プログラム（もみじの間）
内容

10：30〜11：00 子育て×防災

11：00〜12：00

地域×防災

【ZOOMで体験講座】 子どもを守るための防災講座

〜コロナ禍の避難所対策〜

新型コロナウイルス感染症に対応した避難所を作ってみた

避難所エキスパート養成講座

12：00〜13：00

避難所エキスパート養成講座のご紹介

−

−
【ZOOMで質問OK】

13：00〜14：00 地域協働復興特別セミナー2020

これからの事前復興を考える〜最新の調査や取り組みから考える〜
【ZOOMで質問OK】

ペット×防災
14：00〜15：00

【ZOOMで質問OK】

ペット×防災

ペット共生防災から始めよう〜人とペットをまもるために〜

大山における歴史体験×未来の観光まちづくり

in

神奈川県伊勢原市
15：00〜16：30

オンライントラベル×ふるさと納税

おうちでいいじま！オンライントラベル

in長野県飯島町

〜飯島グルメ＆リノベ古民家宿編〜

in奈良県御所市

神々の降る里

高尾和宏

市長が案内するまち巡り×古民家（空き家）再生

御所市

今こそ、エンターテインメントの力を活用

コロナ禍の災害時への備えとコミュニティづくり 〜公民連携で進めるe

in兵庫県神戸市

スポーツを活用したアプローチ〜
アレルギーっ子の旅する情報サイト CAT

17：00〜17：15 協力者PR

食物アレルギー体験レポーター岡夫婦
消防・防火業界のプロが答えます

17：30〜18：00 防火対策と災害対策

住宅・マンション火災のあれこれ

トークセッション

オンライン個別放送
名称

内容
オタフクソース㈱
花粉問題対策事業者協議会
CLUFT シックハウス・アレルギーケアシステム

出展者PR

〒 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 日本橋吉泉ビル2F

16：30〜17：00

神奈川の真ん中で歴史文化を楽しむ 日本遺産のまち伊勢原

発行 / 一般社団法人日本環境保健機構

動物避難所を全国に！ 「うちトコ避難所マッププロジェクト」について

みんなのEXPO2020 フロアマップ／プログラム

名称

タイムテーブル

ON-LINE EXPO

10 時〜19 時
見どころ案内／フロアマップ
アレルギー対策 PICKUP情報
プログラム／タイムスケジュール

㈱サンエス
日本ボレイト㈱
ＳｉＥＲＯ
㈱めぐみ不動産コンサルティング
㈱成田屋商店

コロナ禍の地域防災 in福島県いわき市
ペット×防災in長野県須坂市
防災セミナー
熱中症対策×防災

コロナ禍における地域防災活動の進め方について
令和元年19号台風での官民連携について
〜長野県須坂市とペットサロンの取り組み〜

http://expo.jeho.or.jp/

ハイハイからの防災教育〜被災後も家族でいられるために
【モニター募集】 災害避難時の二次災害として生じうる熱中症の予防
〜脱水弱者である乳幼児・高齢者を守るために〜

シニア×防災

シニアをまもる！風水害に関する避難の考え方

マンション防災推進アドバイザー

マンション防災推進アドバイザーのご紹介

ペット共生型住環境アドバイザー

ペット共生型住環境アドバイザーのご紹介

http://bosai-expo.jp/

みんなのアレルギー EXPO2020

災害時の住環境・生活環境EXPO2020

１ アレルギー対策関連セミナー

１ 防災関連セミナー

最新のアレルギー対策の知識が学べる

被害を最小限にとどめるために学ぼう

アレルギー対策に携わる第一線の専門家より、アレルギー対策の最新知識が学べる

災害があったら、住んでいる家はどうなってしまうの？生活を再建するためには何を

セミナーを配信します。テーマは、アレルギー症状に関する研究の最新事例やすぐ

しなければならないの？大勢の人と共に暮らす避難所生活で気を付けなければなら

できるアレルギー対策方法、アレルギー対応食品や住環境に関するものなど、実に

ないポイントとは？など、聞いておけば災害の被害を最小限にとどめることのできる

多岐にわたっています。

重要テーマの数々。

２ アレルギー対策関連企業・団体配信
各企業・団体の取組みや製品に触れる

あなたと家族を守る知識を入手

アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など「環境由来の健康問題」に

防災関連の企業や団体の最新の取組みを配信します。避けようのない災害から身を

取組む企業や団体の配信を行います。ここでは、最新の製品やサービスについて知

守るためには、まずは「知ること」が非常に大切。ここで知ったことが、イザという

ることができます。加え、患者会として対策に取組んでいる団体の方や自治体、大

時のあなたや家族を救うかもしれません。備えあれば憂いなし。備えをするために、

学などの取組みを配信いたします。

ぜひご覧ください。

アレルギー EXPO では下記にも注目！

借り上げ福祉避難所（宿泊施設避難所）推進プログラム＆推進施設認証

第２回
食物アレルギー対応スイーツコンテスト

例えば、温泉宿が避難所に！

授賞式

15：00〜16：00
第３回目

EQBC
2020
結果発表

金属アレルギーに優しいデザイン・アイデアコンテスト

授賞式 Award ceremony
10 月 13 日（火曜日）12：00〜12：45

受賞作品はこちらでご覧いただけます➡https://metallicallergy.or.jp/eqbc2020/result
02

２ 防災関連企業・自治体・学校法人配信
２

地域における宿泊施設の防災上の役割を考え、責任者及びスタッフに
その必要性を理解してもらうことが目的の「プログラムの紹介」を行い、
さらに借り上げ福祉避難所（宿泊施設避難所）推進プログラムを受講
されたホテルや旅館など宿泊施設に「借り上げ福祉避難所（宿泊施設
避難所）推進施設」認証を付与される「制度の紹介」を行います。

共通イベント
時東ぁみさん（タレント・防災士・環境アレルギーアドバイザー）が
４
メイン司会者として、EXPO オープニングイベントや
当日のオンライン進行をとっていただきます。
ご期待ください！
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−みんなのＥＸＰＯ−フロアマップ＜京王プラザホテル「花の間」
＞

特設ステージ
Ｒ

Ｑ

Ｎ

■…アレルギー情報エリア
Ｐ

■…地域協働復興の普及啓発エリア

Ｇ

Ｉ

Ｖ

Ｕ

Ｔ

Ｓ

Ｅ

Ｍ

Ｊ

Ｈ

Ｋ

Ｇ

Ｌ

Ｆ

Ｗ

1

2

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

ハウス食品㈱

Ｂ

㈱ミールケア

Ｃ

龍宮㈱

Ｄ

春日井環境アレルギー対策センター

Ｅ

アルファー食品㈱

Ｆ

アレルギーっこの旅する情報サイトCAT

Ｇ

㈱永谷園

Ｈ

Quantum Box㈱

Ｉ

（一社）日本環境保健機構

Ｊ

（一社）環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク

Ｋ

日本sango15

Ｌ

みやぎ化学物質過敏症の会

Ｍ

食品産業新聞社

Ｎ

〜CS憩いの仲間〜化学物質過敏症本人とその家族のための情報交換会

Ｏ

（一社）シックハウス診断士協会

Ｐ

㈱miura-ori lab

Ｑ

㈱イオタ

Ｒ

（一社）地域防災支援協会

Ｓ

いかほ秀水園

Ｔ

㈱愛幸

Ｕ

（一社）寝室環境衛生管理協会

Ｖ

群馬県クリーニング生活衛生同業組合

Ｗ

畳・見直しネットワーク

〜ぴゅあい

オタフクソース㈱

１… 協賛品のお渡し場所
トイントサロン

地域協働復興

㈱津田沼技研

CLUFT

宮城県

㈱オズ・インターナショナル アイジェネリックストアー

協賛企業

花粉問題対策事業者協議会

２… オンライン出展企業紹介／フロアマップ配布場所

尾西食品㈱

オンライン出展

熊本県
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マスクを
ご着用
下さい。

㈱サンエス
日本ボレイト㈱

福島県

ＳｉＥＲＯ

岩手県

㈱めぐみ不動産コンサルティング
㈱成田屋商店

㈱アグリ・コーポレーション

ご来場の
皆様への
お願い

シックハウス・アレルギーケアシステム

アルコール
消毒に
ご協力下さい。

手洗いに
ご協力
下さい。

ソーシャル
ディスタンス
を保ちましょう。

×

大声での
会話は
ご遠慮下さい。
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アレルギー／防災対策 PICK UP 情報
アレルギーについて学び、社会のために活かせる資格
環境アレルギーアドバイザー

シックハウス診断士

アレルギーやシックハウス症候群など環境由来の健康

シックハウス症候群についての幅広い知識を身につけ、

問題に対して正しい知識を有し、患者やその家族、周囲

シックハウス症候群に悩まされている方の住宅の調査、

の環境を理解し環境改善をサポートする専門家です。

室内空気環境の測定などを行い、アドバイスをします。

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格実施団体：NPO 法人シックハウス診断士協会

●資格紹介 URL：http://jeho.or.jp/about/

●資格紹介 URL：http://www.sicklife.jp/

プログラム（花の間）
タイムテーブル

名称

内容

みんなのEXPO・オープニングセレモニー
10：00〜10：30

みんなのEXPO・オープニングセッション
地域協働復興セミナー2020

コロナ禍のEXPO 〜アレルギーや防災対策の新たな進め方〜
被災地復興報告 被災地とつなぐセッション 大槌町長『大槌町の復旧・
復興状況』
ハウス食品㈱
㈱ミールケア
龍宮㈱
春日井環境アレルギー対策センター
アルファー食品㈱
アレルギーっこの旅する情報サイトCAT

カビ・ダニ測定技能士

㈱永谷園

金属アレルギーマイスター

カビやダニに対して正しい知識を有し、個々の住まい

金属アレルギーに関する正しい知識を持ち、第三者に

にとどまらない、地域社会における住環境のコーディ

金属を使用した商品またはサービスの適切な利用方法

ネーターです。

と安全性を的確にアドバイスをしる資格です。

Quantum Box㈱
（一社）日本環境保健機構
（一社）環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク
日本sango15
10：30〜11：10

出展者PR

みやぎ化学物質過敏症の会 〜ぴゅあい

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格実施団体：一般社団法人金属アレルギー協会

食品産業新聞社

●資格紹介 URL：http://jeho.or.jp/mtmp/about.html

●資格紹介 URL：https://www.metallicallergy.or.jp/

〜CS憩いの仲間〜化学物質過敏症本人とその家族のための情報交換会
（一社）シックハウス診断士協会
㈱miura-ori lab

幼児食ベーシックオンライン講座

ペット共生型住環境アドバイザー

㈱イオタ
（一社）地域防災支援協会

子どもの食事に悩むママを助けられる知識が取得でき

ペットの生態や習性を学び、「ペットと共に生きる」住

いかほ秀水園

る講座です。ご家庭でも活かすことのできる幼児食の

環境・生活環境づくりを知るための講座です。ペット

㈱愛幸

基礎を短時間で学ぶことができます。

の防災についてもカリキュラムに盛り込んでいます。

●資格実施団体：一般社団法人日本幼児食協会

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格紹介 URL：youjishoku-kyoukai.com/course/

●資格紹介 URL：http://jeho.or.jp/

（一社）寝室環境衛生管理協会
群馬県クリーニング生活衛生同業組合
畳・見直しネットワーク
11：15〜12：00

マンション防災推進アドバイザー

食の防災

【ZOOMで体験講座】 非常用炊出袋を使った災害食をつくろう

金属アレルギーコンテスト授賞式

コンテスト授賞式
㈱オズ・インターナショナル アイジェネリックストアー

戸建て住宅とは全く異なったマンションの防災

12：00〜13：00

を、すぐに現場で実践できる具体的な進め方に
ついて学べる新時代の資格制度。

トイントサロン
出展者PR

㈱津田沼技研
尾西食品㈱
㈱アグリ・コーポレーション

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構
●資格紹介 URL：http://jeho.or.jp/

（一社）日本環境保健機構 米粉製品ノングルテン (Non-Gluten) 認証機関

13：00〜13：40

アレルギーセミナー

13：40〜14：00

コロナ禍の宿泊施設の避難対応

小麦粉と米粉の違いを学び毎日の生活に米粉を取り入れよう。
米粉ライフを楽しもう！
宿泊施設の借上げ型福祉避難所開設訓練を受けて

関係人口の創出・拡大による「ここから防災」 官民連携で関係人口にコミット！自治体・地域・企業の三方よし
へのアプローチについて

防災に繋がるソーシャルグッドスキーム

空き家の再生×DIY×地域交流

空き家が『関係人口×地域住民』のDIYによって

in神奈川県真鶴町

共助を生む防災拠点に生まれ変わる

15：00〜16：00

アレルギー対応スイーツコンテスト授賞式

コンテスト授賞式

16：00〜16：30

アレルギーセミナー

アレルギーの方・乳児＆高齢者にも安心安全かんてん粘土のヒミツ

16：30〜17：00

被災地復興広報×ふるさと納税

17：00〜17：40

忍術×防災

忍術防災・NINBOU 〜地域防災サポーター養成講座のご紹介〜

＜お問い合わせ・認証申込は＞ 一般社団法人日本環境保健機構 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 号日本橋吉泉ビル 2 階

17：40〜18：00

地域協働復興セミナー2020

被災地復興展示エリアのご紹介

Tel：03-6869-8270 ／ Fax：03-6869-8272 ／ Mail：info@jeho.or.jp ／ URL：https://nongluten.jp/

18：00〜19：00

みんなのEXPO・クロージングセッション

時東ぁみさんとのトークセッション

基準を満たしたノングルテン米粉製品を認証し、普及を推進
ノングルテン（Non-Gluten）米粉を普及し、その利用を推進させるため、日本米
粉協会において、米粉製品の普及のための表示に関するガイドラインの基準を満た
したノングルテン（Non-Gluten) 米粉製品であることを証明する「米粉製品のノン
グルテン（Non-Gluten）認証」制度が構築されました。
（一社）日本環境保健機構は、
当認証の認証機関となっています。
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14：00〜15：00

ノングルテン（Non-Gluten）
米粉製品認証ロゴマーク
認証要領に基づくノングルテ
ン米粉製品認証機関の認証を
受けた米粉に関し使用するこ
とができます。

ふるさと納税を活用した災害支援
〜「ふるさとチョイス災害支援」の機能と活用事例〜
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