
ひと涼みアワ-ド2020　受賞団体一覧 熱中症予防声かけプロジェクト

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

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 コロナ禍における三位一体（学校・企業・行政）の取り組み 静岡県富士市立岩松北小学校

最優秀賞 日傘普及啓発の取組 埼玉県

最優秀賞 「熱中症を予防しよう」小学生向け　啓発冊子作成 森永製菓株式会社

優秀賞 「新しい生活スタイル」を踏まえた熱中症予防啓発プロジェクト 京都市

優秀賞 「気づき」をうながす「声かけ」プロジェクト 豊橋市消防本部

優秀賞 熱中症予防街頭啓発活動　「マスクによる熱中症にご注意」 多治見市役所

優秀賞 熱中症予防対策 世田谷保健所　健康企画課

優秀賞 映画タイアップポスター 大阪市役所　健康局

優良賞 日常生活からの意識を高める　熱中症予防 清瀬市　健康福祉部　健康推進課

優良賞 三条市「出張トーク：熱中症を予防して元気な夏を！」ミネラル塩飴提供 株式会社ブルボン

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

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 stop!コロナ 今 わたしたちにできること　ひんやりマスクプロジェクト 埼玉県熊谷市立荒川中学校

最優秀賞 お遍路さん・来訪者さんへ熱中症予防と和みでお接待 有限会社川滝運送

最優秀賞 全社員「熱中お見舞いハガキ」でマスク・在宅熱中症を啓発！ 株式会社OSGコーポレーション

優秀賞 応急手当普及員再講習での熱中症予防啓発 四日市市消防本部

優良賞 「行田市熱中症おたすけ隊」出前講座 行田市

優良賞 保健委員会発行の「ほけんだより」作成 五所川原市立南小学校

優良賞 新型コロナウイルス感染防止×熱中症予防【啓発媒体の配布】 奈良市（健康医療部　医療政策課）

優良賞 イオンモール倉敷／伊東家の省エネ体験で熱中症対策コーナー100回記念イベント 株式会社健康日本総合研究所／倉敷・総社温暖化対策協議会

優良賞 熱中症対策声掛け活動 有限会社　福田水道

優良賞 オリジナルキャラクター【うちわ】＆【冷感マスク】 株式会社コンチェルト

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 避難所での新型コロナウイルス感染・熱中症予防　＠鈴鹿市 石井燃商株式会社

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

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 短縮された夏休み　暑さが厳しい中勉強に励む児童、生徒に冷たい水を届けたい 株式会社ウォーターネット

最優秀賞 店内メディアを活用し、「新しい生活様式」における熱中症予防啓発を推進 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

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

優秀賞 熱中症予防声かけ出陣式2020 小山市役所健康増進課

優秀賞 ドラッグストア来店客に熱中症予防啓発セットを提供 花王株式会社

優秀賞 「熱中症予防声かけプロジェクト」マーク入り試供品作成・配布 カンロ株式会社

優秀賞 社用車全てに熱中症予報マグネットシートを貼り付けて走行 水の駅本部　柏葉食健株式会社

優秀賞 熱中症予防提案商品発売！様々な媒体での啓蒙と告知を実施 メロディアン株式会社

優秀賞 移動する日陰とソーシャルディスタンスを作る！日傘のシェアリングサービスで熱中症予防 株式会社Nature Innovation Group

優秀賞 熱中症予防啓発商品の発売 清水食品株式会社

優秀賞 店頭販促物にプロジェクトロゴ掲載 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社

優良賞 「塩こんぶ＝熱中症予防」の浸透 フジッコ株式会社

優良賞 竹製うちわなど３点セットによる健保組合、国保組合等への声かけ Lay企画出版株式会社

優良賞 窓から換気で熱中症及びコロナ対策：声かけ MADOショップ蟹江学戸店　　戸谷硝子住建株式会社

優良賞 ”ステイホーム”中での熱中症予防啓蒙活動の展開（チラシ配布） サーラの水株式会社

優良賞 炎天夏塩飴の販売とサンプリングの実施 サクマ製菓株式会社

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

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 2020年夏・高校生を応援　全都道府県の高校総体代替大会支援や心に寄り添う企画でサポート 大塚製薬株式会社

最優秀賞 ‶おもてなし”の心と共に伝える「熱中症予防声かけ」 一般社団法人おもてなしランナー協会

優秀賞 学校・スポーツ施設にて 熱中症予防システムで 現在の暑さ指数と熱中症危険度をお知らせ 鶴賀電機　株式会社

優秀賞 誰もが楽しめる応援スタイルを目指して～熱中症対策アドバイザーによる観客席の見守り～ 日体大FIELDS横浜

優良賞 12℃で手の平を冷やす「CORE　COOLER（コア　クーラー）」で暑熱対策 デサントジャパン株式会社

優良賞 熱中症・新型コロナウィルス感染拡大防止プロジェクト 鳥取県立米子産業体育館
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オンライン啓発部門　…　動画やSNSなどオンラインでの啓発を積極的に展開した取組を表彰

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 アプリで通知！子どもも予防！ 甲府市役所

最優秀賞 キリン熱中症対策アドバイザーによる熱中症予防啓発キャンペーン！ キリンビバレッジ株式会社

最優秀賞 クイズを通して熱中症対策！ 塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会

最優秀賞 熱中症啓発プロジェクト 跡見学園女子大学 石渡ゼミ

優秀賞 啓発動画の制作 千代田区

優秀賞 コロナ禍におけるオンライン授業の試み 学校法人小林学園 本庄東高等学校

優秀賞 オンラインエコ教室　　家族でバーチャル科学館、ダジックアースを体験しよう！ 特定非営利活動法人co2sos

優良賞 コロナ禍でも熱中症予防啓発！　テレビ局とコラボで動画制作＆涼みの駅PR 周南市

優良賞 熱中症予防啓発動画の放映 福岡市環境局環境保全課

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

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 熱中症意識調査 株式会社　エコ・プラン

最優秀賞 new normal style 「Green ＆　Eco　Project」 株式会社　神戸製鋼所　神戸総合技術研究所

最優秀賞 社内de熱中症予防意識改革！！！ 株式会社ヤクルト東海

最優秀賞 「コロナ禍　熱中症ゼロを目指して　猛暑を乗り切るために」 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 デジタルサイネージと計測センサの連携による現場の熱中症予防 NTTテクノクロス株式会社

優秀賞 【富士山工場】　夏用マスク選定・配布（新しい生活様式との両立） アサヒ飲料株式会社

優良賞 「特別養護老人ホーム等　新型コロナウィルス感染症予防と熱中症予防声掛け」 上野ガス株式会社

優良賞 コロナに負けるな！冷感マスクで熱中症対策もコロナ対策もバッチリ！ 株式会社江口組

優良賞 ツイッターにて熱中症予防の啓蒙およびマンガデータ発信 日清医療食品株式会社

優良賞 測量作業における熱中症対策（採水作業） 株式会社　ダイワ技術サービス

優良賞 社員を守る 工事現場の熱中症対策 横山建設株式会社

優良賞 北ガスフレアスト北 熱中症予防対策の取り組み 北ガスフレアスト北株式会社

優良賞 コロナも熱中症も予防 特定非営利活動法人野の花ネットワーク

優良賞 高齢者施設での熱中症予防の取組み 社会福祉法人愛友園

優良賞 熱中症予防と新型コロナウイルス感染拡大防止 東京都理容生活衛生同業組合　城南ブロック

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

取組タイトル 団体・企業名

最優秀賞 熱中症に備えるガイドブックの発行 埼玉県熊谷市

最優秀賞 当社のお客様に対する熱中症啓発活動の強化 株式会社ココカラファイン

最優秀賞 健康対策-熱中症-活かせる対策 倉敷中央病院付属予防医療プラザ

最優秀賞 コロナ禍で夏休み短縮で通学する児童へ熱中症対策品を提供 大作商事株式会社

優秀賞 熱中症予防訪問 館林市

優秀賞 広報ふくやま6，7月号での熱中症関連記事の掲載 福山市役所

優秀賞 宇賀っ子サマースタイル実施中 下関市立宇賀小学校

優秀賞 ３種のビラで行う、地方自治体との熱中症予防啓蒙活動　～「一般向け」「職場向け」「高齢者向け」～ 日本生命保険相互会社

優秀賞 泌尿器科クリニックから発信する熱中症対策 重城泌尿器科クリニック

優秀賞 「人もペットも熱中症予防2020」啓発実施 彩の国動物愛護推進員チーム上尾

優秀賞 組合員への熱中症予防啓発活動（機関紙や訪問活動で周知） 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合

優良賞 健康教室で熱中症予防対策 小平市健康推進課予防担当

優良賞 熱中症対策事業 調布市役所　高齢者支援室　高齢福祉担当

優良賞 高齢者を熱中症等から守る対策事業 国分寺市役所

優良賞 屋外PCR検査場における熱中症対策 西宮市保健所

新人賞 下関市立宇賀小学校

新人賞 有限会社川滝運送

新人賞 重城泌尿器科クリニック
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