
暑さ指数（ＷＢＧＴ）の情報提供及び「熱中症予防声かけプロジェクト」の現状について 

 

環境省 水・大気環境局 大気生活環境室 

 

 

Ⅰ．暑さ指数（ＷＢＧＴ）の情報提供について 

本年６月１日から暑さ指数（ＷＢＧＴ）の情報提供について開始しているところである

が、現在の状況は以下のとおり。 

 １．環境省熱中症予防情報サイトのアクセス件数 

６月１日から７月 20日までのアクセス件数は 2,181,387件となっている。 
 

期間 件数 

平成 21年６月１日～９月 30 日 1,291,675件 

平成 22年６月１日～９月 30 日 2,968,503件 

平成 23年６月１日～７月 20 日 2,181,387件 

 

２．地方自治体等への情報提供 

希望自治体や企業等に一定間隔で、予報値、実況予測値及び実測値データを電子メー

ル等にて提供する。現在の状況は以下のとおり。 
 

情報提供方法 地方自治体数 民間企業数 

電子メール方式 66 ― 

ＨＴＴＰ方式 25 28 

ＦＴＰ方式 1 ― 

 

Ⅱ．「熱中症予防声かけプロジェクト」について 

 

熱中症予防に係る正しい知識を普及するとともに、民間企業や行政機関が連携し、熱中

症予防の声かけの輪を広げる取組として、「熱中症予防声かけプロジェクト」が「熱中症

予防声かけプロジェクト実行委員会」の主催により今夏より開始。環境省もこれに参加し

ている。 

環境省の取組としては以下のとおり。 

○ 地方自治体（各都道府県知事、政令指定都市・中核市・特別市市長、特別区長

（170自治体）あて）への公文書による依頼 

（平成 23年６月 28日付け 環水大大発第 11068003号） 

○ 関東地方、関西地方の地方自治体ブロック会議における依頼 

○ エコファースト企業（38社）への書面依頼 

（平成 23年７月７日付け） 

○ 関係企業・団体へ訪問・依頼 

平成 23 年 7 月 20 日現在、プロジェクトの賛同会員は一般企業 60 社 947 店舗、民間団

体 21団体、行政 17団体となっている。 

関係省庁におかれても、本プロジェクトの参加や関係団体、企業への紹介等をお願いす

る。 



熱中症予防声かけプロジェクトホームページ（http://www.hitosuzumi.jp/）



■一般企業（全60社　947店舗）

名称 店舗数 業種
ユニー株式会社 226 卸売・小売業
株式会社　カクヤス 187 卸売・小売業
株式会社 イトーヨーカ堂 164 卸売・小売業
大塚製薬株式会社 82 製造・建設業　その他
株式会社ローソン　ナチュラルローソン推進部 82 卸売・小売業
株式会社エムグラントフードサービス 49 飲食・宿泊・旅行業
養老乃瀧株式会社 41 飲食・宿泊・旅行業
サントリー食品インターナショナル株式会社 24 製造・建設業　その他
東京リスマチック株式会社 14 その他サービス業
ガブルス・ジャパン株式会社 12 その他サービス業
パシフィックコンサルタンツ株式会社 8 その他サービス業
株式会社ブルックス 4 その他サービス業
株式会社マーキュロップ 3 卸売・小売業
株式会社プレシーズ 2 その他サービス業
株式会社ライフデザイン 2 情報通信業
(有)なかにし薬局 2 卸売・小売業
佐川急便株式会社 2 物流・運輸サービス業
有限会社イデア 1 住宅・不動産業
ソウルメイト株式会社 1 その他
株式会社ベアーズ 1 その他サービス業
CGE株式会社 1 その他
株式会社インフォアライブ 1 情報通信業
株式会社ヌクイエ 1 その他
株式会社ブルーブ 1 その他
株式会社日東商会 1 卸売・小売業
株式会社ツインズプランニング 1 住宅・不動産業
株式会社シェアリー 1 その他
株式会社ユーアンド　アーカンパニー 1 その他サービス業
大作商事株式会社 1 卸売・小売業
アブラール株式会社 1 広告・商社・マスメディア
株式会社ファイルフィックス 1 広告・商社・マスメディア
株式会社　佐久印刷所 1 製造・建設業　その他
株式会社　大塚製薬工場 1 製造・建設業　その他
サンエーカガク印刷株式会社 1 製造・建設業　その他
メディアスイート株式会社 1 その他
株式会社g&h 1 その他サービス業
株式会社tobira企画 1 広告・商社・マスメディア
株式会社和光ケミカル 1 卸売・小売業
株式会社ベイシス 1 卸売・小売業
北沢建設株式会社 1 製造・建設業　その他
Celeb de TOMATO　青山本店 1 飲食・宿泊・旅行業
有限会社スフィア 1 その他サービス業
株式会社ビーウェル 1 広告・商社・マスメディア
そうごう薬局　上五島店 1 医療・福祉業
そうごう薬局早岐店 1 医療・福祉業
おにぎりの小林 1 飲食・宿泊・旅行業
プルデンシャル生命保険株式会社　首都圏第八支社 1 金融・証券・保険業
安部編物手芸普及協会 1 その他
株式会社くまのみ 1 医療・福祉業
おしゃれの店　ゆり 1 飲食・宿泊・旅行業
株式会社オンザフィールド 1 広告・商社・マスメディア
DEAN & DELUCA JAPAN CO,LTD 1 卸売・小売業
明石櫻庵株式会社 1 卸売・小売業
SBMグルメソリューションズ株式会社 1 広告・商社・マスメディア
大口通商店街協同組合 1 その他
株式会社ズーム・コミュニケーションズ 1 情報通信業
株式会社YUKKA 1 製造・建設業　その他
株式会社モスフードサービス 1 飲食・宿泊・旅行業
そうごう薬局　小佐々店 1 医療・福祉業
有限会社Storyteller 1 その他

合計　60社 947店舗

（参考）

熱中症予防　声かけプロジェクト賛同会員（平成23年７月20日現在）



■民間団体（全21団体）

団体種別
社団法人
NPO・NGO
社団法人
その他
財団法人
NPO・NGO
その他
消費者団体
NPO・NGO
その他
NPO・NGO
その他
財団法人
その他
その他
NPO・NGO
その他
その他
NPO・NGO
NPO・NGO
その他

■行政（全17団体）

団体種別
環境省 官公庁
長崎県環境部未来環境推進課 地方自治体
熊本県健康福祉部  地方自治体
宮城県農業・園芸総合研究所  地方自治体
安城市役所 地方自治体
茨木市　産業環境部　環境政策課 地方自治体
大分市保健所　健康課  地方自治体
神栖市 地方自治体
埼玉県熊谷市 地方自治体
神戸市保健福祉局健康部健康づくり支援課 地方自治体
高槻市保健所 地方自治体
広島県福山市  地方自治体
江東区 地方自治体
墨田区 地方自治体
横浜市神奈川区 地方自治体
逗子市立沼間中学校 地方自治体
練馬区立南田中図書館 地方自治体

名称

合計　　21団体

自治体名

合計　　17団体

AIヨガサークル
黒砂台一丁目自治会

学校法人　甲南学園　甲南高等学校・中学校
桐生市南地域包括支援センター

一般社団法人　大丸有環境共生型まちづくり推進協会
NEXPOふれあいネットワーク
一般社団法人　地域安全協会
おおた高齢者見守りネットワーク

NPO　さくら

一般社団法人ミツバチマイスター文化協会
NPO法人日本ビーチ文化振興協会
環境メディアフォーラム
test社団法人

特定非営利活動法人神戸ベイビーカフェ
NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
日本ホームヘルパー協会

特定非営利活動法人いわい地域支援センター
新川農家組合
一般財団法人さいたま住宅検査センター
群馬県飲食業生活衛生同業組合
茨城大学農学部
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