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「この事業によってどんな変化を起こしたいのか」

「それを誰の利益につなげたいのか」という肝心な点

がぶれないだろうと、キーアセットを信じていただい

たからではないかと考えています。

高橋：今回は福岡市と大分県の2地域におけるプロ
ジェクトでした。

渡邊：その地域を選んだのは、日本財団が推進する

「家庭養育推進自治体モデル事業」の対象だったから。

このプロジェクトで最も大事だと思ったのが、自治体

との協働です。同じ熱量を持ってプロジェクトに取り

組むことが成功の鍵だと思いました。モデル地区とい

うことを考えれば、その可能性は非常に高いと見込

んだのです。それから今回の検証結果をいずれ全国

展開していく上では人口密度の高い都市と、人口が

ばらけている広域の両方で行うことが必要だと思い

ました。

ただのPRで終わらせない
検証結果を日本へ広げるために

高橋：このプロジェクトの価値は、「PRと検証を同時
に行った」ということ。日本財団が2017年に実施し
た里親意向の調査※では、里親になってみたいと考

えている人は日本で6.3％でした。少なく聞こえるか
もしれませんが、実際には約100万世帯にもなります。
一方で里親制度については60%程度がほとんど知
らないか、名前を知っている程度であり、周知が広

がっていないことは明らかでした。ですが、日本で家

庭を必要としている子どもたちがいる、里親には手当

や支援制度もある、などの事実を知ることにより、自

分でもできるかも、と思う人が増えることも調査から

わかっていました。そこで以前から、里親に関する情

報を広くPRし、里親になりたい人をリクルートすると
ともに、そのPR効果を正しく検証する事業を行う必
要がある、と考えていました。

渡邊：協働パートナーにキーアセットを選んでいただ

いたのは大変光栄です。正直なところ、ただ見栄えの

いいキャンペーンをするならもっと大手の企業に頼ん

だ方が良いはず。キーアセットを選んでいただいたのは、

地域で育む文化 づくり地域で育む文化
はじめに

それぞれの地域で、子どもを育んでいく。
その文化を当たり前にしたい。

高橋 恵里子 日本財団
公益事業部長 渡邊 守 特定非営利活動法人キーアセット

代表
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教の観点から、「里親制度はこの国になじまない」と

いう思い込みがあったように思います。しかし、実際に

子どもの養育に深く関わる基礎自治体の方々がこの

プロジェクトを通して里親制度に対する可能性を感じ、

成功体験を積んだことは今後、長期間に渡って持続

するレガシーではないかと思います。

高橋：里親制度については、日本財団もこれまでさま

ざまな助成を行ってきましたが、これほど大きなもの

は初めて。自治体や地元企業、芸能界の方々の協力

もあり、実りの多いプロジェクトだったと思います。

特によかったと思うのが、一過性で終わらせないため

に、地元の企業や団体を巻き込んだムーブメントを作

り上げたということ。この流れが続いてほしいですね。

各地域の自治体や企業とともに
里親を支援する体制を整備したい

高橋：はじめ、「里親に対する問い合わせ数を2倍に
しよう」という目標が立てられましたが、結果的には

それを達成することができましたね。

渡邊：確かに問い合わせ件数は大幅に増えましたし、

「TVCMを見ました」という声も聞かれるようになり
ました。しかしそれらの成果は一時的なものであり、

いずれ消えていくもの。プロジェクトの成果のなかで

時間が経っても持続するのは、「自治体の現場で働く

方々が里親制度のPRを通して成功体験を得たこと」
ではないかと思うのです。日本では、社会や文化、宗

渡邊：その点は強く意識しました。特に大切だと思っ

たのが、プロジェクトの目的を共有することです。「共

通の利益を目指し、一緒にやりましょう」という姿勢

を示すことで、誰もが主体性を持ち、全員一丸となっ

て好結果を達成できたのだと思います。

高橋：さまざまなメディアを横断的に活用したのも、

功を奏したと思います。TVCMなどにしっかりお金を
かければやはり効果はあるので、今後は自治体や厚

生労働省さんにもぜひ頑張ってほしいですね。一方で、

フリーペーパーや市役所の懸垂幕などは比較的安価

な広告ですが、それを見て里親になりたいと思う人が

多いことがわかったのも、嬉しい驚きでした。これは

やはり検証の成果だと思います。

渡邊：TVCMやデジタル広告など、パブリックリレー
ションをしっかり意識すれば、里親制度は広がりを見

せるということが実証できました。しかし実際、里親の

認知拡大で最も大事なのは口コミと言われています。

つまり今後は今回の結果を足掛かりにして、里親が

もっと身近なものにならなければならないということ

です。今回のプロジェクトにより、「里親になりたい」

という人が増える時期は必ず来ます。しかしその流れ

を継続させるには、里親が社会的に尊重される文化

が地域に根付く必要があります。今後はその部分に

アプローチしていきたいと思っています。

高橋：確かに大切なのはこれから。現実的に、里親に

なりたいと問い合わせをしてから里親登録をするまで

の間に、かなりの人が離脱してしまいます。これは、

「年二回しか里親登録がない」などの事情も関係して

いますし、里親になりたいという人をきちんとフォロー

する体制が整っていない、という問題もあります。

このチャレンジを、 次のアクションへ。

1971年東京生まれ。上智大学卒業後、ニューヨーク州立大学修士課
程修了。1997年に日本財団に入社し、国際部で障害者支援事業等を
担当したのち、2013年に財団内で特別養子縁組を推進する「ハッピー
ゆりかごプロジェクト」を立ち上げる。現在は公益事業部の「子どもた

ちに家庭を」プロジェクトで里親制度、特別養子縁組、産前産後支援

の普及など、子どもが家庭で暮らすための支援を実施している。

高橋 恵里子  たかはしえりこ

1971年北海道生まれ。日本福祉大学卒業後、一般企業での勤務を
経て、オーストラリアの大学院でソーシャルワークを学ぶ。2005年
に里親登録。家庭養護の質を向上させるため、里親支援に関わる事

業を行う特定非営利活動法人キーアセットを2010年に設立。複数
の自治体から里親支援機関事業を受託し、新規里親を増やすため

のPR活動などに取り組んでいる。

渡邊 守  わたなべまもる

Profile

渡邊：これから一番大事なのはその部分。里親に対す

るPRを全国へ広げると同時に、子どもの健やかな育
ちを支える里親を支援する体制を地域社会で整え、

里親になる人が正当なリスペクトを得ることが次の課

題だと考えています。

※日本財団　「里親」に関する意識・実態調査 報告書　
　https://nf-kodomokatei.jp/repolist/190515.html

54



プロジェクト概要
里親の現状と課題 .....................................................  P8

プロジェクト概要 .....................................................  P10

目標と結果 ...............................................................  P12

メディア・PR・ムーブメント施策
概要・考え方..............................................................  P16

TV ............................................................................  P18

新聞 ..........................................................................  P20

チラシ・フリーペーパー ............................................  P22

屋外・交通 .................................................................  P24

行政協力メディア .....................................................  P26

デジタルAD .............................................................  P28

PR ...........................................................................  P30

エンゲージメント .....................................................  P32

賛同著名人・賛同企業 ................................................  P36

里親インタビュー .....................................................  P38

総括 ..........................................................................  P40

調査
概要・考え方..............................................................  P44

調査結果 ...................................................................  P46

総括 ..........................................................................  P50

まとめ
福岡市こども未来局 こども部こども家庭科 ..............  P54

特定非営利活動法人キーアセット .............................  P56

大分県中央児童相談所 こども保護・支援部 ...............  P58

特定非営利活動法人 chieds .....................................  P60

も
く
じ

76



「里親になりたいけれど
情報が不足している」という現実。

現在、日本では4万2,000人もの子どもが実親のもとで育つことができません。しかし

実は、日本全体のわずか数パーセントの世帯が里親になることを決断すれば、十分、この

子どもたちに対して家庭で育まれる環境を用意することができるのです。でも、「独自の

宗教観があり、血縁関係を重んじる日本では、養育里親制度はなじまない」という誤っ

た認識や、「里親になりたいけれどどうしたら良いかわからない」「自分でも里親になれる

のか？」など情報不足の問題があり、いまだ解決には至っていません。

認知拡大と正しい情報普及が必要です。

2017年に日本財団が実施した調査では、里親になることに前向きな意向を示した世帯

数は、子どものために必要とされる里親家庭数を上回るものでした。けれど、養子縁組

と混同されていたり、経済的な負担に対する誤ったイメージがあったり、多くの世帯が里親

になることを躊躇する現状が解決されないままになっています。すべての子どもに健やか

な生育環境を等しく提供するには、里親制度に対して広く認知を拡大すること、そして、

正しい情報を普及すること、この2つが大きな課題になっています。

里親 ?
60%
がほぼ知らない

里
親
の
現
状
と
課
題

日本では、心身ともに健やかに生育できる環境を求めている

子どもたちがこれだけ多く存在するということ、

そして、多くの人が里親制度を正しく理解していないという事実を、

まずは一人一人が認識する必要があります。

家族と離れて暮らす
子どもたちの多くが、

生まれ育った地域以外で
育っている

地域にとって子どもはかけがえのない宝。
生まれ育った地域での家庭環境が必要です

里親手当や養育費など
さまざまな支援体制がある事が

伝わっていない

「養育里親」は、国から
1人あたり月額 90 ,0 0 0 円が支払われる。
その他、日常生活にかかる費用や、教育費、

医療費等の支援もある

月 ¥90,000
+α

多様な子どものニーズに
こたえるための、

多様な家庭からの里親登録が
足りていない

自治体によって
里親委託率が約 10％～約 60％と

格差が大きい

10%

自治体 A

60%

自治体 B

日本の里親普及率は
先進諸国と比べてすごく低く

里親が不足している

里
親

里
親

どうすれば里親になれるのか。
わからない人が多くいる
（里親登録の促進）

養育里親になるには養育里親研修を
修了していることや、

経済的に困窮していないことなど、
国が定める要件を満たしていることが条件

欧米主要国では、概ね半数以上が里親委託
であるのに対し、日本では施設 : 里親の比率が
8:2となっており、里親不足のために 2割しか

里親委託を選択できていない現状

実親のもとで
育つことのできない子どもは、

500人にひとりいる
（合計 42 ,0 00人）

東京都内の小学校にひとりの割合

里親制度の社会的認知度が低い
2017年11月、日本財団が行った調査によれば、
「里親制度をまったく知らない」「名前を聞いたこ

とがある程度」と答えた人は、あわせて61.8％。
「里親制度」と「特別養子縁組（戸籍上、自分の子

どもとする制度）」が異なることを正しく理解し

ている人は、わずか5人にひとりという現状。

500
1

20%里親家庭

J A P A N
50% ~70%

O V E R S E A S
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
概
要

名称

実施エリア

主催関連

「ひらけ！里親プロジェクト」

福岡市・大分県

キャンペーン実施期間

助成総額

2022 年 3月～ 6月

9,077 万円

助成

主催

共催

プロジェクトパートナー

企画・制作

調査

公益財団法人日本財団

特定非営利活動法人キーアセット

特定非営利活動法人 ch i e d s

福岡市・大分県

株式会社 三広

株式会社 D&M

福岡市 大分県 ~100万円 100~500万円

ロゴ／ネーミング／
キービジュアル    ✅  
プロジェクト
WEBサイト（LP）    ✅  

ポスター・チラシ ● ● ✅   

映像制作  ●  ✅  

プロジェクト前 ● ●  ✅  

プロジェクト後 ● ●  ✅  

記者発表 ● ● ✅   

プレスリリース ● ● ✅   

賛同企業・団体 ● ● ✅   

賛同著名人 ● ● ✅   

行政枠 ● ● ✅   

TV CM ● ●   ✅

新聞企画  ●  ✅  

交通広告 ●   ✅  

フリーペーパー ● ● ✅   
デジタルAD
（WEB・SNS） ● ●  ✅  
エンゲージメント
ツール    ✅  

コンタクトセンター  

共通

●

●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●

●    ✅

500万円~

制 

作

調
査

P
R

広
告

そ
の
他

施策一覧

特定非営利活動法人
ch i e d s

共催

福岡市・大分県

プロジェクトパートナー

コンタクトセンター（問合せ）

企画／ WEB  AD ／エンゲージメント

調査／ LP 制作

TV・新聞・交通 他

各種媒体

企業・団体・個人など

賛同・協賛

企画・制作統括

特定非営利活動法人
キーアセット

主催

公益財団法人
日本財団

助成

※参考予算
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目標達成への3つの戦略
体制1

人口集中エリア

福岡市
人口163 万人
（85 万世帯）
面積：343k㎡

大分県
人口広域エリア

人口 110 万人
（49 万世帯）
面積：6 , 3 41k㎡

エリア2

エリアごとに地域特性が異なるため、その特性を踏まえたメディア選定や施策が必要。そのためには、地元

メディアや自治体、企業、団体など地域一体となった協働・協力体制が目標達成において重要。

人口規模も密度も異なる
「福岡市」と「大分県」

エリアごとの特性を活かした
戦略と体制が目標達成のカギに

PR・メディア3

TV、フリーペーパー、交通広告、デジタルAD、エンゲージメントツールなど多種多彩な手段を横断的に活用。
若者層から高齢者層まで、あらゆる年代の人たちにリーチしつつ、メディア同士の相乗効果を図る。

行政

地元
企業

地元
団体

地元
メディア

地元
著名人

クリエイター

地元
広告会社
株式会社三広

福岡市

NPO 法人
キーアセット

大分県

NPO 法人
ch i e d s

行政、地元メディア、地元企業などを巻き込んだムーブメントを作ることで、一過性のブームに終わらせず、

今後も継続する文化の礎を築く。そのため、地元の広告会社や地域密着型のNPO法人と密に連携し、
エリアに適した広告戦略を立案することが大切。

福岡市・大分県において、
里親制度についての
新規問い合わせ件数を

2倍にする
※通常、四半期で50件程度

2倍1

里親制度や里親家庭についての
社会的認知の促進／ムーブメントづくり

（10社からの賛同・協賛／
著名人10名からの賛同）

10社 10名2
目標

結果

23の企業から賛同・協賛を、７名の著名人から賛同
を得ることに成功。地道に１社ずつ訪問し、趣旨を

説明したことが功を奏しました。地元企業や著名

人はその土地において、非常に影響力のある存在。

ムーブメントづくりに大きな貢献を果たしました。

2倍1 23 社 7名2

3月 4月 5月 6月

電話
メール
LINE
エンゲージメント（Segmanta）
NPO法人 キーアセット（直連絡/説明会）
福岡 計
電話
メール
LINE
エンゲージメント（Segmanta）
NPO法人 チーズ（直連絡/説明会）
大分 計
電話
メール
LINE
エンゲージメント（Segmanta）
その他エリア 計
総計 

8
-
-
6
1
15
3
-
-
0
1
4
1
18
11
11
41
60

10
14
7
24
1
56
1
1
4
9
7
22
1
1
1
40
43
121

1
7
13
21
7
49
2
1
5
5
41
54
1
3
3
34
41
144

1
0
3
0
6
10
0
1
2
0
17
20
0
1
0
0
1
31

130

100

126
356

大分

その他

福岡

プロジェクト実施期間（約3ヶ月間）の問い合わ
せ数は、福岡エリアで130件、大分エリアで 100
件、その他エリアで126件、計356件あり、本プ
ロジェクトの目標を達成しました。 

目標と結果
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概要・考え方

TV

新聞

チラシ・フリーペーパー

屋外・交通

行政協力メディア

デジタル AD

PR

エンゲージメント

賛同著名人・賛同企業

里親インタビュー

総括

今回のアクションで
効果的だったポイントを
みていきましょう

1514



概
要
・
考
え
方 「幅広い層に届く
クリエイティブをつくる」
まずは、そこから。

里親家庭やそこで育つ子どものことを、もっとオープンに世の中に広げてい

く意思を表明。「ひらけ」という言葉には、「家庭の門をひらく」「心をひらく」

「未来をひらく」という３つの意味を込めています。

プロジェクト名称について

2017年に行われた日本財団の調査では、養育里親および里親制度の認知のきっかけについて「TV」がトップと
なっていたため、広域に訴求できるTV CMを福岡市と大分県の共通施策としました。また、本プロジェクトはす
べての広告からの流入先を特設サイトに一本化していたため、ダイレクトな流入が見込まれるWEB・SNS広告も
両エリア共通で実施。それ以外のメディア展開に関しては、エリアごとの特性に応じてプランニングしました。

メディアプラン

まだあまり知られていない里親の現状

を幅広く知ってもらい、里親理解の入

り口に立ってもらうために、さまざまな

里親家庭を親しみやすいイラストで描

きました。イメージが固定されやすい

写真ではなくイラストで表現すること

で、これを見た人が自分や自分に近し

い人を投影しやすくなると考えました。

温かみのある手書きのイラストで前向

きなイメージを醸成していくとともに、

配色や服の柄などを細かくコントロー

ルし、時代が感じられるように仕上げ

ました。プロジェクトマークとセットで

各制作物に落とし込み、共通したイ

メージで情報を発信しました。

メインビジュアル
について

里親関連の広告物の多くは、メッセー

ジもビジュアルもすべて里親に興味が

ある人に向けたものになっており、ター

ゲットを限定している可能性があるので

はないかと仮説を立て、「幅広い層に届

くクリエイティブが必要」と考えました。

メインビジュアル
制作にあたって

「ひらけ！」の「ひ」の字で笑顔を形作ったマーク。「ひ」に包まれた点と線は笑

顔を表現すると同時に、向かい合う肩を抱き合う「親子」を表しています。

プロジェクトマークについて
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T
V

T V  CMの力は圧倒的。
地元メディアの信頼感で
新規認知者を8.6％UP！

！

“新規”の認知者を増やすには
TVCMが効果的という結果になった

TV 番組
インターネット

新聞
TVCM

知人経由
SNS

ポスター／チラシ
その他
イベント
屋外広告
電車広告

0 . 0% 20 . 0% 4 0 . 0% 60 . 0% 8 0 . 0%

62 .1%
26 . 5%

15 .7%
13 . 6%

10 . 8%
7.1%

5 . 3%
4 . 2%
2 .1%
1. 0%
0 . 8%

TVCM +8 .6 %1 インターネット +3 .9 %2 イベント +1.0 %3

One point
Ac tion!

予算あれば TVやるべし！
TV局を選ぶ時はパブリシティをしっかり検討！

プロジェクトの期間内、人の動きが活発化し、里親の応募が高まると推

察される3月（春休み）と5月（GW）の2回に分けてCM投下しました。
福岡、大分の両エリアでGRP（総視聴率）1,000％以上を目指し、オール
ターゲットの全日型でスポットCMを投下。局選定においては、パブリシ
ティを重視し、取材・特集パブ枠を多く引き出すことに成功しました。

TVCM 概要

TVCMスポット投下量

15 秒 CM 283 本（1,193GRP）福岡エリア

15 秒 CM 180 本（1,118GRP）大分エリア

第1期：3月22日～ 4月10日　第2期：4月25日～ 5月8日放送期間

全日型放送時間帯

里親を知るきっかけはTV番組が圧倒的
地元放送局と協力したニュース枠の効果が◎

関連調査結果

認知経路

新規認知者獲得リフト

KBC 九州朝日放送 、RKB 毎日放送、TNC テレビ西日本、TVQ 福岡放送

TOS テレビ大分、OBS 大分放送、OAB 大分朝日放送

サンプル数：6,600 福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日　事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

すべての子どもが、大切に、
健やかに、育まれるために「里親家庭」
があります

CMテーマ（5 種類制作）

「里親」には、「養育里親」や
「養子縁組里親」など、さまざまな
形があります

子育て真っ最中の家庭も、
里親として活躍中です

共働き世帯や単身世帯など、
さまざまな里親のカタチがあります

里親向けの研修や、里親同士の
交流会など、里親を支えるしくみが
あります

オフィスワーカー向けの朝帯や深夜帯、主婦向けの昼帯など、
土日・平日問わず、１日中まんべんなく放送。
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新
聞

サンプル数：6,600 福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日　事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

広域エリアにおいて、
地元新聞社の協力は
外せません！

「新聞」は最も効果的な紙媒体！
繰り返し読めるので理解促進にも◎

One point
Ac tion!

T V 番組
インターネット

新聞
広報物

0.0% 20 . 0% 4 0 . 0% 60 . 0% 8 0 . 0%

62 .1%
26 . 5%

5 . 3%
15 .7%

4月～連載（全4回）
3段小説企画「あなたへのてがみ」

3月27日（日）掲載　5段フルカラー広告

4月29日（金・祝）掲載　15段特集企画

プロモーションエリアの範囲が広い大分

県については、購読シェアトップで県内

全域をカバーできる大分合同新聞に広告

出稿および、本プロジェクトの独自企画

を実施しました。15段特集企画では事
前調査の結果を元に、里親に関する現

状理解を促進。小説企画では「あなたへ

のてがみ」と題し、地元新聞社ならではの

取材力と執筆力で、実際のエピソードを

元にした里親にまつわるストーリーを４回

に分けて連載。これまでにないアプロー

チを行いました。

新聞概要

里親を知るきっかけとしては、
オフラインメディア（紙媒体）では

新聞がナンバーワン！

関連調査結果

認知
経路
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n=

チ
ラ
シ
・
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー

福岡市、大分県ともフリーペーパー掲載を実施。また、WEB広告
などの反応が芳しくなかった大分エリアでは興味顕在層の年齢

が高いと判断し、5月下旬と6月下旬の２回に分けて新聞折込チ
ラシも実施しました。チラシには説明会の日程を掲示し、誘導先

は説明会実施担当chiedsのHPを設定。直後から問い合わせ数、
説明会申込者数が増加し、直接的なアクションに繋がりました。

One point
Ac tion!

WEB 広告の効果が芳しくないエリアでは
フリーペーパーや新聞折込を！

チラシ・フリーペーパー概要

福岡
フリーペーパー

大分
フリーペーパー

ファンファン福岡
（福岡都市圏ポスティング型のフリーペーパー）

発行部数 約345,000部

スマイル（大分県北部のフリーペーパー）

発行部数 約62,000部

てくてくプラス（大分県南部のフリーペーパー）   

発行部数 約50,000部

大分市66,730部、別府市14,760部、
大分
新聞折込チラシ

日田市1,690部など　計 94,660部発行部数

5月27日（金）/ 6月22日（水） ※2回とも同数量

※部数は当該地域の大分合同新聞購読世帯の7掛けにより算出

「この広告を見てどの程度、養育里親になりたいと思いましたか」と尋ねたところ、フリーペーパーを見た人の42.3％が「そう
思う」「ややそう思う」と回答していました。「里親になりたい」意向を高めるメディアとして、フリーペーパーは有効です。

認知・計

そう思う ややそう思う
どちらかというと
そう思う

そう思わない

797 64.5TVCM 9.5 21.7 33.2 35.5

152 73.0新聞広告 9.9 26.3 36.8 27.0

160 81.9交通広告（駅・バス停留所等） 13.1 33.8 35.0 18.1

320 71.6ポスター／チラシ 10.9 30.0 30.6 28.4

261 77.8SNS広告（Instagram／Facebook） 11.1 34.5 32.2 22.2

283 73.1WEB広告（バナー等） 8.1 33.2 31.8 26.9

85 82.4フリーペーパー 9.4 32.9 40.0 17.6

114 84.2区役所懸垂幕 13.2 43.9 27.2 15.8

認
知
・
計

（％）関連調査結果
広告認知別「養育里親」意向

サンプル数：6,600 福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日　事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

フリーペーパーや
新聞折込で、地域密着型の
コミュニケーションを。
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屋
外
・
交
通 プロモーションエリアの範囲が狭い福岡市

については、市内で最も人が集まる天神地

区を中心に、交通広告を活用した集中的な

露出展開「街ジャック」を実施し、本プロ

ジェクトの認知拡大を図りました。

（３月22日～ 2週間）

屋外・交通概要

One point
Ac tion!

福岡市のような密集型のコンパクトシティ
では交通広告がオススメ！

TVCM

新聞広告

交通広告（駅・バス停留所等）

ポスター／チラシ

SNS広告（Instagram／Facebook）

WEB広告（バナー等）

フリーペーパー

区役所懸垂幕

認
知
・
計

1,500 7.6

認知・計

見た

n=

（％）

見たような気がする 見たことはない
（このアンケートで初めて見た）

3,000 26.611.4 15.2 73.4

2.5
7.61,500 10.189.9

2.0
8.71,500 10.789.3

2.5
8.23,000 10.789.3

2.1
6.63,000 8.791.3

2.4
7.13,000 9.490.6

1.5
4.1

5.7

1,500 5.794.3

1.9

関連調査結果
広告認知

サンプル数：6,600 福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日　事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

特に、人口が密集している都市部では交通広告やポスター／チラシが効果的。広告の認知度は新聞広告を上回り、オフライ

ンではトップでした。

バスシェルター広告（７面）

地下鉄天神駅８連広告（２ヶ所）

天神地下街Fビジョン（東西９基）
スポット貼り（２ヶ所）

西鉄福岡天神駅８連広告（２ヶ所）

認知 UP 効果が◎。
生活導線にある
交通広告は強い！

BUS

STATION VISION

T O W N  J A C K

92.4
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n=

行
政
協
力
メ
デ
ィ
ア

One point
Ac tion!

自治体の信頼感は絶大！
ダメもとでも、ぜひ相談を。

懸垂幕は効果的！
行政の協力が
大きな鍵です。

！

サンプル数：6,600 福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日　事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

広告認知別に養育里親意向を尋ねたところ、懸垂幕を見た人の57.1％が「そう思う」「ややそう思う」と回答していました。
行政という信頼性の高さが大きく影響していると考えられます。

プロジェクトパートナーである福岡市協力のもと、福岡市内７区役所に懸垂幕（横断幕）を設置。プロジェクトの

一体感を演出すると同時に、本プロジェクトへのタッチポイントを増やしました。また、地下鉄七隈線全駅にポス

ター掲出、西鉄福岡天神駅の大型ビジョンでのCM放映、市役所内でのポスター掲出およびカウンタービジョン
でのCM放映など、広告出稿以外の部分で露出協力を仰ぐことができました。

行政協力メディア概要

認知・計

そう思う ややそう思う
どちらかというと
そう思う

そう思わない

797 64.5TVCM 9.5 21.7 33.2 35.5

152 73.0新聞広告 9.9 26.3 36.8 27.0

160 81.9交通広告（駅・バス停留所等） 13.1 33.8 35.0 18.1

320 71.6ポスター／チラシ 10.9 30.0 30.6 28.4

261 77.8SNS広告（Instagram／Facebook） 11.1 34.5 32.2 22.2

283 73.1WEB広告（バナー等） 8.1 33.2 31.8 26.9

85 82.4フリーペーパー 9.4 32.9 40.0 17.6

114 84.2区役所懸垂幕 13.2 43.9 27.2 15.8

認
知
・
計

（％）関連調査結果
広告認知別「養育里親」意向
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デ
ジ
タ
ル
A
D

One point
Ac tion!

若い人には SNS やWEB 広告が効果的。
ターゲットごとに媒体を使い分けよう！

効果測定はしっかりと。
データの活用が
次につながります。

デジタルADの特徴は、どの媒体の効果がよかったか、管理画面（GA4）で簡単に確認できるところ。適宜、効果の良い媒体
に予算を移管しながら賢く運用できるため、費用対効果を最大化できるというメリットがあります。

デジタル上でのタッチポイントとしてデジタル広告プラットフォームやSNSを活用。子育て世代を中心に、幅広い
年齢層に認知拡大を図りました。また、プロジェクトをより深く理解していただくためにプロジェクトWEBサイト
（LP）へ誘導するだけでなく、双方向コミュニケーションの機会を増やし、ユーザーからの声を聞くためにネイティ
ブ広告や次世代ブラウザも活用しました。

デジタル AD 概要

4.リーチ型／バナー広告
サイトのバナー枠に画像で表示され、
幅広いユーザーに訴求できる

5 . エンゲージメント型／オプトイン広告
広告表示を許諾したユーザーにだけ表示され、安全に配慮した訴求ができる

3 .リーチ型／ SNS 広告
アプリ内のフィードや動画途中に表示され、
特に若者中心に獲得できる

1. SEO 型／リスティング広告
検索欄の上部に表示され、
意欲の高いユーザーを獲得できる

2 . 理解促進型／ネイティブ広告
メディアやニュースのコンテンツの中に表示され、
自然に訴求できる
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P
R

地域の力が
大きなムーブメントを

生み出す！

One point
Ac tion!

PRこそ地域の力が必要！
プロジェクトの意義を説いて、地域を巻き込むべし！

3月16日には大分県庁でプロジェクト記者発表を実施。3月29日にはア
クロス福岡で本プロジェクトの趣旨説明や、福岡市高島市長からのビデオ

メッセージ放映を一般市民向けに行いました。これらの模様はYahoo!
ニュースほか多数のメディアポータルサイトで拡散され、マスコミ各社での

露出が実現できました。あわせて企業や団体への協力・賛同活動も展開。

福岡のサッカーチーム「アビスパ福岡」には、試合前に本プロジェクトを

PRする時間を設けていただきました。大分ではOAB大分朝日放送協力
のもと、JR大分駅前でのイベントにPRブースを出展。地域の協力を得る
ことでSNS拡散、さらにはTV放映に繋がり、大きなムーブメントを醸成
することができました。

PR 概要
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ン
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One point
Ac tion!

エンゲージメントを高めることで
関心度は深まっていきます！

今回はTVや新聞など従来の広告手法のみならず、さらに
人々の関心度を高めるため、WEB上でのエンゲージメント
ツールも活用。魅力的なクイズをフックにユーザーと双方向の

コミュニケーションを可能にするSegmantaを採用しました。

プロジェクトWEBサイト（LP）／エンゲージメントサイト
（Segmanta）にそれぞれデジタル広告予算の50%ずつを
投下。エンゲージメントサイトを回答した後にプロジェクト

ページを閲覧した訪問者は、非広告閲覧者なみにプロジェ

クトWEBサイトを閲覧していただける結果となった（直帰
率60%前後）。広告閲覧からのプロジェクトWEBサイト
閲覧者の直帰率は、90%前後。

エンゲージメント施策 概要

エンゲージメント施策 手法

質問の流れ

エンゲージメント施策 結果

回答開始

▲ 12 , 299   完答数 ▲ 7, 838
完答率

▲ 64%   自由回答コメント数 ▲ 387
リード（eメール）獲得数 ▲ 161

回答 以下より選択

平安時代、鎌倉時代、江戸時代、昭和時代

「里親」という言葉は、
いつから使われていると
思いますか？

Q1

回答 以下より選択（複数回答あり）

少子高齢化、介護離職、空き家問題、地球温暖化、子育
て環境、里親制度、環境汚染、児童虐待、男女格差、
ワーキングプア（所得格差）、その他（自由回答）

あなたが今「社会課題」と
聞いて、思い浮かべる事は
何ですか？

Q2

回答 以下より選択（複数回答あり）

かわいい、自信がない、楽しい（楽しそう）、癒される（癒
やされそう）、幸せ（幸せそう）、お金がかかる（かかり
そう）、イライラする（しそう）、自分の時間がなくなる（無
くなりそう）、仕事に影響が出る、その他（自由回答）

「子育て」に関して、
あなたが感じていることや
イメージはありますか？

Q4

回答

性別、年齢、居住地、家族構成

ご意見・ご質問/Eメール

あなたのことについて
教えてください。

自由回答

Q5

回答 以下より選択（複数回答あり）

両親、父親、母親、祖父母、兄弟（兄妹）、親戚、友達、恋人、
学校/部活動/先生、学校以外の課外活動/その先生な
ど、近所の人、行政（市町村など）、その他（自由回答）

あなたが生まれてから
大人になるまで、あなたを
育んできた人、育んできた
環境として当てはまるものは
何だと思いますか？

Q3

Segmantaはインタラクティブなクイズや調査コンテンツにより、顧客から
同意がとれたデータを収集し、自社のマーケティング活動に活用すること
を支援するプラットフォーム。世界でさまざまなブランドが活用しています。

抜群の問い合わせ数！
エンゲージメントツールは
プロジェクトに必須！
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質問に対する属性・回答

寄せられた声の一部を抜粋して紹介します。
なお、回答は地域によって異なるため、事務局より個別にお返事しました。

性別 男性／60.2%、女性／30.7%
家族構成 既婚（子どもあり）／37.6%、既婚（子どもなし）／12.6%、独身／33.1%
居住地 福岡／19.1%、大分／9.4%、その他／ 71.5%
年齢 20歳未満／3.4%、20-30代／35.7%、40-50代／48.4%、60代以降／5.6%

同性のパートナーと10年暮らしています。昔から里親に
関心があり、というか育児放棄されたり家庭に居場所が

ない子どもたちをサポートしてる個人や団体のドキュメン

タリ番組などたくさん見て、自分もそのような活動に興味

が有るんですが、人脈もコミュニティにも属していなく現

実的ではないのかな、、と夢で終わっているのですが1人
だけなら里親として支えてあげられるんじゃないかという

思いがあります。同性パートナーが里親になった記事を

何度か目にしたんですが詳しくは書かれておらずうまく

いっているのか今でもずっと気になっています。そもそも

自分のいる地域が前例があるのか、資格があるのか知り

たいです。まだいつか、、、という状態なのでどんな審査

があるのかも知りたいです。よろしくお願いします。

里親に年齢制限などあるのですか?若い夫婦の方がい
いのでしょうか?

里親に興味がありますが、現在子育て中
な中で里親なんて難しいだろうと主人に
言われ悩んでいます。里親は子育てが落
ち着いた方が多いのでしようか?

私はゲイの独身男性ですが、このような男性
も里親になる事はできるのでしょうか？

仕事持ってて看護師です。里親制度には協力できないで

すか？子どもたちは育ち県外で、夫はなくなり1人です。

里親制度がさらに日本に広
まり、一人でも多くの子どもが愛
される未来を応援しています。

娘と2人の母子家庭ですが、里親になれますか?

こんにちは。私は賑やかな家庭に憧れて子だくさんの家

庭を持ちたいと思っていましたが、実際のところは二人の

子どもがいますが、離婚して実家に住まわせてもらって

ます。このような家庭でも里親プロジェクトに参加する

ことができるのでしょうか？

近い将来里親になりたいのですが、現在
子育て中でもできますか？

母子家庭50代前半。子どもは成人済。何が出来ること
があるのか聞いてみたいです。

共働きや独身者でも里親になれるので
しょうか？ 仕事は保育士をしています。
今年40になります。又、育休などの制
度は利用できますか？

友人に里親している方がいて、
子どもにとって里親がいかに
重要か感じているし、里親に
なる方の大変さ、責任感、社会
貢献に感服しています。自分
の子どもも一人っ子なので、
子どものため、困っている子
どものためにも里親になるこ
と検討しています。

自分も里親に育てられたので、男独身ですが
里親制度で迎えられたらなと考えています。

いつか迎えてみたいと真剣に考えています。ただ、自分

の子どもも小さく、自分の子より月齢が小さく、短期間な

ど、希望がある場合はどうなりますか。

この制度を支援する方法はありますか？

主人とも里親について話すことがよくあり
ます。私達は生活に余裕がなく共働きでは
ありますが、明るく楽しい家庭です。こんな
私達にもできることはないのかなぁと思って
います。説明会に伺ってみたいとは常々思っ
ていますが、どうしても他の都合を優先させ
てしまうのも事実です。里子を預かっても仕
事を続けられるのか、私達家族が受け入れた
としても親族や友人、保育園や学校に受け入
れてもらえるのかなど尋ねてみたいです。周
りの友人や私（妻側）の親族にはいつか里子
を預かりたいと思っていることは話していま
すが、簡単なことではないと言われ、反対は
しませんが賛成もされません。週末だけ預か
る事もできると聞いた事もあるので、まずは
短期でお子さんを預かるなどから経験を積む
事もできるのかなども尋ねてみたいです。

60代既婚、子どもなしでも里親になれる
のでしょうか？

ひとり親で子育て中です。里親制度には
以前より関心がありますが、受け入れる
側の住宅環境などに条件がありますか。

「里親」という言葉は、
いつから使われていると思いますか？Q1
あなたが今「社会課題」と聞いて、
思い浮かべる事は何ですか？Q2
あなたが生まれてから大人になるまで、
あなたを育んできた人、育んできた環境として
当てはまるものは何だと思いますか？

Q3

「子育て」に関して、あなたが感じている
ことやイメージはありますか？Q4

平安時代（29.3%）／江戸時代（28.6%）／昭和時代（28.3%）／鎌倉時代（13.7%）

少子高齢化（67.4%）／児童虐待（38.4%）／ワーキングプア（所得格差）（36.4%）／
地球温暖化（33.4%）／子育て環境（32.0%）

回答 TOP5

両親（74.1%）／友達（44.1%）／学校・部活動・先生（38.7%）／
兄弟・兄妹（37.8%）／祖父母（35.2%）

お金がかかる・かかりそう（55.7%）／幸せ・幸せそう（43.3%）／かわいい（42.7%）／
自分の時間が無くなる・無くなりそう（42.6%）／楽しい・楽しそう（34.5%）
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賛
同
著
名
人
・
賛
同
企
業

「地元のためなら！」
立ち上がってくれる

人や企業はたくさんいます。

One point
Ac tion!

地域での興味・理解を高めるために、
賛同の輪をひろげましょう。

土地に縁のある著名人や、地元のスポーツチームや企業などには大きな影響力があります。可能な限り、資料を

持って直接訪問し、プロジェクトの趣旨を説明することで予想以上の賛同を得ることができました。当初の目的

は「10社10名から賛同を得る」でしたが、最終的には23社7名が賛同を表明してくださいました。

賛同スポーツチーム

賛同企業

賛同著名人

賛同・協賛企業

女優

賀来 千香子さん
福岡ソフトバンクホークス
一軍内野守備走塁コーチ

本多 雄一さん

ミュージシャン・タレント

大野 タカシさん

社会人アメリカンフットボールチーム
福岡SUNS

コージ・トクダさん
吉野 至さん
岩元 駿介さん
大久保 新さん

アートパフォーマー

ColorhythmRisa
（カラリズムリサ）さん

タレント

徳永 玲子さん
料理研究家

山際 千津枝さん
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里
親
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

里親家庭の
リアルな声が、

人の心を動かします。

One point
Ac tion!

写真付きのインタビューが
より一層、説得力をプラスします。

プロジェクトWEBサイト（LP）には、実際に里親として活動する6家庭のインタビューを掲載しました。「里親に
なったきっかけは？」「実際に里親になってみていかがでしたか？」「迎え入れた子どもたちはどんな様子でした

か？」「周囲の反応は？」など、里親経験者の率直な声を紹介。より一層、読者が里親制度を身近に感じられるよ

う、工夫しました。今回掲載した方たちは、みな、里親歴が４～10年のベテランばかり。家族構成や実子の年齢
も異なる方たちにインタビューすることで、多くの読者に届きやすいメッセージになりました。

今村さん
家族構成：夫、妻、娘（22歳）、息子（20歳）
里親歴：4年目
今まで迎え入れた子どもの数：5名

八坂さん
家族構成：本人、娘（11歳）、息子（9歳）、息子（6歳）
里親歴：4年目
今まで迎え入れた子どもの数：3名

岩尾さん
家族構成：夫、妻、母

里親歴：10年目
今まで迎え入れた子どもの数：9名

渡辺さん
家族構成：夫、妻

里親歴：5年目　
今まで迎え入れた子どもの数：25名（レスパイト*10名含む）

藤原さん
家族構成：夫、妻、息子（8歳）
里親歴：9年目　
今まで迎え入れた子どもの数：10名

片山さん
家族構成：夫、妻、娘（24歳）、娘（18歳）
里親歴：７年目　

今まで迎え入れた子どもの数：３名

*レスパイト：一時的な預かり
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メディア・PR・ムーブメント施策総括

今回のプロジェクトでは、入札を経て、プロジェクトマネジメントを三広さんにお願いしました。私たちが
三広さんに決めたのは、福岡を拠点とする総合広告会社として幅広く活躍していらっしゃるから。地元に
密着し、エリアの特性を知り尽くしているということに期待しました。

それから、プロジェクトを進める上でとてもありがたかったのが、三広さんがどっぷりこのプロジェクトに
コミットしてくださったこと。三広さんのような地域密着型の企業がコミットしてこのプロジェクトを進めて
くださったからこそ、１行のコピーにも想いがのったのでしょうし、その想いが地元の方々の心を動かした
のでしょうね。

最終的に23社ご賛同いただき、うち6社がご支援くださいました。

たとえば、東京の大手企業に依頼すれば、見た目は今風でカッコいいプロジェクトになったかもしれませ
ん。しかしそれは私たちの最優先ポイントではありませんでした。このプロジェクトが幕を閉じたあとも、
ずっとこの地で芽吹き続けるような、そんな息の長い活動にしたかったのです。そのためにはこの地域の
人たちに対し、どんな言葉で、どんなふうに語りかけたらメッセージが届くのか、きちんと考えられる会社
にプロジェクトマネジメントをお願いしたいと思いました。

ありがとうございます（笑）懸垂幕は認知度アップという点で、予想以上に大きな効果がありましたね。

メッセージを届けることの重要性は、私も今回、つくづく感じました。当初、協賛企業を募るため、たくさ
んの企業に資料を郵送したのですが、それだけではまったく反響がありませんでした。しかし１社ずつ訪
問し、担当の方と直接お会いして企画の趣旨を説明すると、共感してくださる方がぐんと増えたのです。

特に、今回のプロジェクトは里親制度をテーマにしているため、社会に訴えかけるメッセージ性が非常
に強く、場合によっては「里親制度は大切だけど、責任が重くておいそれと協力できない」と言われるこ
ともありました。メッセージの内容ももちろんですが、メッセージの届け方も非常に重要なのだと感じま
した。

福岡市で行った区役所の懸垂幕も、私が施工業者さんと二人で取り付けに行きました（笑）

ありがとうございます。プロジェクトの発足当初から、渡邊さんは「地域を巻き込むプロジェクトにした
い」とおっしゃっていましたが、今、振り返るとそれがプロジェクト成功の鍵だったのではと思います。

私たち三広は、緻密なマーケティングから独自のコンセプトを発見する｢プランニング力｣と、既成概念にとらわれな
い自由な発想で広告表現を生み出す｢クリエイティブ力｣を武器としています。九州に根ざした広告会社として、社会
的な課題の解決や企業のブランディング･リブランディング、販売促進、ダイレクトマーケティングに至るまで、さまざ
まなコミュニケーション課題の解決策をご提案しています。 www.sanko-ad.co.jp

特定非営利活動法人キーアセット 渡邊 守 × 株式会社三広 宮城 聡一朗

株式会社三広　SANKO ADVERTISING INC.
TEL：092-771-8522
メール：toiawase@sanko-ad.co.jp

「里子がかわいそうだから皆で助けてあげよう」という考えは、私たちの趣旨と違うと思うんですよ。「子ど
もを育む喜びも大変さも共有する」という豊かな社会を作るのが私たちの理想。だからポスターやCMな
どはポジティブで、ハッピーな印象が伝わるものにしたかったのです。

今回は日本財団様のご助成がありましたが、もし予算が限られているとしたら、まず、どのメディアから着
手したら良いと思いますか。

懸垂幕のほか、デジタル広告のエンゲージメントツールが印象に残っています。今後、行動が変わるきっ
かけになると期待しています。そのほか実感したのはクリエイティブの重要性です。どれだけ社会的な価
値があるメッセージでも、CMやポスターなどのクリエイティブがいまひとつなら、人の心を揺さぶること
はできないのだと改めて実感しました。

今回はたくさんの施策を行いましたが、特に印象深いものはありますか。

クリエイティブについて、あらかじめ渡邊さんからリクエストいただいたのは、「お涙頂戴にならないよう
にしたい」ということでしたね。

事後調査で広告の評価を尋ねたところ、67.9％の方が「好感が持てる」と回答しています。広告のクリ
エイティビティがどれだけ重要かということが示されていますね。

まずは身近なツール作りということでチラシですね。TV CMなどに比べて安価に制作できますし、たっ
た1枚でも工夫をすれば濃密なメッセージを発信できます。また、限られたスペースの中で、どんなことを、
どんな風に発信するか考えることで、皆の想いや目的も明確になり、プロジェクト自体に磨きがかかっ
てくると思います。

今回のプロジェクトは今後、地域性を超えて全国各地で導入されることを想定し、施策のヒントを得るた
めのパイロットとしての役割もありました。今後、多くの地域で同様のプロジェクトが展開され、いずれは
すべての子どもたちが健やかに育まれる社会を実現できたらと願っています。今回は、どうもありがとうご
ざいました。
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今回のアクションの
結果をデータで
見ていきましょう

概要・考え方

調査結果

総括
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概
要
・
考
え
方 プロジェクトの
「前」と「後」で調査を。
比較すると課題が見えます。

前
後

対象者条件：福岡市、大分県在住・男女20～59歳

サンプル数：事前3,600s／事後3,000s

調査手法：WEB定量調査 調査会社のアンケートモニターより対象者を選定

調査期間：事前2022年3月9日～3月13日／事後2022年5月11日～5月22日

20～30 代

男性

女性

男性

女性

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300
3,600

300

300

福岡市

大分県

40代 50 代 全体

事前調査
施策実施エリアにおいて、施策前に現状の「養育里親家庭」

「養育里親家庭サポート活動」「里親登録制度」「里親問い合わせ先」

「キーアセット・ch i ed s」についての認知・興味関心の現状把握を行う。

事後調査
施策実施後、それらの指標がどのように変化したのかを確認することで、

施策の効果を測定し、今後のプランニングのための資料とする。

事前調査

20～30 代

男性

女性

男性

女性

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250
3,000

250

250

福岡市

大分県

40代 50 代 全体

事後調査
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調
査
結
果

「養育里親」の認知

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（%） 事後調査事前調査

32.1

41.1

26.8

26.9

44.0

29.1

知らない

見聞きしたことがある

知っている

5.2％
増加

さまざまな理由により自分が生まれた家庭で暮らす
ことのできない子どもや若者たちが全国に45,000人いる状況認知

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（%） 事後調査事前調査

24.6

47.6

27.8

22.6

49.0

28.4

知らない

見聞きしたことがある

知っている

2.0％
増加

事 前 17.4% 24.6% 58.0%

21.9% 29.0% 49.1%事 後

「子育て中の家庭も里親になれる」
内容認知

知っている 見聞きしたことがある 知らない

知っている 見聞きしたことがある 知らない

「共働き世帯や単身世帯でも里親になれる」
内容認知

事 前 12.9% 21.1% 66.1%

16.6% 25.2% 58.2%事 後

知っている 見聞きしたことがある 知らない

「里親向けの研修や、里親同士の交流会がある」
内容認知

事 前 14.1% 24.7% 61.3%

17.8% 27.6% 54.6%事 後

知っている 見聞きしたことがある 知らない

「里親家庭には、里親手当や生活費の支給など
経済的な支援がある」内容認知

事 前 11.0% 20.1% 68.9%

15.1% 23.6% 61.3%事 後

知っている 見聞きしたことがある 知らない

「数日間や数ヶ月間だけ子どもを預かる、
短期の里親も必要とされている」内容認知

事 前 13.0% 24.5% 62.5%

15.6% 29.5% 54.9%事 後

「養育里親」を認知している人のうち、
広告認知と広告非認知者の割合

広告認知 広告非認知（％）

TV-CM

新聞

交通広告

WEB広告

89.3
67.2

90.8
72.7

92.5
69.3

91.2
71.3

1. 認知拡大
（掲載データは調査結果より一部抜粋）

TVCM

新聞広告

交通広告（駅・バス停留所等）

ポスター／チラシ

SNS広告（Instagram／Facebook）

WEB広告（バナー等）

フリーペーパー

区役所懸垂幕

認
知
・
計

1,500 7.6

認知・計

見た

n=

（％）

見たような気がする 見たことはない
（このアンケートで初めて見た）

3,000 26.611.4 15.2 73.4

2.5
7.61,500 10.189.9

2.0
8.71,500 10.789.3

2.5
8.23,000 10.789.3

2.1
6.63,000 8.791.3

2.4
7.13,000 9.490.6

1.5
4.11,500 5.794.3

1.9

広告認知

1位

2位

サンプル数：6,600  福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日 事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

92.45.7
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調
査
結
果 2 . 印象変化・行動変容 3.クリエイティブ評価

「里親家庭・里親制度」について理解／協力的でありたいと思うか

「養育里親」についてどう思うか

そう思う ややそう思う どちらかというとそう思う そう思わない

事 前

事 後

13.8% 29.7% 39.9%

14.6% 30.9% 39.6%

16.6%

14.8%

83.4%

85.2%

広告が与える印象

福岡市区役所懸垂幕：「養育里親」広告評価

大分県新聞広告：「養育里親」広告評価

感じた・計 感じなかった・計

非常に感じた

印象に残る

好感が持てる

共感できる

理解が深まる

3,000

n=

（%）

3,000

3,000

3,000 

65.9

感じた・計

67.9

60.8

67.2

まあ感じた あまり感じなかった 全く感じなかった

13.0 52.9 20.4 13.7

14.0 54.0 18.4 13.7

10.8 50.0 24.0 15.2

13.7 53.4 19.0 13.8

感じた・計

非常に感じた

印象に残る

好感が持てる

共感できる

理解が深まる

114

n=

（%）

114

114

114

85.1

感じた・計
（認知者）

83.3

78.9

81.6

62.8

感じた・計
（非認知者）

66.0

59.2

65.1

22.3

差分

17.3

19.8

16.5

まあ感じた あまり感じなかった 全く感じなかった

23.7 61.4 13.2 1.8

26.3 57.0 15.8 0.9

20.2 58.8 18.4 2.6

28.1 53.5 17.5 0.9

感じた・計

非常に感じた

印象に残る

好感が持てる

共感できる

理解が深まる

152

n=

（%）

152

152

152

82.9

感じた・計
（認知者）

80.9

78.9

80.9

65.7

感じた・計
（非認知者）

67.1

58.9

66.5

17.2

差分

13.8

20.0

14.4

まあ感じた あまり感じなかった 全く感じなかった

23.0 59.9 13.8 3.3

23.0 57.9 15.8 3.3

21.1 57.9 17.1 3.9

23.7 57.2 15.1 3.9

そう思う
・計

そう思う・計

そう思う

3,000 9.8 26.5 34.4 29.3

7.7 21.7 34.8 35.8

6.8 19.2 34.9 39.0

2.6 8.0 21.6 67.8

2.7 8.3 20.2 68.8

n=

（%）

3,000

3,000

3,000

3,000

70.7

64.2

61.0

32.2

31.2

興味を持った

詳しく知りたいと思った

周囲の人に伝えたいと思った

問い合わせをしたいと思った

養育里親になることを検討したいと思った

2.7 7.6 20.0 69.63,000 30.4養育里親になりたいと思った

ややそう思う どちらかというと
そう思う そう思わない

事前
そう思う
・計

69.0

63.2

59.6

32.9

31.0

30.2

3,600

n=

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

＜事前調査＞

＜事後調査＞

サンプル数：6,600  福岡市・大分県在住：20～59歳男女　事前調査期間：2022年3月9日～3月19日 事後調査期間：2022年5月11日～5月22日

広告認知別「養育里親」意向

認知・計

そう思う ややそう思う どちらかというと
そう思う そう思わない

797 64.5TVCM 9.5 21.7 33.2 35.5

152 73.0新聞広告 9.9 26.3 36.8 27.0

160 81.913.1 33.8 35.0 18.1

320 71.6ポスター／チラシ 10.9 30.0 30.6 28.4

261 77.811.1 34.5 32.2 22.2

283 73.18.1 33.2 31.8 26.9

85 82.4フリーペーパー 9.4 32.9 40.0 17.6

114 84.2区役所懸垂幕 13.2 43.9 27.2 15.8

認
知
・
計

（％）

交通広告（駅・バス停留所等）

SNS広告（Instagram／Facebook）

WEB広告（バナー等）
2位

3位

1位

（掲載データは調査結果より一部抜粋）

n=
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調査総括

確かにすごいですね！ 普段、私たちが普及イベントを行うときは20～30人が集まるくらい。それが、３ヶ
月のプロジェクトで東京ドームが３回満員になるほどの人が集まったってことですよね。

養育里親の認知度を上げるために、このプロジェクトではさまざまな広告媒体を使用しました。結果とし
てもっとも効果的と言えるものはどれになるのでしょうか？

確かにそうですね。しかし現実的には、TVを観る人は確実に減っています。エリアを変えて、あるいは、
数年後にこのプロジェクトを行ったら、また違った結果になったかもしれないですね。

今回のプロジェクトにより、養育里親に関する認知度が上がったという手応えを感じています。

具体的には？

そう考えると、5％という数値に大きな価値があることがわかると思います。

そう思います。次回のプロジェクトを企画する際には今回の調査結果を踏まえた設計が必要になりますね。

それは調査結果でも明らかです。事前事後で養育里親の認知を比較したところ、事前67.9％、事後
73.1％と、認知している人の割合が5％程度増えました。福岡市と大分県の人口で換算すると約14万人
が新たに認知した、となります。一定の成果を上げられたと言えるのではないでしょうか。

広告認知はTV CMがもっとも高く、次いで交通広告（駅・バス停留所等）とポスター／チラシ、新聞広告
の順となりました。現在はTVよりもインターネットの時代と言われますが、地域差はあるものの、まだ
TVの効果は大きいと考えられます。

各ファネル（認知／興味関心／比較検討／申し込み）ごとに、どのようなコミュニケーション戦略をとるべ
きか、また、いつどこで誰とコミュニケーション施策を実施すべきか調査を行い、アクションプランを計画
することが必要になります。どの施策も感覚で意思決定を行わず、事実やデータに基づいた施策を行う
ことで、より効果的になります。

そうですね。一方、今回の調査結果でとても興味深いと思ったのは、エンゲージメントツール「Segmanta」
で集まった回答は、男性が６割を占めていたということです。もちろんこれには誘導するデジタルADの一
つで男性ユーザーが多い「brave」というブラウザ型の広告を使用したことも影響していると思いますが、個
人的に、これだけ多くの男性が反応してくださったということは非常にうれしい発見でした。

なるほど。今回は３ヶ月という調査期間でした。この期間設定についてはいかがですか？ 短い、長い、
適切など…。

ここまで大規模なプロジェクトは私たちにとっても初の試みであり、事前事後の調査によってその効果を
把握できたことは、非常に価値のあることだったと思います。今後もこの結果を一過性のものとせず、じっ
くりと育てていくために、調査結果を活用していきます。ありがとうございました。

確かにそれは私たちも実感しています。しばしば、「一度、認知拡大のためのプロジェクトを実施したら、
その後の施策は必要ない」と言われるのですが、そんなことは決してないと思うんです。プロジェクトの直
後は認知率がぐんと上昇するのは当たり前。時間の経過とともに、どんどん成果は萎んでしまいます。そ
れをどう維持し、さらなる拡大へ繋げていくか。そのためには追加の施策と、その成果を確認するための
調査が必要だと考えています。

施策ごとにアプローチしやすい層は変わります。たとえば、若年層が多いエリアではWEB施策のほうが
多くにリーチするなど、エリアの特性によって効果的な媒体は変わる可能性が高いため、媒体の選定は慎
重に行う必要があると思います。

調査期間の良し悪しは他のプロモーション施策の期間などによって変わるため、一概に言うことは難しい
のですが、今回はプロモーション施策実施前後で調査を行い、広告効果を測定することができました。し
かし、広告接触直後はおのずと数値が出やすいもの。このプロジェクトの成果を将来へつなげていくため
には、広告の残存率を見ながら追加施策を打っていくことも必要です。その成果を確認するためにもプロ
ジェクトの事前事後だけでなく、3回目の調査も行うと良いのではないでしょうか。

今回の調査では、養育里親について認知と関心がもっとも高いのは、40～50代女性という結果になり
ました。養育里親というテーマを考えても、40～ 50代女性との親和性はとても高いと考えられます。今
後施策を打つとしたら、まずは、40～50代女性にターゲットを絞り、40～50代女性が利用する媒体に
て各ファネルに合わせたコミュニケーション設計を行い、そこで得られたデータを元にターゲットの年代
や性別、目的に沿って施策を展開していくと良いと思います。

www.d-and-m.co.jp

特定非営利活動法人キーアセット 渡邊 守 × 株式会社D&M 徳丸夏帆

株式会社ディーアンドエム　D&M, Inc.
TEL：03-6859-2296

私たちディーアンドエムは、仮説とデータを組み合わせたファクトに基づくプランニングと、デジタルを中心としたマーケ
ティングソリューションで、お客様のビジネスを成功に導きます。生活者への市場調査や、あらゆるデータの分析により
現状を把握し、お客様の課題に対し必要な施策をご提案・実行します。デジタルを中心とした顧客獲得施策、顧客のLTV
を上げるための顧客育成支援、効果測定までワンストップで提供し、貴社のマーケティングパートナーとして伴走します。
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今回のアクションで

関係者が感じたことを

読んでみましょう

福岡市こども未来局 こども部こども家庭科

特定非営利活動法人キーアセット

大分県中央児童相談所 こども保護・支援部

特定非営利活動法人 ch i ed s
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ようと踏みとどまり何も意見しませんでした。結果と

してそれが良かったと思っています。普段からキーア

セットさんを含めた民間の方々とさまざまな取組みを

しており、民間と協力すれば行政にはない発想を取り

込めるということはわかっていましたので、安心してお

任せしました。

今回実施した施策にプラスするとすれば、街頭イベン

トは可能性があるかもしれないですね。広告でたくさ

んの方に見ていただいたプロジェクトが街頭でイベン

トをやっていて、そこで実際に里親をされている方の

声が聞けるとよりアクションにつながっていくかもし

れませんね。

親子を一緒に支えていく
多様な支援の構築へ

里親が地域の親子を身近で支えていけるような仕組

みも充実させていきたいと思っています。福岡市は里

親が増えてきて多くの子どもたちを預かれるように

なってきたのですが、次のステージとしては、子どもの

住んでいる地域の中で里親家庭が子どもを預かったり、

親をサポートしたりといった展開をめざしています。

適切な家庭環境や親の関わりが得られずに親元を離

れて子ども時代を過ごした方の話を聞くと、「自分を

 

親から隔離して安全確保したら終わりではなく、家で

子育てしていけるよう親を支援して欲しかった」とおっ

しゃる方も多いのです。支援することで親の子育て

や家庭環境が改善するのであれば、子どもはその親

のもとで、住み慣れた環境で暮らし続けるのが一番だ

と思うので、親子一緒に支えていけるような、多様な

支援の構築を進めています。その中で、里親さんには、

既に地域での一時的な預かりを行うショートステイを

担っていただいています。さらに今キーアセットさんが

計画している事業として、産後などに親子ごと里親家

庭に迎え入れ、地域で親子が暮らしていけるようサ

ポートしていく取り組みがあります。親子を支える他の

支援事業とあわせて、そういった新しい里親家庭の役

割が地域に根付いていくと良いなと思っています。

民間の手法と行政の信頼性で
効果的に伝える

今までの行政にはなかった真新しい手法でのプロ

ジェクトに刺激を受けました。CM等でかなり露出も
されましたし、インパクトが大きかったと思います。それ

に加えて区役所の懸垂幕など行政的な手法も組み合

わせることで、信頼性を求められるような市民の方に

も届きやすかったのではないでしょうか。懸垂幕の

デザインも明るくて目立っていて普段区役所に掛かっ

ている懸垂幕とは全然違いましたもんね。今回、広告

表現をイラストで作られたのも良かったと思っています。

親しみやすかったですし、人物が特定されないイラス

トにすることで、さまざまな人が自分や家族や周りの

人を投影しやすかったのではないでしょうか。メッセー

ジも残りやすかったです。行政が制作すると、どうして

も「これも伝えなきゃ、あれも伝えなきゃ」となって

メッセージが細かくなってしまうんですよね。そこが今

回のプロジェクトでは、CMでは最初のつかみに必要
なワンメッセージを絞って伝えて、そこからWEBに飛
べば詳しい説明や里親さんの体験談が書いてあると

いう非常に良い構成だったと思います。CMを最初
に見せていただいた時に、これもあれもと言いそうに

なったのですが、今回は民間の方の手法に任せてみ

里親が地域の親子を支えていくまちに
福井 充 福岡市こども未来局

こども部こども家庭課 こども福祉係 係長

住所： 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL： 092-711-4238

支援が必要な子どもと家庭のための相談体制やサービスづくりなど、

子どもの健やかな育ちを支えるための取り組みを行っています。児童

虐待防止の対策やひとり親家庭の支援として、各種相談業務の充実や、

さまざまな訪問支援事業、短期の宿泊預かり（ショートステイ）の管

理・運営などを担っているほか、里親制度や児童養護施設等も所管し

ています。

福岡市こども未来局こども部こども家庭課について

Information
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地域のみんなで子どもを見守る環境を
髙橋 幸子 特定非営利活動法人キーアセット

リクルーター／福岡事務所チームリーダー

想いをずーっと温めてこられてようやく決心して問い

合わせしましたという方が多かったのですが、今回は

CMをみてそのまま問い合わせましたという方も多
かったです。その中には今まで問い合せにつながって

いなかった方々も含まれていたのですが、里親のこと

を広く周知するという点では良かったのではないかと

思っています。

今回お問い合わせを頂いた方の中には、単身の方や

LGBTの方もいらっしゃって、このプロジェクトの成
果だと感じています。実際にその中から同性同士の

パートナーシップを結ばれた方が里親登録に向かって

進まれています。これからの時代に、多様な里親の可

能性を示す大きな一歩になるのではと感じています。

里親さんたちからも「今回のプロジェクトで里親のイ

メージが変わったと思います。里親さんが増えるのが

楽しみです」という声をいただきました。里親さんた

ちもこのプロジェクトをきっかけに周りに話す機会が

増えたようで、そこからのご紹介も増えました。

メディアについては、CMはすごく良かったと思うの
ですが、それと同じくらい区役所の懸垂幕の反応が

良かったです。区役所で広告していると、きちんとした

活動なんだという安心感を感じていただけたようで、

それが問い合わせにつながったのかなと思っています。

これからも行政と民間で上手にタッグを組みながら活

動できると良いなと思いました。今まで自分たちはや

れることはやり尽くしたと思っていましたが、まだまだ

やれることがたくさんあるんだなと感じました。

里親を理解してくれる人も
増やしていきたい

今回幅広い層へ向けて情報発信をしたのでたくさん

の方にお問い合わせを頂いたのですが、すぐに里親

活動できない方々も多くいました。ただ里親にはなら

なくても、里親のことを知っていただくだけで周りに

広がっていくと思いますし、そういう人が増えていくこと

が里親への理解促進につながっていくと思っています。

里親を増やすのはもちろんですが、里親を理解してく

れる人も増やせるように活動を続けていきたいです。

一度情報を見て気にしていただくと皆さんそこから検

索されて、より詳しい情報に辿り着かれるので、まずは

目につくように認識されるような取り組みをやってい

きたいです。そうやって里親への理解が深まることで、

里親家庭が当たり前の存在になっていき、地域のみ

んなで子どもを見守る環境が広がっていけば良いなと

思います。

多様な里親の可能性を示す
大きな一歩に

私たちの普段の活動はターゲットを絞ってのリクルー

ト活動になるのですが、今回は幅広いターゲット層に

周知させるというプロジェクトだったので、たくさんの

方からお問い合わせをいただきました。CMや広告の
感じが明るかったので、今まで里親に興味がなかっ

た方々も「自分にもできるんじゃないか」と思われた

ようで、連絡してこられる方もたくさんいらっしゃいま

した。CMが流れている期間は毎日お問い合わせが
ありましたね。今まで問い合わせくださる方は、長年

住所： 〒810-0041
　　　福岡県福岡市中央区大名2-2-51
　　　第一吉田ビル400
TEL： 092-406-6351

子どものニーズはさまざまです。キーアセットでは、それぞれの子ども

たちのニーズに合った養育里親家庭で健やかに育つことができるよう、

愛情もって育んでくださる養育里親を増やし、養育里親をサポートす

る活動を行っています。

特定非営利活動法人キーアセットについて

Information

www.kiiasetto.or.jp
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打ち出しになりがちなのですが、外部の方の力を借り

ることで、私たちの想いを一般の方たちに届きやすく

することができるということを実感しました。ただ通

常は、今回のように外部の方に頼める予算がなかな

か確保できないので、そこは課題ですよね。

少しずつでも皆さんの意識の中に
刷り込んでいきたい

中野：継続性が大事だと思います。一回の打ち上げ

花火ではなかなか根づかないと思うので、何度も何

度も繰り返しやっていくことが必要だと思います。

谷本：今回はこのようなクオリティの高いプロジェク

トが実施できたんですけれども、それを維持していけ

るのかという不安もあります。ですが、やれる部分を

地道に続けていって、少しずつでも皆さんの意識の中

に刷り込んでいけるようにしたいですね。

中野：そうですね。活動を続けていくことで、里親家

庭やそこで育つ子どもたちが当たり前の存在として

認識されるようになって欲しいですよね。そうなってく

ると里親になるハードルも下がってくるのかなと思って

いて、遠い親戚くらいの感覚でちょっと預かってみよ

うかなという人が増えてくるのではと思っています。

谷本：子どもが通っている学校の地域に里親さんがい

てくれたら、子どもが里親に預けられたとしても転校

しなくて良くなります。そうなれば慣れ親しんだ環境

や友達と離れることなく生活が続けていけるので、各

学校の地域内に何人も里親さんがいるというくらい、

里親さんを増やしていきたいですね。

中野：福祉の仕事って地道で目立たないことが多い

のですが、今回のようにたくさんのメディアで取り上

げられるようなプロジェクトに参画できて、職員や関

係者のモチベーションも高まりました。まだまだやっ

ていかないといけないことはたくさんありますが、里

親普及の土壌ができてきている感覚はあります。これ

からも行政と民間で協力しながら里親家庭の普及を

推進できたらと思います。里親のCMが全国で流れ
るくらい里親家庭に対する社会の関心が高まって、

里親家庭が当たり前になっていくことが夢ですね。

意識していない人の目にも
入ってくるということが大事

谷本：さまざまな方から「CM見たよ」という声をたく
さんいただきました。里親のCMが流れる日が来るな
んて夢のようで泣きそうになりました。

中野：WEB広告を目にすることが多く、効果的だっ
たなと感じています。「意識していない人の目にも入って

くる」ということがとても大事なことだと思っていて、

もともと里親に関心のある方は小さな情報でも拾っ

ていただけるのですが、そうでない方にはなかなか

情報が届きづらいと感じています。そういった状況の

中、今回のようにSNS等で広告することによって、
関心の薄い層や、若い人の目にも触れていったという

ことは非常にありがたかったです。

谷本：WEB広告からプロジェクトのHPに飛ぶと、里
親さんのインタビューがあったり、説明会の紹介が

あったりと、情報が深まっていく感じがあって、その流

れも良かったですよね。ロゴマークもすごく目に入りや

すかったですし、記憶にも残りやすかったと思います。

中野：行政の中だけで作っていくと、どうしても堅い

継続することで里親家庭を当たり前に

中野 ひとみ 里親・措置児童支援課
課長

大分県中央児童相談所 こども保護・支援部

谷本 幸子 里親・措置児童支援課
主幹

子どもの福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された大

分県の機関で、18歳未満の子どもに関する専門的相談を扱っています。
児童福祉司、児童心理司などが相談に応じ、必要に応じて社会診断、

心理診断などを行い、子どもの自立支援を行います。また、必要な

場合には子どもの一時保護や、児童福祉施設または里親への措置

も行います。

大分県中央児童相談所について

Information

住所： 〒870-0891 大分県大分市荏隈町2丁目3番1号
TEL： 097-544-2016

左から谷本さん、中野さん
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部分もうまく出力できたと思います。真面目な課題で

はありますが決して暗いものではありませんので、今

回のようなポジティブなアウトプットができて良かった

と思います。

柴田：課題として感じたことは、私たちの活動は「里

親を増やしていく」という活動と、「里親制度について

周知して理解を深めていく」という活動の大きく2つ
に分かれると思うのですが、今回のプロジェクトはそ

の両方を一緒にやろうとした面があり、プロジェクト

の各施策がどっちの活動のためのものなのか混乱し

た部分もあったのかなと思います。「たくさんの人に

認知してもらうこと」「認知した人を里親に引き上げて

いくこと」この両輪をうまく回していくような活動が

必要だと感じました。

学校や医療関係者の理解も
深めていきたい

小沼：子どもたちのためにやっている活動なので、子

どもたちにたくさんの選択肢を用意してあげたいです

よね。実親さんと暮らせなくなった場合に知らない土

地の施設に行くしかないのではなく、地域にたくさん

の里親さんがいて子どもが好きな里親さんを選べるく

らいにしたいですね。

柴田：里親さんや子どもたちが地域で暮らしやすくな

るように、もっとたくさんの方に里親の理解を深めて

いきたいです。その中でも、学校や医療関係者の方々

にもっと里親制度を知っていただきたいと思ってい

ます。学校や病院と子どもたちは密接に関わってい

ますが、関係者が制度についてあまりご存じでないと

いう実情があります。里親制度には里親さんや子ど

もさんに対するさまざまな支援体制もありますので、

制度の理解を深めることで子どもたちにとってより良

い環境を作っていけたら良いなと思っています。私た

ちがそういった場所に積極的に出向いていくことで、

制度の理解を深めていきたいですね。

小沼：プロジェクト期間は終わりましたが、プロジェク

トで作ったCM素材やプロジェクトWEBサイトなど
の資産は残っていますので、それらを活用しながらコ

ツコツと活動を続けていきたいです。

明るく前向きな打ち出しが
幅広い層に届いた

柴田：里親制度をこれだけ大々的に周知していくとい

う、全国的に見ても珍しいプロジェクトに参加させて

頂き感謝しています。里親制度自体が広告を打ったか

らといって、すぐに多くの方から反響をいただける性

質のものではありませんが、さまざまな所で「CM見
たよ」とか「新聞見たよ」というお声をいただきました。

説明会に来てくださる方の変化も感じまして、若い方

が増えました。その中には男性の独身の方もいらっ

しゃって、幅広い層への周知というものを実感しま

した。明るく前向きで親しみやすい打ち出しもすごく

効果的だったと感じています。

小沼：初めての取り組みでいろいろと試行錯誤しなが

ら進めてきました。最終的には「新規のお問い合わせ

件数 2倍」という目標を達成できてホッとしています。
今回、広告会社の方やメディアの方など他業界の方

も入った座組で取り組みましたが、そこからいただく

客観的な視点が非常にありがたく、有効だったと感

じています。私たちだけだとどうしても凝り固まってし

まいますので。その中で私たちが最初から一貫して希

望していました「明るい表現で打ち出していく」という

特定非営利活動法人chiedsの皆さん
（左から山内さん､髙木さん､柴田さん､小沼さん）

子どもたちにたくさんの選択肢を用意したい

小沼 泰之 共同代表
理事

特定非営利活動法人chieds

柴田 智美 チーフ
ソーシャルワーカー

住所 : 〒870-0848
         大分県大分市賀来北2-11-1
TEL: 097-585-5400　

chieds（チーズ）は、「children’s needs」を略して名付けました。地
域社会に根ざした家庭で子どもが健やかに育まれる環境を、これま

で以上に整えたいと強く願い、2021年の春に大分県からスタートし
た特定非営利活動法人です。

特定非営利活動法人chiedsについて

Information

www.chieds.or.jp
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未来の子どもたちのために。 

このレポートから、
次のアクションを。

TEL: （06）6720 6811
Mail: info@kiiasetto.or.jp 

お問い合わせはこちら
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