若年層の介護福祉参加」
出演者：社会福祉HERO’S ファイナリスト数名
ゲスト：番組出演の人気俳優

事業概要資料

出演予定者(交渉中)

出演予定者(交渉中)

イベントのイメージ



双方向型の新メディア「きっかけ」は産経新聞が提供する、これからの時代の働き方やライ
フスタイルなど様々な"今"の話題をみんなで話すコミュニティです。毎日が楽しくなったり、
世界が少し広がったりするような”きっかけ”をみなさんと一緒に見つけたい、という想い
からこの場所を作ることになりました。
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４．特色ある情報発信

※双方向コミュニティ・きっかけ「ゆうゆうLife」（参加者：14,000人）を活用して介護の
しごとの情報を伝え、興味を最大化させる。

事業概要資料
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情報発信１）「きっかけ」プロジェクト

コミュニティでの対話を
通し、介護に興味関心の
高いユーザーの関与を引
き出す。
「介護の仕事っていいか
も」「私にも介護の仕事
ができるかも」と感じて
いただき、行動につなげ
ていただく場とする。

介護職について知る・考え

る、『きっかけ』を作る。

介護職に関する理解促進
を図る。

＋

事業概要資料
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情報発信２）テレビ番組

【放送想定枠】

月曜 ２２：５５～２３：００ ★「クイズ！脳ベルＳＨＯＷ」枠後

事業概要資料

出演予定者
(交渉中)
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①番組オープニング（番組趣旨説明）

「まちから」「ひとから」「しごとから」のテーマに分けて展開。

↓

②取材先の現場を訪れる戸塚純貴。

リポーターというよりは体験者。状況説明や情報を伝えるのでなく本人の内から出る感想や感情を吐露してもらう。

（情報などはナレーションで処理）

↓

③介護人の一人となってお手伝い。

例）（テーマは「しごとから」）

「和が家のくらしとシゴトバディ」では、買い物リハビリ・グルメリハビリ等あり。

また駄菓子屋もやっている施設もあるので、そこに介護人となって参加。

一緒に買い物・一緒にグルメリハビリ・駄菓子屋の店先に立つ etc・・・

戸塚純貴はゲストではなく、あくまでも介護側として。

↓

④エンド

戸塚純貴が肌で感じて生の声を聞いてみる。そして希望を語ってもらう。

番組を観た人が「介護福祉の仕事って、素敵だな！」という印象を持てるように…。

情報発信２）テレビ番組の内容

５分ＢＳ番組の内容案

被介護者や、施設の方の
コメントや視点も挿入

事業概要資料
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情報発信３）ラジオ番組

介護のしごと魅力発信を目的とするラジオ特別番組を制作、放送する。
内容は、ケアするウェブマガジン「ゆうゆうＬｉｆｅ」（公式サイト）と
連携した取材音声、ゲストコンテンツ、リスナーメッセージ等を活用して
構成する。

■放送日時（予定）
①２０２２年１２月下旬３０分規模特番（事前収録）
②２０２３年１月上旬３０分規模特番（事前収録）
※年末特番と年始特番、番組枠は調整中
※各回にゲスト１名をお呼びする（ゲストは好調中）

■パーソナリティ（予定）町亞聖
※ニッポン放送では、毎週日曜日朝に

『ウィークエンドケアタイム「ひだまり

ハウス～うつ病・認知症を語ろう～」』

のパーソナリティを務める

※制作・プロデューサー：長濵純（ニッポン放送）
「ゆうゆうLife」ホームページに音声をアーカイブ
※情報解禁日時
プレスリリース作成の上、各媒体向けに発信予定

事業概要資料

出演予定者
(交渉中)
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情報発信４）新聞広告

介護のしごと魅力発信等事業において、介護福
祉士やスタッフの笑顔と共に、魅力発信の広報
ＰＲを３年間にわたり産経新聞紙上にて、情報
発信してきた。
令和４年度も、介護のしごと魅力発信として、
全国へ新聞紙面にてお届けします。
記事掲載時期は、全事業のまとめの意義を込め
て令和５年３月を予定

事業概要資料



介護のしごと魅力発信等事業・公式サイト「ゆうゆうLife」をさらに充実することで、様々に企画さ
れた情報発信のハブ（HUB）として、介護のしごとのリアル等の現場を伝える。
イベント情報や動画など情報発信を強化する。

情報発信５）オウンドメディア

14

事業概要資料



厚生労働省の入門的研修に準拠、白井孝子先生(東京福祉専門学校)監修導入1本、講座42本１講座約30分

情報発信６）介護に関する入門的研修動画事業

１．なりすまし防止機能(スマホ対応)

２．早送り防止機能
３．iD発行、視聴進捗管理サポート

４．事業運営全体のサポート

産経新聞社新プロジェクト本部は、令和2年度厚生労働省介護のしごと魅力発信等事業において、「介護に関する
入門的研修動画」を制作、また、顔認証（なりすまし防止機能）を導入したシステムを開発した。

■特色

①スマホ視聴で受講ハードルが下がる
②受講生のすそ野拡大に活用できる
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※都道府県からの問合せなどを受付中

事業概要資料



情報発信６）介護に関する入門的研修動画 横浜モデル版

受講後の就労などを

総合的にサポート横浜市（自治体）

■視聴用ID・パスワード管理

■受講生の視聴の進捗管理
■受講生からの問合せ対応
■修了書の郵送（自治体からの代行）

■顔認証（なりすまし防止システム）
管理、運用
■脱落防止のためのコミュニ
ティー運営・管理

■受講生の募集

自治体在住の確認

■募集媒体

市広報、LINE、tw、新聞
■研修運営事業者の募集
受講生対応を委託

■修了証の発行
DATA等の作成

■運用委託の予算化

委
託

受講生
（横浜市在住）

公益財団法人
かながわ福祉サービス振興会

産経新聞社協力

横浜市では、令和３年度、受講生の募集から顔認証（なりすまし止）
システムを利用しての視聴、修了証明書発行までを行い、約半年間に

216名から応募があり、146名に同市の修了証を発行した。

介護人材のすそ野が拡大！
潜在的に介護のしごとに興味
のある人の掘起しにつながる

➀ボランティア
②施設見学会
③就労マッチング

■介護事業者と

就労マッチング

募集
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■受講登録、ID取得

■研修動画のDL

■研修テキストはDATA

or冊子で受取り

■動画をPC、スマホで

受講

■終了報告、修了証の

申請

令和４年度は、就労マッチング
までの実証実験を横浜市で実施

誘導

老特別養護老人
ホーム（特養）

介護老人保健施設
（老健）

サービス向け高齢者
住宅

デイケアサービス

R3年事業 R4年事業

事業概要資料



オンラインで施設等とマッチング
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■受講生の募集

自治体在住の確認

■募集媒体

市広報、LINE、tw、

新聞など
■研修運営事業者の募集
受講生対応等を委託

■修了証の発行
DATA等の作成

■運用委託の予算化

■視聴用ID・パスワード
管理
■受講生の視聴の進捗
管理
■受講生からの問合せ
対応
■修了書の郵送
（自治体からの委託）

■受講登録、ID取得

■研修動画のDL

■研修テキストはDATA

or冊子で受取り

■動画をPC、スマホで

受講

■終了報告、修了証の

申請

修了者が下記選択
１）ボランティア
２）施設見学会
３）就業サポート
チャット対応
電話で相談

■視聴終了後に就労支援
のマッチングを実施

■施設を訪問する機会を
作り、就業に繋げる
■サポート用のソフト
ウエアを開発

自治体 運営受託事業者 受講生 就労マッチング

情報発信６）入門的研修動画を活用した就労マッチング 事業概要資料

令和４年度は、修了性に向けた就労マッチングまでのスキームを横浜市で実施

介護のしごと等、マッチングアプリへ登録



事業概要資料5.効果検証 イメージ

事業実施におけるロジックモデルに沿った成果の設定に沿って、事業を実施しながら、イベントの評価、参加者
の意識や行動の変化をウェブ調査やグループインタビューなどの手法を活用して、改善や効果の最大化を図る。
前年度との比較分析を実施するため、調査設計は前年度と極力同様で実施する予定。

行動変容

Information event

福祉・介護に関心がある一般
（介護無関心層）

子育てを終えた（子育て中）層
30～60代、主に女性
（介護未経験）

意識変容

きっかけ

入門的研修

動画受講者

➢ 介護に関する社会的評価が
高まる（イメージアップ）

➢ 福祉・介護の仕事へ興味・関
心を持つ人が増える

➢ 福祉・介護の仕事を理解して
いる人が増える

➢ 福祉・介護の仕事に就くこと
を検討する人・情報収集する
人が増える

➢ 福祉・介護の仕事に応募す
る人が増える

【共通質問の設定】
■想定したターゲットにリーチできているか（年齢、性別、職業、福祉・介護への関心の有無など関わり度合い）
■イベント、普及啓発(テレビ、ラジオ、WEBサイト等）、入門的研修動画視聴などによって、ターゲット層に意識
変容が起きたのか
■イベント、普及啓発(テレビ、ラジオ、WEBサイト等）、入門的研修動画視聴などによって、ターゲット層に行動
変容が起きたのか（期待できるか）

介護職（介護・福祉事業者）
都道府県・市区町村

【事業対象者（ターゲット層）の設定】
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事業概要資料
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６.効果検証 アウトカム指標



事業概要資料６.効果検証 成果の評価

【事業における成果の設定】

子育てを終えた

（子育て中）層※

介護無関心層※

活動内容 調査実施予定 成果の評価

※産経iD会員から対象者を絞り込む予備調査を実施（８月予定）。モニターの謝礼は、オリジナルグッズ（日用品など）制作・配布

福祉・介護の仕事に興味
を持つ人が増える

福祉・介護の仕事内容に
理解を持つ人が増える

福祉・介護に関
する社会的評価
が高まる
（イメージアップ）

都道府県等における取組
を促進する

受講修了者の就業マッチング受講前後
Webアンケート実施

介護に関する入門的研修動画の提供

新聞広告モニター
Webアンケート実施

ユーザーWeb

アンケート実施
ファンコミュニティ「きっかけ」内
「ゆうゆうLife」運営・配信

記事閲読Web

アンケート実施

視聴モニター

ウェブサイト「ゆうゆうLife」

YouTubeチャンネル「ゆうゆうLife」
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テレビ局とのタイアップ番組制作・放映

地域の住民（親子）に
介護のしごと現場体験イベント

ラジオ局とのタイアップ番組制作・放送

新聞広告による魅力アップ

介護の日ポスター＆チラシ展示会
イベントのポスターを募集

参加者アンケート
実施

Webアンケート実施

介護される層※
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令和4年度、情報発信事業は、3年間の実績、成果物を活用する等で情報発信と

フジサンケイグループの各メディアによる情報発信を実施する。

7.事業スケジュール
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事業概要資料8.企画委員一覧

令和4年度の企画委員は、施設・団体・学校など多様な有識者を企画委員として
委嘱、本事業のイベントや情報発信事業等へ助言などを頂き、事業の展開を実行
する。
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事業概要資料9.実施体制図
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