
《主催》 新潟日報社 新潟県社会福祉協議会 長岡市社会福祉協議会
《共催》 長岡市
《運営事務局》 新潟日報社広告部

安心できる暮らしを提案
～明日のためにできること、地域共生社会の実現に向けて～

２０１９年１２月１日（日）開催
会場：ハイブ長岡

実施報告書

長岡会場



＜実施概要＞

◼ 名 称 福祉・介護・健康フェア２０１９ ｉｎ 長岡
安心できる暮らしを提案～明日のためにできること、地域共生社会の実現に向けて～

◼ 目 的 近年、少子高齢化がますます加速するなか、今後、福祉や介護・医療サービスを必要とする
人々が増加することは明らかです。また、地域のつながりが希薄化している社会環境のなかで、
人々が日々の生活に希望を持ち、支え合う心をもつことは重要なことです。
そのような中、同フェアは“安心できる暮らしを提案～明日のためにできること、地域共生
社会の実現に向けて～”をスローガンに、地域住民が共に支え合い、世代や分野を超えて
つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指します。
地域における福祉・介護・健康などに関する情報を発信し、住民が豊かな生活を送れる一助
となることを目的として開催します。

◼ 日 時 ２０１９年１2月１日（日） 午前９時３０分～午後４時３０分

◼ 会 場 ハイブ長岡（長岡市千秋3丁目315-11）

◼ 参加対象 福祉・介護・健康に関心のある方、ならびに関係者／入場無料

◼ 主 催 新潟日報社 新潟県社会福祉協議会 長岡市社会福祉協議会

◼ 共 催 長岡市

◼ 後 援 厚生労働省関東信越厚生局、農林水産省北陸農政局、経済産業省関東経済産業局、
新潟県、柏崎市、見附市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、津南町、
湯沢町、刈羽村、新潟県医師会、長岡市医師会、新潟県歯科医師会、長岡歯科医師会、
新潟県薬剤師会、長岡市薬剤師会、新潟県看護協会、新潟県栄養士会、
日本赤十字社新潟県支部、新潟県老人福祉施設協議会、新潟県社会福祉士会、
新潟県介護福祉士会、新潟県介護支援専門員協会、市町村社会福祉協議会［新潟市、
三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、
糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、
田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村、弥彦村・刈羽村・粟島浦村]、
県内の高等教育機関［敬和学園大学、国際大学（ I U J）、事業創造大学院大学、
上越教育大学、長岡技術科学大学、長岡工業高等専門学校、長岡造形大学、長岡大学、
新潟医療福祉大学、新潟経営大学、新潟県立看護大学、新潟県立大学、新潟工科大、
新潟工業短期大学、新潟国際情報大学、新潟産業大学、新潟青陵大学、
新潟青陵大学短期大学部、新潟大学、新潟中央短期大学、新潟薬科大学、
新潟リハビリテーション大学、日本歯科大学新潟生命歯学部、日本歯科大学新潟短期大学、
明倫短期大学、放送大学新潟学習センター］―順不同

◼出展者数 ４５企業・団体

◼展示規模 ６０ブース （同時開催事業関連展示を含む）

◼来場者数 ４,７５２人
【参考】２０１８年来場者数 ４,８０５人（２０１８年１２月２日（日）開催）

２



◆新潟日報朝刊・おとなプラス・フリーペーパーａｓｓｈ
＜出展者募集＞
朝刊 5段1/2カラー広告 ・・・①
5月23日（木）、5月27日（月）、5月31日（金）、6月11日（火）、6月17日（月）、
6月24日（月）、8月7日（水）、8月11日（日）、8月14日（水）、8月16日（金）

＜開催告知＞
１１月 ８日（木） 朝刊全5段モノクロ
１１月 ９日（金） 朝刊全5段1／2モノクロ
１１月１２日（火） 朝刊全5段カラー ・・・②
１１月１３日（水） 朝刊全5段１／2モノクロ
１１月１４日（木） ｎ‐ａｓｓｈ4段1／2カラー
１１月１５日（金） 朝刊5段1／2モノクロ
１１月１８日（月） 朝刊全5段カラー
１１月１９日（火） 朝刊全5段モノクロ
１１月２０日（水） 朝刊全5段カラー
１１月２２日（金） 朝刊全5段1／2モノクロ
１１月２４日（日） 朝刊本紙内２頁特集 ・・・➂
１１月２６日（火） 朝刊全5段カラー
１１月２８日（木） 朝刊全5段モノクロ
１１月２８日（木） ｎ‐ａｓｓｈ福祉・介護・健康フェア特集 ・・・④
１１月３０日（土） 朝刊全5段カラー／1面突き出しカラー
１２月 １日（日） 朝刊全5段カラー／1面突き出しカラー

◆テレビＣＭ（ＢＳＮ、ＮＳＴ、ＴｅＮＹ、ＵＸ）
10月下旬～ 開催告知／15秒スポット ・・・⑤

◆ラジオＣＭ（ＦＭ-Ｎｉｉｇａｔａ、ＦＭ ＰＯＲＴ）
10月下旬～ 開催告知／20秒スポット

◆手配りチラシ・ポスター
10月中旬～ 開催告知／チラシ・Ａ4表裏カラー１０，０００枚 関係各所に配布 ・・・⑥
10月中旬～ 開催告知／ポスター・Ｂ2カラー５００枚 関係各所に配布 ・・・⑦

◆特設Ｗｅｂサイト ・・・⑧
5月下旬～ 出展者募集／開催告知

◆その他媒体 ・・・⑨
〈福祉新聞（出展者募集〉
全5段カラー 5月27日、8月26日、10月14日※開催告知

全3段カラー 6月10日、6月17日、7月1日、7月15日

①5段1/2カラー広告
（出展者募集）

②全5段カラー広告

④ｎ‐assh広告

⑤テレビＣＭ（一部）

③朝刊本紙内特集

⑦B2ポスター

⑧特設Ｗｅｂサイト（ＴＯＰ） ⑨福祉新聞全5段カラー

３

＜広報・ＰＲ＞

⑥Ａ４チラシ



医療ゾーン

1 新潟国際情報大学

２ 全国健康保険協会新潟支部

３ 長岡フェニックスネットワーク協議会

４ 新潟県健診機関協議会

５ 三島病院

６
長岡商工会議所
健康・医療・福祉ビジネス協議会

介護ゾーン

１
崇徳厚生事業団（長岡医療と福祉の里）

長岡崇徳大学

２ （医）至誠会・（社福）長岡福寿会

３ （福）長岡三古老人福祉会

４ （福）長岡市社会福祉協議会

５ 長岡 介護イノベーション・ハブ

グルメコーナー

1 長岡の弁当 たいしん

２ タニタカフェ

３
（福）長岡三古老人福祉会
和島トゥー・ル・モンド「パン工房 アルモニエ
和島ブーランジェ」

４ 吉野家

予防・健康ゾーン

1 生活協同組合コープクルコ

２ （株）メルシー

３ ＴＡＣＨＯ

４ (株)日本トリム

５
（株）明治特約店ミルズまるいち宅配センター

（株）シニアライフクリエイト

６ 東洋羽毛北信越販売（株）

７ （株）ライフプロモート

８ （公社）長岡市シルバー人材センター

９ 吉乃川（株）

１０ 生活協同組合コープにいがた

生活支援ゾーン

１
住まいの修理相談センター／長岡店
スミサン（株）

２ 医療・福祉の学校ＰＲコーナー

３ （株）セレモ長岡

４ 新潟県弁護士会

５
子ども福祉コーナー
（フードバンクにいがた、長岡市内の子ども食堂）

６ 福祉車両のこまつ

情報展示コーナー

４

＜会場図・情報展示コーナー出展者一覧＞



時間 講演内容・出演者

９：４５～１０：４５
（６０分）

講演『よく生きるということ』
岸見 一郎さん（哲学者・『嫌われる勇気』著者）

１１：００～１２：００
（６０分）

講演『新しい時代のガンとの向き合い方』
富所 隆さん（長岡中央綜合病院 院長）

１２：１５～１２：４５
（３０分）

音楽『ゴスペルライブ』
ジョイフル スプリング ゴスペル クワイア

１３：００～１３：４５
（６０分）

セミナー＆実演『今日からチャレンジ！ロコモ体操～ロコモかしこもさびないで～』
長岡市薬剤師会

１４：００～１５：００
（６０分）

講演『可能性への挑戦～競技スポーツの経験を通して～』
室伏 由佳さん（順天堂大学講師・２００４年アテネ五輪代表）

１５：１５～１６：１５
（６０分）

プレミアムトーク『地域を元気にするコミュニケーション～ひとりぼっちにならないで～』
大場 久美子さん（女優・心理カウンセラー）

メインステージ

セミナーブース

時間 講演内容・出演者

9：4５～１1：15
（90分）

『認知症サポーター養成講座』
長岡市長寿はつらつ課、長岡市認知症キャラバン・メイト

１1：30～１2：15
（４５分）

『障害者の自立支援』
事例報告① 長松 英樹さん（㈱あんしん 代表取締役社長）
事例報告② 阿部 裕子さん（㈱阿部製作所 常務取締役）
事例報告➂ 神保 威宏さん（長岡福祉協会 野いちご工房）
コーディネーター 永井 達也さん（障がい者就業・生活支援センターこしじセンター長）

１２：４５～１３：１５
（３０分）

『救急・災害医療とフェニックスネット』
川嶋 禎之さん（長岡赤十字病院 院長）
草間 昭夫さん（長岡市医師会 副会長）

１３：３０～１４：３０
（６０分）

『楽しく学べる成年後見制度』
渋井 保之さん（元裁判所主席書記官・不幸予防士）
協力：長岡市社会福祉協議会 権利擁護支援課

１４：４５～１５：１５
（３０分）

『新たな介護施設 介護医療院について』
大竹 祐一さん（医療法人至誠会 長岡保養園 事務長）

１５：３０～１６：００
（３０分）

『長岡介護イノベーション・ハブの活動について』
木村 哲也さん（長岡介護イノベーション・ハブ代表、長岡技術科学大学准教授）

５

＜ステージイベント／メインステージ・セミナーブース＞



◆福祉の店 パレット長岡
●福祉施設等で作られた製品を展示・販売

◆チャリティバザー 主催／長岡市ボランティア連絡協議会
●雑貨、食器、衣類などのバザー

◆令和元年度長岡市多世代健康まちづくり事業
くすりと健康のイベント「スマートライフｉｎ長岡」 主催／長岡市薬剤師会、長岡市健康課

●骨の健康度チェック
●血管年齢測定、体組成計
●ロコモ度テスト
●栄養相談
●薬剤師による禁煙支援コーナー
●ベジメータによる野菜不足の見える化
●子どもたちへの風船プレゼント
●子ども遊び場
●健康クイズコーナー
●薬剤師による実験コーナー

◆アール・ブリュット展 ｉｎ長岡 ｐｅｔｉｔ（プチ） 協力／長岡市福祉課、（社福）中越福祉会、なうネット長岡
●障がいのある人のありのままの感性で表現された独創的な作品を展示

◆いきいき生活相談会
①脳年齢チェック／長岡市長寿はつらつ課
②高齢者の介護の相談／長岡市長寿はつらつ課
➂ボランティアの相談／長岡市社会福祉協議会
④成年後見制度の相談／長岡市社会福祉協議会
⑤「聴く・話す・食べる」の相談／新潟県言語聴覚士会
⑥「食」の相談／新潟県栄養士会
⑦就職相談／新潟県社会福祉協議会福祉人材センター

◆オレンジカフェ 協力／長岡市長寿はつらつ課、長岡市内オレンジカフェ
●認知症の相談をしたり、参加者同士が楽しく過ごせる「オレンジカフェ」を１日限定で開設
●長岡市内オレンジカフェの活動も紹介
午前の部／１０：００～１１：３０ 午後の部／１３：３０～１５：００

◆子ども広場
●おもちゃのお医者さんが出張開院。おもちゃの修理を実施
●ヨーヨー、ジャグリング等の体験

◆スポーツ体験コーナー 協力／長岡市スポーツ協会
●2020年開催の東京パラリンピックの正式種目「ボッチャ」の体験や体力測定を実施

◆大抽選会
●アンケート記入による抽選会の実施。賞品は温泉宿泊券のほか、協賛社提供商品等多数

◆新潟県農福連携マルシェ２０１９
ノウフクマルシェ 主催／新潟県 運営事務局／新潟県社会福祉協議会
●障がい者が携わってできた県内各地の逸品を販売

６

＜同時開催事業・その他コンテンツ＞

ノウフクマルシェ出展団体

１ ワークセンターにしうみ

２ 障碍福祉サービス事業所 とちおワークス

３
ラグーン

ハーブで楽しむミニクリスマスツリー作り

４ 希望の家

５ 夢工房

６ ＩＷＯＲＫＳ（アイワークス）

７ ワークセンター千秋

８ 障害者福祉サービス事業所 杉の子工房

９ 長岡市障がい者共同販売ネットワーク／みのわの里工房こしじ

１０ 野いちご工房

１１
サイコロdeくだものGetだぜ！／いろいろな野菜重さピッタリ当てゲーム

新鮮たまごの詰め放題／ノウフクマルシェ ガラポン抽選コーナー



来場されての感想

来場者 性別 来場者 年齢

来場者 住まい ご職業

次回も参加したいと思いますか

＜ご来場者アンケート結果＞ 集計対象：一般来場者 n＝0,000

男性
40.4%

女性
58.6%

無回答
1.0%

10代以下
6.3%

20代
5.9%

30代
11.8%

40代
16.8%

50代
20.2%

60代
19.9%

70代
14.4%

80代以上
3.7%

無回答
0.9%

長岡市内
68.2%下越地域

7.3%

中越地域
21.4%

上越地域
1.0%

佐渡地域
0.3%

県外
0.9%

無回答
1.0%

学生
6.8%

公務員
4.7%

福祉・医療関係者
10.5%

会社員（福祉・医療関係

以外）
23.1%

自由業・自営業
6.4%

パート・アルバイト
9.5%

主婦
23.3%

その他
14.2%

無回答
1.6%

大変役に立った
28.0%

役に立った
63.9%

役に立たなかった
1.6%

無回答
6.5%

参加したい
57.8%

どちらかといえば参加

したい
36.2%

どちらかとい

えば参加し

たくない
1.6%

無回答
4.4%


