
 

 

    

 

熱中症にご注意を！ 

 
今年は全国で熱中症により、救急搬送される件数が増えています。 

和歌山市では、６月１日～９月３０日まで支所・連絡所・コミュニティセンターなど市内 

５５箇所の公共施設を熱中症予防休憩所「ひとやすみ所」として開設しています。外出中に暑

さで気分がすぐれない場合などには、お気軽にお立ち寄りください。 

 

 

7月 20日現在の５年間の状況 

年 人数 

平成２８年   ７３人 

平成２７年   ５３人 

平成２６年   ３４人 

平成２５年  １００人 

平成２４年   ３９人 

 

 

 

 

年間の熱中症の状況 

 平成 28年 平成 27年 平成 26年 平成 25年 平成 24年 平成 23年 平成 22年 

救急出動 ７３人 ２１７人 １１６人 ２７２人 １７０人 ２０４人 １３６人 

内 死亡 ０人 ４ ０人 ３人 ０人 １人 ０人 

ひとやすみ

所利用者 
０人 １１人 １５人 ３４人 １０人   

※平成２８年は７月２０日現在 

 

 

平成２７年の月別内訳 

平成 27年 人数 

５月  １１人 

６月   ９人 

７月  ８３人 

８月 １０４人 

９月  １０人 

 

 

 

担 当 課 
警防課 

地域保健課 

担 当 者 
警防課；安留 

地域保健課； 大山 

電    話 
428－0119（警防課） 

488－5119（地域保健課） 

資 料 提 供 

平成２８年７月２２日 



 

 

過去３年間の年代別内訳  
年 代 屋内 屋外 合計 

1桁代 ２人 １２人  １４人 

１０代 ３３人 ６５人  ９８人 

２０代 １２人 ２９人  ４１人 

３０代 ２０人 ２０人  ４０人 

４０代 １８人 ２６人  ４４人 

５０代 ２２人 ２３人  ４５人 

６０代 ２０人 ４１人  ６１人 

７０代 ７２人 ５７人 １２９人 

８０代 ７３人 ３３人 １０６人 

９０代 ２２人 ５人  ２７人 

 

 

 

高齢者の熱中症予防 
•のどが渇いていなくてもこまめに水分補給する。 

•運動開始前にはコップ 1 杯～2 杯の水を飲みましょう。ウォーキングやトレッキングなどの

間も 15分～20分ごとに 100ミリリットル程度水分補給を行いましょう。 

•部屋の温度をこまめに測り、適当な温度に調節しましょう。 

  

小児の熱中症予防 
•こどもを十分に観察し、顔が赤くなっているときやひどく汗をかいている場合は、涼しい環 

境下で十分な休息を与えましょう。 

•環境条件に応じてウェアの着脱をこまめに行いましょう。 

•水をこまめに飲ませましょう。 

•日頃から適度に外遊びをさせて暑さに慣れさせましょう。 

 

職場における熱中症予防 
•作業場所の冷房等の設置、休憩場所の整備を図りましょう。 

•休憩時間を確保しましょう。 

•自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分の作業前後及び作業中の定期的な摂取を図りま 

しょう。 

•透湿性及び通気性の良い服装等を着用しましょう。 

•職員健診などで日常から健康管理をしておきましょう。 

 

 

 

 



地区番号 地区名 施設名称

1 本町 本町連絡所
2 城北 城北連絡所
2 城北 防災学習センター（消防庁舎３階）
2 城北 和歌山市役所（１階ロビー）
3 広瀬 広瀬連絡所
4 雄湊 雄湊連絡所
4 雄湊 市民会館
5 大新 大新連絡所
6 新南 新南連絡所
7 吹上 吹上連絡所
7 吹上 和歌山市保健所
8 砂山 砂山連絡所
9 今福 今福連絡所
10 高松 高松連絡所
11 宮 宮連絡所
12 宮北 宮北連絡所
13 四箇郷 四箇郷連絡所
14 中之島 中之島連絡所
15 芦原 芦原連絡所
15 芦原 中央コミュニティセンター
16 宮前 宮前連絡所
17 湊 湊連絡所
18 野崎 野崎連絡所
19 三田 三田連絡所
20 松江 松江連絡所
20 松江 和歌山市西保健センター
20 松江 河西コミュニティセンター
21 木本 木本連絡所
22 貴志 貴志連絡所
23 楠見 楠見連絡所
23 楠見 河北コミュニティセンター
24 西和佐 西和佐支所
25 岡崎 岡崎支所
25 岡崎 東部コミュニティセンター
26 西脇 西脇支所
27 和佐 和佐支所
27 和佐 河南コミュニティセンター
28 安原 安原支所
29 西山東 西山東支所
30 東山東 東山東支所
31 有功 有功支所
32 直川 直川支所
32 直川 和歌山市北保健センター
32 直川 北コミュニティセンター
33 川永 川永支所
34 小倉 小倉支所
35 加太 加太支所
36 山口 山口支所
37 紀伊 紀伊支所
38 雑賀 雑賀支所
39 雑賀崎 雑賀崎支所
40 和歌浦 和歌浦支所
40 和歌浦 和歌山市南保健センター
41 名草 名草支所
42 田野 田野支所

紀三井寺６７３番地１
田野３４３番地

里１４６番地２
弘西１０３４番地１
西浜１丁目４番４８号
雑賀崎１２８６番地
和歌浦西２丁目１番１９号
和歌浦東１丁目１番１３号

直川１２５４番地
直川３２６番地７
直川３２６番地７
楠本２８３番地
新庄４５番地２
加太２６９２番地

井ノ口２５５番地１
布施屋４１番地
桑山３８番地１
吉礼３４２番地２
山東中５１番地
園部１４５６番地１

楠見中９８番地７
市小路１９２番地３
栗栖７２番地
森小手穂１２６２番地１
寺内６６５番地
西庄１０１６番地９０

坂田２８６番地
松江中３丁目４番１７号
松江東３丁目２番６３号
松江北２丁目２０番７号
木ノ本１２７番地２
向８８番地１

中之島１４９５番地
雄松町４丁目１８番地２
三沢町１丁目２番地
北中島１丁目７番１号
湊３丁目８番２１号
野崎１９４番地１

砂山南２丁目１番４号
今福２丁目２番８８号
東高松２丁目４番４６号
太田２丁目１番２６号
黒田２０５番地２
有本１８６番地３

伝法橋南ノ丁１６番地
伝法橋南の丁７番地
新大工町２３番地
木広町４丁目２３番地
堀止東１丁目６番１７号
吹上５丁目２番１５号

熱中症予防休憩所「ひとやすみ所」　案内表示施設一覧表（55箇所）　

施設の所在地

北桶屋町７番地
西鍛冶屋町７番地
八番丁１２番地

広瀬中ノ丁１丁目１６番地
七番丁２３番地


