2019
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～

新潟会場
企画協賛
ご案内
2019年11月17日（日）開催
会場：朱鷺メッセ

主催：新潟日報社

新潟県社会福祉協議会

新潟市社会福祉協議会

運営事務局：新潟日報社 広告部

主催者ご挨拶
高齢化が進む地域を支え合い、安心できる暮らしを実現するための一助となるべく
開催してまいりました「福祉・介護・健康フェア」も今年で８回目を迎えます。2012
年の第１回開催以来、多くの企業様・団体様からのご支援、ご協力のおかげでこれまで
継続・発展してくることができました。あらためて心より感謝申し上げます。
近年、我が国では少子高齢化がますます進行し、介護や子育て、障害者福祉サービス
など様々な分野で複合的に支援を求める方々が増えており、人口減少の中で住民が互い
に助け合い、関係機関が連携しながら課題に取り組む「地域共生社会」の必要性が
高まってきています。
市町村では地域共生社会の実現に向けて、包括的支援体制の制度化や共生型サービス
の創設などを進めておりますが、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるためには、医
療や介護など必要な支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の実現が急務と
なっています。これまでのような「支え手」や「受け手」という関係ではなく、地域住
民が共に支え合い、世代や分野を超えてつながる社会を目指すもので、そうした社会を
実現するためにも、日々の紙面を通じた情報提供だけでなく、「福祉・介護・健康フェ
ア」のような事業を通した県民に対する情報発信や提案が必要であると考えています。
つきましては本年度のフェア開催にあたり、皆さまからのご支援を賜りたく、事業趣
旨をご賢察のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
株式会社

新潟日報社

代表取締役社長

小田

敏三

平成24年の初開催から「福祉・介護・健康フェア」も今年で８回目を迎えることが
できました。規模や内容ともに年々拡大・充足し、また数多くの皆様から来場していた
だき、盛大に開催できますことに心より御礼申し上げます。
さて、いま急速に進む少子高齢社会の中で、子どもたちや高齢者、障害者など全ての
人々がより良い暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことのできる地域共生社会の実
現に向けた地域づくりへの取り組みが進められています。私ども新潟県社会福祉協議会
においても、平成30年度に重点事業として定めた「活動指針」を、今年５月から令和
２年度に向けての新たな取り組みを含めて進めてまいります。そのうちのひとつに「地
域共生社会実現に向けた基盤構築の推進」を掲げており、本イベントはそうしたことに
向けた地域社会や地域住民のあり方について、県民の皆様方から理解を一層深めていた
だく機会になるものと考えております。
つきましては、企業や団体の皆様がお持ちの福祉・介護・健康に関する素晴らしい技
術やサービス等を、来場される皆様に是非ともご紹介いただきたくお願い申し上げます。
ご出展いただく企業や団体の皆様、そして来場者の皆様にとって有意義なイベントと
なるよう努めて参ります。
社会福祉法人

新潟県社会福祉協議会

会長

竹内

希六

今年で8回目となる「福祉・介護・健康フェア」は、ご来場の皆さまをはじめ、企業や
関係団体の皆さまのご支援とご協力により回を重ねるごとに盛会となり、心より御礼申し
上げます。
近年、我が国で大きく取り上げられている人口減少と少子高齢化の問題は、私たちの
日常の暮らしにおいても大きな課題となっております。この課題解決のため、住民一人
ひとりが役割や生きがいを持ち、主体性をもって地域づくりに参画し、互いに支えあって
いく共生型社会の実現が求められているところ、本イベントの開催は関係者の皆さまから
ご理解いただくまたとない機会でございます。
すべての人が健康で心豊かに長寿を全うできる「健康寿命の延伸」に向け、新潟市社会
福祉協議会としても、より一層積極的に取り組んでまいります。当会へのご理解、ご承認
をいただけるよう、今年も「新潟市社会福祉協議会会員大会」をフェアと同時開催し、
併せて「２０１９年度社会福祉功労者表彰式」を挙行いたします。多くの皆様からご来場
いただければ幸いです。
あらゆる世代の皆さまと共に学び、共に楽しむイベントとして充実したフェアを目指し
てまいりますので、更なるご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人
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新潟市社会福祉協議会

会長

関

昭一

開催概要
 名

称

福祉・介護・健康フェア2019
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～

 日

時

2019年11月17日（日） 午前9時30分～午後4時30分

 会

場

朱鷺メッセ／ウェーブマーケット、スノーホール、ホワイエ、エスプラナードほか

 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

 後

援

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、新潟県、新潟市、

新潟県社会福祉協議会

新潟市社会福祉協議会

関連団体、市町村社会福祉協議会、県内の高等教育機関など
 運営事務局

新潟日報社

 来場目標

19,000人

広告部

［参考：昨年度来場者数

18,966人 （過去最高）／ 2018年11月18日（日）開催］

イベント概要
情報展示コーナー

来場者に各企業・団体の取り組みや、製品などの最新情報
を学んでいただいたり、実際に体験していただけます。
出展内容に応じて、下記ゾーン分けをする予定です。
医療ゾーン
医療施設・医療団体・医療機器メーカーなど

介護ゾーン
福祉施設・福祉団体・福祉機器メーカー・福祉車両・電動車椅子など

予防・健康ゾーン
介護予防・健康用品・健康器具・食品メーカー・小売りなど

生活支援ゾーン
生活支援サービス・介護保険外サービスなど

住まいゾーン
ハウスメーカー・住宅設備・介護リフォームなど

口腔ケア村ゾーン
口腔ケアサービス・口腔ケア用品など

メインステージ・セミナーブース

福祉・介護・健康に関するステージイベント、セミナーブースでの各種講演会・セミナーを開催します
メインステージの過去開催の出演実績は下記の通りです

2018年

2017年
2016年
2015年

2014年
2013年
2012年

毒蝮 三太夫さん プレミアムトーク「まむし流健康法・笑顔が一番！」
栗林 知絵子さん（NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長）「広がれ、子ども食堂の輪」
上条 百里奈さん（介護福祉士・モデル）「私が介護士を目指したわけ」
斎川 克之さん・島村 実希さん・他ネクスタ研究会員「N［EXT］A 新潟みんなで作る『最高に暮らしやすい地域医療の実現を目指して』」

後藤 恭子さん（管理栄養士）「健康的な生活習慣とは」
ゴルゴ松本さん プレミアムトーク「命の授業」
間 寛平さん プレミアムトーク「アースマラソンの裏側すべて話します！」
森下 悠里さん プレミアムトーク
三遊亭 白鳥さん トークショー「笑いは百薬の長 落語で生き生き体操」
鎌田 實さん トークショー「わがままのつながり方～地域包括ケアをどうつくるか～」
石川 ひとみさん プレミアムトーク＆ライブ「心と体の健康～いっしょに泳ごうよ～」
杉田 かおるさん プレミアムトーク
水前寺 清子さん プレミアムトークライブ
細川 佳代子さん
安藤 美姫さん トークセッション「スペシャルオリンピックスの魅力」
林家 こん平さん＆笠井 咲さん「オレンジリングの輪 ミニ介護講演＆１，２，３ちゃらーん体操」
綾戸 智恵さん トークショー「綾戸智恵のめっちゃええ話 これは聞かなあかん！～母の介護をとおしてみえたもの～」
三原 じゅん子さん トークショー「介護・福祉を語る！福祉・医療に関する課題や地域包括ケアシステムについて」
超耕21ガッターさん ミニショー / ひなたさん ライブ
小林 幸子さん・長島 忠美さん
中越大震災10周年事業「中越大震災特別講演～中越大震災からの復興と未来への歩み～」
金澤 翔子さん・金澤 泰子さん 親子トークショー「ダウン症の子どもを育てて学んだこと～天使がこの世に降り立てば～」
ビッグダディさん トークショー 「ビッグダディ流の子育て話」
森 理世さん トークライブ 「いつまでも健康で美しくあるために」
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2018アンケート結果
出展者さまの声

※「福祉・介護・健康フェア2018
出展者アンケート集計結果」より(抜粋)

来場者人数についての評価
ふつう

無回答

不満

2.0%

2.0%

2.0%

少ない

とても多い

20.4%

16.3%

次回の出展について

出展されての感想
どちらとも言えない

どちらともいえない

無回答

2.0%

4.1%

2.0%
大変に満足

希望する

18.4%

26.5%

満足

多い

前向きに希望する

77.6%

59.2%

約76%が来場者「多い」
とご回答いただきました

67.3%

96%が出展について「満足」
とご回答いただきました

来場者さまデータ

約94%が次回出展「希望する」
とご回答いただきました

※「福祉・介護・健康フェア2018
出展者アンケート集計結果」より(抜粋)

年代

性別
無回答

80代以上

1.0%

70代

2.5%

11.9%

職業
無回答

無回答
0.8%

その他

10代以下

1.7%

11.7%

12.5%

学生
12.7%
公務員
4.8%

20代

男性

30代

63.3%

会社員

17.3%

50代
40代

14.3%

19.7%

来場されての感想
役に立たなかった

無回答

2.3%

6.6%

12.7%

23.8%

14.9%

女性

福祉・医療関係者

主婦

6.1%

60代

35.7%

パート・アルバイト

（福祉・医療関係者以外）

（学生以外）

18.6%

9.0%

次回開催について

どちらかといえば参加したくない
1.1%

無回答
4.4%

大変役に立った
31.4%
どちらかといえば参加したい
29.3%

役に立った
59.7%

参加したい
65.2%
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自営業・自由業
5.6%

広報・PR
新潟日報社の発行物や、テレビ・ラジオCM、Webサイトなど各種媒体で
の開催告知を行います
2018年度の広報実績は下記の通りです

◎新潟日報朝刊本紙・assh・おとなプラス
8月31日（金）出展者募集／本紙5段1/2モノクロ
10月 6日（土）開催告知／本紙社告
10月21日（日）開催告知／本紙全5段カラー
10月25日（木）開催告知／本紙全5段モノクロ、assh全2段カラー
11月 1日（木）開催告知／本紙全5段モノクロ
11月 4日（日）開催告知／本紙全5段モノクロ
11月 6日（火）開催告知／本紙全5段カラー
11月 7日（水）開催告知／本紙全5段カラー
11月 9日（金）開催告知／本紙全5段モノクロ、おとなプラス全4段カラー
11月10日（金）開催告知／本紙全5段モノクロ
11月11日（土）開催告知／本紙全5段モノクロ
11月13日（火）開催告知／本紙全5段モノクロ
11月14日（水）開催告知／本紙全5段カラー
11月15日（木）開催告知／本紙全5段カラー
11月17日（土）開催告知／本紙全5段カラー、1面突出しカラー、おとなプラス全4段カラー
11月18日（日）開催告知／本紙全5段カラー、1面突出しカラー

朝刊・全5段カラー／おとなプラス・全4段カラー

assh・全2段カラー

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

◎ラジオ（FM新潟、FM PORT）

福祉新聞・全3段カラー

10月下旬～ 開催告知／20秒スポット

◎手配りチラシ・ポスター

朝刊・突出し（1面）

9月下旬～ 開催告知／A4カラー・チラシ24,000枚 関係各所へ配布
9月下旬～ 開催告知／B2カラー・ポスター1,000枚 関係各所で掲出

◎特設Webサイト
11月上旬～ 開催告知／公開

◎その他媒体
10月8日（火）開催告知／福祉新聞全3段カラー
11月8日（木）・9日（金）開催告知／フードメッセinにいがた2018リーフレット1枠
出展者募集
朝刊・5段1/2モノクロ

同時開催事業・その他コンテンツ（予定も含む）
◎新潟市社会福祉協議会 会員のつどい
主催：新潟市社会福祉協議会

◎世代間交流事業
主催：新潟県社会福祉協議会

◎「介護の日」県民のつどい
主催：新潟県、新潟県介護福祉士会、新潟県社会福祉協議会、日本介護福祉士養成施設協会関東信越ブロック新潟県部会

◎新潟県介護技術コンテスト
主催：新潟県

◎福祉の店「パレット」周年祭
主催：新潟県社会福祉協議会

◎ノウフクマルシェ
主催：新潟県

◎体験コーナー
◎子ども広場
◎絵本ワールドinにいがた2019
主催：新潟日報社
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ご提案プラン①

出展プランA

ご協賛内容

①「出展者ゾーン」へのブース出展（基本小間）
出展ブース詳細

※複数小間利用も可能です。ご相談ください。

１小間スペース＝W2.700mｍ×D1,800mｍ
基礎備品コース
110,000円（＋税）
基本備品コース

※パネルによる後壁及び間仕切りを設置。
通路に面した部分の仕切りはありません。

110,000円（＋税）

◎バックパネル（W2,700×袖W900×Ｈ2,400mm） ×1枚
◎パラペット（H300mm） ×1枚
◎折りたたみ机 / 幕板なし（W1,800×D450×Ｈ700mm） ×1台
◎折り畳みイス ×2脚
◎白布 ×1枚
◎社名版（W900×Ｈ300mm） ×1枚
※電源ほかその他設備は別途費用が必要です。
基礎備品コース
110,000円（＋税）
パッケージ装飾コース

137,000円（＋税）

上記の基本備品に、下記装飾が追加になります
≪パッケージ装飾備品≫
◎パンチカーペット（グレー/W2,700×D1,800mm）----15,000円
◎丸テーブル（600Φ×H700）---------------------------- 6,000円
◎100Wアームスポットライト（＠3,500円×2灯）------- 7,000円
◎100Vコンセント（2口/最大1,500Wまで）------------- 6,000円
パッケージ装飾備品の通常価格合計34,000円の所、パッケージ装飾
コース特別価格27,000円にてご提供致します。7,000円お得！！

≪出展事例≫
【サンプル配布型】

【体験コーナー型】

貴社の商品を来場者に体験して
いただきながらＰＲが可能です。

【通常出展型】

【セミナー型】

サンプル配布も可能です。
※食品などは事前に内容を確認させ
ていただく場合がございます。

セミナー形式でＰＲも行ってい
ただけます。

貴社商品のＰＲの場としてはも
ちろん、相談コーナーにもご使

（写真は２ブース使用）

用いただけます。

※ご紹介している例は、一部になります。出展形式についてはご相談ください。

②各種媒体への出展者情報の掲載
◎新潟日報 福祉・介護・健康フェア別刷り特集

｢出展プラン｣にご協賛いただくと、下記の各種広報物に協
賛者情報を掲載し、広く情報発信いたします。

・11月10日（日）付予定
朝刊同時発行
・11月17日（日）開催当日
会場配布
合計45万部発行
2018年度特集別刷り
フロント面

◎会場配布案内図
イベント当日にご来場の全来場者へ配布

◎福祉・介護・健康フェア 特設Webサイト
AA-00

新潟日報社

サンプル
提供

9月より出展者情報を掲載

あり

特設Webサイト
イメージ

「未来のチカラ」の
PR、おとなプラス購読
申込み特典あります！

※複数小間のお申込の場合でも、１枠の掲載となります。
※掲載内容の体裁は、運営事務局に一任させていただきます。
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ご提案プラン②

出展プランB

ご協賛内容

①「出展者ゾーン」へのブース出展（スペース小間）
スペース小間詳細

１小間スペース＝W2.700mｍ×D1,800mｍ

スペース小間コース
基礎備品コース
110,000円（＋税）

※4小間以上

◎4小間
◎6小間
◎8小間

340,000円（＋税）
430,000円（＋税）
460,000円（＋税）

※約17,490円／㎡
※約14,750円／㎡
※約11,830円／㎡

＜複列の例＞
６小間

４小間

８小間

（W5,400×D3,600mm） （W5,400×D5,400mm） （W5,400×D7,200mm）

単位：mm

◎土間渡し ※基本備品はありません
◎上記のように4小間以上でお申込みください
◎施工が必要な場合は料金が掛かりますので別途ご相談ください

≪出展事例≫
【スペース分割型】

【車輌展示型】

スペース内で複数のコー
ナーを作っていただくこと
も可能です。

広いスペースなら、大き
な商品もＰＲしていただ
くことが可能です。

※ご紹介している例は、一部になります。出展形式についてはご相談ください。

②各種媒体への出展者情報の掲載
◎新潟日報 福祉・介護・健康フェア別刷り特集

｢出展プラン｣にご協賛いただくと、下記の各種広報物に協
賛者情報を掲載し、広く情報発信いたします。

・11月10日（日）付予定
朝刊同時発行
・11月17日（日）開催当日
会場配布
合計45万部発行
2018年度特集別刷り
フロント面

◎会場配布案内図
イベント当日にご来場の全来場者へ配布

◎福祉・介護・健康フェア 特設Webサイト
AA-00

新潟日報社

サンプル
提供

9月より出展者情報を掲載

あり

特設Webサイト
イメージ

「未来のチカラ」の
PR、おとなプラス購読
申込み特典あります！

※複数小間のお申込の場合でも、１枠の掲載となります。
※掲載内容の体裁は、運営事務局に一任させていただきます。
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ご提案プラン③

プランC

広告協賛コース

新潟日報が発行する｢福祉・介護・健康フェア｣別刷特集への広告協賛プランになります。
新潟会場でも当日配布します

◎発行日：2019年11月10日（日）予定
◎発行形態：別刷り特集8ページ（予定）新潟日報朝刊同時発行
◎発行部数：約45万部（会場配布分を含む）
終面

広告15段

7面

6面

5面

4面

3面

2面

フロント

新潟会場
出展者ラインアップ

新潟会場告知
（予定）

※出展企業情報

広告5段

広告5段

広告5段

広告5段

広告5段

面建てはあくまで予定です。集稿状況により変更になる場合があります

記事下広告
◎全15段モノクロ 3,000,000円（＋税）
※カラー料は別途頂戴します
7段まで：500,000円（＋税）、8段以上：700,000円（＋税）
※ご契約の段単価適用が可能です
※広告原稿制作費は別途頂戴いたします
※左記以外のサイズについてはお問い合わせください

（天地 534㎜ × 左右 386㎜）

◎全5段モノクロ

1,000,000円（＋税）

（天地 176㎜ × 左右 386㎜）

◎5段1/2モノクロ

500,000円（＋税）

（天地 176㎜ × 左右 192㎜）

連合広告小枠
◎2段1/8モノクロ

50,000円（＋税）

（天地 69㎜ × 左右 46㎜）

◎2段1/4モノクロ 100,000円（＋税）
（天地 69㎜ × 左右 95㎜）

※広告原稿制作費は別途頂戴いたします
※左記以外のサイズについてはお問い合わせください

◎2段1/2モノクロ 200,000円（＋税）
（天地 69㎜ × 左右 192㎜）

私たちは新潟のよりよい地域福祉の実現を応援しています

2段1/4

2段1/8

2段1/8

2段1/8

2段1/2

2段1/8

2段1/4
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2段1/8

2段1/8

2段1/4

5段連合広告
イメージ

