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
（事業間連携等事業）

PwCコンサルティング合同会社

本資料の構成
1.

事業概要：「事業間連携等事業」が行う３つの連携

2.

【連携①】「介護のしごと魅力発信等事業」実施主体間の連携

3.

【連携②】 「介護のしごと魅力発信等事業」と都道府県事業の連携

4.

【連携③】業界団体・職能団体との連携

＜定義＞
以後のスライドでは、紙幅の都合上、
•
「介護のしごと魅力発信等事業」を「魅力発信事業」または「国事業」（都道府県と対比させるとき）
•
「魅力発信事業」の「情報発信事業」を実施事業者（３社）様および「事業間連携等事業」を実施する弊社をあわせた４社を「実施主体」
•
「都道府県が地域単位で実施している介護のしごとの魅力発信に係る事業」を「都道府県事業」
と記載します。
PwC
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１．事業概要

（１）「事業間連携等事業」で期待される３つの連携

事業間連携等事業の主眼・事業内容（実施要綱抜粋）

主眼

情報発信事業の実施主体が、他の実施主体や「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組」との連携を図ることなどによ
り、「介護のしごと魅力発信等事業」の事業効果の最大化を図ることを
目的とする事業。

事業間連携等事業で期待される３つの連携

連携①

「介護のしごと魅力発信等事業」の実施主体間での
連携
－情報発信事業の実施主体（３社）及び弊社間の連携

① 企画委員会の設置

事業
内容

② 事業間連携及び事業効果の最大化に向けた取組
・情報発信事業の実施主体及び都道府県事業との連携を図ること。
・情報発信事業の実施主体、都道府県事業の関係者、職能団体・
事業者団体・有識者等の参画による事業間連携会議を開催するこ
と。
・情報発信事業の実施状況の把握及び事業効果の最大化に向け
た支援を実施すること。
・事業間連携会議は、情報発信事業を実施する事業者及び職能団
体、事業者団体の参画を基本として必要な回数開催すること。また、
都道府県事業の関係者を含めた大規模な会議を少なくとも１回開
催すること。 ※後述の「サミット」が該当
③ 事業効果の分析
・情報発信事業及び都道府県事業により、情報を届けられた対象
者の規模や、介護に対する意識変容、行動変容を生じさせることが
できたか等、事業全体の効果分析を行うこと。

連携②

「介護のしごと魅力発信等事業」と業界団体・職能団
体との連携
－業界団体・職能団体様（８団体）と実施主体間の連携

New！

連携③

「介護のしごと魅力発信等事業」（国事業）と都道府
県事業との連携
－介護の魅力発信を行う都道府県（およびその関係者）
と国事業の実施主体間の連携

④ 成果の報告

PwC
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１．事業概要

（２）３つの連携のイメージ

PwCコンサルティング

＜事業間連携等事業＞

連携
②

＜情報発信等事業＞

連携
③
連携①
朝日新聞社様

PwC

産業経済新聞社様

テレビ朝日映像様

出所：厚生労働省 令和４年度「介護のしごと魅力発信等事業」 注：赤枠線の矢印、吹き出し等はPwCにて追加
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１．事業概要
•

（３）事業間連携等事業の位置づけ

事業間連携等事業（PwC）は、情報発信事業（国事業）への支援・情報共有、都道府県事業への情報
共有を図ることにより、魅力発信を支援するポジションにあります。

事業間連携等事業と各主体の関わりイメージ
魅力の発信先（イメージ）
取組の共有・
広報依頼

取組の支援・
情報共有

情報発信事業
（国事業）
目的：全国規模の普及啓発に
よる広く理解・関心・社会的評
価の向上を図ること
実施者：マスメディア３社様

厚生労働省様

事業間連携
のため連携

事業間連携等
事業（国事業）
目的：
効果的な魅力発信の
ための連携促進
実施者：PwC

介護事業所

介護従事者

学生

保護者

求職者

広く一般の方

各事業の
情報発信

アンケート・
サミットへの協力

国事業・
都道府県事業
の情報提供
（サミット）

都道府県事業
目的：地域の実情に応じた普
及啓発により、介護人材の参
入促進を図ること
実施者：都道府県、市町村、
業界団体、介護事業者 等

など

注：「事業間連携等事業」と「情報発信事業」は並列関係にあります
PwC

4

１．事業概要
•

（４）「事業間連携等事業」概要

本事業は特に「連携」を促すことに焦点を当て、実施主体同士や都道府県事業と情報共有する機会を
作ります。

本年度事業のコンセプトと実施する主な取組

コンセプト

• 「連携」に特化
• 色々な活動をつなぐ：情報発信事業間、情報発信事業と業界団体・職能団体間、国事業（情報発信事業）
と都道府県事業間、過去の魅力発信事業と今の魅力発信事業
• 昨年度以上に「協働」の色合いを強めるための仕掛けづくりに挑戦する
①
事業を支える
会議の開催

実施する
主な取組

（参考）情報発信
事業のアウトカム

PwC

a. 企画委員会
b. 事業間連携会議
c. オフトラックmtg
（ミーティング）
d. 魅力発信サミット
実行委員会

②
情報発信事業を実
施する事業者間及
び都道府県事業と
の連携を図る取組
a. 魅力発信サミット
（仮称）

福祉・介護の仕事への
興味・関心を持つ人が増える

③
地域の魅力発信
事業を知る取組

④
魅力発信等事業の
効果分析

a. 都道府県事業に
関するデスクリ
サーチ
b. 都道府県魅力発
信事業担当者向
けアンケート

a. R4事業間連携等
事業の効果分析
b. R4魅力発信等事
業全体の効果分
析
c. 都道府県事業の
効果分析

福祉・介護の仕事内容に
理解を持つ人が増える

⑤
報告書の
作成

（成果物として）

福祉・介護に対する
社会的評価が高まる
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１．事業概要
•

（５）スケジュール

本事業は主に６月から２月までを活動期間とし、成果物として報告書をまとめます。
時期

７月

８月

ロジックモデルの作成、指標設定
活動概要の確認

12月

１月

２月

３月

事業間連携会議、サミット実行委員会に適宜オブザーバー参加し、進捗把握
事業間連携等事業の支援の仕方等について助言

中間報告

企画検討

最終報告

進捗管理、軌道修正

登壇者・出展者調整

②魅力発信
サミット

11月

情報交換、目標達成に向けた連携（随時開催・開催数はイメージ）
会議調整

d.サミット
実行委員会

10月

フィードバック

c.
オフトラック
Mtg

９月

令和４年

会議調整

b.事業間
連携会議

６月
委員選任・
会議調整

①事業を支える会議の実施

a.企画委員会

令和３年

企画の検討

フィードバック

本番

振り返り

企画内容の見直し
来場者・参加者受付

③都道府県
アンケート
④事業評価
（効果分析）
⑤事業報告書
PwC

都道府県事業
デスクリサーチ

調査設計

評価項目、指標、
KPIの検討

実査

集計
分析

セオリー評価

アウトカム評価
ニーズ評価

プロセス評価

章立て

執筆

印刷・
製本
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１．事業概要

（６）本事業で実施する会議体一覧

事業間連携等事業 会議体一覧
会議名

役割・検討内容

企画委員会

• 本事業の円滑な運営のため、事務局に助言
• 事業間連携等事業の活動全般について検討
• ４回開催を想定

• 企画委員会委員（次スライドに記載）

事業間連携会議

• 連携促進のための業界団体・職能団体、情
報発信事業、事業間連携等事業の情報交換
• 発信するコンテンツや発信方法のヒントを得
るためのディスカッションも実施
• ３回開催

• 業界団体・職能団体（昨年度と同じ８団体）
• 情報発信等事業 各実施主体の事務代表者
• 事業間連携等事業 事務局

介護のしごと魅力発信
サミット実行委員会

• 国事業と都道府県事業の実務者が集まり、
取組やTipsの情報交換を行う会議「魅力発
信サミット」の企画・運営について検討
• ４回開催を想定

• 介護のしごと魅力発信サミット実行委員会委員
（次スライドに記載）

• 情報発信事業と事業間連携等事業の実務者
同士のフランクなコミュニケーション
• 進捗の情報交換から具体的な連携に関する
相談等のテーマ、参加者とも柔軟に設定
• 随時開催

• 情報発信等事業の実施主体の実務担当者
• 事業間連携等事業 事務局

オフトラックMtg
（実施主体との打合せ）

PwC

主な参加者
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１．事業概要

（７）企画委員会・サミット実行委員会 委員一覧

事業間連携等事業 企画委員・サミット実行委員一覧
会議名
企画委員会

介護のしごと魅
力発信サミット
実行委員会

PwC

委員氏名（敬称略・五十音順）

所属・職名

分野

秋本 可愛

株式会社Blanket 代表取締役

介護・福祉
採用・人材育成

梶望

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
EPICレコードジャパン

エンターテインメント
マーケティング

金山 峰之

ケアソーシャルワーク研究所 所長

介護・福祉実務

新藤 健太

日本社会事業大学 社会福祉学部 講師

評価学

鈴木 俊文

静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科
准教授

介護・福祉実務
介護・福祉行政

秋本 可愛 ※企画委員兼任

株式会社Blanket 代表取締役

採用・人材育成

及川 ゆりこ

公益社団法人日本介護福祉士会 会長

介護・福祉実務
マネジメント

金山 峰之 ※企画委員兼任

ケアソーシャルワーク研究所 所長

介護・福祉実務

望月 玲子

千葉県立松戸向陽高校福祉教養科 主任

介護・福祉
教育・人材育成

牧嶋 幸伸

熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課
主幹

介護・福祉行政
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２．【連携①】実施主体間の連携
•

（１）問題意識

魅力発信事業の実施主体間での連携は、「①各実施主体が行う情報発信の取組が全体像として整理
されていないこと」 および「②イベント等に関する情報共有の機会が十分でないこと」が主な課題と考
えています。
魅力発信事業の実施主体間での連携に関する問題意識

課題

今年度の
取組

① 今年度は各実施主体がターゲットを柔軟に設定できる構
造となったが、事業全体として「誰をターゲットにどのよう
な発信活動が行われているか」「実施主体が行う情報発
信の取組の違いが何か」が一見してわかりにくい。

② 昨年度、実施主体間での情報共有の場として、事業間
連携会議・オフトラック会議を設けたが、負担を考慮し数
か月に１回の開催としたため、お互いのイベント・コンテ
ンツ更新をタイムリーに知る機会が十分になかった。
（情報を知る機会が少ないことで、他の実施主体のイベ
ント等の相互広報がしにくい）

情報発信事業のターゲット・発信内容に関する情報整理
（情報発信事業の全体像の作成）

事業進捗やイベントの周知依頼を行う機会の創出
（ニュースレター発出や各種会議の実施）

• 各実施主体の事業計画を踏まえて、情報発信事業にて、
どの実施主体が、どのターゲットに、どのような発信を
行っているかという一覧を整理する。

• 各実施主体の向こう１～２か月程度のイベント情報、HP
等のコンテンツ更新情報を月１回ほど取りまとめ、実施主
体および業界団体・職能団体へ共有する。これによりイベ
ント等の周知を促進する。
（具体の設計は検討中です。業界団体・職能団体、実施
主体の皆様には今後ご相談させていただきます）

• 各実施主体や厚生労働省様にこの一覧を共有し、今年
度事業の取組把握、また次年度以後の情報発信の内
容・方法の検討につなげていただく。
→次スライドにイメージを掲載

• 事業間連携会議、実施主体との個別打合せ、また新たに
魅力発信サミットを実施する。各会議への参画・取組の発
表により、相互の状況把握や、一体感向上の機会とする。
→次々スライドに取組一覧を掲載

連携の
留意点
PwC

• 各実施主体は令和４年度事業計画を厚生労働省様へ提出済みであるため、今後、大きな計画変更を伴う連携は難しい。
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２．【連携①】実施主体間の連携
•

（２）情報発信事業の整理

情報発信事業全体の取組の全体像をまとめ、相互の取組把握や次年度以後の魅力発信の検討に活
用いただく想定です。
情報発信事業の取組整理イメージ

魅力発信等事業全体の評価方法（魅力発信等事業の全体像）
⼈材確保戦略の
流れ

⼈材確保
情報発信〜関⼼の醸成

⼈材定着〜活躍

⼊職意欲の醸成

採⽤活動

無関⼼層

ターゲット

福祉・介護分野への⼊職意欲がある層

実施すべき事項

主 取組事項

別魅⼒発信事業

令和３年度 各事業

①福祉・介護の
体験型・参加型
イベント実施事業

 ターゲット別の戦略的な
情報発信やイベント・研
修等の実施を通じた、多
様な⼈材層の⼊職意欲
の醸成

 職場体験等の敷居の低
い接点の創出を含む採
⽤プロセスの実⾏
 事業者側の採⽤⼒向上

 キャリアアップに向けた技能向上
 事業者側のマネジメント⼒向上
を通じた職場環境整備（離職
要因の改善、より魅⼒的な職
場づくり）

• BS番組・WEBコンテンツ等で
の介護関連情報の発信
• 各種イベントへの出展

②若年層
向け

• ⼩中⾼⽣向け出張講座
• ⾮福祉系学⽣向けイベント 等

③⼦育て
を終えた
層向け

• 仕事体験イベントの開催
• 芸能⼈によるイベントの開催

④アクティ
ブシニア層
向け

• マスメディア及びアクティブシニア
メディアを活⽤した
全国的な情報発信 等

⑤事業者
向け

• 介護技能向上やケアコンテスト等に関する情報発信
 シニア・⼦育てを終えた層向けのテレビ番組作成
 若者向けの動画配信

⑥事業間連携・
評価事業

・・・

福祉・介護分野の仕事に
就いている層

福祉・介護に関⼼がある層（⼊職意欲は無し）

 ⼀般に対する介護のしご
とのイメージアップや、ステ
レオタイプの是正
 ターゲット 別の 戦略的な
情報発信を通じた、多様
な⼈材層の関⼼の醸成

キャリアアップ

• 介護のしごと研究セミナー等

• 介護就職マッチング等の実施

• インターネット上での介護関
連⼈材コミュニティの運営
• ⼊⾨的研修動画の運⽤
• ⼊⾨的研修の実施
• シニア向け就職イベントへの出展

• 介護関連のWEB媒体における
情報発信・アンケート調査
• 介護の⽣理学研究会
• 介護の原理と⽬的の理解、組織⼒マ
ネジメント⼒向上⽀援（研修）

• 「介護のしごと魅⼒発信等事業」全体の評価
• 各事業区分の評価
• 事業間連携の推進

出所：PwCコンサルティング 「令和３年度介護のしごと魅力発信等事業 事業間連携・評価分析事業」第3回企画委員会資料
PwC

留意点

•
•

今年度は「年齢層別のターゲット」という切り口がないため、切り口を含めて検討します。
整理結果は、厚生労働省および実施主体がおよその全体像を把握するために閲覧することを想定しています。
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２．【連携①】実施主体間の連携
•

（３）連携の取組一覧

実施主体間の連携を図る取組として、ニュースレター（詳細調整中）の発出や各種会議を実施します。
実施主体間の連携に係る取組の一覧
連携ツール
経由の情報
PwC
共有（会議外）
実施主体間の直接の情報共有（会議体）

PwC

内容

主な参加者等

ニュースレター

• 各実施主体の向こう１～２か月程度のイベント情
報、直近のHP等のコンテンツ更新情報を月１回
ほどPwCが取りまとめ、実施主体および業界団
体・職能団体へ共有する。
• 各社・団体がお持ちのチャネルを活用し、ご周知
いただくことを想定。

• レターの受領者：
①実施主体
②業界団体・職能団体（８団体）

魅力発信サミット
【後述】

• 国の事業と都道府県事業の実務者が集まり、取
組やTipsの情報交換を行うイベント（11月開催）
• 過年度・現年度に作成したコンテンツや情報発信
のtipsを共有しあう
• 開催回数：１回（11月）

•
•
•
•

事業間連携会議
【再掲】

• 連携促進のための業界団体・職能団体、情報発
信事業、事業間連携等事業の情報交換
• 発信するコンテンツや発信方法のヒントを得るた
めのディスカッションも実施
• ３回開催

• 業界団体・職能団体（昨年度と同じ８団体）
• 情報発信等事業 各実施主体の事務代表者
• 事業間連携等事業 事務局

オフトラックMtg
【再掲】

• 情報発信事業と事業間連携等事業の実務者同
士のフランクなコミュニケーション
• 進捗の情報交換から具体的な連携に関する相談
等のテーマ、参加者とも柔軟に設定
• 随時開催

• 情報発信等事業の実施主体の実務担当者
• 事業間連携等事業 事務局

都道府県事業の担当職員
実施主体（過年度事業含む）の事務代表者
業界団体・職能団体（８団体）（任意）
事業間連携等事業 事務局
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２．【連携①】実施主体間の連携

（４）ニュースレターについて

ニュースレター 実施概要（案） ※現在、事務局の方にも本内容をお伝えし、広報可能な媒体の確認等を行っております。
概要





目的




発信先




業界団体・職能団体
の皆さまにご協力い
ただきたいこと



昨年度に実施してい
た個別の広報依頼と
の関係

PwC





実施主体が実施するイベント情報やコンテンツの更新情報について、実施主体および業界団体・職
能団体からご周知いただけるよう、PwCが実施主体からイベント等情報を提供いただき、取りまとめ
た上で「ニュースレター」（最大月1回）として、各実施主体および業界団体・職能団体の皆様にメール
の添付ファイル形式で送付する取組。
※実施主体および業界団体・職能団体による周知は、ご協力可能な範囲で、お持ちのチャネル・媒体
によりお願いできればと考えています。
ニュースレターのフォーマット（想定）：
A4 1枚程度の分量で、そのままメーリングリストや会報誌に掲載可能なPDF形式、および一部抜粋も
可能なPPT形式の両方を送付。なお、年度後半は必要に応じた発行頻度とする。
情報発信事業が実施するイベントやホームページ等のコンテンツの更新情報を相互に知ること
イベント等の情報を各社、各団体が持つチャネルを使い、可能な範囲でご周知いただくこと
情報発信事業の皆さま
業界団体・職能団体の皆さま（8団体）
※皆さまがお持ちのチャネルを通じて情報発信事業の取組を広報いただけますと幸いです。
弊社から事務局あてに配布するニュースレター掲載内容の広報（メールマガジン、団体HP、SNS等、
可能な範囲でお願いできますと幸いです） ※事務局の方と別途調整しております。
ご都合に応じて、ニュースレター一部抜粋のみの広報でも、ご協力いただけたらと考えております。
今年度はニュースレターによる広報依頼に一本化することを考えています。
実施主体様から、業界団体・職能団体がニュースレター以外の媒体を使ったによるへの周知のご要
望があった場合は別途調整させていただく想定です。
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３．【連携②】国事業と都道府県事業の連携
•

（１）問題意識

国事業と都道府県事業の連携については「①相互の情報共有・その他連携ができていないこと」
および「②都道府県事業の取組が全体感をもって整理されていないこと」が主な課題と考えています。
国事業と都道府県事業の連携に関する問題意識

課題

今年度の
取組

国事業と都道府県事業のスケジュールの関係上、今年度中に情報共有・
コンテンツ共有以上の連携を実現することは現実的ではないため、今年度
は「今後の連携のための土台作り」に注力することを想定。

① これまでに国事業-都道府県間および都道府県同士の
情報共有・連携を実施する機会がなく、コンテンツやTips
の共有ができていない。

② 都道府県事業の取組を国全体で取りまとめた資料が無
いため、都道府県における介護の魅力発信に係る取組
の規模・事業数・内容が把握できていない。
（国事業と都道府県事業の連携方法を考える際の阻害
要因となっている。）

国事業の実施主体と都道府県が情報共有を行う機会の創
出 （「介護のしごと魅力発信サミット」の開催）

都道府県事業の取組内容等に関する情報の整理
（都道府県事業デスクリサーチ・アンケート調査の実施）

• 効果的なコンテンツや情報発信のTips等を介護のしごと
の魅力発信を行う主体（国事業の実施主体および都道府
県）で共有し、今後の魅力発信の取組（国事業および都
道府県事業）の質の向上に貢献する。

• 公表されている令和３年度の都道府県事業計画を調査・
整理し、国および都道府県が介護のしごとの魅力発信に
係る今後の事業を検討する際の参考としていただく。

Ａ．国事業の関係者（実施主体、有識者）から都道府県への
情報共有
 実施主体による作成済みのコンテンツ・得られたTips
の共有や、有識者による効果的な情報発信の方法、
事業設計の方法等に関する講演により、都道府県が
今後、事業を検討する際の参考としていただく。

• また、本調査で整理した情報を魅力発信サミットで展開し、
国事業の関係者や都道府県に対して共有する。

Ｂ．都道府県から国事業の関係者・都道府県への情報共有
 都道府県事業の好事例を共有し、都道府県同士およ
び国事業の実施主体が今後、事業を検討する際の参
考としていただく。
PwC

→次スライドにイベント概要を掲載
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３．【連携②】国事業と都道府県事業の連携
•

（２）実施概要

国事業と都道府県事業の担当者がオンサイトとオンラインで終日集合し、魅力発信に関する取組の紹
介や、より効果的な魅力発信を行うための情報交換を行う場とする。
介護のしごと魅力発信サミット（仮称）実施概要

コンセプト
（目的）

参加者

• 国事業（これまでの魅力発信等事業）と都道府県事業をつなぐ
• 都道府県事業どうしをつなぐ
→今後の情報発信に資するよう、これまでに国事業や都道府県事業で作成されたコンテン
ツを相互に共有し、展開を図る。また、具体的な取組事例や発信方法に関して蓄積された
Tipｓについても共有することにより、今後の介護のしごと魅力発信に活かす機会とする。
• 都道府県事業の担当職員
• 情報発信事業の実施主体
• 過去の魅力発信事業の実施主体

• 11月18日（金） 11時（12時）～ 4時間前後の開催を想定
実施時期

※各事業者イベントが集中する介護の日（11月11日）やその準備期間を避ける。
今年度介護の日イベントでの協業というより、 次年度以後の連携の土台とする想定。

• 現地開催とオンラインのハイブリッド
開催方法

企画概要

PwC

※現地定員：250名程度（会場検討中）
※新型コロナウイルスの感染状況により見直しの可能性あり

• 【現地】【オンライン】終日の講演・セミナー ※詳細は次スライド
• 【現地】情報発信事業の実施主体が作成されたコンテンツや、
過去の魅力発信等事業で作成されたコンテンツの展示
• 【現地】来場者同士の交流
14

３．【連携②】国事業と都道府県事業の連携

（３） コンテンツ案

内容

講演のねらい

• R４の魅力発信等事業の概要説明
• R５以後の魅力発信事業の方向性

• 国事業と地域事業の連携への期待
を把握していただく

• 都道府県事業が活用可能な作成
済コンテンツの紹介
• 今後実施予定のイベント・発信予定
のコンテンツの紹介
• R3、R4事業の経験を踏まえた効果
的な情報発信のTipsの紹介

• 地域で活かせるコンテンツを共有し、
協業のきっかけにしていただく
• コンテンツ視聴やイベント参加を呼び
掛け、集客につなげていただく
• 効果的な発信Tipsを伝え、地域の発
信に活かしていただく

４．都道府県事業の取組

• 魅力発信事業への考え方や問題
意識
• 予算の策定スケジュールの紹介

• 手ごたえのあった取組の考え方、
行った取り組みを知り、事業検討の
参考としていただく

• 都道府県事業担当者
• 都道府県事業の枠組みで活
動している団体

５．都道府県での介護の魅力
発信に係る事業のアンケート
結果紹介

• 都道府県向けアンケート結果紹介
取組の実施状況、魅力発信で実施
している工夫など

• 国全体としての都道府県事業の概要
をつかみ、事業検討や予算折衝の参
考としていただく

• PwCコンサルティング合同
会社

６．ゲスト講演「改善につな
がる事業の組み立て方」
（仮）

• 事業のPDCAを回す「プログラム評
価」の紹介

• ニーズ調査-戦略立案-事業実施-評
価-改善というサイクルにのっとり事
業を進める手法を知っていただく

• 日本社会事業大学 新藤様
• PwCコンサルティング合同
会社

７．ゲスト講演「効果的な魅
力発信の仕方」（仮）

• 相手に届くコンテンツの作り方
• 「刺さる」情報発信の仕方

• マーケティングの観点から、効果的な
発信の方法を知り、今後の事業につ
なげていただく

• 株式会社ソニー・ミュージッ
クレーベルズ EPICレコード
ジャパン 梶様

８．ゲスト講演「介護のしご
との魅力」に関する講演
（仮）

• 介護の魅力・介護業界で働く魅力
• 採用したい人物像
• 登壇者が都道府県と協力したい点

• 採用側が発信したいことを知ってい
ただき、発信に活かしていただく

• ご登壇者検討中

コンテンツ案

国・都道府県事業での魅力発信事例

１．厚生労働省 施策説明

２．令和４年度情報発信事業
実施主体の取組
３．令和３年度情報発信事業
実施主体の取組

登壇者（候補）
• 厚生労働省
• 株式会社朝日新聞社
• 株式会社産業経済新聞社
• テレビ朝日映像株式会社
• 一般社団法人FACE to
FUKUSHI
• 株式会社シルバーウッド

効果的な事業の組立・発信方
法の検討
PwC
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３．【連携②】国事業と都道府県事業の連携 （４）デスクリサーチ
•

デスクリサーチは、令和３年度の「地域医療介護総合確保基金」各都道府県計画（介護の魅力発信に
関する部分）を分析して現状を把握し、今後のよりよい事業の在り方についての検討材料とすることを
目的に実施する。
デスクリサーチ 概要
実施目的

• R.３年度都道府県事業（地域医療介護総合確保基金）の概況を分析して現状を把握し、今後のよりよい事業の在り
方についての検討材料とすること
• 国の魅力発信事業において作成されたコンテンツの都道府県における活用ニーズを探ること

調査対象

調査項目

• 47都道府県における地域医療介護総合確保基金の令和３年度事業計画
（介護の魅力発信に関する部分を抜粋）
47都道府県における地域医療介護総合確保基金の令和３年度事業計画から以下項目を収集する
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

分析方針
PwC

事業区分（大項目・中項目・小項目・細目）
事業区分No.（介護の魅力発信に関連するNo.4～No.6を範囲とする）
事業名
総事業費（千円）
事業の対象となる医療介護総合確保区域
事業実施主体
事業の期間
背景にある医療・介護ニーズ
アウトカム指標
アウトプット指標
アウトカムとアウトプットの関連
事業内容 【イベント（出前授業・学校訪問）、就職マッチング、情報発信...などの 11つのカテゴリに分類する】
事業ターゲット 【若者・学生、子育てを終えた層・子育て中の層、高齢者...などの ８つのカテゴリに分類する】

• 各項目（集計可能なもの）の単純集計に加え、人口や高齢化率等による予算規模の地域差等を分析するための
クロス集計を行う
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３．【連携②】国事業と都道府県事業の連携 （５）都道府県アンケート
•

都道府県アンケートは、①基金事業における課題や効果があった取り組みを把握すること、②国事業
と都道府県事業の連携の可能性、連携に関する都道府県のニーズを探ることを目的に実施する。
都道府県アンケート 概要
実施目的

• 基金事業における課題や効果があった取り組みを把握すること。


今後の国事業・基金事業の戦略策定に関する検討時に活用する。

• 国事業と都道府県事業の連携の可能性、連携に関する都道府県のニーズを探ること。


調査対象

調査期間
調査項目

今後の国事業・基金事業の戦略策定に関する検討時および、
今後の国事業と都道府県事業の連携のあり方に関する検討時に活用する。

• 全国47都道府県
（回答者は①地域医療介護総合確保基金の自治体担当職員、②地域医療介護総合確保基金事業実施主体）
• 令和４年９月１日（木）～30日（金）
〇自治体担当職員向け
• 基本情報
• R4基金事業の計画について （「参入促進」に係る事業の実施有無/予算/実施しない理由 等）
• 基金事業の計画・実施における課題について
• 国事業との連携について （国事業に関する広報への協力意向/利用したいコンテンツ）
〇事業実施主体向け
• 基本情報
• R3基金事業の取組について（取組内容/連携先/利用した媒体/取組成果に関するエピソード 等）
• 基金事業に関する課題について
• 国事業との連携について （利用したいコンテンツ）

PwC

17

４． 【連携③】業界団体・職能団体との連携
•

（１）問題意識

業界団体・職能団体との連携については「①魅力発信に関する各団体の困りごとや期待が聞けてい
ないこと」および「②実施主体の活動に対するフィードバックが聞けていないこと」が主な課題と考えて
います。
魅力発信事業と業界団体・職能団体の連携に関する問題意識

課題

今年度の
取組

① 事業間連携会議を設けているが、各実施主体の発表に
対するコメントの割合が多い構造となっており、業界団
体・職能団体の皆様が魅力発信に関して困っているこ
と・期待していることをお聞きできていない。
（業界団体・職能団体の皆様に自由にお話しいただく時
間枠を確保できていないことが一因と考えられる。）

② 業界団体・職能団体からの皆様から実施主体の発表に
対するコメントはもらえているものの、業界団体・職能団
体の活動の中で聞かれた、会員や団体でつながりのあ
る方（学生等）からの実施主体の取組への生の反応
（フィードバック）までは聞くことができていない。
（そもそも事務局から、そうした現場の反応を聞かせてい
ただきたいとお伝えしていなかった。）

業界団体・職能団体の情報発信ニーズを把握する機会の創
出 （事業間連携会議での「ディスカッション」時間枠の設定）

情報発信に対する現場からのフィードバックの共有
（オブザーバーに事業間連携会議の場でのFB共有を依頼）

• 業界団体・職能団体の皆様から、魅力発信に関連する
「困りごと」や「期待」についてお話しいただけるよう、事業
間連携会議にて、自由に団体の活動等についてお話いた
だけるような「ディスカッション」の時間枠を確保する。

• 国事業の実施主体が実施したイベント、コンテンツ発信に
対して、業界団体・職能団体にご所属の会員や、関係す
る学生・保護者等から聞かれた反応（※）を事業間連携会
議でフィードバックしていただけるよう、オブザーバーに事
前に依頼する。

• ディスカッションのテーマは都度検討する。

（※）業界団体・職能団体の皆様のご負担にならないよう、無理
なく把握できた範囲でお聞かせいただくことを想定。

• 実施主体の皆様には、フィードバックを次年度以後の事
業の検討の際の参考としていただく。

PwC
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４． 【連携③】業界団体・職能団体との連携
•
•

（２）事業間連携会議

実施主体と業界団体・職能団体が集まり、事業の改善につなげる情報交換を行う場とします。
会議では各回でテーマを設けたディスカッションを行う時間を新たに確保し、実施主体がコン
テンツの作成や発信方法を検討する際の参考としていただける機会とします。

令和4年度の運営イメージ
令和3年度の事業間連携会議の教訓

• 双方向性
 実施主体に対するコメントのほか、ディスカッションの時間を設け、業界団
体・職能団体にもテーマに応じたご発言をお願いする。
 ディスカッションを通じ「魅力発信」という枠組みにおいて業界団体・職能
団体の皆様が困っていること・期待していることをお聞きし、今後、発信す
る内容や発信方法の検討に活かす。
 特に最終回では、業界団体・職能団体の皆様が把握された範囲で、情報
発信事業が実施したイベント・コンテンツがどうだったか、会員等からの
フィードバックを共有いただき、次年度事業の検討に活かす。

• 業界団体・職能団体が６実施主体の発
表に対するコメントが主となり、2.5時間
を経過した。
• 団体の活動や思いを聞く時間が少な
かった。

主な議題

回／時期

PwC

第１回
（７月）

ニーズを
知りたい

•
•

情報発信事業の事業計画、目標の確認
業界団体・職能団体の期待することなどの確認

第５回
（10月頃）

改善点を
知りたい

•
•

魅力発信サミットについての案内：魅力発信サミットのコンテンツ紹介
各実施主体の進捗共有・中間報告

第７回
（２月頃）

フィード
バックが
ほしい

•

各事業の振り返り

活かし方（例）
•
•

発信する「コンテンツの内容」
効果的な広報先などの「発信の仕方」

•

都道府県事業の担当者向けに何をするとよ
いか（サミット当日に向けて今からでも改善
が見込める点）

•

次年度以降の魅力発信事業に向けた改善
点の洗い出し、改善方法の検討
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