
熱中症予防声かけプロジェクト

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 熱中症予防声かけ協力事業所 埼玉県熊谷市

最優秀賞 全国店舗での無料ウォーターサーバーの利用案内 株式会社ココカラファイン

最優秀賞 出前熱中症セミナーの実施 大塚製薬株式会社

最優秀賞 被災地へ塩飴の提供 塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会

優秀賞 熊谷市暑さ対策プロジェクト会議を実施しました！ 熊谷市立荒川中学校

優秀賞 ひと涼みカフェの実施 千代田区

優秀賞 三条市環境課様主催 ECO縁日2018 商品提供 株式会社ブルボン

優秀賞 こまめな水分補給と声かけを！【安全大会2018】 一般社団法人　水戸地区救急普及協会

優良賞 熱中症予防対策 世田谷保健所

優良賞 立川市ひと涼み声かけプロジェクト 立川市

優良賞 熱中症一時休憩所 大分県福祉保健部健康づくり支援課

優良賞 炎天夏塩飴 サクマ製菓株式会社

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 グリーンカーテン（葉っぱのカーテン） 静岡県富士市立岩松北小学校

最優秀賞 ひと涼みスタイルBOOKを片手に一対一で啓蒙 株式会社OSGコーポレーション

優秀賞 活かそう！市民力！行田市の熱中症対策 行田市

優秀賞 「周南市涼みの駅」設置 周南市健康づくり推進協議会/周南市

優秀賞 銭湯入浴で熱中症予防 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会

優秀賞 みまもりサークルで熱中症対策声がけと、スイカ、かき氷の振る舞い 一般社団法人　石巻じちれん

優良賞 大内小学校　熱中症予防声かけ隊 由利本荘市立大内小学校

優良賞 暑くて長い日々・・・熱中症対策も長ーく広く取り組む 那覇市役所

優良賞 感謝祭イベントにて”一緒に打ち水しましょう～” 戸谷硝子住建株式会社　MADOショップ蟹江学戸店

優良賞 君津市から房総エリアへ、房総エリアから千葉県内へ、千葉県内から県外へ。広がる熱中症予防啓蒙取り組み 有限会社福田水道

優良賞 東京リスマチック各店舗、工場、グループ企業での取り組み 東京リスマチック株式会社

優良賞 デイサービスで熱中症予防 特定非営利活動法人野の花ネットワーク

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 テレビドラマ及び包括連携協定締結企業と連携したポスターの作成 大阪市役所

最優秀賞 「糀姫 ひんやりふぇいすますく」でクールダウン 株式会社シースタイル

最優秀賞 商品パッケージにプロジェクトロゴを使用 森永製菓株式会社

優秀賞 「かもめーるはがき」による熱中症予防広報 西宮市保健所

優秀賞 販促キャンペーンと絡めた熱中症予防の啓蒙 サーラの水株式会社

優秀賞 頭感温度を下げろ！ 東京都理容生活衛生同業組合　品川支部

優良賞 熱中症予防注意喚起 渋谷区保健所

優良賞 熱中症予防対策 栃木県保健福祉部健康増進課

優良賞 CTYFM「イブニングウェーブ」にて熱中症予防対策の啓発を実施 四日市市消防本部

優良賞 熱中症予防ボード掲示（本社前フェンス） 水の駅本部　柏葉食健株式会社

優良賞 オリジナル「竹製うちわ」「熱中症予防カード」「熱中症予防リーフレット」の配布 Lay企画出版株式会社

優良賞 オリジナル「温度計付きカード」を作成・配布 彩の国動物愛護推進員チーム上尾

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 熱中症予防啓発イベント「熱中症予防声かけ出陣式」 多治見市役所　

最優秀賞 大阪市・京都市・福岡市コラボレーション啓発イベント キリンビバレッジ株式会社

最優秀賞 熱中症予防声かけ動画@おもてなしランナー協会 一般社団法人おもてなしランナー協会

優秀賞 栄養運動教室「暑さに負けない～熱中症予防～」の開催 小平市健康推進課予防担当

優秀賞 夏季イベントの開催における熱中症対策についての呼びかけを実施 三条市

優秀賞 イオンモール倉敷／倉敷・総社温暖化対策協議会／伊東家の省エネ体験で熱中症対策コーナー 株式会社健康日本総合研究所

優秀賞 イベント時の飲料水配布やごみ減量で二酸化炭素を削減 次世代のためにがんばろ会

優良賞 すいすいくん祭り　竹の水鉄砲エコクラフト教室と水遊び 吹田市環境部

優良賞 熱中症予防声かけイベント＠第51回福山ばら祭り2018 福山市役所

優良賞 COOL JAPAN！～有楽町打ち水プロジェクト～ 東和産業株式会社・東和アミューズメント株式会社

優良賞 熱中症対策　ドリンク・うちわ配布 株式会社コンチェルト コンサートホール事業部

優良賞 隅田川花火大会イベント警備従事者 熱中症対策 シンテイ警備株式会社

優良賞 熱中症予防のストレスフリーな声かけ方法と対応について団員勉強会 大和市災害救護赤十字奉仕団

ひと涼みアワード2018　受賞団体一覧

企画・アイデア部門 …　 企画、アイデアの独自性に富んだ取組を表彰

イベント部門　…　イベントを通じた啓発を積極的に展開した取組を表彰

官民連携部門　…　積極的に官民で連携し、多角的に展開した取組を表彰

団結部門　…　スタッフや関係者が一致団結して展開した取組を表彰
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取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 送付状に塩飴、声かけコメント 株式会社エコ・プラン

最優秀賞 SNSを活用した熱中症予防声かけ活動 株式会社ウォーターネット

最優秀賞 「入浴介助時の熱中症防止」の取組み 社会福祉法人　農協共済別府リハビリテーションセンター

優秀賞 熱中症対策プロジェクト　社内コンクール 横山建設株式会社

優秀賞 【富士山工場】 熱中症予防勉強会の開催 アサヒ飲料株式会社

優秀賞 「笑顔で予防熱中症」熱中症パトロール2018 株式会社神戸製鋼所　神戸総合技術研究所

優秀賞 ひと涼みしませんか　-農作業中の熱中症を防ごう！- 一般財団法人日本農村医学研究会　日本農村医学研究所

優良賞 工事現場における熱中症予防対策 近畿農政局 和歌山平野農地防災事業所

優良賞 建築現場における熱中症予防プロジェクト 新昭和FCパートナーズ「クレバリーホーム」

優良賞 熱中症を予防して、元気な夏を！Please be careful of heat stroke （国研）量子科学技術研究開発機構　関西光科学研究所

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 ホテル来館ゲスト等へ熱中症予防の啓蒙活動を実施 株式会社 ホテルオークラ東京ベイ

最優秀賞 店舗のリソースを活かし、国内外のお客さまに熱中症予防を呼びかけ 株式会社ドンキホーテホールディングス

優秀賞 機内誌「SKYWARD」へ熱中症予防の啓発記事を掲載 日本航空

優良賞 暑い甲府を楽しんで・・・ 甲府市役所

優良賞 熱中症予防事業 小山市役所　健康増進課

優良賞 2018年　熱中症予防を啓蒙する4コマ漫画をホームページに掲載 日清医療食品株式会社

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 熱中症予防アンバサダー 館林市

最優秀賞 西日本豪雨災害　被災地での熱中症予防支援活動 大作商事株式会社

優秀賞 地域での見守り活動における高齢者への熱中症予防個別訪問声かけプロジェクト 京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課

優秀賞 企業向け・高齢者向け・子ども向けの3種のビラの作成・配布 日本生命保険相互会社

優良賞 熱中症予防啓発キャンペーン 浦安市役所

優良賞 熱中症予防の地域への取組 熊本市役所

優良賞 おふろでの熱中症（のぼせ）対策への啓蒙活動 ㈱ノーリツ

優良賞 ポスター、ポップを施設内に掲示する 東海医療学園総合臨床センター

優良賞 高齢者への熱中症予防訪問 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合

優良賞 築30年　従来型施設　エコへの取り組み 特別養護老人ホーム  　恒春ノ郷

優良賞 水分補給、待合室で涼んでいただく 医療法人サンズ　あさのクリニック

優良賞 熱中症予防プロジェクト よこすか南部かかりつけ薬局会

優良賞 熱中症予防の注意喚起、情報発信（SNS、ブログ、講演など） 新東京カイロプラクティック協同組合 東京都姿勢調整師会

取組タイトル 企業・団体名

最優秀賞 熱中症対策ゼルビアキャンペーン 町田市役所

最優秀賞 ランナーを対象とした啓発イベント開催 日本コカ･コーラ株式会社

最優秀賞 スポーツ法務から取組む勉強会 一般社団法人リバーフォルクス

優秀賞 川越百万灯夏まつりにて熱中症予防啓発イベントを開催！ 川越市健康づくり支援課

優秀賞 熱中症予防啓発イベント＠川越百万灯夏まつり デサントジャパン株式会社

優良賞 熱中症予防啓発　施設での取り組み 鳥取県立米子産業体育館

企業・団体名 主な取組

新人賞 川越市健康づくり支援課 川越百万灯夏まつりにて熱中症予防啓発イベントを開催

新人賞 新昭和FCパートナーズ「クレバリーホーム」 建築現場における熱中症予防プロジェクト

新人賞 一般財団法人日本農村医学研究会　日本農村医学研究所 ひと涼みしませんか　-農作業中の熱中症を防ごう！-

外国人おもてなし部門　…　外国人への啓発を積極的に展開した取組を表彰

職場啓発部門 …　職場の環境改善や声かけを積極的に展開した取組を表彰

熱中症ケア部門 …　高齢者や子どもなど熱中症弱者への啓発を展開した取組を表彰

スポーツ部門　…　スポーツシーンでの啓発を積極的に展開した取組を表彰

2 / 2 ページ


