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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１１月１７日（日）開催
会場：朱鷺メッセ

実施報告書

新潟会場



 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～

 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１１月１７日（日） 午前９時３０分～午後４時３０分

 会 場 朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島６-１）
ウェーブマーケット、スノーホール、エスプラナード

 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 新潟市社会福祉協議会

 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、新潟市、新潟県医師会、新潟市医師会、新潟県歯科医師会、新潟市歯科医師会、
新潟県薬剤師会、新潟市薬剤師会、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［長岡市・上越市・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・阿賀野市・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（IUJ）・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・新潟工科大学・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 ７２企業・団体 （ウェーブマーケット内）

展示規模 ９５ブース （ウェーブマーケット内での同時開催事業関連展示を含む）

来場者数 １７,７９５人
【参考】２０１８年来場者数 １８,９６６人（２０１８年１１月１８日（日）開催）

２

＜実施概要＞



◆新潟日報朝刊・別刷り特集・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＞
10月17日（木） 朝刊全5段モノクロ
10月21日（月） 朝刊全5段カラー ・・・②
10月23日（木） 朝刊全5段モノクロ
10月27日（日） 朝刊全5段モノクロ
10月29日（火） 朝刊全5段カラー
10月30日（水） 朝刊全5段モノクロ
11月 3日（日） 朝刊全5段モノクロ
11月 4日（月） 朝刊全5段カラー
11月 7日（木） 朝刊全5段モノクロ
11月 9日（土） 朝刊全5段カラー／おとなプラス全4段
11月10日（日） 別刷り特集（8頁） ・・・③
11月12日（火） 朝刊全5段モノクロ／おとなプラス全4段
11月14日（木） ａｓｓｈ全4段／おとなプラス全4段 ・・・④
11月15日（金） 朝刊全5段カラー
11月16日（土） 朝刊全5段カラー／1面記事中広告（⑤）／

おとなプラス全4段
11月17日（日） 朝刊全5段カラー／1面突出し広告 ・・・⑥

◆テレビＣＭ（ＢＳＮ、ＮＳＴ、ＴｅＮＹ、ＵＸ）
10月下旬～ 開催告知／15秒スポット ・・・⑦

◆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 ・・・⑧
9月下旬～ 開催告知／チラシ・Ａ4表裏カラー24,000枚 関係各所に配布
9月下旬～ 開催告知／ポスター・Ｂ2カラー1,000枚 関係各所に配布

◆特設Ｗｅｂサイト ・・・⑨
5月下旬～ 出展者募集／開催告知

◆その他媒体
＜福祉新聞（出展者募集）＞ ・・・⑩
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
＜フードメッセにいがた公式ガイドブック内広告1枠（開催告知）＞ ・・・⑪

11月6日（水）～8日（金）

①5段1/2カラー広告
（出展者募集）

②全5段カラー広告

④assh・おとなプラス広告

⑤1面記事中広告（前日）

⑥1面突出し広告
（当日）

⑦テレビＣＭ（一部）

③別刷り特集（1面、4・5面）

⑧ポスター

⑨特設Ｗｅｂサイト（ＴＯＰ）

⑩福祉新聞全5段カラー（5月27日号） ⑪フードメッセ公式ガイドブック広告

３

＜広報・ＰＲ＞



医療ゾーン

1 王子ホールディングス㈱

3 (医)徳真会グループ訪問診療

4 リオネットセンター補聴器相談室/プレヒアメディカル㈱

5 ㈱ファーマみらい/共創未来薬局

6 済生会新潟病院 認定看護師チーム

7 (社)恩賜財団済生会支部新潟県済生会

会 場 図

介護ゾーン

1 福祉車両のこまつ

2 新潟医療福祉大学 空飛ぶ車椅子サークル

3 新潟トヨペット㈱

4 ネッツトヨタ新潟㈱

5 (公社)新潟市シルバー人材センター

6 新潟県社会福祉協議会・新潟県立図書館

7 新潟ユニゾンプラザ福祉機器展示室

8 ダスキンヘルスレント

9 ㈱魚野建築 うおのさぽーと

10 大王製紙㈱

11 新潟県弁護士会

12 日本製紙グループ 日本製紙クレシア

13 あおやまメディカル㈱

14 ポイント還元事務局（イベント窓口）

15 新潟医療福祉大学

16 ㈱スクルドアンドカンパニー 新潟介護求人・転職センター

17 ホンダカーズ新潟

グルメコーナー

1 吉野家

2 レコルタ カーブドッチ

3 ホテルイタリア軒

4 瀧ずし

5 信越企業

6 新潟東映ホテル

7 わたーと

予防・健康ゾーン

1
㈱明治特約店 ミルズまるいち宅配センター

㈱シニアライフクリエイト

2 生活協同組合コープクルコ

3 日建リース工業㈱

4 (一社)健康ビジネス協議会

5 まつや㈱

6 東洋羽毛北信越販売㈱

7 カルチャースクール きょうの習いごと

8 新潟ウェルネス 新潟県労働衛生医学協会

9 新潟柿酢事業協同組合

10 全国健康保険協会新潟支部

11 ＴＡＣＨＯ

12 森永乳業㈱

13 ㈱ローソン

14 ㈱日本トリム

15 ㈱メルシー

16 ㈱ライフプロモート

17 丸一新潟青果㈱

18 新潟青陵大学短期大学部

19

㈱ココカラファインヘルスケア

㈱明治

雪印ビーンスターク㈱

㈱リブドゥコーポレーション

興和㈱

20 生活協同組合コープにいがた

生活支援ゾーン

1 パルシステム 新潟ときめき

2 ㈱オーミ オーミ・フューネラルサービス

3 パナソニック ホームズ㈱

4 ㈱水原自動車学校・㈱東新潟自動車学校

5 新潟市

6 (一社)日本介護美容セラピスト協会

7 冠婚葬祭のビップ

8 新潟スバル自動車㈱

口腔ケア村ゾーン

1
新潟県歯科医師会 基幹連携室

新潟県歯科保健協会 新潟県歯科衛生士会

2 オハヨー乳業㈱×オハヨーバイオテクノロジーズ㈱

3 ＳＨＩＫＩＥＮ㈱

4 ㈱オールウェイズ

5 日本歯科大学新潟病院・在宅ケア新潟クリニック

6 ティーアンドケー㈱

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

１０：００～１１：００
（６０分）

プレミアムトーク

『夢を追いかけて』
朝原 宣治さん（北京五輪銀メダリスト）

１１：１５～１２：１５
（６０分）

『自閉症の僕の心をはぐくんだもの』
東田 直樹さん（作家）

１２：３０～１３：３０
（６０分）

『子どもは授かりもの』
宮島 賢也さん（精神科医）

１４：００～１５：００
（６０分）

新潟きものコレクション
（障がいのある方も出演）

１５：１５～１６：１５
（６０分）

プレミアムトーク

『大丈夫だよ、がんばろう！』
山田 邦子さん（タレント）

メインステージ

セミナーブース

時間 講演内容・出演者

１１：１５～１２：００
（４５分）

新潟市社会福祉協議会企画

『みて・きいて・うたって楽しむ４５』
ＮＰＯ法人ヒューマンエイド２２

１２：１５～１３：００
（４５分）

『賢い病院のかかり方、医療とのかかわり方』
斎川 克之さん（新潟市医師会地域医療推進室室長）

１３：１５～１４：００
（４５分）

『今日から始めるオーラルフレイル予防』
白野 美和さん（日本歯科大学新潟病院 訪問歯科口腔ケア科 科長／准教授）

１４：１５～１５：００
（４５分）

『健やかな高齢期を目指して～高齢者に起こりやすい事故の予防～』
杉山 京子さん（赤十字健康生活支援講習指導員）

１５：１５～１６：１５
（６０分）

『認知症の予防について』
井上 智則さん（㈱ケア・クリエイト・アソシエーション代表取締役）

５

＜ステージイベント／メインステージ・セミナーブース＞



◆新潟市社会福祉協議会 令和元年度 会員大会 主催／新潟市社会福祉協議会
●令和元年度社会福祉功労者表彰 ９：３０～１１：００
●ミニコンサート １１：００～１１：４５ 出演／佐藤 博志さん（Ｖｎ）、小野 直子さん（Ｐｆ）

◆世代間交流事業 主催／新潟県社会福祉協議会
●講演会／プレミアムトーク 山田 邦子さん
●交流ブース／木工教室、おもちゃ病院によるおもちゃ修理
●体験ブース／世代間で体験できる健康測定・体力測定

◆「介護の日」県民のつどい
●認知症サポーター養成講座
●フットケア体験スペース
●介護の日ポスターコンテスト（日本介護福祉士養成施設協会）
●福祉職の就職相談（新潟県社会福祉協議会福祉人材センター）
●看護の就職・健康相談（新潟県ナースセンター）
●高齢者お悩み相談（地域包括支援センター）
●栄養に関する相談（新潟県栄養士会）

◆新潟県介護技術コンテスト 主催／新潟県
●開会式
●３部門（食事・入浴・認知症ケア）ごとの課題に対し、介護技術の披露・審査
●表彰式・閉会式

◆絵本ワールドinにいがた２０１９ 主催／新潟日報社
●絵本作家いわむらかずおさんによる講演会
●県内大学生による工作教室などのワークショップの開催
●読書推進団体による絵本の読み聞かせ

◆体験コーナー
●自分のカラダを知ろう～体脂肪率と体力チェック～、ボッチャ体験、
カーリンコン体験、ノルディックウォーク体験

◆子ども広場
●新聞ロール紙お絵かきコーナー、新聞エコバッグ教室、折り紙教室、はたらく車（給水車・自衛隊）、
ふわふわプレイランド、バルーンアート、木工教室（再掲）、おもちゃ病院（再掲）

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

1 視程障害福祉サービス事業所 あどばんす分場

2 ワークセンター あけぼの

3 ワークセンター にしうみ

4 障がい者就労トレーニングファーム チャレンジド立野

5 クローバー 歩みの家

6 梨の里

7 サポートセンター青りんご

◆福祉の店パレット周年祭・ノウフクマルシェ／２階エスプラナード

福祉の店パレット周年祭

1 きまま舎

2 ワークセンター寺泊 分場工房やひこ

3 工房はたや

4 スペースｂｅ

5 地域活動支援センター ささぐち

6 ほがらか福祉園

7 地域活動支援センター オーブ

8 青山ファクトリー

9 ワークセンター しらはす

10 ワークセンター ふぁみりー

11 ハーモニー

12 結屋

13 慈仁工房

14 ラグーン

15 いずみ福祉園

16 陽廣園

17 就労センター 白山浦

18 つくし工房

19 福祉事業所 つばさ

20 のぞみ工房

21 障害福祉サービス トムソウーヤ

22 ワークセンター ふじみ

23 ワークセンター大山台 ワークセンターミナと

24 虹工房

25 大樹の家

26 あどばんす

27 自立生活センター新発田

28 Ｋ-ＢＯＸ Ｋ-ＢＯＸ似顔絵コーナー

29 福祉の店パレット新潟店

30 ガラポン抽選コーナー

31 野いちご工房

32 焙煎コーヒー 温

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
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＜同時開催事業・その他コンテンツ＞



来場者 性別

＜ご来場者アンケート結果＞ 集計対象：一般来場者 n＝1,965

男性

35.6%

女性

64.0%

無回答

0.4%

来場者 年代

10代以下

15.4%

20代

5.9%

30代

14.7%

40代

17.0%

50代

14.2%

60代

15.4%

70代

13.0%

80代以上

3.8%

無回答

0.5%

来場者 性別×年代

0人

50人

100人

150人

200人

250人

10代以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 無回答

男性 女性 無回答

来場者 住まい

新潟市内

76.3%

下越地域

（新潟市外）

11.5%

中越地域

9.3%

上越地域

1.2%

佐渡地域

0.1%

県外

0.9%

無回答

0.7%

職業

学生

14.0%

公務員

4.0%

福祉関係者

7.7%

医療関係者

4.6%

会社員

（福祉・医療関係以外）

19.4%

自営業・自由業

4.8%

パート・アルバイト

（学生以外）

7.5%

主婦

24.0%

その他

12.6%

無回答

1.4%

７



来場目的（複数回答可）

＜ご来場者アンケート結果＞ 集計対象：一般来場者 n＝1,965

イベントテーマ「地域共生社会（地域包括ケア
システム）」をご存じでしたか

来場されての感想

① 知識・情報を得るため 976人 (    49.7% )

② 自分の仕事に役立てるため 214人 (    10.9% )

③ 自分の生活に役立てるため 429人 (    21.8% )

④ 家族・知人の生活に役立てるため 322人 (    16.4% )

⑤ セミナー・講演会の内容や講師に興味があったため 229人 (    11.7% )

⑥ その他 197人 (    10.0% )

無回答 34人 (     1.7% )

知っていた

42.7%

聞いたことはあった

24.1%

このイベントで初めて知った

13.9%

知らなかった

17.6%

無回答

1.7%

大変役に立った

31.1%

役に立った

57.3%

役に立たなかった

2.9%

無回答

8.7%

次回も参加したいと思いますか

参加したい

64.5%

どちらかといえば参加したい

28.8%

どちらかといえば

参加したくない

0.8%

無回答

5.9%

このイベントへの参加は何回目ですか

初めて

40.0%

2～3回

37.6%

4～5回

12.3%

6～7回

4.4%

無回答

5.8%

８


