要配慮者を守る！
被災地と未災地の協働で
これからの防災対策を進める

第５回みんなの EXPO 2021
（災害時の住環境・生活環境）
同時開催

開催日：2021 年

第 7 回みんなの EXPO 2021（アレルギー）

10 月 26 日（火）

会 場：京王プラザホテル 4 階 花ほか
主 催：第 5 回災害時の住環境・生活環境 EXPO 2021 実行委員会
一般社団法人日本環境保健機構
一般社団法人地域防災支援協会
一般社団法人環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク
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1. 開催団体
（一般社団法人日本環境保健機構）
アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症などの環境由来の健康問題について調査研究
を行い、この問題に関する専門家の育成及び資格認定制度を確立し、さらに正しい知識や情報の供給
を広く行い、国民が安全な環境や生活を得るために寄与することを目的にした団体です。
（一般社団法人地域防災支援協会）
災害が多発する日本において、個人や家庭、企業がそれぞれ進める「自助」および地域社会や企業
などが連携して進める「共助」において、必要となる地域 防災の人材の育成や組織作りの支援を行う
ことで、
「自助・共助・公助」の協働が進む社会環境づくりに寄与することを目的とした団体です。

2. 開催主旨
一般社団法人日本環境保健機構及び一般社団法人地域防災支援協会では年に 1 回、過去に災害に遭っ
た『被災地』とこれから 災害に遭う危険性がある『未災地』の協働をテーマとして、社会全体で防災対
策に取り組み、安心して暮らせる社会の構築を積極的に進めておられる地域団体や業界団体、学術団体
などの専門団体や企業などの一般法人、自治体などの官公庁とともに、これまでの被災地で起きた教訓
について情報共有や情報交換などを図る場として、そして今後の未災地において進めるべき対策につい
て情報共有や情報交換などを図る場として「災害時の住環境・生活環境 EXPO」を開催し、本年度も引き
続き「第 5 回みんなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）
」を開催する運びとなりました。
昨年は新型コロナウイルスの影響で従来とは異なる形式での開催となりましたが、本年度も出展者か
ら来場者に一方的に情報を流すだけではなく、来場者のおもいや意見に耳を傾ける交流、さらに出展者
同士の交流など参加者同士が横のつながりを持ち、発展していく場としていければと考えています。
最後に「みんなの EXPO（災害時の住環境・生活環境）
」が、一般的に災害時要援護者と呼ばれるサポ
ートが必要な人たち、これからの未来を育む子供たち、そして社会一般の人たちにとって希望となれる
取り組みとなれば幸いです。
なお開催主旨に基づき、
「みんなの EXPO（災害時の
住環境・生活環境）
」を通じて SDGs の達成に貢献
し て ま い り ま す 。 SDGs は 、“ Sustainable
Development Goals”の略で、2015 年 9 月の国連サ
ミットで採択された、持続可能でより良い世界を
目指す国際社会共通の目標です。

「10. 人や国の不平等をなくそう」を「みんなの EXPO（災害時の住環境・生活環
境）
」の統一目標とし、それぞれの取り組みに合わせ他の目標を設定します。

なお本年度もオンライン（みんなのバーチャル EXPO）併設型として開催いたします。
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3. 開催概要
被災地と未災地の協働で
これからの防災対策を進める

名称

第 5 回みんなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）
開催日時

2021 年 10 月 26 日（火）10 時～19 時

会場

京王プラザホテル 4 階 花及びホワイエ、会議室（けやき、かえで）
〒160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1

入場料

無料

来場対象者

・防災対策に取り組んでいる行政の関係者や地域団体の関係者
・アレルギーなど要援護者の方へ支援を行っている専門団体の関係者
・子供を産み育てたい人や子育てに取り組んでおられる方
・一般の方

主な内容

・災害教訓の専門セミナー
・今後の災害対策の専門セッション
・一般企業の商品及び取組紹介
・専門団体の取組紹介
・EXPO 総合メディア「BOALE」紹介

主催

第 5 回みんなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）実行委員会
一般社団法人日本環境保健機構
一般社団法人地域防災支援協会

共催

一般社団法人環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク
一般社団法人寝室環境衛生管理協会
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4. イベント概要
イベントについては内容を変更する場合があります。なお最新情報につきましては公式 HP で掲載いた
します。
(1) 災害時の要配慮に関するセミナー
災害時における要配慮者への対応などセミナー形式で紹介します。
(2) 被災地の教訓に関するセミナー
過去の災害において「被災地」で課題になったことやそれに対する対応について、今後の災害に向
けて必要となる教訓をセミナー形式で紹介します。
・生活再建に向けた課題と対応の進め方 など
・避難者への適切な情報提供の進め方 など
・被災地と未災地間での平時からの交流の重要性と方法 など
(3) ３テーマ展示ブース 商品及び取組紹介
企業など一般法人の防災対策に資する取り組みや製品などの紹介を行います。
・いのちをまもる
・くらしをまもる
・すまいをまもる
(4) ３テーマ展示ブース 団体取組紹介
官公庁など公的団体や業界団体、専門団体の防災対策に資する啓発情報の紹介をします。
・各自治体が作成しているパンフレットや案内など
・防災対策に対する啓発活動をされている団体など
・過去の災害における対応や教訓などを発信している団体など
(5) 専門講座
避難所など被災後の暮らしをまもるために必要なスキルを、専門講座形式で解説いたします。
・避難所開設や運営に関する専門講座：「避難所エキスパート養成講座」など
・宿泊施設を福祉避難所として運営するための専門講座：「借上げ型福祉避難所推進プログラム」
・マンション防災を推進する専門講座：「マンション防災推進プロジェクト」など
・ペットの同行避難や同伴避難に関する専門講座
・防火管理や防災管理に関する専門講座
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5. 出展に関して
5-1． 募集要領
（1）

募集内容
第 5 回みんなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）は、
「被災地」と「未災地」の協
働をテーマに広報と営業の両面に対応した現場ニーズ型の展示会です。防災対策に対する
取り組みに関係した製品や資料、取組みなど、情報提供を行う、来場者と意見交換できる、
参加型・体験型のブースの出展企業・団体を募集しております。

（2）

ブースについて

① 使用会場

4F 花

4F ホワイエ

6

会議室（かえで）

会議室（けやき）
② 募集ブース数
100 ブース（予定）
※第 7 回みんなの EXPO 2021（アレルギー）を合わせての数になります。
③ 展示ブース割の決定
申込み締め切り後、調整の上、事務局側で展示ブースの小間割りを決定いたします。
④ 出展者へのご案内
出展者説明会は行いません。開催の 1 ヵ月前頃に小間割り、搬出入などについての詳細を
ご連絡いたします。
⑤ 搬入・設置
２０２１年１０月２６日（火）８:００～１０:００
⑥ 搬出・撤去
２０２１年１０月２６日（火）１９:００～２０:００
⑦ ブースサイズ
種類
特別

基礎ブース

小間サイズ
※コの字型パネル
(間口)約 2,500mm ×(奥行) 約 1,900mm × (高さ) 約 2,100mm
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【付属品】
・展示机 (幅 1,800mm × 奥行 750mm × 高さ 750mm)1 台
・展示机白布付き
・椅子 1 脚
セミナー付およびフロアマップ広告付き
（ア）

基礎ブース

※コの字型パネル
(間口)約 2,500mm ×(奥行) 約 1,900mm × (高さ) 約 2,100mm
【付属品】
・展示机 (幅 1,800mm × 奥行 750mm × 高さ 750mm)1 台
・展示机白布付き
・椅子 1 脚
※展示机を奥行 450mm に変更可能ですが、ブース価格は変わりませ
ん。変更希望の場合はその旨を申込書に記載して下さい。

（イ）

基礎ブース

（間口）約 2,500mm ×（高さ）約 2,100mm
【付属品】
・展示机（幅 1,800mm × 奥行 450mm × 高さ 750mm）1 台
・展示机白布付き

（ウ）

基礎ブース

※背パネルなし
【付属品】
・展示机（幅 1,800mm × 奥行 450mm × 高さ 750mm）1 台
・展示机白布付き

※ブース姿図につきましては、別紙を参照ください。
※スペース渡しをご希望の場合、事務局へご相談ください。
※複数の企業・団体で１ブースのご利用は可能となります。また、１企業・１団体で複数
のブースのご利用も可能となります。
※ホテルの壁には掲示物は一切貼れませんので、掲示物がある場合はパネルがあるブース
をお申込み下さい。
※会場内の床、天井及び壁への直接の施工はできません。スペース貸しの場合、ご相談
ください。
※会場内にストックスペース(荷物を置く場所)はありません。ストックスペースが必要な
場合は（ア）のブースを選ぶ等、ブース内で置く場所を確保してください。
※いずれもオンライン(みんなのバーチャル EXPO)にも追加費用なしで出展できます。
8

(5-2 参照)
⑧ ブースの価格
種類

価格（税別）

特別

基礎ブース

３００，０００円 コの字型ブース・椅子 1 脚

（ア）

基礎ブース

２００，０００円 コの字型ブース・椅子 1 脚

（イ）

基礎ブース

５０，０００円 背パネルあり・椅子なし

（ウ）

基礎ブース

３０，０００円 背パネルなし・椅子なし

⑨ コーナーブース指定権
２面開放のコーナーブースをご希望の方は別途コーナーブース指定権をお申し込みくださ
い。なお数に限りがございますので先着順とさせていただきます。
指定権

３０，０００円（税別）

⑩ 追加の机及び椅子が必要な場合は、必要数を申込書にご記入ください。その場合、下記の
別途料金（税別）が発生いたします。但し、数に限りがございますのでご希望に添えない
場合がございます。
金額（税別）

金額（税別）

～9 月 24 日まで

9 月 25 日～

机（A） ３，５００円/台

４，２００円/台

机（B） ２，５００円/台

３，０００円/台

椅子

１，５００円/脚

（長さ）1,800mm × （奥行）750mm ×
（高さ）750mm
（長さ）1,800mm × （奥行）450mm ×
（高さ）750mm

１，８００円/脚

⑪ 電気
電源が必要な場合は、申込書にご記入ください。必要な場合、下記の別途料金が発生いた
します。なお、設備の制約により使用容量の抑制をお願いする可能性があります。
金額（税別）

金額（税別）

～9 月 24 日まで

9 月 25 日～

基礎電力 100v500w 以内電源

１０，０００円/日

１２，０００円/日

追加電力 以降 100v500w ごと

５，０００円/日

６，０００円/日

追加コンセント

５，０００円/日

６，０００円/日

※特殊電源に関しては別途ご相談ください。
※冷蔵庫を冷やす等を理由に、
開催前日(１０月２５日)からの電源の使用はできません。
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⑫ 給排水
・プロパンガス、圧縮空気の使用は、禁止します。
・水の使用を希望される場合は別途ご連絡ください。
⑬ パネルへの掲示物の貼付けには画びょう又は釘は使用できません。
⑭ 無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮ

金額（税別）

金額（税別）

～9 月 24 日まで

9 月 25 日～

６，０００円/日

８，０００円/日

⑮ ゴミ処理を会場内で有料にて行うことができます。申込書にご記入ください。
ゴミの種類

容量

金額（税別）

金額（税別）

～9 月 24 日まで

9 月 25 日～

紙くず、ガムテープの芯、お
可燃ゴミ

菓子などの箱、生ごみ（お弁

45L

１,０００円

１,５００円

45L

１,０００円

１,５００円

20kg

１,０００円

１,５００円

当の食べ残しなど）
不燃ゴミ
紙ゴミ

ビニール類、プラスティック
製品、衣類（化学繊維）
カタログ・チラシ・段ボール

⑯ 車両の搬出入の時間および方法は後日説明するマニュアルに従ってください。車両は一般
駐車場に駐車してください。なお、車の使用は最小限でお願いいたします。
⑰ 飲食物の試食は可能です。
・来場者に対し試食を提供する場合は、食品衛生法を厳守のうえ、出展社様の責任におい
て提供してください。特に小さなお子様への試食提供には十分な配慮をお願いします。
・ブース内で試食提供を予定している場合は、事前に試食に関する情報を別紙「試食申請
書」に記入の上、実行委員会に１０月８日(金)までにご提出ください。
また開催当日(１０月２６日)、
試食提供するものを検体として会場の京王プラザホテル
（以
下、ホテル）側へ提供する必要があります。
※「においが強い」等の理由で、事務局・ホテル側の判断で試食をお断りする場合があり
ます。
・
「試食申込書」の内容を、運営委員会からホテル側に情報提供します。
また、ホテルから直接、
「試食ブース責任者」に連絡が行くことがあります。
・試食に際し、アレルギーのコンタミネーションを考慮し、
「紙皿・紙コップ等を使用」し
てください。
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・ブース内に「電子レンジの設置」は可能です。
・ブース内で「電気ポット等でお湯を沸かす」ことは可能です。
・ブース内で「ホットプレートの使用」は可能です。
※ 使用する器材の消費電力を確認し、必要に応じて「追加電力」をお申し込みください。
※ ガスコンロ等、火気の使用はできません。
・ホテルの調理場・冷蔵庫・冷凍庫等を使用することはできません。
・ゴミは各自で処理をお願いします。
・ジュースの飲み残し等の液体物は開催当日、会場内に集荷ポイントを準備します。
（ホテル内のトイレで流さないで下さい）
・洗い場が必要な場合は、その旨を「試食申込書」に記載して下さい。
・ホテルの調理人が手伝う行為は行いません。
※なお、新型コロナウイルスの感染症の状況等により試食を中止する場合があります。
⑱ 物販は可能です。
⑲ 火気、危険物（消防法施行令で定める指定可燃物）の持ち込みは禁止します。
（3）

地方企業・団体向け展示スペースについて

これまでの EXPO 開催で、地方企業・団体の方から「出展したいが交通費・宿泊費を考えると
出展を断念せざるを得ない」という声をいただきました。そこで地方企業・団体向けに展示ス
ペースを用意しました。
（エ）

机上展示

１５，０００円（税別）／箇所

・展示机の 幅 450mm × 奥行 450mm のスペースを用意します。
（姿図は別紙参照）
・机上に「製品」
「チラシ」
「名刺」等を置くことができます。
・机上に展示してほしいものを開催日前日(１０月２５日)に会場に直接送付してください。
・送付されたものを事務局で設置・展示準備を行います。
・送付されたものの返却は行いません。残ったものは EXPO 終了後、事務局で処分します。
・展示場所等は事務局で決定します。
・数量限定・先着順となります。申込状況によりお断りすることもあります。
・背パネルはありません。
・開催日当日(１０月２６日)、展示机の前で来場者に対し説明等の行為は出来ません。
・オンライン(みんなのバーチャル EXPO)にも追加費用なしで出展できます。(5-2 参照)
（4）

スタンプラリー設置権

開催期間中、来場者に配布するフロアマップ冊子内にスタンプラリーの台紙が印刷されて
います。このスタンプラリー用スタンプを 7 か所に設置いたします。
数量限定・先着順となります。申込状況によりお断りすることもあります。
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スタンプ
5-2.

１０，０００円（税別）／箇所

オンライン（みんなのバーチャル EXPO）展示

今年もオンライン EXPO(みんなのバーチャル EXPO)を中心に実施してまいります。 このオンライン
EXPO(みんなのバーチャル EXPO)ではインターネットで出展企業様の情報を閲覧することができま
す。
●みんなのバーチャル EXPO2020
https://boale.jp/exhibitions/virtualexpo2020/
京王プラザホテルでのオフライン型 EXPO の出展者様にはこのオンライン EXPO（みんなのバーチャ
ル EXPO）にも追加費用のご負担なく出展することができます。
オンライン EXPO(みんなのバーチャル EXPO)内のコンテンツは EXPO 会期終了(2021 年 10 月 26 日)
後、最低１年間は公開します。
5-3.

出展等参加条件

参加企業・団体は、次のいずれにも該当しないこととします。なお、応募を受け付け後に、次のい
ずれかに該当することが判明した場合、本イベントへの参加を取り消すことがあります。
（1）

法令等に違反する行為のあるもの又はそのおそれのあるもの

（2）

公序良俗に反する活動を行うもの又はそのおそれのあるもの

（3）

民事再生法もしくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの

（4）

人権侵害の事象のあるもの又はそのおそれのあるもの

（5）

次のいずれかの業種に該当するもの


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条各号に規定する営業を行
うもの

（6）
5-4.



消費者金融、高利貸しに係るもの



法律の定めのない医療類似行為を行うもの



政治活動を目的として行うもの



宗教活動を目的として行うもの

その他、出展実施者として不適当であると認められるもの

応募方法及び選定方法

（1）

募集期間
２０２１年４月１日（木）～９月２４日（金）
なお、出展ブース数が埋まった場合、募集期間を切り上げることがあります。

（2）

申込方法
「出展申込書」に必要事項をご記入いただき、一般社団法人日本環境保健機構内 第 5 回み
んなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）実行委員会まで E-mail または FAX、郵送
にてお送りください。
【応募書類提出先】
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一般社団法人日本環境保健機構内
第 5 回 みんなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）事務局
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 吉泉ビル 2F
TEL 03-6869-8270 FAX 03-6869-8272
メールアドレス info@bosai-expo.jp
（3）

選定及び結果通知
申込については、本要領に記載の条件に適合していることを確認した上で、参加受付につ
いて決定いたします。
参加受付後１週間以内に結果をメールまたは電話にてお知らせいたします。

（4）

お支払
主催者により出展申し込みが承認された後、出展料金をご請求いたします。
支払期限は請求書発行日の 20 日後です。

6. セミナーに関して
6-1.

募集要領

（1）

募集内容
防災対策に対する取り組みに関係した製品や資料、取組みなど、情報提供を行われる企業・
団体様を募集しております。

（2）

開催会場
京王プラザホテル４F「花」内、特設会場

（3）

時間
１セッション ２０分

（4）

料金
ブース出展者 ：１５，０００円(税別)
ブース非出展者：５０，０００円(税別)

（5）

会場設備
プロジェクター×１、スクリーン（１００インチ）×１、有線マイク×１

（6）

その他
① セミナー参加者の事前登録は行いません。
② セミナー資料、パソコンなどはご用意ください。
③ 司会進行は、セミナー希望者側で行ってください。
④ 予約は先着順となります。申込状況によりお断りすることもあります。

7. 出展申込の取り消し
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お申し込み後、やむを得ず出展を取り消す場合には、下記のキャンセル料をお支払いただきます。
出展申込日～２０２１年９月２４日（金）まで

出展料及び企業セミナー申込料の５０％

２０２１年９月２５日（土）以降

出展料及び企業セミナー申込料の１００％

※ 自然災害などやむを得ず中止の場合、出展料及び企業セミナー申込料は返金ができないこ
とをご了承ください。

8. その他
（1）

本要領に定めのない事項については、主催者において定めるものとします。

（2）

本イベントの実施運営にあたり主催者側から指示があった場合は、これに準拠してくださ
い。

（3）

本イベントの手続きで必要となる個人情報については厳正に管理し、本イベントの運営に
おいて必要とする場合以外で利用いたしません。

（4）

会場及び出展物の保全については、天災、その他の不可抗力により事故、盗難、紛失
及びブース内における人的災害の発生については責任を負いません。

（5）

お問い合わせ先・連絡先
一般社団法人日本環境保健機構内
第 5 回 みんなの EXPO 2021（災害時の住環境・生活環境）事務局
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 吉泉ビル 2F
TEL 03-6869-8270 FAX 03-6869-8272
メールアドレス info@bosai-expo.jp
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