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“滋賀県の介護をもっと身近に”をテーマに若者を中心に、介護の仕事の情報に気軽に楽しく触れ、

関心をもっていただくことを目指したプロジェクト。

プロモーション概要

01 02 03
実施内容 実施内容 実施内容

特設ウェブサイト
開設

認知拡大にむけた
広告展開

介護のしごと魅力
発信イベント

介護関係者の素顔や裏側が

垣間見れる内容を中心に、

興味喚起・理解促進を醸成

する情報のハブ機能

滋賀県内の駅貼ポスターや

WEB広告を活用し、プロ

ジェクトの認知拡大、イベント

誘引を実施

イオンモール草津にて、

滋賀県の介護の状況を

リアルに感じ取れるイベントや

ラジオの公開生放送を実施

しがけあプロジェクト
滋賀県介護のしごと魅力発信事業

若年層の介護のイメージ

仕事内容に対して

ネガティブなイメージ

若年層の介護のイメージ

自分の生活とは

関りが少ないイメージ

滋賀県内の若年層における介護に対する大きな問題点

重要な仕事と認識しつつも、他人事な存在と認識
真正面から「介護」を訴求しても、そもそも情報を受取ってくれない危険性がある



2021年 2022年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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11月11日～ 特設ウェブサイト公開

9/13～9/15

取材 11/11

UP
ONとOFFのケアニンｰ取材

9/27～9/29

取材
NEXTケアニンｰ取材

11/11

UP

取材

10/26

12/17

UP

NEXTケアニンｰ取材

プロモーション実施スケジュール

11/11
プロジェクト

開始

12/16 1/20ぽこピー動画投稿

12/17～12/30

12/17～12/30SmartNews広告 1/23～2/5

1/23～2/5

Google広告

YouTube広告

11月11日～ ＃しがけあガールズ インスタグラム投稿

11/15～11/28

交通広告展開
1/31～2/6

交通広告展開

2/6

しがけあフェスタ

11/11

プレスリリース配信

各種メディア掲載

ケアニン特別上映会
観覧者募集

第２回滋賀県介護の魅力等発信部会11/1
第1回滋賀県介護の魅力等発信部会7/1

11/16 滋賀県知事定例会見 / 滋賀県リリース

2/5 座談会

12/14

2/28～3/14

Instagram広告

3/16

UP



ＷＥＢプロモーション展開
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サイトデザイン サイト分析概要

サイトへ訪問した総人数 はじめて訪問した人 サイトへの「訪問数」

ユーザーが平均でどれくらい
訪問したかを表した数

WEBサイト内のページへの
アクセス数

ユーザーが１訪問あたりに
アクセスしているページの数

ユーザーが１訪問あたりの
サイトへの平均滞在時間

最初のページだけを見てサイトを
離脱してしまったセッションの割合

大阪市

大津市

京都市

横浜市

計測不可

草津市

名古屋市

東近江市

長浜市

彦根市

POINT

訪問ユーザーの
上位10市区町村のうち

滋賀県の5市が
ランクイン!

ぽこピー1回目動画投稿

SmartNews広告

2021年12月17日～12月30日

YouTube、Googleバナー広告

2022年1月23日～2月5日

ぽこピー2回目動画投稿

Instagram広告

2022年2月28日～3月14日



PAGE5WEBサイト

記事閲覧数

合 計

2,551
Click

合 計

1,926
Click

サイト訪問経路別ユーザー数

広告経由できたユーザー数

8,507
SNSやYouTubeからきたユーザー数

4,566
QRコードや直接URLを叩いてきた

ユーザー数

1,651
GoogleやYahoo!等の検索エンジンから

来たユーザー数

828
プレスリリース等関連サイトから

来たユーザー数

704
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取 材 日

記録媒体

公 開 日

2021年9月13日～9月15日

オンライン会議ZOOM

2021年11月11日

取材タイムテーブル

9月13日（月）

時間 所属 お名前

13：30 ～ 14：30 介護老人保健施設ここちの郷 三浦 沙央理さま

15：00 ～ 16：00 グループホームつむぎ 岩本 真緒さま

9月14日（火）

時間 所属 お名前

14：00 ～ 15：00 中央デイサービスセンターしんあい 原口裕也さま

9月15日（水）

時間 所属 お名前

13：00 ～ 14：00 グループホーム 萩原 夕望さま

15：30 ～ 16：30 ヴィラ十二坊（特養） 竹内 久実さま
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取 材 日

記録媒体

公 開 日

2021年9月27日～9月29日 / 10月26日

オンライン会議ZOOM

2021年11月11日 / 12月17日

取材タイムテーブル

9月27日（月）

時間 所属 お名前

18：00 ～ 18 : 30 華頂社会福祉専門学校 シャシカ さま

9月28日（火）

時間 所属 お名前

17：00 ～ 17 : 30 びわこ学院大学 田村 嶺香さま

18：00 ～ 18 : 30 華頂社会福祉専門学校 ラデン さま

9月29日（水） 午前の部

時間 所属 お名前

10：45 ～ 11 : 15 びわこ学院大学 小林 篤司 さま

11：30 ～ 12 : 00 びわこ学院大学 比江島 蒼太 さま

9月29日（水） 午後の部

時間 所属 お名前

18：00 ～ 18 : 30 華頂社会福祉専門学校 ロック さま

18：40 ～ 19 : 10 華頂社会福祉専門学校 ジャスミン さま

19：20 ～ 19 : 50 びわこ学院大学 村田 ひかり さま

10月26日（水）

時間 所属 お名前

15：35 ～ 16 : 05 滋賀学園 今井 千菜さま

16：15 ～ 16 : 45 滋賀学園 中村ひな乃さま
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Instagram分析概要

各投稿のリーチ数 (*)リーチ数とは、その投稿を見た人の数のことを指します。

140 108 126 128 181 230 294 292 302 290

313 263 252 294 3.1万 337 228 217 2299.2万

3.7万 255 319 3.7万 389 401 409 403 3844.8万

(**)枠線は広告配信分も含みます。
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動画の概要

1 本 目

配信日：2021/12/16

【祝】地元愛VTuber、ついに滋賀県から初のお仕事をいただきました。

123,688回視聴 高評価：8,264
※2022年3月28日現在

618件のコメント ※一部抜粋

2 本 目

配信日：2011/01/20

地元愛VTuber、職場体験してきました。

120,340回視聴 高評価：6,406
※2022年3月28日現在

485件のコメント ※一部抜粋

動画の反響
NHKのニュースで紹介トレンド入り

Twitter



PAGE10介護のしごと座談会

実 施 日

記録媒体

公 開 日

202２年２月５日

オンライン会議ZOOM

202２年３月1６日

☑社会福祉法人湖東会 犬上ハートフルセンター 平井 麻貴さま／ケアワーカー

☑社会福祉法人 甲南会 せせらぎ苑 川島 智世さま／副主任

☑社会福祉法人光養会 ふじの里 久保井 歩花さま／介護職

［参加者］

ゲスト：戸塚 純貴さま（「ケアニン」シリーズ主演俳優）
ファシリテーター：町 亜聖さま
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クリックでしがけあ特設サイト遷移

想定値

推定
表示回数

推定
表示単価

推定
クリック数

推定
クリック率

推定
クリック単価

1,003,333回 ¥0.30 4,013回 0.40% ¥75

実績値

表示回数 表示単価 クリック数 クリック率 クリック単価

1,034,417回 ¥0.29 7,236回 0.70% ¥41

※想定を上回った数値／下回った数値

配信結果

配信条件

年齢 性別 居住地 配信デバイス 配信金額

15歳～59歳 男女 滋賀県 スマートフォン ¥300,000 

掲 載 日

媒 体 名

配信目的

2021年12月17日～12月30日

SmartNews

サイト誘導
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※想定を上回った数値／下回った数値

配信結果

配信条件掲 載 日

媒 体 名

配信目的

2022年1月23日～2月5日

Googleバナー広告

サイト誘導

年齢 性別 居住地 ターゲティング 配信デバイス 配信金額

① 35歳～59歳

男女 滋賀県

なし
スマートフォン

＋
PC

¥100,000 

② 18歳～59歳
介護業界

興味関心層
¥100,000 

想定値

推定
表示回数

推定
表示単価

推定
クリック数

推定
クリック率

推定
クリック単価

① 289,855回 ¥0.34 870回 0.30% ¥115

② 284,091回 ¥0.35 909回 0.32% ¥110

実績値

表示回数 表示単価 クリック数 クリック率 クリック単価

① 601,387 ¥0.17 2,905 0.48% ¥35

② 601,315 ¥0.17 2,803 0.47% ¥36

クリックで

しがけあ特設

サイト遷移

※YouTubeもGDNの配信面の一部になります。
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※想定を上回った数値／下回った数値

配信結果

配信条件掲 載 日

媒 体 名

配信目的

2022年1月23日～2月5日

YouTube

動画視聴誘導

クリックで
本編再生

年齢 性別 居住地 配信デバイス 配信金額

18歳～24歳 男女 滋賀県 スマートフォン ¥100,000 

想定値

推定
表示回数

推定
表示単価

推定
視聴回数

推定
視聴率

推定
視聴単価

618,429回 ¥0.16 9,091回 1.47% ¥11

実績値

表示回数 表示単価 視聴回数 視聴率 視聴単価

1,021,396回 ¥0.10 14,673回 1.44％ ¥7

地元愛VTuber、職場体験してきました。初めての
ことだらけで勉強になりましたにんにん！

ぽんぽこチャンネル

※年齢が18歳～24歳の縛りがあり、
証跡が取れなかったため、上記配信イメージになります。
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掲 載 日

媒 体 名

配信目的

想定値

推定
表示回数

推定
表示単価

推定
クリック数

推定
クリック率

推定
クリック単価

476,190回 ¥0.63 2,000回 0.42% ¥150

実績値

表示回数 表示単価 クリック数 クリック率 クリック単価 いいね！数

731,896回 ¥0.41 798回 0.11% ¥376 110回

※想定を上回った数値／下回った数値

配信結果

2022年2月28日～3月14日

Instagram

動画視聴誘導

年齢 性別 居住地 配信デバイス 配信金額

15歳～24歳 男女 滋賀県 スマートフォン ¥300,000 

配信条件

クリックでしがけあ特設サイト遷移



リアルイベントプロモーション
（しがけあフェスタ）
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■ステージイベント 11:00～16:00 ［1Fセントラルコート］

■ブースコーナー 10:00～16:00 ［1Fレストランコート］

■ケアニン映画上映 9:30～11:１５ 予定（開場9：00～） ［3Fイオンシネマ草津］

しがけあフェスタ

実施日時
2022年2月6日（日）10:00～16:00 ※映画上映9：30～

［設営］ 2月5日（土）21:00～2４:３0／2月6日（日）７:００～ ［各団体準備］2月6日（日）8：00～１０：００

イオンモール草津 （滋賀県草津市新浜町300）

無料

滋賀県

滋賀県老人福祉施設協議会、滋賀県介護老人保健施設協会、滋賀県介護サービス事業者協議会連合会、滋賀県介護福祉士会、滋賀県社会福祉士会、滋賀県介護支援専門

員連絡協議会、日本介護福祉士養成施設協会滋賀県支部、滋賀県高等学校教育研究会福祉教育研究部会、滋賀県社会福祉協議会、エンパワーメントレコーズ、イオンエン

ターテイメント㈱、イオンモール草津、イオンリテール㈱ （順不同）

実施場所

実施内容

参加

主催

協力団体

介護のしごとＰＲステージ

介護のしごと展示・体験コーナー

「ケアニン～あなたでよかった～」特別上映会 ※事前申込制

※上映時間 1時間45分

全体概要
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参加者数

オープニング 21

「抱え上げない介護推進事業所」推奨証交付式 75

KBS京都ラジオ公開生放送「介護のしごと　まるわかりスペシャル」 174

しがけあクイズ① 60

医療介護福祉従事者（音楽グループ）によるトークライブ 28

しがけあクイズ② 45

「I will help you project～優しさのみえる街～」について 23

エンディング 17

合計 443

ステージイベント ブースコーナー

介護サービス事業者協議会 62

介護支援専門員連絡協議会 20

介護福祉養成施設協会 27

滋賀県社会福祉協議会 45

エンパワーメントレコーズ 22

滋賀県高等学校教育研究会福祉教育研究部会（綾羽高等学校） 56

フォトスポット、パネル展、映像 32

合計 264

ケアニン映画上映

ケアニン特別上映会 43

［備考］申込数：56組137名

［備考］

Youtubeライブ 視聴回数：1,028回

総再生時間：153.8時間

最大同時接続数：67名

合 計 ７５０
ラジオ聴取数（想定値） 19,530,000人×1.4％＝273,420名
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ステージイベント

ステージタイムスケジュール

オープニング

KBS京都ラジオ公開生放送
「介護のしごと まるわかりスペシャル」12:00～13:00

13:00～13:30 KBS京都ラジオ しがけあクイズ大会

13:45～14:15

14:30～1４:４５

15:００～15:50

Time 演 目 団体名（出演者）

エンパワーメントレコーズ

戸塚 純貴さん

KBSラジオアナウンサー

11:00～11:05

11:05～11:35

KBSラジオアナウンサー

KBSラジオアナウンサー

「I will help you project～優しさのみえる街～」について

「抱え上げない介護推進事業所」推奨証交付式 滋賀県社会福祉協議会

15:50～ エンディング KBSラジオアナウンサー

エンパワーメントレコーズ医療介護福祉従事者（音楽グループ）によるトークライブ

KBS京都ラジオ しがけあクイズ大会② KBSラジオアナウンサー

［ステージスケジュール］

［ステージレイアウト］
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ブースコーナー

滋賀県社会福祉協議会

滋賀県介護サービス事業者
協議会連合会

エンパワーメント
レコーズ

パネル展

映像

滋賀県介護支援専門員
連絡協議会

滋賀県高等学校教育研究会
福祉教育研究部会（綾羽高校）

フォトスポット

日本介護福祉士養成施設協会
滋賀県支部

［ブースレイアウト］
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ケアニン映画上映

しがけあフェスタ

スクリーン：スクリーン7（105席）
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ラジオ告知

しがけあフェスタ

KBS京都ラジオによる告知

01

事前告知

イベント開催告知 ご出演パブリシティ［約5分間×1回］

イベント実施告知局報の制作・放送［40秒×20本以上］

原稿読みインフォメーション［約90秒×3回］

02
当日告知

当日番組内 ご出演パブリシティ

上映会
参加募集

ケアニン映画上映会 告知［局報本数／局一任］

2021年12月14日（火）～2022年1月16日（日）

03

2022年１月３１日（月） １５:００～１５:０５頃

KBS京都ラジオ「さらピン！キョウト」
メインパーソナリティ：森谷威夫（KBS京都アナウンサー）



しがけあフェスタ連絡調整会議
令和３年度
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2022年2月6日（日）イオンモール草津でのイベント実施に向け、滋賀県様・協力団体様・会場関係者様と

イベント運営等についての連絡調整会議(WEB)及び現地調査を事務局として実施。

所 管 しがけあフェスタイベント実行のための打合せ等

構成メンバー 下記団体等より連絡員として若干名ずつ必要に応じ招集。

• 滋賀県老人福祉施設協議会・滋賀県介護老人保険施設協会

• 滋賀県介護サービス事業者協議会連合会・滋賀県介護福祉士会

• 滋賀県社会福祉士会・滋賀県介護支援専門員連絡協議会

• 日本介護福祉士養成施設協会滋賀県支部

• 滋賀県高等学校教育研究会福祉教育研究部会

• 滋賀県社会福祉協議会・エンパワーメントレコーズ

• イオンモール草津・イオンエンターテイメント株式会社

• イオンリテール株式会社・滋賀県・株式会社京都放送

• 株式会社JR西日本コミュニケーションズ（順不同）

過 去 実 施 会 議

第1回調整会議 令和3年9月22日

事前に各団体でのイベント内容について資料を

送付戴き、内容をまとめ不明点等のヒアリング及び

質疑応答。

内 容

第2回調整会議 令和3年１０月２８日

第1回連絡会議での各施設様の疑問点等について

回答。また、コロナ禍で刻々と変化する会場レギュレー

ションについて報告。

内 容

第3回調整会議 令和3年１１月２６日

第2回連絡会議での各施設様の疑問点等について

回答。また、 コロナ禍で刻々と変化する会場レギュレー

ションについて報告。

内 容

第4回調整会議 令和3年１２月2４日

第3回連絡会議での各施設様の疑問点等質疑応答。

1月17日の現地調査に係るご案内。内 容

第5回調整会議 令和４年１月１７日（現地調査）

イベント会場であるイオンモール草津に参加団体全員で

出向き、入出場導線イベント会場及び会場へのアクセス

通路控室等の案内及び質疑応答。

内 容

第6回調整会議 令和４年１月２８日

内 容

最終確認及び調整。



交通広告展開



PAGE25交通広告掲出実績（1回目）

交通広告
掲出駅

大津駅

膳所駅

石山駅

瀬田駅

南草津駅

草津駅

栗東駅

守山駅

野洲駅

篠原駅

近江八幡駅

能登川駅

河瀬駅

南彦根駅

彦根駅

米原駅

長浜駅

木ノ本駅

手原駅 石部駅

貴生川駅

大津京駅

唐崎駅

比叡山坂本駅

おごと温泉駅

堅田駅

小野駅

和邇駅

志賀駅

近江舞子駅

近江高島駅

安曇川駅

近江今津駅

34合計

交通広告実施の目的

山科駅

駅展開

プロモーション実施に伴う

『しがけあ』プロジェクトの認知獲得

掲出ポスターの概要

サイズ ：B2ポスター

枚 数 ：１駅あたり1枚

期 間 ：2021年11月15日（月）～11月28日（日） 計14日間

展開ポスター 掲出駅

JR西日本 琵琶湖線 18 駅

山科駅、大津駅、膳所駅、石山駅、瀬田駅

南草津駅、草津駅、栗東駅、守山駅、野洲駅

篠原駅、近江八幡駅、能登川駅、河瀬駅

南彦根駅、彦根駅、米原駅、長浜駅

※米原駅のみ11月22日～12月5日掲出

JR西日本 湖西線 12 駅

大津京駅、唐崎駅、比叡山坂本駅、

おごと温泉駅、堅田駅、小野駅、和邇駅

志賀駅、近江舞子駅、近江高島駅、

安曇川駅、近江今津駅

JR西日本 草津線 駅

手原駅、石部駅、貴生川駅

3

JR西日本 北陸本線 駅1
木ノ本駅



PAGE26交通広告掲出実績（2回目）

交通広告
掲出駅

大津駅

膳所駅

石山駅

瀬田駅

南草津駅

草津駅

栗東駅

守山駅

野洲駅

篠原駅

近江八幡駅

能登川駅

河瀬駅

南彦根駅

彦根駅

米原駅

長浜駅

木ノ本駅

手原駅 石部駅

貴生川駅

大津京駅

唐崎駅

比叡山坂本駅

おごと温泉駅

堅田駅

小野駅

和邇駅

志賀駅

近江舞子駅

近江高島駅

安曇川駅

近江今津駅

34合計

交通広告実施の目的

山科駅

駅展開

イベント集客を狙った

『しがけあフェスタ』の認知獲得

掲出ポスターの概要

サイズ ：B2ポスター

枚 数 ：１駅あたり1枚

期 間 ：2022年1月31日（月）～2月6日（日） 計7日間

展開ポスター 掲出駅

JR西日本 琵琶湖線 18 駅

山科駅、大津駅、膳所駅、石山駅、瀬田駅

南草津駅、草津駅、栗東駅、守山駅、野洲駅

篠原駅、近江八幡駅、能登川駅、河瀬駅

南彦根駅、彦根駅、米原駅、長浜駅

JR西日本 湖西線 12 駅

大津京駅、唐崎駅、比叡山坂本駅、

おごと温泉駅、堅田駅、小野駅、和邇駅

志賀駅、近江舞子駅、近江高島駅、

安曇川駅、近江今津駅

JR西日本 草津線 駅

手原駅、石部駅、貴生川駅

3

JR西日本 北陸本線 駅1
木ノ本駅



プレスリリース展開
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プレスリリース配信日：2021年11月11日（木） AM１０：00



PAGE29メディア露出状況-1

露出媒体数 合計64媒体 （テレビ：１媒体、紙：6媒体、WEB57媒体） 広告換算額 20,615,239¥

紙媒体

計 ¥662,850
WEB媒体 元記事

※フリーペーパーは広告換算対象外のため算出できませんでした。

NO. 媒体名 掲出日 見　出　し 発行所 媒体カテゴリー 発行部数 カラー 広告換算額

1 読売新聞（県版）滋賀版 2021/11/13 介護職の魅力　若者に届け 読売新聞大阪本社 全国紙 121,726 白  黒 39.5 cm1段 189,600

2 中日新聞（県版）滋賀版 2021/11/21 湖国の現場2021　介護の人材　どう確保 中日新聞社 地方紙 50,086 カラー 9 cm1段 24,300

3 リビング滋賀 2021/12/4 介護の仕事の魅力を発信　特設ウェブサイト「しがけあ」公開 滋賀リビング新聞社 フリーペーパー 142,755 カラー ー

4 京都新聞（県版）滋賀版 2021/12/09 介護職の「リアル」　若者に発信 京都新聞社滋賀本社 地方紙 68,958 白  黒 104.5 cm1段 219,450

5 パリッシュ+1月号 2021/12/20 「しがけあプロジェクト」スタート！～介護の仕事の魅力を発信～ 株式会社フェム フリーペーパー 140,000 カラー ー

6 中日新聞（県版）滋賀版 2021/12/22 介護の魅力　若者に伝える 中日新聞社 地方紙 50,086 カラー 85 cm1段 229,500

サイズ/単位

ー

ー

テレビ
NO. 媒体名 掲出日 見　出　し テレビ局 エリア パーコスト 秒数

1 NHK大津 2022/1/13 - NHK 滋賀県内 - -

広告換算額

-

※映像入手不可のため、算出できませんでした

NO サイト名 日付 見出し 運営元 分類 （内容） 想定UU/日 広告換算値

1 PR TIMES 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 PR TIMES 経済・ビジネス 3,397,789 717,305

2 @DIME 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 小学館 家電・グッズ・モノ 400,140 527,079

3 @niftyビジネス 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ニフティ 経済・ビジネス 1,068 30,250

4 All About NEWS 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 オールアバウト 一般総合 40,868 30,250

5 BIGLOBE ニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ビッグローブ ニュース 296,780 295,533

6 BtoBプラットフォーム 業界チャネル 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 インフォマート 経済・ビジネス 80,226 103,978

7 Cubeニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 キューブ・ソフト ニュース 32,675 30,250

8 Infoseekニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 楽天 ニュース 360,633 666,748

9 KKベストセラーズ ONLINE 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ベストセラーズ 一般総合 23,120 42,527

10 NewsCafe 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 イード ニュース 19,563 30,250

11 PRESIDENT Online 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 プレジデント社 経済・ビジネス 666,900 652,540

12 SEOツールズ 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ブラストホールディングス IT・コンピュータ 48,232 35,939

13 STRAIGHT PRESS 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 PR TIMES 一般総合 27,566 30,250

14 Web東奥 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 東奥日報社 ニュース 44,460 38,601

15 イザ! 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 産経デジタル ニュース 235,638 577,026



PAGE30メディア露出状況-2

WEB媒体

計 ¥19,952,389

元記事

NO サイト名 日付 見出し 運営元 分類 （内容） 想定UU/日 広告換算値

16 ウレぴあ総研 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ぴあ 一般総合 70,828 54,731

17 エキサイトニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 エキサイト ニュース 974,756 227,710

18 おたくま経済新聞 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 シー・エス・ティー・エンターテインメント アニメ・マンガ 40,014 30,250

19 ジョルダンソクラニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ジョルダン ニュース 29,840 27,500

20 とれまがニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 サイトスコープ ニュース 23,932 30,250

21 とれまが保険 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 サイトスコープ 金融・証券・保険 1,000 30,250

22 フレッシュアイ ニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 スカラコミュニケーションズ ニュース 30,665 30,250

23 マピオンニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 ONE COMPATH ニュース 27,440 30,250

24 現代ビジネス 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 講談社 経済・ビジネス 1,148,416 935,674

25 財経新聞 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 財経新聞社 ニュース 88,920 84,436

26 産経ニュース 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 産経デジタル ニュース 978,120 1,343,426

27 時事ドットコム 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 時事通信社 ニュース 1,189,803 1,674,988

28 時事メディカル 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 時事通信社 医療・健康・福祉 33,652 49,870

29 朝日新聞デジタル 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 朝日新聞社 ニュース 2,563,839 3,007,920

30 東洋経済オンライン 2021/11/11 『しがけあ』プロジェクトスタート!滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信 東洋経済新報社 経済・ビジネス 1,532,781 1,768,915

31 WorkMaster 2021/11/11 滋賀県、介護の仕事の魅力発信「しがけあ」プロジェクト始動 PR TIMES ニュース 8,892 30,250

32 STRAIGHT PRESS 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート PR TIMES 一般総合 27,566 30,250

33 Ameba News 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート サイバーエージェント ニュース 224,844 200,972

34 GREE 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート グリー ニュース 1,000 30,250

35 Gunosy 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート Gunosy ニュース 106,704 303,168

36 Kirei Style 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート ビズキ 女性総合 1,779 76,282

37 LINE NEWS 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート LINE ニュース 689,117 599,247

38 livedoor ニュース 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート LINE ニュース 2,536,366 3,630,000

39 mamatenna 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート NTTドコモ 赤ちゃん・育児・幼児 60,359 12,375

40 TRILL 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート dely 女性総合 1,333,800 539,055

41 ガジェット通信 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート 東京産業新聞社 ニュース 155,610 412,856

42 プリ画像 2021/11/11 滋賀県の介護の仕事の魅力を肩肘張らずに情報発信!「しがけあ」プロジェクトスタート GMOメディア その他 1,000 30,000

43 滋賀県HP 2021/11/16 滋賀県の介護をもっと身近に!「しがけあ」プロジェクトスタート 滋賀県 ー ー ー

44 Jpubb 2021/11/16 滋賀県の介護をもっと身近に!「しがけあ」プロジェクトスタート レッドクルーズ 経済・ビジネス 20,452 30,250

45 BtoBプラットフォーム 業界チャネル 2021/11/16 滋賀県の介護をもっと身近に!「しがけあ」プロジェクトスタート インフォマート 経済・ビジネス 80,226 103,978

46 マチパブ 2021/11/16 滋賀県の介護をもっと身近に!「しがけあ」プロジェクトスタート レッドクルーズ 経済・ビジネス 1,000 30,250

47 滋賀県HP 2021/11/16 知事定例記者会見（2021年11月16日） 滋賀県 ー ー ー

48 Jpubb 2021/11/16 滋賀県知事記者会見 2021年11月16日 レッドクルーズ 経済・ビジネス 20,452 30,250

49 BtoBプラットフォーム 業界チャネル 2021/11/16 滋賀県知事記者会見 2021年11月17日 インフォマート 経済・ビジネス 80,226 103,978

50 マチパブ 2021/11/16 滋賀県知事記者会見 2021年11月18日 レッドクルーズ 経済・ビジネス 1,000 30,250

51 中日新聞 2021/11/21 ＜湖国の現場2021＞ 介護の人材、どう確保 体験会やサイトでやりがい伝える 中日新聞社 ニュース 458,983 213,852

52 47NEWS 2021/11/21 ＜湖国の現場2021＞ 介護の人材、どう確保 体験会やサイトでやりがい伝える 全国新聞ネット ニュース 346,788 173,587

53 滋賀報知新聞 2021/11/25 県の介護をもっと身近に 滋賀報知新聞社 ニュース 1,334 30,250

54 京都新聞 2021/12/9 介護職の関心アップへ「現場のリアル」発信 人手不足で滋賀県が特設サイト 京都新聞社 ニュース 97,812 145,843

55 キャリアスマイル ー 滋賀県の介護のカタチ「しがけあ」プロジェクトスタート キャリア 医療・健康・福祉 1,000 30,250

56 パリッシュプラス ー 「しがけあプロジェクト」スタート！～介護の仕事の魅力を発信 株式会社フェム ニュース ー ー

57 NHK 2022/1/13 滋賀県が介護の仕事の魅力紹介する特設サイト「しがけあ」開設 NHK ニュース ー ー
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山岡部会長からのプロジェクトに関する説明
11月16日の滋賀県知事定例会見の場にて、三日月知事から「しがけあ」プロジェクトがスタートすることと、プロジェクトの

内容についてご説明があった後、山岡部会長から各団体が1つになって取り組む大きなプロジェクトである旨や、

プロジェクトにかける想いを語って頂きました。


