
3.行政機関・行政法人・行政団体関係者のみの所属
総務・広報　11.1%
人事・研修　1.5%

情報管理・システム
14.0%

企画・政策　16.7%

財務・税務　3.8%産業・経済　4.0%
都市計画・建設・道路・交通・上下水道　9.8%
市民・協働・まちづくり　5.4%
環境　4.2%
福祉・介護・健康・子育て　6.9%
危機管理・防災・安心安全　3.8%
消防・警察　0.2%

首長・三役・役員　1.0%
その他行政機関・行政関連法人・団体　4.4%
無回答　11.3%

委員会・事務局　1.9%

n=478

開催までのスケジュール開催までのスケジュール
日　　　　程 内　　　　容

お問合せ先・
お申込み

出展者アンケート結果より
1.今回の出展の目的は？（複数回答） ２．貴社にとって自治体総合フェアの位置づけは？（複数回答）

貴社のＰＲ
新製品の発表・ＰＲ

全般的な製品のＰＲ
販売促進

新規顧客の開拓
自治体関係者の意見徴集・意見交換

パートナー企業の開拓
同業者との兼ね合い

その他
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来場者アンケート結果より
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（行政関係者のみ・複数回答）

行政･n＝511
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福祉・介護
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地域コミュニティ

協働・連携
環境・エネルギー

地域活性化
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地方創生
産業振興

農林水産業振興
雇用・仕事

その他
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自治体総合フェア2017　出展者数108社・団体　来場者数11,254人
来場者プロフィール（行政機関・行政法人・団体関係者）を抜粋
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2.行政機関のみの業種内訳
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51.7%

全件n=1135
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2017年 11月22日（水） 自治体総合フェア2018記念講演／開催説明会（平成29年）
 14：00～16：00 

  出展申込期間：出展申込書を自治体総合フェア事務局へ郵送
2018年 2月9日（金） 出展申込締切

（平成30年）
 お申込後随時 出展料等の請求書送付：各出展請求担当者宛に送付

 2月26日（月） 小間位置発表・出展者説明会
 

4月13日（金） 出展料等お支払締切
 3月上旬～4月中旬 各種届出書提出：各提出先へ
 3月下旬～4月上旬 全国自治体や関係機関へ招待券配布プレスリリース/招待券、入館ホルダー、搬入出券等配布
 5月14日（月）～15日（火） 準備期間：基礎工事、装飾搬入、製品搬入、機器調整
 5月16日（水）～5月18日（金） 会期（10：00～17：00）（東京ビッグサイト）
 5月18日（金） 搬出・撤去（17：30～）

　自治体総合フェア事務局

〒151-8538  東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
TEL.（03）3403-1338
FAX.（03）3403-5716
E-mail：lgf@noma.or.jp
URL https://noma-lgf.jp/自治体総合フェア 2018 検索

第22回 地域社会に活力を与えるイノベーション

2018年（平成30年）

5月16日（水）17日（木）18日（金）

東京ビッグサイト 西3ホール
10：00～17：00

入場無料（招待券または来場事前登録が必要です）

会期

会場

入場

主催

https://noma-lgf.jp/　⬅アドレス（URL）が変わりました。
同時開催　　企業立地フェア2018

出展のご案内　申込締切　2018年2月9日（金）
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自治体・行政対象の専門展示会として重視している

自治体・行政機関への販売促進につながる有効な展示会

自治体・行政機関に対し課題解決策を提案できる展示会

自社ではPRできない自治体・行政関係者に出会える展示会

自社や製品を自治体・行政関係者へアピールできる展示会

その他
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展示構成展示構成

来場対象者

官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校、公営企業、社団・財団法人、公共団体・NPO法人、
医療福祉部門、公共サービス・公共部門などの関係者

同時開催の展示会には自治体が出展や来場されるため会場内で交流が図れます。▲

企業立地フェア2018 自治体の企業立地促進・産業振興関連部門がご出展

自治体カンファレンス
基調講演、自治体トップ講演、フォーラム、トピックス
セミナー、自治体事例発表などを実施し、目的意識
の高い自治体・行政団体関係者を動員します。

出展者プレゼンテーションセミナー
出展者が展示だけでは十分に説明できない内容や
サービスをセミナーにより効果的に提案いただけ
ます。

ICTの利活用で業務効率や行政
サービスを向上させるとともに、情
報セキュリティ対策を促進し、住民
と行政をネットワークで安全に結び
地域情報化を推進する機器、システ
ム・サービスなどを展示します。

ICT・地域情報化
エリア

ICT・地域情報化
エリア

eco・エネルギー活用
エリア

eco・エネルギー活用
エリア

地球温暖化対策、化石燃料の使用
削減、新エネルギー活用、廃棄物の
リサイクル等を通じ、限りある資源
を守り、環境にやさしい循環型社会
を実現するための機器・システム・
サービスなどを展示します。

まちづくり・ひとづくり
エリア

まちづくり・ひとづくり
エリア

誰もが豊かに暮らし続けるために、
地域特性に応じた活力あるまちづ
くり、ひとにやさしい社会の実現を
推進する機器・システム・サービス
などを展示します。

災害対策・危機管理
エリア

災害対策・危機管理
エリア

地震・風水雪被害等の防災減災、復
旧復興や、犯罪事故等の防犯安全
対策により、住民の命と生活や地域
をまもる災害対策や危機管理を推
進する機器・システム・サービスなど
を展示します。

健康・介護・福祉・子育て
エリア

健康・介護・福祉・子育て
エリア

一人ひとりが安心して暮らし続ける
ための健康増進や介護、福祉、子育
てを推進する機器・システム・サービ
スなどを展示します。

公共施設・オフィス環境
エリア

公共施設・オフィス環境
エリア

老朽化に伴う改修や耐震化等への
対応、働きやすい職場環境や業務効
率化を推進し、行政サービスの品質
向上をめざすための機器システム
サービスなどを展示します。

トピックスエリアトピックスエリア
タイムリーなトピックスを取り上げ、
情報発信していただくエリアです。
※詳細は次ページ

主催者企画主催者企画
O電子政府オンライン申請コーナー（予定）

官庁団体によるオンライン申請の利便
性を体験いただくコーナーです。

O第10回協働まちづくり表彰
公と民が協働して推進しているプロジェ
クトや仕組みを表彰します。

O一般社団法人シェアリングエコノミー
協会との共同企画（予定）

O視察見学　他

トピックスエリアトピックスエリア
関心が高く注目を集めているテーマや、最新のトピックスを取り上げるコーナーです。

今回は以下 3つのコーナーを設けて、自治体で抱えている課題の解決や、
これからの取り組みに向けて最新の情報を発信していただけます。

増加する業務量と限られた職員数で人手不足のなか、関心の高まる「働き方改革」をテーマに、コスト
削減、労働環境の改善、業務負担を軽減していくためのサービス・製品を紹介するコーナーです。

【募集展示内容・品目】

◆労働環境関連（テレワーク支援、会議システム、福利厚生　など）
◆人事関連（採用支援、ストレスチェック、人事システム、教育・コンサルティング　など）
◆会計・財務関連（財務会計システム、経費精算、請求書等電子化、コンサルティング　など）

庁内では、まだまだ膨大な紙文書と情報が存在します。行政事務の複雑化・多様化に伴い、文書量や機密
情報は増加し、整理・管理・廃棄などの管理事務は複雑かつ時間を要する作業となります。こちらのコー
ナーでは事務の効率化、紙文書・情報の効率的活用から管理、廃棄まで安全に取り扱うためのシステム・
サービスを紹介するコーナーです。

【募集展示内容・品目】

◆整理、管理関連
（ファイリングシステム、キャビネット、複合機、電子化サービス、保管・管理システム、

外部倉庫など）
◆廃棄関連（シュレッダー、溶解処理サービス）

指定管理者制度による公共施設管理・運営を始めとして、各種事務やサービスを民間委託することでコス
ト削減や質の向上が図られるなど、アウトソーシングは効率的な自治体経営に不可欠な手法となりつつあ
ります。こうした背景をふまえ、行政事務のアウトソーシングに強みを持つ企業のサービス、またそれに
不可欠な最新の設備・機材などを紹介するコーナーです。

【募集展示内容・品目】

◆行政事務の業務委託
公共施設の管理・運営（図書館・博物館・公民館・福祉センター・給食センターなど）
各種事務作業（本庁・出先機関での窓口業務、清掃、IT活用・クラウド化　など）

◆アウトソーシング業務に関わる設備・機材等の販売・レンタル

新
コーナー

新
コーナー

１．『働き方改革コーナー』　

２．『文書・情報管理コーナー』

３．『民間委託・アウトソーシングコーナー』
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開催概要開催概要
名　　　　称 自治体総合フェア2018（第22回）　
テ　ー　マ 地域社会に活力を与えるイノベーション
目　　　　的 自治体経営の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図る

ことを目的とする
主　　　　催 一般社団法人日本経営協会
後　　　　援 内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、

指定都市市長会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、東京都、独立行政
法人情報処理推進機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、独立行政法人都市再生機構、地方公共
団体情報システム機構、日本放送協会（ＮＨＫ）

協　　　　賛 一般社団法人行政情報システム研究所、一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団
法人都市みらい推進機構、一般財団法人地域開発研究所、一般財団法人新エネルギー財団、一般財団法人省エネルギー
センター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、一般財団法人ニューメディア開発協会、公益社団法人日本ファシリ
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財団、日本商工会議所、東京商工会議所、全国都市農業振興協議会、災害救援ボランティア推進委員会、特定非営利活動
法人日本PFI･PPP協会、特定非営利活動法人危機管理対策機構、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会
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会　　　　場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）　西3ホール　（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

展示会入場料 無　料（原則は招待券持参者・事前登録者、ただし当日登録者も可）
会場予定規模 会場面積：約3,500㎡　　展示面積：約1,800㎡
出展予定者数 約120社・団体　
来場対象者 官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校関係者、財団・社団等団体、公営企業・公社、NPO法人、医療

福祉部門、公共部門　などの関係者
来場予定者数 約10,000人
展 示 構 成 7つの展示エリアで構成します。（詳細は1ページをご参照ください。）
主催者企画 （1）電子政府オンライン申請コーナー（予定）　（2）第10回協働まちづくり表彰　

（3）一般社団法人シェアリングエコノミー協会との共同企画（予定）　（4）視察見学　ほか
カンファレンス・セミナー 主催者、協力団体、出展者により会期中・３日間開催します。
 （1）自治体カンファレンス　（2）出展者プレゼンテーションセミナー
同 時 開 催 企業立地フェア2018(西3ホール)

名　　　　称 自治体総合フェア2018（第22回）　
テ　ー　マ 地域社会に活力を与えるイノベーション
目　　　　的 自治体経営の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図る

ことを目的とする
主　　　　催 一般社団法人日本経営協会
後　　　　援 内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、
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特　　長特　　長

1．
 　約70年にわたる全国自治体との深い信頼関係

行財政改革・電子行政・安心・安全・地域活性化を推進する“自治体対象の総合展示会”として広く認知。

2．
 　自治体の課題解決に向けた「展示エリア」を設置

自治体・行政来場者の約8０％が課題解決を求めてご来場。
自治体・地域の「課題解決」と「総合力」を両面からご提案。

3．
 　「官庁展示」「協働まちづくり表彰」「企業立地フェア（同時開催）」を実施

公民連携の場、通常展示会等に来られない方々と直接交流する場を創出。

4．
 　タイムリーな「自治体カンファレンス・セミナー」で最新情報を発信

記念講演・自治体トップ・特別講演・フォーラム等、充実したセッションで来場動員。
さらに、展示と連動した出展者プレゼンテーションセミナーも実施。（前回は述べ2,575名）

来場動員・広報戦略来場動員・広報戦略

自治体総合フェア企画委員会自治体総合フェア企画委員会
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 委員名 氏名 団体名 役職
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 企 画 委 員 長 村井　敬 株式会社村井敬合同設計 代表取締役
 委　　　　員 原田　一紀 東京都 総務局情報通信企画部電子自治体連携担当課長
 委　　　　員 馬場　誠一 杉並区 政策経営部　情報政策課長
 委　　　　員 瓜生　律子 世田谷区 高齢福祉部長
 委　　　　員 歌川 さとみ 千代田区 保健福祉部長
 委　　　　員 名古屋 友幸 武蔵野市 総合政策部長
 委　　　　員 野元　薫 厚木市 政策部長
 委　　　　員 上条　浩 横須賀市 政策推進部長
 委　　　　員 石川　豪三 浦安市 企画部長
 委　　　　員 真殿　弘一 習志野市 政策経営部長
 委　　　　員 多田　智雄 草加市 総合政策部　副部長
 委　　　　員 大野　久芳 和光市 子どもあんしん部次長兼保育サポート課
 委　　　　員 山口　寛士 一般財団法人地域活性化センター 振興部長
 委　　　　員 狩野　英司 一般社団法人行政情報システム研究所 調査普及部長
 委　　　　員 大國　浩太郎 一般財団法人省エネルギーセンター 調査部長
 委　　　　員 窪田　新一 一般財団法人新エネルギー財団 計画本部 企画調査部長兼広報普及部長
 委　　　　員 澤野　次郎 公益財団法人日本法制学会／災害救援ボランティア推進委員会 理事長／委員長
 委　　　　員 小林　隆 東海大学 政治経済学部　教授
 委　　　　員 箭内　吉之 一般社団法人日本経営協会 常務理事
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テ　ー　マ 地域社会に活力を与えるイノベーション
目　　　　的 自治体経営の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図る
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主　　　　催 一般社団法人日本経営協会
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記念講演・自治体トップ・特別講演・フォーラム等、充実したセッションで来場動員。
さらに、展示と連動した出展者プレゼンテーションセミナーも実施。（前回は述べ2,575名）

来場動員・広報戦略来場動員・広報戦略

自治体総合フェア企画委員会自治体総合フェア企画委員会

全国自治体への積極的なＰＲ! 自治体向けセミナー・企画による集客！
1  招待券・案内状（約10万部）

 ●前回来場者 ●全国自治体の各関連部署
 ●議員、議会事務局 ●後援、協賛団体　　など
2  特別招待状（4千部）

 ●全国自治体の首長、議長 ●後援協賛団体代表者
 ●本会会員（自治体関係）
3  公式ホームページ

 ●年間を通じてＨＰを開設 ●各出展者の紹介ページを開設
4  マスコミ

 ●業界人気紙への広告や記事の掲載 ●メールマガジンの配信

 1  自治体カンファレンス
●自治体トップ層や幹部が受講対象

 2  出展者プレゼンテーションセミナー
●出展者による提案、紹介セミナー

 3  特別企画
●第10回協働まちづくり表彰

 4  同時開催フェア
●第11回 企業立地フェア2018

自治体総合フェアは、自治体・行政団体の有識者のご協力により企画委員会を設置し、展示構成・企画展示・
カンファレンスの企画立案に関するご意見を元に開催しています。 （2017年10月31日現在・順不同・敬称略）

 委員名 氏名 団体名 役職
 実 行 委 員 長  椎川　忍 一般財団法人地域活性化センター 理事長 （元・総務省　自治財政局長）
 企 画 委 員 長 村井　敬 株式会社村井敬合同設計 代表取締役
 委　　　　員 原田　一紀 東京都 総務局情報通信企画部電子自治体連携担当課長
 委　　　　員 馬場　誠一 杉並区 政策経営部　情報政策課長
 委　　　　員 瓜生　律子 世田谷区 高齢福祉部長
 委　　　　員 歌川 さとみ 千代田区 保健福祉部長
 委　　　　員 名古屋 友幸 武蔵野市 総合政策部長
 委　　　　員 野元　薫 厚木市 政策部長
 委　　　　員 上条　浩 横須賀市 政策推進部長
 委　　　　員 石川　豪三 浦安市 企画部長
 委　　　　員 真殿　弘一 習志野市 政策経営部長
 委　　　　員 多田　智雄 草加市 総合政策部　副部長
 委　　　　員 大野　久芳 和光市 子どもあんしん部次長兼保育サポート課
 委　　　　員 山口　寛士 一般財団法人地域活性化センター 振興部長
 委　　　　員 狩野　英司 一般社団法人行政情報システム研究所 調査普及部長
 委　　　　員 大國　浩太郎 一般財団法人省エネルギーセンター 調査部長
 委　　　　員 窪田　新一 一般財団法人新エネルギー財団 計画本部 企画調査部長兼広報普及部長
 委　　　　員 澤野　次郎 公益財団法人日本法制学会／災害救援ボランティア推進委員会 理事長／委員長
 委　　　　員 小林　隆 東海大学 政治経済学部　教授
 委　　　　員 箭内　吉之 一般社団法人日本経営協会 常務理事
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展示ブース展示ブース 出展料（消費税別）出展料（消費税別）

出展者プレゼンテーションセミナー出展者プレゼンテーションセミナー

出展申込方法出展申込方法

1 1

2

3

1

1

2

2

3

スタンダードブース

スタンダードパッケージブース

バックパネルとサイドパネルで囲まれ、右記のよ
うな基本設備を主催者において施工した小間で
す。（サイドパネルは通路側を除く。）
●小間サイズ（1小間） ：

間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●申込面積区分 ：

　   1小間  　2小間  　3小間　 ※横一列

スタンダードブースの基本設備に展示備品をパッケージした
ブースです。基本設備と展示備品は以下のとおりです。（商談
タイプは別途お問合せください。）小間サイズ、申込面積区分、
装飾規定、基本設備はスタンダードブースに準じます。
●申込面積区分 ：
　  1小間 　 2小間 　 3小間　 ※横一列　
※3小間の基本設備や備品につきましては、事務局までお問合

せください。

●スタンダードブース1小間（スタンダードブースパッケージ付共通）の基本設備
基本パネル／W3000mm×D3000mm×H2700mm 一式
パラペット／H＝300mm 一式
出展者名／申込出展者1社につきスミ文字 1ヵ所
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
パンチカーペット 一式
蛍光灯（1小間につき40Ｗ1灯をパラペットの裏側に取り付けます） 1灯
2口コンセント（床置） 1ヶ
電力（1小間につき1KWの電力使用料と一次側電力幹線工事費を含む） 100V1KW

受付カウンター／W990×D495×H850（㎜） 1台

展示台／W990×D700×H850（㎜）＊収納引き戸付 

カウンターチェア／SH550 1脚
貴名受 1ヶ
カタログスタンド＊A4サイズ／6段 1台

ベルクロテープ＊パネル 一式

Sカン・チェーン＊パネル 一式

LEDスポットライト／15W

1小間 2台
2小間 4台

1小間 3枚分（計18枚）
2小間 5枚分（計30枚）
1小間 2枚分（Sカン8ヶ・チェーン4本）
2小間 4枚分（Sカン16ヶ・チェーン8本）

1小間 3灯
2小間 6灯

出展者名

展示タイプ

1小間

2小間

出展者名

卓上コンセント

卓上コンセント

フリーブース

出展物の大きさ、規模、展示実演の方法等により、大きな展示スペースと自社にて装飾を施す出展者のためのブースです。
基本設備、境界線が隣の出展者と接する場合は基礎パネル（高さ2.7m）を施工します。それ以外の基本設備はおこないません。
●申込面積区分：申込面積は36㎡以上。（6m×6～12m、9m×9～12mの単位で下記の申込面積より選択してください。）

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 72㎡ 奥行6m × 間口12m
 78㎡ 奥行6m × 間口13m
 81㎡ 奥行9m × 間口  9m
 90㎡ 奥行9m × 間口10m
 99㎡ 奥行9m × 間口11m
 108㎡ 奥行9m × 間口12m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 36㎡ 奥行6m × 間口  6m
 42㎡ 奥行6m × 間口  7m
 48㎡ 奥行6m × 間口  8m
 54㎡ 奥行6m × 間口  9m
 60㎡ 奥行6m × 間口10m
 66㎡ 奥行6m × 間口11m

●お願い：①申込状況により面積を調整する場合があります。
出展料は決定面積での請求となります。

②シアター形式でのプレゼンテーション等を計画
される場合は、そのスペースを十分に取り、通
路に来場者が溢れることが無いように、申込面
積をご検討ください。

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダードブース

3.0m（内寸：2.97m）

3.0m
（内寸：2.97m）

3.0m
（内寸：2.97m）

2.7m

2.7m

6.0m（内寸：5.94m）

スタンダードブース（消費税別）

出展申込受付期間　2017年11月22日（水）～ 2018年2月9日（金）

出展料等の支払方法と支払期限　お支払い期限：2018年4月13日（金）
出展申込書受領後、事務局より各出展者の担当者様へ請求書（出展料等）をご送付します。請求書がお手元に届きましたら、
すみやかにお振込ください。
※すべての請求において手形によるお支払いは、受付しておりません。
※上記期日までに出展料を完納しない場合は、出展者の都合により出展を取り消したものとみなします。

「自治体総合フェア2018出展のご案内」（冊子）内の「自治体総合フェア2018出展申込書」に必要事項をもれなく記入のうえ、
申込受付期間内に事務局へお送りください。
電話および口頭での申込、申込面積区分以外の任意の面積や小間の場所指定の申込はできません。

上記ならびにこれ以外の出展規定には、すべて自治体総合フェア2018「出展のご案内」「出展規定」「出展
マニュアル」に準拠していただきます。　

 面積 一般社団法人日本経営協会 会員 一般
 1小間 390,000円 450,000円
 2小間 780,000円 900,000円
 3小間 1,170,000円 1,350,000円

 面積 一般社団法人日本経営協会 会員 一般
 1小間 460,000円 520,000円
 2小間 870,000円 990,000円
 3小間 1,320,000円 1,500,000円

スタンダードパッケージブース（消費税別）
●展示タイプ

 面積 一般社団法人日本経営協会 会員 一般
 1㎡につき 42,000円 44,000円

フリーブース（消費税別）

※商談タイプをご希望の際は別途
お問合せください。

出展者の皆様が自社ブースでの展示実演だけでは充分に伝えきれない新製品・技術・サービス等の内容や自治体活用事例を、
より明確に効果的に発表する場として開設いたします。

出展者プレゼンテーションセミナー概要
展示会場内の特設セミナー会場での開催となりますので、貴社の展示ブースに近く、展示との相乗効果が得られます。プレゼン
会場設営（受付は補助のみ）は事務局で担当しますが、司会や運営は各出展者にて実施いただきますので、各出展者独自のセミ
ナー様式にて実施いただけます。
会　　　　場：西3ホール内セミナー会場
セミナー形式：１セッション40分／メモ台付イス形式（定員80名迄）／事前登録制（当日受付も有）
申 込 単 位：原則は１社１日１セッション（ただし申込締切日以降空きがある場合は、複数セッションも可能です。）
利 　 用 　 料：1セッション　70,000円（消費税別）
※時間帯は申込先着順とセミナー内容にもとづき、事務局にて決定致します。

［展示タイプ］
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展示ブース展示ブース 出展料（消費税別）出展料（消費税別）

出展者プレゼンテーションセミナー出展者プレゼンテーションセミナー

出展申込方法出展申込方法

1 1

2

3

1

1

2

2

3

スタンダードブース

スタンダードパッケージブース

バックパネルとサイドパネルで囲まれ、右記のよ
うな基本設備を主催者において施工した小間で
す。（サイドパネルは通路側を除く。）
●小間サイズ（1小間） ：

間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●申込面積区分 ：

　   1小間  　2小間  　3小間　 ※横一列

スタンダードブースの基本設備に展示備品をパッケージした
ブースです。基本設備と展示備品は以下のとおりです。（商談
タイプは別途お問合せください。）小間サイズ、申込面積区分、
装飾規定、基本設備はスタンダードブースに準じます。
●申込面積区分 ：
　  1小間 　 2小間 　 3小間　 ※横一列　
※3小間の基本設備や備品につきましては、事務局までお問合

せください。

●スタンダードブース1小間（スタンダードブースパッケージ付共通）の基本設備
基本パネル／W3000mm×D3000mm×H2700mm 一式
パラペット／H＝300mm 一式
出展者名／申込出展者1社につきスミ文字 1ヵ所
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
パンチカーペット 一式
蛍光灯（1小間につき40Ｗ1灯をパラペットの裏側に取り付けます） 1灯
2口コンセント（床置） 1ヶ
電力（1小間につき1KWの電力使用料と一次側電力幹線工事費を含む） 100V1KW

受付カウンター／W990×D495×H850（㎜） 1台

展示台／W990×D700×H850（㎜）＊収納引き戸付 

カウンターチェア／SH550 1脚
貴名受 1ヶ
カタログスタンド＊A4サイズ／6段 1台

ベルクロテープ＊パネル 一式

Sカン・チェーン＊パネル 一式

LEDスポットライト／15W

1小間 2台
2小間 4台

1小間 3枚分（計18枚）
2小間 5枚分（計30枚）
1小間 2枚分（Sカン8ヶ・チェーン4本）
2小間 4枚分（Sカン16ヶ・チェーン8本）

1小間 3灯
2小間 6灯

出展者名

展示タイプ

1小間

2小間

出展者名

卓上コンセント

卓上コンセント

フリーブース

出展物の大きさ、規模、展示実演の方法等により、大きな展示スペースと自社にて装飾を施す出展者のためのブースです。
基本設備、境界線が隣の出展者と接する場合は基礎パネル（高さ2.7m）を施工します。それ以外の基本設備はおこないません。
●申込面積区分：申込面積は36㎡以上。（6m×6～12m、9m×9～12mの単位で下記の申込面積より選択してください。）

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 72㎡ 奥行6m × 間口12m
 78㎡ 奥行6m × 間口13m
 81㎡ 奥行9m × 間口  9m
 90㎡ 奥行9m × 間口10m
 99㎡ 奥行9m × 間口11m
 108㎡ 奥行9m × 間口12m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 36㎡ 奥行6m × 間口  6m
 42㎡ 奥行6m × 間口  7m
 48㎡ 奥行6m × 間口  8m
 54㎡ 奥行6m × 間口  9m
 60㎡ 奥行6m × 間口10m
 66㎡ 奥行6m × 間口11m

●お願い：①申込状況により面積を調整する場合があります。
出展料は決定面積での請求となります。

②シアター形式でのプレゼンテーション等を計画
される場合は、そのスペースを十分に取り、通
路に来場者が溢れることが無いように、申込面
積をご検討ください。

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダードブース

3.0m（内寸：2.97m）

3.0m
（内寸：2.97m）

3.0m
（内寸：2.97m）

2.7m

2.7m

6.0m（内寸：5.94m）

スタンダードブース（消費税別）

出展申込受付期間　2017年11月22日（水）～ 2018年2月9日（金）

出展料等の支払方法と支払期限　お支払い期限：2018年4月13日（金）
出展申込書受領後、事務局より各出展者の担当者様へ請求書（出展料等）をご送付します。請求書がお手元に届きましたら、
すみやかにお振込ください。
※すべての請求において手形によるお支払いは、受付しておりません。
※上記期日までに出展料を完納しない場合は、出展者の都合により出展を取り消したものとみなします。

「自治体総合フェア2018出展のご案内」（冊子）内の「自治体総合フェア2018出展申込書」に必要事項をもれなく記入のうえ、
申込受付期間内に事務局へお送りください。
電話および口頭での申込、申込面積区分以外の任意の面積や小間の場所指定の申込はできません。

上記ならびにこれ以外の出展規定には、すべて自治体総合フェア2018「出展のご案内」「出展規定」「出展
マニュアル」に準拠していただきます。　

 面積 一般社団法人日本経営協会 会員 一般
 1小間 390,000円 450,000円
 2小間 780,000円 900,000円
 3小間 1,170,000円 1,350,000円

 面積 一般社団法人日本経営協会 会員 一般
 1小間 460,000円 520,000円
 2小間 870,000円 990,000円
 3小間 1,320,000円 1,500,000円

スタンダードパッケージブース（消費税別）
●展示タイプ

 面積 一般社団法人日本経営協会 会員 一般
 1㎡につき 42,000円 44,000円

フリーブース（消費税別）

※商談タイプをご希望の際は別途
お問合せください。

出展者の皆様が自社ブースでの展示実演だけでは充分に伝えきれない新製品・技術・サービス等の内容や自治体活用事例を、
より明確に効果的に発表する場として開設いたします。

出展者プレゼンテーションセミナー概要
展示会場内の特設セミナー会場での開催となりますので、貴社の展示ブースに近く、展示との相乗効果が得られます。プレゼン
会場設営（受付は補助のみ）は事務局で担当しますが、司会や運営は各出展者にて実施いただきますので、各出展者独自のセミ
ナー様式にて実施いただけます。
会　　　　場：西3ホール内セミナー会場
セミナー形式：１セッション40分／メモ台付イス形式（定員80名迄）／事前登録制（当日受付も有）
申 込 単 位：原則は１社１日１セッション（ただし申込締切日以降空きがある場合は、複数セッションも可能です。）
利 　 用 　 料：1セッション　70,000円（消費税別）
※時間帯は申込先着順とセミナー内容にもとづき、事務局にて決定致します。

［展示タイプ］



3.行政機関・行政法人・行政団体関係者のみの所属
総務・広報　11.1%
人事・研修　1.5%

情報管理・システム
14.0%

企画・政策　16.7%

財務・税務　3.8%産業・経済　4.0%
都市計画・建設・道路・交通・上下水道　9.8%
市民・協働・まちづくり　5.4%
環境　4.2%
福祉・介護・健康・子育て　6.9%
危機管理・防災・安心安全　3.8%
消防・警察　0.2%

首長・三役・役員　1.0%
その他行政機関・行政関連法人・団体　4.4%
無回答　11.3%

委員会・事務局　1.9%

n=478

開催までのスケジュール開催までのスケジュール
日　　　　程 内　　　　容

お問合せ先・
お申込み

出展者アンケート結果より
1.今回の出展の目的は？（複数回答） ２．貴社にとって自治体総合フェアの位置づけは？（複数回答）

貴社のＰＲ
新製品の発表・ＰＲ

全般的な製品のＰＲ
販売促進

新規顧客の開拓
自治体関係者の意見徴集・意見交換

パートナー企業の開拓
同業者との兼ね合い

その他
0 10 20 30 40 50 60 70 80

64.2％
55.5％

39.2％
32.1％

71.4％
67.8％

25.0％
3.6％
3.6％ n=28

来場者アンケート結果より
1.職務としてあなたが行政や自治体の経営や施策に
　おいて感じている問題点や課題と思われる事柄は
　何ですか？

（1）問題点や課題がありますか？
（行政関係者のみ）

（2）どのような問題点や課題ですか？
3つ以内で選択ください。　

（行政関係者のみ・複数回答）

行政･n＝511

行政改革
財政改革
電子行政

地域情報化
マイナンバー
行政サービス

災害対策・危機管理
防犯・安全
公共施設

福祉・介護
健康

地域医療
子育て支援・教育
地域コミュニティ

協働・連携
環境・エネルギー

地域活性化
まちづくり
地方創生
産業振興

農林水産業振興
雇用・仕事

その他
0 10 20

12.7%
8.6%

9.8%

16.2%
4.5%

14.5%

4.7%
6.8%

4.9%
5.3%

9.4%
9.2%

7.4%

0.8%
2.5%

3.5%

4.9%

5.1%

0.8%
1.0%

6.3%

19.2%
13.3%

ある
79.3%

特になし
19.2%

無回答　1.6%

自治体総合フェア2017　出展者数108社・団体　来場者数11,254人
来場者プロフィール（行政機関・行政法人・団体関係者）を抜粋

1.来場者アンケート全回答者の業種

2.行政機関のみの業種内訳

無回答　3.3%

行政機関　39.1%

行政関連法人・団体
3.0%

議員　2.0%
教育・研究機関　0.6%
医療福祉関係　0.3%

都道府県　7.7%

市区町村　71.8%

中央省庁　1.8%無回答　0.2%
その他　15.3%
議会事務局　0.2%
地方公営企業　1.1%
事務組合・広域行政　1.8%

民間企業・一般・その他
51.7%

全件n=1135

n=444

2017年 11月22日（水） 自治体総合フェア2018記念講演／開催説明会（平成29年）
 14：00～16：00 

  出展申込期間：出展申込書を自治体総合フェア事務局へ郵送
2018年 2月9日（金） 出展申込締切

（平成30年）
 お申込後随時 出展料等の請求書送付：各出展請求担当者宛に送付

 2月26日（月） 小間位置発表・出展者説明会
 

4月13日（金） 出展料等お支払締切
 3月上旬～4月中旬 各種届出書提出：各提出先へ
 3月下旬～4月上旬 全国自治体や関係機関へ招待券配布プレスリリース/招待券、入館ホルダー、搬入出券等配布
 5月14日（月）～15日（火） 準備期間：基礎工事、装飾搬入、製品搬入、機器調整
 5月16日（水）～5月18日（金） 会期（10：00～17：00）（東京ビッグサイト）
 5月18日（金） 搬出・撤去（17：30～）

　自治体総合フェア事務局

〒151-8538  東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
TEL.（03）3403-1338
FAX.（03）3403-5716
E-mail：lgf@noma.or.jp
URL https://noma-lgf.jp/自治体総合フェア 2018 検索

第22回 地域社会に活力を与えるイノベーション

2018年（平成30年）

5月16日（水）17日（木）18日（金）

東京ビッグサイト 西3ホール
10：00～17：00

入場無料（招待券または来場事前登録が必要です）

会期

会場

入場

主催

https://noma-lgf.jp/　⬅アドレス（URL）が変わりました。
同時開催　　企業立地フェア2018

出展のご案内　申込締切　2018年2月9日（金）
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10.7％ n=28

自治体・行政対象の専門展示会として重視している

自治体・行政機関への販売促進につながる有効な展示会

自治体・行政機関に対し課題解決策を提案できる展示会

自社ではPRできない自治体・行政関係者に出会える展示会

自社や製品を自治体・行政関係者へアピールできる展示会

その他


