
令和４年度
介護のしごと魅⼒発信等事業（情報発信事業）

展開事業計画書
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はじめに 令和3年度取組総括
福祉・介護のしごとに対するネガティブなイメージを払拭し、⾃分事と捉えてもらうことを⽬的に「GO！GO！KAI-GO応援団」を
結成し、その魅⼒を⼤⼩様々なイベントやテレビ・新聞・WEB・SNSで発信するGO!GO!KAI-GOプロジェクトを実施いたしました。
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朝⽇地球会議
「ケアテックで変える介護現場」

のべ95,218⼈視聴

YouTube配信番組(全4回＋スペシャル動画）

合計100万回以上再⽣

「介護から豊かさを学ぶ」

出張授業実施希望135校
全国5校 658⼈が参加

Twitter×withnews番組

のべ29.6万⼈視聴
新聞全国紙での発信

総リーチ数のべ3,250万⼈

30分特別番組 BS朝⽇での放送
BS朝⽇情報番組でのPR、ABEMA TV⾳楽番組でのPR

視聴合計31万⼈以上



現状分析と課題設定

介護保険制度が始まって２０年余りが経ち、団塊の世代が75歳上を迎える2025年が間近に迫っています。岸⽥
政権が介護業界で働く⼈たちの賃⾦を３％以上引き上げる⽅針を掲げる中、新型コロナウイルス感染拡⼤の影響
も⼤きく、介護の現場は深刻な負担増・⼈⼿不⾜に直⾯しています。
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社会的必要性

仕事家庭内で主に⼥性が無償で担ってきた労働で
あり、社会的な職業としての必要性が低かった。

簡単・単純・誰にでもできる・つまらない仕事
という社会的意識（保育も同様）。

社会的認識

年を重ねても⾼齢者がその⼈らしい豊かな⽣活を
送れるようサポートするプロフェッショナル
として、社会に必要不可⽋な職業に。

簡単・単純・誰にでもできる・つまらない仕事
という社会的意識（保育も同様）。

Ø 超⾼齢社会を迎え、3⼈に1⼈が後期⾼齢者となる時代に。
Ø 核家族化が進み、家庭内で⾼齢者を⽀えることが難しくなっている。
Ø 社会全体の働き⼿不⾜が問題となり、現役世代の介護離職も社会課題化。

専⾨的な技術を必要とするプロであり、⾼齢者の暮らしを⽀えるエッセンシャルワークとなっているにも関わ
らず、介護の仕事に対する社会の意識は変わっていません。
そのため、低賃⾦・不安定な雇⽤形態といった、雇⽤環境が改善されず、⼈材が必要！なのに、なり⼿がいな
いという状況に陥っています。

課題設定：社会に必要不可⽋なのに、変わらない「介護の仕事に対する社会の意識」



基本コンセプト

福祉とは、ふつうの くらしを しあわせにすること。⾼齢者の⽅々のくらしを⽀え、「⾃分を必要として
くれている⼈がいる」と感じることはやりがいになります。（未来をつくる介護カフェ ⾼瀬⽐左⼦さん）
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福祉＝welfare (⼈の幸せ）であり、福祉の仕事は、⼈を幸せにすること。やっている⼈⾃⾝が幸せで、外から
⾒て、⾯⽩そう・楽しそうが伝わらないと。 （NPO法⼈シニアライフセラピー研究所 鈴⽊しげさん）

介護の仕事は、⾼齢者ひとりひとりが⾃分らしい⽣涯を送れるよう、⽀えること。
だからこそ、すごくやりがいがある。 （株式会社aba 宇野さん）

福祉・介護に携わる当事者の「楽しい！面白い！」を様々な角度と手法で発信し、

介護のしごとのポジティブなイメージチェンジを図る。

介護の仕事は、きついって思われていること以上に⼩さな感動があります。家族みたいな絆ができたり、
（中略）結構インパクトがあって、介護の仕事は「楽しいんや」っていう確信になりました。

（⾼齢福祉施設「紫野」介護職員 植村真妃さん）

おじいちゃんおばあちゃんから、昔のいろんな話がきけて超楽しい。信頼関係が築けたときはすごく
うれしかった。 （メイプル超合⾦ 安藤なつさん）

⾼齢者の⽅が⽣活をする上で、できなくなったことを⽀える、暮らしをデザインすることの楽しさを感じて
います。⽬がどんよりしていた⼈が、⽬を輝かせたり、『あんたがいい』って指名されたりすると、⾃分が
必要とされていると感じてとても楽しい。 （介護事業所運営者 ⽯原孝之さん）

「楽しい！」を知る 「面白い！」が分かる

GO！GO！KAIGOプロジェクトを昨年度実施した中で⼀貫していたことは、介護の仕事に関わる様々な⼈たちが率直に語る仕事の
⾯⽩さ・やりがいについてでした。介護の仕事に興味・関⼼を抱き理解する⼈を増やすには、まずこの「⾯⽩さ」を伝えることが⼤

切なのではないかと考えます。
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基本⽅針
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「『楽しい！』を知る 『⾯⽩い！』が分かる」を基本コンセプトに、以下４つの基本⽅針を掲げ、介護の仕事の
楽しさ・⾯⽩さ・やりがいを、多様な対象に様々な⾓度・⼿法で発信し、社会的意識の転換を図ります。

多様なターゲットを対象に、各層に適した
アプローチを展開

社会全体のネガティブイメージを転換さ
せるため、若年層、保護者世代＆４５歳
以上の介護即戦⼒層、関⼼層から無関⼼
層も含む社会全体の4つの層を重点ター
ゲットとし、各層に適した効果的な⼿
法・媒体を活⽤して、細分化した世代横
断的アプローチをいたします。

発信⼒があり分かりやすいテレビ番組型
コンテンツを軸にした⽴体的展開

知名度の⾼いタレント等を起⽤した
「GO！GO！KAI-GO応援団」を前年度
に続いて展開し、介護の仕事の⾯⽩さを
分かりやすくかみ砕いたテレビ番組型コ
ンテンツを事業の軸に。新たな試みとし
て公式応援ソングも企画いたします。

「私にもできそう！」と思える切り⼝で
訴求・発信

ハードルの⾼さを払しょくするため、
若年層へ「趣味が仕事に⽣きる」、⼦育
て層やｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ層には「資格が要らな
い仕事からスタート」「⼈と関わるのが

好きなら」等の切り⼝を考え、できそ
う！と興味を抱くきっかけを創出します。

全国型発信に加え、各都道府県が取り組む
地域型発信もフォロー

広く全国の重点ターゲットに中央から情
報発信を⾏うことに加え、地域ごとの
ローカルな取組もフォローするため、各
都道府県で利⽤可能な素材を⽤意いたし
ます（映像素材や応援ソング・出張授業

の指導案等を想定）。

① ②

③ ④



事業概要
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⼩学⽣向け

イベント開催

全国の中学校・
⾼校での出張授業

45歳前後向け
主婦コミュニティ

活⽤

TIKTOKでの
若者向け施策展開

テレビ・YouTube・SNS連動型番組『ＧＯ︕ＧＯ︕ＫＡＩ-ＧＯ応援団』放映・配信

／公式ウェブサイトのプラットフォーム化

⼤規模イベント開催
テレビ朝⽇・夏季イベント
「SUMMER STATION]

介護の⽇PR
＆公式応援ソング
発表イベント

開催

⼤型シンポジウム

開催

若年層、保護者世代および45歳前後からの介護即戦⼒層（アクティブシニア含む）
無関⼼層も含む社会全体

福祉・介護のしごとの楽しさ・⾯⽩さを伝えるGO!GO!KAI-GOプロジェクトの第2期を企画。
各種イベント・施策とテレビ・ウェブ番組を連動させた事業を計画。幅広い世代の参加意識を⾼めるため、この取組み

を応援する各世代の著名⼈を起⽤した「GO!GO!KAI-GO応援団」をリニューアルし、新たなメンバー構成で発信⼒を強
化。様々なイベントや施策を展開し、『応援団』の活動と絡ませながら、テレビ（地上波・衛星波）・新聞・ウェブ・
ＳＮＳで拡散し、⽇本全国への効果的な情報発信を⾏います。同時に各地域での発信もサポートいたします。

保護者層
＆教職員向け
「介護の仕事」
オンライン

ワークショップ
オンライン・
オフライン

媒体での情報発信



事業対象者の設定
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ターゲット③

社会課題関⼼層から

無関⼼層も含む社会全体

４０代前後からの保護者層

ターゲット①若年層

将来の介護⼈材層の中⻑期的な育成。

まだ進路が定まっていない年齢である１０代の就学

児童・⽣徒を中⼼に、教育現場との連携を図り、福

祉・介護の仕事に対するキャリア教育を実施し、将

来の職業選択のひとつとして認識させることを狙い

ます。

ターゲット②

保護者世代＆45歳以上の介護即戦⼒層

保護者および教職員の介護職

に対する意識が、⼦供の職業

選択に影響を及ぼすため、40

代前後の保護者（教職員含

む）への啓発を強化いたしま

す。

また、保護者層およびアク

ティブシニア層は、⾃⾝が介

護職の即戦⼒となりうる⼈材

であるため、新たなチャレン

ジとしての介護職および周辺

業務職の選択肢を提⽰いたし

ます。

「⾟そう」「⼤変そう」といった漠然とした

ネガティブイメージを払拭し、福祉・介護の仕

事の「楽しさ」「⾯⽩さ」を共有し、社会全体

の意識転換を図ります。

福祉・介護の仕事の楽しさ・⾯⽩さを様々な⾓度で発信していくにあたり、将来の介護⼈材である若年層、その保護者世代かつ45
歳以上の介護即戦⼒層を重点ターゲットに設定。また、世の中全体の介護職へのイメージチェンジを図るため、無関⼼層も含む社
会全体にまで拡⼤し、ターゲット毎に細分化した施策を実施し、幅広い世代の意識転換を図ります。

４５歳前後〜アクティブ
シニアまで介護即戦⼒層

10代以上の⼩学⽣、

中学⽣・⾼校⽣を中⼼
とする将来の介護

⼈材層



具体的な手法
企画委員会の設置
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企画委員会の設置（決定）
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有識者、関係団体、現場実践者、シンクタンク、イベント事業者等で構成する企画委員会を設置。令和３年度事業でご協
⼒いただいた企画委員の⽅々に加え、効果検証の専⾨家やスペシャルアドバイザーを招聘し、本プロジェクトのコンテン

ツや情報発信をより有意義なものにすべく、その⽅向性について議論・検討し、本事業の効果を担保いたします。
年３〜4回開催想定。
※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、オンラインでの開催を基本とする。

福祉・介護の仕事等実践者

学識経験者・有識者

社会福祉法⼈京都福祉
サービス協会
⾼齢福祉施設 紫野
施設⻑

河本歩美⽒

未来をつくるkaigo
カフェ

⾼瀬⽐左⼦⽒

NPO法⼈シニア
ライフセラピー
研究所
理事⻑

鈴⽊しげ⽒

⼤阪健康福祉短期⼤学

付属福祉実践研究セン

ター研究センター⻑

川⼝啓⼦⽒

朝⽇学⽣新聞社
編集部⻑

清⽥哲⽒

スペシャルアドバイザー

⼀般社団法⼈KAiGO
PRiDE 代表理事

クリエイティブ・
ディレクター

マンジョット・
ペディ⽒

コミュニティーカルティベーター（認知症当事者メディア「なかまぁる」創刊編集⻑ 冨岡史穂⽒

＜ファシリテーター＞



具体的な手法

体験共有番組

『GO!GO!KAI-GO応援団』詳細
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具体的な⼿法＿番組コンセプト

『GO!GO!KAI-GO応援団
SEASON2』

始動！
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福祉・介護に携わる⼈々を応援し、誰もが幸せになる未来を創造するために⽴ち上がったのが、国⺠的アナウンサー・福澤朗さんを
中⼼とする「GO!GO!KAI-GO応援団」のメンバーたち。
メンバーを⼀部刷新し、パワーアップした応援団員たちが、福祉・介護の「楽しい！」「⾯⽩い！」を体当たりで発⾒していくプロ
セスを、YouTube番組とテレビ番組を通じて、全国に発信していきます。

YouTube番組（全3回シリーズを予定）では、応援団シーズン2再結成から、福祉・介護のキーパーソンとの出会い、プロジェクトの
公式テーマソングのリリースまでをシリーズで追いかけながら、福祉・介護の仕事の魅⼒と現場で働く⼈々への共鳴・共感を獲得。

テレビ番組（BS朝⽇ほか・単発特番を予定）では、応援団メンバーの当プロジェクトに関する様々な活動や、全国各地の多彩な取り
組み（事業間連携等事業）の取材VTRを振り返りながら、福祉・介護の「楽しい！」「⾯⽩い！」をあらゆる地域・世代に発信して
いきます。

また、番組コンテンツは、全国のローカルテレビ局でも放映可能とするなど、都道府県等の地域単位で実施している魅⼒発信に係る
取り組みと連携させながら、事業効果の最⼤化を図ります。

特⻑とポイント
●10-40代ターゲット
●連続性のあるシリーズ

●SNS動画との連携強化
●WEBサイトへの誘導

●出演者ファン層の獲得

特⻑とポイント
●50代以上ターゲット
●集⼤成としての位置づけ

●地⽅局との連携・OA
●YouTube動画への誘導

●公式ソングの認知拡⼤
15〜20分×3本 30分×1本



＿『 GO!GO!KAI-GO応援団』第２期メンバー（決定）
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「楽しい！」「⾯⽩い！」を発信する幅広い世代のアンバサダーたちが応援団に加⼊！
テレビ番組・YouTube番組・SNS動画に出演して、福祉・介護業界を全⼒で応援！

福澤朗

篠⽥⿇⾥⼦

安藤なつ（メイプル超合⾦）

応援団⻑ 介護職経験者である副団⻑

ＡＫＢ４８のメンバー
として活動後、⼥優、
タレント、モデルとし
て幅広く活躍。⽇本マ
ザーズ協会公認「⼦育
て応援・ママ応援⼤使
」としても活躍中。

結成時から SNS 上で話題に。MORRIE、SHOOT 
の TikTok フォロ ワーが 100 万⼈を突破し、au 
三太郎シリー ズの CM ソングを担当するなど勢い
のある ダンス&ボーカルグループ

BUDDiiS
（バディーズ）

井上苑⼦

⼥⼦中⾼⽣を中⼼に⽀持を集

めるシンガーソングライター。
⼥優としても活動。



具体的な⼿法＿番組の⾒どころ（企画案） ＊内容は変更になる可能性あります

2022年夏、六本⽊ヒルズで開催予定の「テレビ朝⽇夏祭り」で、「GO!GO!KAI-GOプロ
ジェクト」のキックオフイベントを開催！シーズン2の応援団メンバーが全員集合し、ゲス
トとともに福祉・介護の仕事の魅⼒や可能性を語り合いながら、今後のプロジェクトへの
期待と抱負を⾼らかに宣⾔。その様⼦をYouTube番組の第1回⽬として配信します。
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YouTube番組＃1 GO!GO!KAI-GO応援団シーズン2開始！

YouTube番組＃2 福祉の世界に新しい風が吹く！

YouTube番組＃3 福祉・介護業界に応援ソングを届けよう！

テレビ番組 1億3000万人のヘルプマン！～GO!GO!KAI-GO応援団（仮）

福祉・介護の「楽しい！」「⾯⽩い！」をムーブメントを広めるために、メンバーは、⽇
本でも指折りのユニークな取り組みをしている介護福祉施設や、業界のイメージをガラリ
と変えるような情報発信をしているキーパーソンなどを訪ね、それぞれの場所で働く⼈々
の情熱や、現場の“今”を体当たりで取材。福祉の世界に吹く新しい⾵を情報発信します。

GO!GO!KAI-GO応援団メンバーが、福祉・介護の世界で働くすべての⼈々にエールを贈り
たい！という思いから、プロジェクトの公式テーマソングを歌うことに・・・
熱いメッセージをメロディに乗せた曲と情報発信イベントのメインステージから、⽇本中
に歌声を届けます。

福祉・介護は“特別な仕事”ではなく、誰もが⾃分の得意を活かして参画できる楽しくて⾯
⽩い仕事であることを⽇本中に発信するための特別番組をBS朝⽇で放送。「1億3000万⼈
のヘルプマン」を合⾔葉に、専⾨職からボランティアや家族など多様な⽴場の⼈々を巻き
込んで、互いに⽀え合うための全国各地の取り組みをピックアップしてレポートします。
スタジオでは、これらのミニドキュメントや応援団メンバーのこれまでの活動をVTRで振
り返りながら、ゲストとともに福祉・介護の未来についてトークを展開。様々な視点から
「楽しい！」「⾯⽩い！」を発信します。

番組は都道府県の取り組みと連携しながら、各地域のローカル局でも使⽤可能とします。



具体的な⼿法＿番組展開⽅法

ターゲットごとに複数のプラットフォームで動画コンテンツを制作して情報発信
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前年度の「GO！GO！KAIGOプロジェクト」は、福祉・介護に関わる様々な⼈々が語る仕事の「⾯⽩さ」「やりがい」を⼀貫して発
信してきました。今後も、福祉・介護の仕事に興味・関⼼を抱く⼈を増やすには、「⾯⽩さ」を伝えることが重要であると考えます。

令和4年度は、前年度の取り組みを⼟台としつつ【情報発信事業】としての役割に発展させ、各世代へのアプローチを強化します。

デジタルを活⽤した情報発信⼒を強化するため、テレビ番組・YouTube番組に加えて、SNS専⽤動画を制作するなど、ターゲット毎
に異なるサイズ（尺）・コンセプト・トーンの動画コンテンツを発信。それらを「GO!GO!KAI-GO応援団」という統⼀ブランドの
ハッシュタグでくくることで、それぞれの世代や地域の取り組みをSNSを通じて結びつけ、社会全体での認知度を⾼めます。

さらにプロジェクトの公式テーマソングを各コンテンツで拡散するなど、福祉・介護の「楽しい！」「⾯⽩い！」を広めていきます。

テレビ番組（BS全国放送） テレビ番組（地上波ローカル放送）

インターネット番組

情報発信プラットフォーム「GO!GO!KAI-GOプロジェクト」WEBサイト

SNS動画



具体的な⼿法＿番組ＳＮＳ⽤動画について
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公式テーマソングPV イベント取材

メンバーコメント イベント取材

ミニドキュメント イベント取材

イベント取材ミニドキュメント

「GO!GO!KAI-GO応援団」SNS動画概要

幅広い世代・ターゲットに向けてアプローチするため
に、Facebook、TwitterなどのSNSに特化した1~2分程
度の動画を制作し、GO!GO!KAI-GOプロジェクトの
様々なイベントや、福祉・介護業界で注⽬すべきヒ
ト・モノ・コトなどの情報を発信します。

SNS動画で取り上げるトピックは多岐にわたります。
しかし、冒頭とエンディングに、応援団メンバーによ
る「GO!GO!KAI-GOプロジェクト！」のタイトルコー
ルや、短いメッセージを盛り込むことで、それぞれの
テーマに統⼀感を持たせながら、世代・地域・分野を
超越したプロジェクト全体のスケール感を印象づける
ことが可能です。

また、動画後半のクライマックスでは、必ずプロジェ
クトの公式テーマソングを流すことで、「福祉・介護
を⽇本中で楽しもうという！」のムーブメントを盛り
上げます。

YouTube番組やテレビ番組などそれぞれのターゲット
を結びつけながら、SNSによる情報拡散の核となるコ
ンテンツを⽬指します。

約
１
#
２
分
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
⽤
シ
+
,
ト
動
画
で
最
新
ト
ピ
4
ク
を
随
時
発
信
︕

特⻑とポイント
●10-60代ターゲット
●ランダム的なシリーズ
●最新トピックを随時発信
●WEBサイトへの誘導
●公式ソングの露出拡⼤

約１〜2分×
最⼤10本程度

（予定）



具体的な⼿法_イベント・施策との連動スケジュール

４・５・６月 ７・８・９月 10・11・12月 １・２・３月

2

出張授業

応援団アンバサダーの

イベント参加・体験の模

様を取材・撮影

ＧＯ！ＧＯ！KAI-GO応援団

Season2 始動企
画
#
$
%
&
'
実
施
#
取
材
撮
影

放
送
#
配
信
#
拡
散

番組『GO!GO! ＫＡＩＧＯ応援団』

全４回シリーズ
・１〜３回 15分〜20分YouTube・特設サイトで配信。

・最終回30分 ＢＳ朝⽇で12〜2⽉内で放送。
・テレビ朝⽇で番組のインフォマ（15〜30秒）
を配信予定。

・ＳＮＳでターゲットに短尺動画を発信し、視聴誘導
を実施。



具体的な手法
各種イベント・発信施策詳細
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具体的な⼿法_⼤規模イベント実施

17

無関心層含む
社会全体

想定ﾀｰｹﾞｯﾄ

若年層

■テレビ朝⽇･六本⽊ヒルズ SUMMER STATION

毎年テレビ朝⽇が主催する夏の⼤規模イベントとコラボレーションし、福祉・介護の仕事の魅⼒を伝えるステージを実
施。応援⼤使のプロジェクトリーダー・福澤朗⽒をはじめ、若年層代表の出演者にも登壇いただき、「Go! Go! KAI-GO
プロジェクト」のローンチを⼤々的に発表する。８⽉２⽇１４時オンステージ 決定

イベント概要
ü イベント名：テレビ朝⽇・六本⽊ヒルズ 夏祭り
ü 開催時期：7⽉中旬から8⽉下旬まで 約40⽇間開催予定
ü 開催場所：六本⽊ヒルズ全体及びテレビ朝⽇本社
ü 実施⽅法：リアル開催

※感染症拡⼤状況によってはオンラインまたは中⽌の可能性あり。
ü 来場者数：延べ約524万⼈（2018年実績）
ü 実施内容：六本⽊ヒルズアリーナでのステージイベント（1⽇）

六本⽊ヒルズアリーナは、テ
レ朝・SUMMER STATIONの
中⼼地。朝の情報番組等で取
り上げられる機会が多く、ラ
イブイベントやトーク
ショー・映画上映など、連⽇
様々なエンタテイメントが開
催される最も注⽬度の⾼い場
所で、本プロジェクト番組と

連動したステージを実施し、
若年層中⼼に介護の仕事の魅
⼒をＰＲする。

若年層からファミリー層・⼤⼈世
代まで、幅広い世代が夏休み期間

中に訪れ、例年総来場者数500万⼈
以上に上る。訴求⼒が⾼く、プロ
ジェクトをＰＲする絶好の機会。

2020年度・2021年度は新型コロナ
ウイルス拡⼤に伴い中⽌となった
が、2022年度は本格的にリアル開
催を⽬指し進⾏中（実施期間短縮
や飲⾷ブースを実施しない等、例
年と実施内容が変更される可能性
あり）。



具体的な⼿法＿介護の⽇PR（案）
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■介護の⽇を盛り上げるPR施策を実施
11⽉11⽇の介護の⽇と福祉介護⼈材重点実施期間を盛り上げるため、地上波テレビ（テレビ朝⽇）も活⽤しながら、
重点的に話題性のある発信を⾏います。

施策概要
ü 実施時期：11⽉上旬（11/4〜17の期間前後および11⽉11⽇）
ü 実施内容：

①公式応援ソングの発表＆テレビ朝⽇⾳楽番組での露出

②応援団メンバーからのメッセージ発信

③GO!GOKAI-GOプロジェクト プレスリリース配信

④テレビ朝⽇でのインフォマーシャル放送

①公式応援ソングの発表
＆テレビ朝⽇⾳楽番組で
の露出

プロジェクトの応援ソングを、
介護の⽇に合わせて発表し、話
題喚起いたします。テレビ朝⽇
の⾳楽番組「musicるTV」とも
連動し、地上波テレビでの露出
も図ります。

②応援団メンバーからの
メッセージをSNSで発信

介護の⽇に合わせて、応援団メ
ンバーからのメッセージ動画を
発表し、Twitter,Facebookを中
⼼に話題喚起いたします。著名
⼈からのコメントで、興味関⼼
が低い層も巻き込み、⾃分事化
を図ります。

③GO!GO!KAI-GOプロ
ジェクトのプレスリリー
ス配信

プロジェクトのプレスリリース
を200社以上のメディアに配信
し、応援ソング発表を⽬⽟コン
テンツに、各メディアでの取り
上げを働きかけます。

④テレビ朝⽇（地上波テ
レビ）でのインフォマー
シャル放送

プロジェクトへの注⽬率を⾼め
るため、テレビ朝⽇（地上波・
関東ローカル）で15秒または30
秒のインフォマーシャルを放映
いたします（BS朝⽇での番組放
映時期にも放映予定）。

介護の⽇ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

無関心層含む
社会全体

想定ﾀｰｹﾞｯﾄ

若年層

想定ターゲット
保護者世代＆
45歳以上の介護即戦⼒層



具体的な⼿法_⼩学⽣向けイベント実施

■朝⼩サマースクール2022

19

朝⽇学⽣新聞社が主催する⼩学⽣向けの夏休みイベント「朝⼩サマースクール」と連動し、⼦どもたちが介護の仕事について学ぶ
キャリア教育の機会を創出。介護事業者の⽅を講師にお招きし、⼦どもたちにも介護を⾝近に感じてもらえるテーマで授業を実施
いただきます。「GO! GO! KAI-GO応援団」のメンバーにも参加いただき、アイキャッチとしてより多くの⼦どもたちの視聴を誘
引いたします。

想定ﾀｰｹﾞｯﾄ

若年層

イベント概要
ü イベント名：朝⼩サマースクール ２０２２
ü 開催時期：7⽉１6〜17⽇ 11:00~16:00 予定
ü 実施⽅法：リアルまたはオンライン開催
ü 参加⽅法：事前登録制
ü 総参加者数： 3,563人（2021年実績）
ü 実施内容：６０分間の授業
→ ７⽉１７⽇１３時配信 決定

２００７年に始まった本イベントは、
⼩学⽣の親⼦にとって夏恒例の良質な教
育型イベントとして好評を博しきました
（累計１０万⼈以上の⼦どもと保護者が
参加）。2021年はオンライン開催⼆年⽬
となり、⽇本全国から3,500⼈を超える
視聴者を集めることに成功しました。授
業の聴講意欲の⾼い⼦どもたちに、介護
の仕事を⾝近に感じてもらう絶好の機会
です。

＜2020年度実施授業テーマ＞

未来を作るコミュニケーション術。KAIGOの仕事から学ぼう！

・授業内容：⼈と⼈とのコミュニケーションという切り⼝
で構成。認知症の⽅との接し⽅やテクノロジーを活⽤した
コミュニケーション等を紹介し、介護の仕事につなげてい
きました。随所に「SDGs」「⾼齢社会」「ロボット」と
いったワードを盛り込み、教育熱⼼な保護者の興味をひく
⼯夫をいたしました。

・講師
未来をつくるkaigoカフェ ⾼瀬 ⽐左⼦さん

・特別ゲスト
認定NPO法⼈Link・マネジメント理事、介護福祉⼠

⽊村 誠さん
SOMPOホールディングス株式会社
Future Care Lab in Japan 所⻑ ⽚岡 眞⼀郎さん

参加者合計 658⼈
（LIVE 233⼈、アーカイブ425⼈）

介護のイメージが良くなった

約83.7％

授業が⾯⽩かった約95％
（「とても⾯⽩かった」66.3％
「⾯⽩かった」27.9％）

想定ターゲット
保護者世代＆
45歳以上の介護即戦⼒層



具体的な⼿法＿中学⾼校での出張授業
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中⾼ 全国５か所 出張授業

イベント概要
ü イベント名：GO! GＯ！ＫＡＩ-ＧＯプロジェクト特別授業
ü 開催時期：2022年9⽉〜2023年2⽉
ü 実施回数：全国5か所 1か所あたり2時限分を想定
ü 募集⽅法：朝⽇中⾼⽣新聞に募集告知を掲載、
ü 実施⽅法：リアル開催 ※感染症拡⼤状況によってはオンライン開催の可能性あり。

ü 授業内容：1時限⽬＞導⼊、介護事業者の⽅の講演（50分間）

2時限⽬＞グループワーク＆発表、（40分）
質疑応答（10分）

ü 講師：未来をつくる介護カフェ ⾼瀬⽐左⼦⽒、
各地域の介護事業者や従事者の⽅

■全国の中学校・⾼校で出張授業開催

想定ﾀｰｹﾞｯﾄ

若年層

良く

なった

71%

変わらない

（良いまま）

25%

変わらない

（悪いまま）

2%

悪くなった

0% 無回…

Q3授業を受けてみて、「介護」という仕事

についてイメージは変わりましたか。

全国の中学⽣・⾼校⽣を対象に、介護の仕事の⾯⽩さ・楽しさを伝える出張授業を開催いたします。前年度開催したところ、募集
枠5校に対し、135校からの応募が集まり、教育現場での出張授業のニーズの⾼さを実感いたしました。将来を⾒据えて介護の仕事
の楽しさを伝え、地域と交流を深める⽅法について⽣徒たちと双⽅向に話し合いながら、⾃然と介護職へと興味を抱かせる授業を
実施いたします。

前年度は全国5校で授業を⾏い、658⼈の中⾼⽣に参加
いただきました。授業では、講師・⾼瀬さんの「みんな
の趣味は何ですか？介護の仕事は、⾃分の趣味を⽣かす
ことができるんです」という呼びかけへの反響が⾼く、
「吹奏楽部の活動が、介護に⽣かせることを知って驚い
た」「難しく考えていたけど、⾃分にもできるんだ」と、
⽣徒たちの介護職へのハードルを下げることに成功しま
した。

グループワークテーマ案
「わたしたちの趣味を介護の仕事に
⽣かすアイディアを考えよう！」

例＞利⽤者さんとの演奏会開催、週に⼀度のお菓
⼦作り教室、夜の野球中継観戦会開催等

前年度授業アンケート回答より



具体的な⼿法＿オンライン・ワークショップ

■教職員＆保護者世代向け「介護の仕事を知ろう！」ワークショップ開催

21

想定ターゲット
保護者世代＆45歳以上の介護即戦⼒層

将来の介護⼈材育成のためには、職業選択の重要なステークホルダーである教職員及び保護者の理解を促進させることが必要だと
考えます。前年度事業を実施していく中で、事業者の⽅々から、「保護者から反対された、先⽣から反対された」という体験談が
多く寄せられたためです。⼦供の進路選択に伴⾛している先⽣や保護者が抱く福祉・介護職へのネガティブイメージを払拭させる
ことを、若年層への直接アプローチと並⾏して、実施いたします。

ワークショップ概要
ü イベント名：「介護の仕事を知ろう！」オンライン・ワークショップ

ü 開催時期：９⽉下旬〜１０⽉中旬
ü 実施⽅法：オンライン開催（ZOOMを想定）
ü 参加⽅法：事前登録制
ü 募集⽅法：教職員向けサービスAsahi Teacherʼs Roomメルマガ配信、新聞広告等
ü 想定参加者数：200〜300名
ü 実施内容：講義・講演・ワークショップ（最⼤120分間を想定）
ü 講師：未来をつくる介護カフェ ⾼瀬⽐左⼦さん 他

＜ワークショップ・プログラム案 120分間＞

・講義（10分間）
テーマ＞「⾼齢社会と福祉・介護職」
講師＞未来をつくる介護カフェ⾼瀬⽐左⼦さん

・講演（20分間）
テーマ＞「介護の仕事、ここが⾯⽩い１」
講演者＞介護事業者の⽅

・講演（20分）
テーマ＞「介護の仕事、ここが⾯⽩い２」
講演者＞若⼿の介護職員の⽅または40代の介護職員（保護者世代）の⽅
（休憩 10分間）

・グループワーク（30分間）
「⼦どもに介護職の⾯⽩さをどう伝えるか」

※ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使⽤予定
・発表（15分間）
・質疑応答（15分間）
・閉会

⼦どもが介護職に興味を持っても、「⼤変な
仕事だからやめたほうがよい」と反対する親

御さんや教員の⽅が少なくない。（京都福祉
サービス協会・河本⽒）

⼤学は福祉学科でした。でも介護の仕事に就
くつもりはなかったんです。地元に帰って公
務員とかになるんやろうなって思っていまし
た。親は絶対そういうのを期待しているやろ
なっていうのが最初から分かっていたので。
だから、初めて抵抗しました。（中略）同じ
学部の⼈も介護の仕事をしているのって少な
いと思います（介護職員／28歳）



具体的な⼿法＿主婦層コミュニティ活⽤

■４５歳以上の介護即戦⼒層に向けた情報発信
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想定ターゲット
保護者世代＆45歳以上の介護即戦⼒層

⼦育てが徐々に落ち着いてきた、定年退職し第２の⼈⽣をスタートさせた等、45歳前後からの年齢層は介護職や周辺業務の即戦⼒
となり得る年代です。この年代の意識転換は急務であり、仕事の⾯⽩さややりがいを伝えることはもちろん、多様な働き⽅がある
こと等、⼀歩踏み込んだ理解促進を⾏う必要があります。そこで、40〜50代の⼥性を中⼼とした読者コミュニティ「Bon Marche」
を活⽤し、当事者を集めた勉強会の開催およびその模様をメディアを通して情報発信いたします。

活⽤概要
ü イベント名：「介護のおしごとはじめてみませんか？」Bon Marche勉強会
ü 開催時期：９⽉中旬〜１０⽉上旬
ü 実施⽅法：都内でリアル開催を想定
ü 参加者：45歳前後の⼥性で、働く始めることに関⼼がある⽅ ５〜6名

ü 募集⽅法：Bon Marche読者コミュニティ内で募集
ü 実施内容：介護現場で働く同年代の⽅々数名を招いた座談会形式の勉強会
ü ファシリテーター：Bon Marche編集⻑ ⼟井美志⽒
ü 採録：Bon Marche11⽉号にて、勉強会の模様を採録（朝⽇新聞全国版朝刊本紙内 5段多⾊）。

※勉強会開催にあたり、事前アンケートも実施し、介護の仕事への意識調査を⾏います。

朝⽇新聞本紙で毎⽉1回、

掲載されている⼥性向

けライフスタイル特集

（ 2010 年春 創 刊）。

⽇々の暮らしを豊かに

する情報を発信してお

り、主な読者層は40〜

60代の⼦持ち⼥性たち。

まさに介護即戦⼒層に

向けた情報発信を⾏う

のに最適の媒体です。

◀⼥性読者年代

20代

3%30代

12%

40代

29%50代

34%

60歳以上

22%

「Bon Marche」とは？ 「読者コミュニティ」とは？

3%

12%

39%
33%

11%

2%
70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

Bon Marcheは、熱⼼な読者で構成された

「ボンマルシェアンバサダー」という登録

制の読者コミュニティを組織化しています。

現在3,000名を超える登録者を抱えており、

勉強会やアンケートで、40代・50代の⼥性

のリアルな声を引き出すことが可能です。

▼登録者年代構成（7割以上が40〜50代）

勉強会参加者募集

読者コミュニティでの

ウェブアンケート

アンケート回答結果を踏まえた勉強

会開催

Bon Marche11⽉号での情報発信

（採録掲載）

＜勉強会開催の流れ＞



具体的な⼿法_⼤型シンポジウム実施

■朝⽇地球会議2022
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社会全体へ積極的なアプローチを⾏うため、のべ100万⼈以上が視聴する⼤型シンポジウム「朝⽇地球会議」にて、介護の仕事

の⾯⽩さや未来に向けたあり⽅について、セッションを実施いたします。国内外の識者や政策決定者、介護事業者、ＮＰＯ関係
者などをパネリストに迎え、超⾼齢社会を⽀える介護の仕事の社会的意義とテクノロジーが持たらす介護の世界の可能性につい

て議論を深めます。また、「Go! Go! KAI-GO応援団」のリーダー・福澤朗⽒に、ファシリテーターとして登壇いただきます。

イベント概要
ü イベント名：朝⽇地球会議２０２２
ü 開催時期：１０⽉中旬 ５⽇間開催予定
ü 実施⽅法：オンラインまたはリアル開催
ü 主催：朝⽇新聞社（共催／テレビ朝⽇）
ü 視聴者数：のべ約104万⼈（2021年度実績）※事前申込数は約1万7,000⼈。
ü 実施内容：パネル討論（４５分間）

想定ターゲット
保護者世代
＆45歳以上の介護即戦⼒層

時間 セッション展開例

15秒 CM動画放映

約10分 イントロダクション

25分 展 開

10分 総 括

閉 会

想定ターゲット
社会課題関⼼層から
無関⼼層も含む社会全体

＜前年度実績＞

ü パネル討論テーマ

ケアテックで変える介護現場 求められる意識改⾰とテクノロジー

ü 登壇者

・宇井 吉美／aba 代表取締役社⻑

・川⼝啓⼦／⼤阪健康福祉短期⼤学特任教授

・福澤 朗／フリーアナウンサー

⾼橋 美佐⼦／朝⽇新聞⽂化くらし報道部記者

ü 視聴者数：のべ95,218⼈

⾃分も親の介護をしている⾝で参考にさせて頂こうと聴講しました。川⼝先⽣の話では、需給ギャップと、その根底にある、処遇・制度・教育
の問題がある事がわかりました。宇井さんの話から、その解決策の⼀つとしてテクノロジー化があるのだと学びました。職業差別など⾃分は
していないと思っていましたが、きっと⼦供に相談されたら「（⼤変やから）やめとき」と⾔っていただろうということに気づけた事も貴重な
体験でした。わかりやすい対談ありがとうございました。（男性 40代 会社員）



具体的な⼿法＿若年層向けSNS施策
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■動画SNS「TikTok」を使った若年層アプローチ
若年層の利⽤率が⾼い動画SNS「TikTok」を使い、介護現場を⽀える最新テクノロジーやGO!GO!KAI-GO応援団のメンバーを取り
上げたコンテンツを制作し、若年層に特化した効果的な情報発信を⾏い、介護のしごとの魅⼒を訴求いたします。

他のSNSに⽐べ若い世代が多いことが特徴。
MarkeZineの調査によると、Z世代のうち56.9%
が１⽇１時間以上をTikTokに費やし、60.8％が
YouTubeよりもTikTokで情報収集を⾏っている、
若年層から熱く⽀持されるメディアです。

TikTokとは？

スマホ向けの動画SNSアプリ

動画内容 タイアップ企画（案）

タイトル案：思わず⾒ちゃう！介護現場のテクノロジー

テクノロジー・ライフスタイル系メディア「bouncy」
で普段紹介しているような、介護の現場で使われている
最新テクノロジーを早いテンポで
簡潔に紹介。思わず「へー！こんなのあるんだ！」と
視覚が驚きと発⾒を伝えていきます。
介護職の懸念点として仕事内容がハードなのでは？と
想像する⼈も多いため、技術の⼒で現場の負担が減り
効率化している事例を伝えます。

・動画仕様：30秒〜1分程度。

縦動画、1本１プロダクトの紹介で３本ほどを想定。

TikTok視聴者の特徴から⻑いテロップではなく、視覚で

ある程度説明。

・制作：bouncy編集部 イメージ図▶

施策概要

ü 媒体：テクノロジー・ライフスタイル系メディア「bouncy」の公式TikTokアカウント

ü 展開時期：１１⽉上中旬〜

ü ⼿法：bouncy編集部制作動画をTikTokで配信

ü ターゲティング：TikTokのフォロワー8万⼈を中⼼に、10代〜25歳までの若年層に配信

ü 再⽣回数：合計20万回再⽣保証

ü 動画の内容：介護現場を⽀える最新テクノロジー等を紹介するオリジナル動画を制作予定。

想定ﾀｰｹﾞｯﾄ

若年層



具体的な⼿法＿周知拡散（特設サイト）

■特設ウェブサイトをフルリニューアル！プロジェクトのプラットフォームとして機能
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ü トップページ右上にグローバルナビ

を設け、各コンテンツに遷移しやす

く設計

特設サイトのデザインを⼀新し、閲覧者のユーザビリティを⾼め、プロジェクトの情報が集積されたプラットフォームとして機

能させ、発信⼒を⾼めていきます。

ü YouTube番組をはじめとする各種

コンテンツは、直感的なリンクを

設け、閲覧を促します。

ü 公式SNSのタイムラインを埋め込み、

テレビ・WEB・SNSの連動感を⾼め

るとともに、ウェブサイトとしての

コンテンツの活性化を図ります。

https://gogo-kaigo.jp/



具体的な⼿法＿周知拡散（SNS）

前年度⽴ち上げた公式のTwitterアカウントに加え、Facebook（Instagramと連動）のアカウントも⽴ち上げ、
隔週の頻度で定期的に情報発信を⾏い、プロジェクトの取組拡散に務めます。
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プロフィール：『GO!GO!KAI-GOプロジェクト』は、年間を通じて様々なイベントを実施し、福祉・介護の⼤切さや未来の可能
性を発信していきます。本事業は、厚⽣労働省補助事業「令和4年度介護のしごと魅⼒発信等事業(情報発信事業)」を活⽤して、
テレビ朝⽇映像が主催します。gogo-kaigo.jp

■アカウントページイメージ https://www.instagram.com/gogokai_go/

Twitter https://twitter.com/GOGOKAI_GO

https://www.facebook.com/gogokaigo2021

https://twitter.com/GOGOKAI_GO


具体的な⼿法_周知拡散（テレビ）
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■テレビ朝日 インフォマ放送

ＢＳ朝⽇・ウェブで配信するイベント連動型体験共有番組『ＧＯ！ＧＯ！ＫＡＩ−ＧＯプロジェクト』の視聴誘引を図るため、

テレビ朝⽇（関東ローカル）でのインフォーシャル（15秒または30秒）を、２つの時期に放送いたします。

概要
ü 放映局：テレビ朝⽇（関東ローカル）
ü 放映時期：①１１⽉介護の⽇前後想定

②BS朝⽇特番放送時期
（2022年12⽉〜２０２３年2⽉）

ü 秒数：15秒または30秒
ü 回数：５〜10本を想定

テレビ朝⽇関東ローカル視聴可能世帯数
19,866千世帯。
地上波テレビのメディアパワーで、プロジェ
クトの注⽬度を⾼め、番組の視聴へとつなげ
ます。

プロジェクトの注⽬度を⾼めるため、地上波テレビ局であるテレビ朝⽇とも連携し、より社会全体にGO!GO!KAI-GO
プロジェクトの浸透を図ります。

■テレビ朝日 各番組内にてGO!GO!KAI-GOプロジェクトの活動PICK UP

テレビ朝⽇の各番組におきて GO!GO!KA-GOプロジェクトの活動を取り上げ放送しることにより

福祉・介護のしごとの魅⼒を視聴者へ発信して⾏きます。



具体的な⼿法_周知拡散（新聞）
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マスメディアである新聞全国紙を活⽤し、主に40代〜70代にむけて、本プロジェクトの取組を周知。介護の仕事の社会的認知・理解を広げます。

地⽅⾃治体の公務員や福祉職の購読率が⾼い朝⽇新聞を選択することで、介護関係者のモチベーション維持にも貢献します。

＜新聞活⽤のねらい＞

①圧倒的なリーチで、社会全体へ情報発信

②地⽅⾃治体の公務員や福祉職の購読率の⾼い新聞を選択し、関係者のモチベーション維持に貢献

③紙媒体ならではの情報が⼿元にとどまる特性を⽣かし本プロジェクトの取組について分かりやすく解説し、

ＱＲコードで特設ウェブページへ視聴誘引も図り、社会的認知と理解を向上を促します。

■全国紙の新聞広告で情報発信

ＭＥＤＩＡ ＤＡＴＡ

＜概要＞

l 媒体：朝⽇新聞 全国版朝刊

l 部数：5,160,355部

l 閲読⼈数：10,836,745⼈（回読２．１⼈／部）

l 時期：１２⽉〜2⽉下旬想定

l サイズ／掲載回数：全15段多⾊／１回
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■有識者購読調査
対象年齢︓20〜69歳

調査地域︓全国、⾸都圏（東
京都、神奈川県、千葉県、埼

⽟県）関⻄圏（⼤阪府、京都
府、兵庫県、滋賀県、奈良県、
和歌⼭県）

実査機関・レターヘッド︓
（株）クロス・マーケティン

グ
調査期間︓2020年9⽉18⽇〜
9⽉28⽇

福祉・介護職（ケアマネジャー、介護福祉⼠、 児童福祉⼠、社会福祉⼠）

朝⽇新聞読者の性・年齢


