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子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、そして子どもを産み育てやすいデザインの顕彰制度

より良い未来に働きかけるデザイン

「第８回キッズデザイン賞」２７２点が決定！
★「内閣総理大臣賞」をはじめとする優秀作品を８月４日（月）に発表

キッズデザイン協議会<内閣府認証 NPO、会長：和田勇（積水ハウス株式会社 代表取締役会長 兼 CEO）>は、
様々な産業の製品や施設、コミュニケーション・調査研究活動を対象に、子どもの安全・安心と健やかな成長発達
に役立つデザインを顕彰する「
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を選出し、本日発表しました。
同賞は今年３月３日から５月７日まで作品を募集し、書類による第一次審査、審査委員会（委員長：益田文和）
による現物の第二次審査を経て、本日の受賞作品発表に至ったものです。
今後の予定としては、同賞の中から７月中に最終審査会を行い、最優秀作品として昨年新設された「内閣総理
「内閣総理
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に発表 し表彰式を行います。
本年の受賞作品については、８月より全国巡回展での展示を予定しています。実施スケジュールなどの詳細は
協議会サイト(http://www.kidsdesign.jp)で順次ご案内致します。また受賞作品がご覧いただける WEB サイトは９月
中旬以降に開設予定となっています。

《益田文和審査委員長の総評》
《益田文和審査委員長の総 評》
第８回を迎えた今年度、キッズデザイン賞への応募点数が初めて 400 点を超えました。この賞の意義がやっと世に
知られてきたのであれば、それは喜ばしいことです。しかし、昨今子どもの人格や生命が脅かされる事件や事故は
増えこそすれ、減っているようには感じられません。この国は子どもが大切にされる国だったはずです。その日本で
考案されるものごとすべてが子どもの存在を念頭に置いたものであってほしいとの思いからキッズデザイン賞は生
まれました。私たちは、未来という言葉を聞くと、何も見えない虚空に目を凝らす癖をいつの間にか身に着けてしま
ったようです。ところが、未来とはすぐそこにいる子どもたちの中にすでに育ちつつあるのです。その子たちが 5 年
から 20 年のうちに大人になった時の姿こそが未来の社会そのものであると考えて、より良い未来に働きかけるデ
ザインを選ばせていただきました。

◆キッズデザイン賞とは
◆キッズデザイン賞 とは
子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、そして子どもを産み育てやすい
デザインの顕彰制度です。乳幼児用品や玩具などの子ども向けの製品・サービスに限らず、大人向けであり
ながら子ども目線を持った、良質な商品や施設、プログラム、調査研究活動なども対象としており、受賞作品には
「キッズデザインマーク」を使用することができます。

子どもたちの
安全・安心に
貢献するデザイン

子どもたちの
創造性と未来を
拓くデザイン

子どもたちを
産み育てやすい
デザイン

★「第８回キッズデザイン賞」受賞作品一覧とキッズデザイン賞の概要は、次頁からの通りです。
【報道関係者様からのお問合せ先】
「第８回キッズデザイン賞」 広報事務局（ﾌﾛﾝﾃｨｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ内）濱田・森・千葉
Tel：03-5778-4844 / Fax：03-5778-6516
【企業様からのお問合せ先】
「第８回キッズデザイン賞」応募事務局
Tel：03-3549-1108 / Fax：03-3549－1505 （平日 10：00－17：00）
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主催：特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

Tel：03-5405-2141 / Fax：03-5405－2143

『第８回キッズデザイン賞』 受賞作品一覧

～子ども視点の安全安心デザイン
NO.

子ども部門～

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

サイズアップ＆ニット素材学生服

児島株式会社

2

帆布ランドセル『ランザック』

有限会社 彩工房

3

後付け自動水栓「Sui・Sui手洗いアニマルズ」

株式会社ミナミサワ

4

BEADYGEM 「POKEPOKE HAT」

株式会社 栗原

5

防犯ブザー付きケータイ「みまもりケータイ3 SoftBank 202Z」

ソフトバンクモバイル株式会社

6

イッポ 固形のり

株式会社トンボ鉛筆

7

コルク積木

株式会社自由学園サービス 自由学園生活工芸研究所

8

フィットカットカーブ ジュニア

プラス株式会社ステーショナリーカンパニー

9

SWANS ジュニア用花粉グラス「SWKJ-01」

山本光学株式会社

10

トマトグラッシーズ ベビー

名古屋眼鏡株式会社

11

トマトグラッシーズ キッズ

名古屋眼鏡株式会社

12

ピーチキッズ

株式会社オージーケーカブト

13

スターリー

株式会社オージーケーカブト

14

ソフトキッズぞう

株式会社ジャクエツ環境事業

15

サイベックス シローナ

株式会社サイベックス ジャパン

16

小児用心電図電極シリーズ

日本光電工業株式会社

17

ハイドロセラ・フロアキッズ

ＴＯＴＯ株式会社

18

明治発達サポート幼児食じょうずになあれ
それいけ！アンパンマン幼児食 かむ育Kidsバー

株式会社 明治

19

蜜ろうクレヨン

STOCKMAR ／株式会社おもちゃ箱

20

YKK布絵本

YKK 株式会社

21

CR C2100

株式会社ムーンスター

22

お米のねんど

銀鳥産業株式会社

23

施設用ベビーカーSC51

コンビウィズ株式会社

24

Polaroid Smart Phone ポラスマ

クロスリンクマーケティング株式会社

25

エクストラＵＶベビーローション ナインフリー

株式会社 赤ちゃん本舗

26

ＦＩＮＯ ＬＵＫＩＮＡ

株式会社アシックス／アシックスジャパン株式会社

27

上履きＣＰシリーズ

株式会社アシックス／アシックスジャパン株式会社

28

ステンレスボトル＜SAHARA＞

タイガー魔法瓶株式会社

29

こども喜ぶ⻨茶 シリーズ

株式会社はくばく

30

LEDデスクライト「プレール（PLELE）」

株式会社 岡村製作所

31

BODY ZERO KIDS シリーズ

⻄川リビング株式会社

32

iimo tricycle #03

エム・アンド・エム株式会社

33

遮熱テント オアシス

株式会社ジャクエツ

34

保育室備品「リズム」シリーズ

株式会社ジャクエツ

35

幼児用マルチシンク「viviシリーズ SL」

株式会社 ムーブル/株式会社 クリエイト

36

あしなが育英会
あしなが育英会／株式会社日本設計／株式会社安藤・間／
仙台レインボーハウス／⽯巻レインボーハウス／陸前⾼⽥レインボーハウス 株式会社三越環境デザイン／有限会社伊東組／株式会社丸本組

※順不同

2

NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

37

⼦どもの生きる⼒を育むまち
⼦育て世帯応援タウン〜ニッケガーデンコート花水木〜

積水ハウス株式会社

38

眠育プロジェクト

⻄川リビング株式会社

39

ALSOKあんしん教室

綜合警備保障株式会社（ALSOK）

40

コドモトモリモト －服薬における⼦供のQOLのデザイン研究－

こども×くすり×デザイン実⾏委員会

※順不同

計

～子ども視点の安全安心デザイン
NO.

４０件

一般部門～

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

プチット

カール事務器株式会社

2

オーガニックエアピュアペイント １G

グリーンエレファント

3

転倒流水防⽌構造つき蒸気レス電気ケトルPCJ-A型

タイガー魔法瓶株式会社

4

ハコベスト

株式会社マシュール

5

No.459 ドアキーパー（オートロック式）

ベスト⻘梅

6

No.447 フィンガード

ベスト⻘梅

7

サーモスシリーズ（サーモスII・防⽕⼾ＦＧ-Ｈ／Ｓ）

株式会社 ＬＩＸＩＬ

8

シリンダー一体型ハンドル S型

株式会社 ＬＩＸＩＬ

9

玄関ドア上LED照明

株式会社 ＬＩＸＩＬ

10

LEDクリップライト

パナソニック株式会社

11

玄関引⼾ リニアスライドシステム

株式会社 ＬＩＸＩＬ

12

コンパクト断裁機 PK-113

プラス株式会社ステーショナリーカンパニー

13

学校用LED照明器具 ｉＤシリーズ スクールコンフォート

パナソニック株式会社

14

チャイルドセーフティータッセル・房掛

⽴川ブラインド工業株式会社

15

ルナウェア丸形ドロップ

コドモエナジー株式会社

16

ARROWS Tabシリーズ 家族で楽しく安心して使えるタブレット

富士通株式会社

17

ローラーで塗る漆喰「しっくのん」

薬仙⽯灰株式会社

18

防災用キャップ IZANO CAP（イザノキャップ）

DICプラスチック株式会社

19

ビル用エントランス EXIMA51e 防護スクリーン付自動ドア

YKK AP株式会社

20

GreenFan Japan

バルミューダ株式会社

21

くるっと

大湖産業株式会社

22

シルキークリーン

神東塗料株式会社

23

スチール玄関ドア Rʼs SDX／EXIMA80St
開⼒軽減プッシュプル錠仕様

YKK AP株式会社

24

健やかな生活を実現する 空気環境配慮仕様「エアキス」

積水ハウス株式会社

25

ヒートポンプ式温水暖房システム エコヌクール

三菱電機株式会社

26

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

27

セントラル熱交換換気システム「ロスガード90」＋「エア イー」

株式会社一条工務店

28

パニックフリードア

ナブテスコ株式会社

29

東リファブリックフロア

東リ株式会社

30

⾞酔いさせない！スムーズな運転の習得をサポートする
「i-DM （インテリジェント・ドライブ・マスター）」

マツダ株式会社

※順不同

3

NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

31

マツダ ⼦どもによるエンジン誤始動を防ぐ
アドバンストキーレスエントリーシステム！

マツダ株式会社

32

マツダCX-5 ⼦ども歩⾏者発⾒！
巻き込み事故リスクを減らすサイドモニター！

マツダ株式会社

33

マツダ ⼦ども歩⾏者発⾒！
Aピラーとドアミラー配置で前方視界拡大！

マツダ株式会社

34

エアーコンディショナー Ｘシリーズ（CS-X404C2ほか）

パナソニック株式会社

35

空間清浄機

パナソニック株式会社

36

宅配ボックス

日本宅配システム株式會社

37

MEリモコン PAR-F30ME

三菱電機株式会社

38

微小粒⼦用フィルター搭載 換気機器「エアテクトシリーズ」
熱交気調システム（カセット形）

パナソニック株式会社

39

園児用ローパーティションタイプ トイレブース プレキッズ

文化シヤッター株式会社

40

三菱ハンドドライヤー ジェットタオル NEWスリムタイプ

三菱電機株式会社

41

玄関ドア 電気錠 「ＵＢアーチハンドル」

三協⽴山株式会社 三協アルミ社

42

ハニカムスクリーン コードレスタイプ

ノーマンジャパン株式会社

43

ＰＲO－ＳＥ 引違い窓（⼾先安全ゴム） ノンレール下枠

株式会社 ＬＩＸＩＬ

44

マンションドア指はさみ防⽌仕様（エックスドール・トレドールディンプ・
トレドールミクセラ・セレドールアバンセ）

三和シヤッター工業株式会社

45

⾼断熱樹脂窓「スマージュ」／「トリプルスマージュ」 引違い窓

三協⽴山株式会社 三協アルミ社
技術開発統括部 商品企画部

46

点滴スタンド「ディーボ（ｄｉｖｏ）」

株式会社 岡村製作所

47

スマートナースカート「カレ（Ｋａｒｒｅ） アニマル柄仕様」

株式会社 岡村製作所

48

引⼾用チャイルドロック

日本自動ドア株式会社

49

災害から⼦供たちを守る基礎 「地熱床システム」

株式会社ユニバーサルホーム

50

災害時にも⼦どもにやさしい家「レジリエンス住宅」ＣＨ１４

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所

51

衝突安全性に配慮した壁コーナーの仕様

住友林業株式会社

52

アイフルホーム 30ｔｈ

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 アイフルホームカンパニー

53

「ミサワ セキュリティ デザイン」住宅の防犯性と快適性を両⽴する方法

ミサワホーム株式会社

54

六本木ヒルズにおけるサポートクルー活動

森ビル株式会社

55

⼦連れおかんの防災サバイバル手帳 普及プロジェクト

南海電気鉄道株式会社／NPO法人ノーベル

56

ブラインド等のひもの安全対策

東京都生活文化局／東京都商品等安全対策協議会

ジアイーノ

※順不同

計

５６件

4

～子どもの未来デザイン
NO.

感性・創造性部門～

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

ピタッとａｎｄかきけし〜と

株式会社 光和インターナショナル

2

Yu-Mo

株式会社フレーベル館

3

フリクションいろえんぴつ

株式会社パイロットコーポレーション

4

ウェアラブルカメラ HX-A100

パナソニック株式会社

5

学童工作はさみ

クツワ株式会社

6

しぜんの国保育園 「small village」
オリジナル ファニチャーシリーズ

齋藤勤也（社会福祉法人東⾹会理事⻑）／
齋藤紘良（しぜんの国保育園園⻑）／
中佐昭夫（ナフ・アーキテクト アンド デザイン有限会社）／
コクヨファニチャー株式会社

7

ねんDo！シリーズ

株式会社アガツマ

8

モッカブロック

荒木建具店

9

⼦どもの生きる⼒を育む家「コドモイドコロ」の実践

積水ハウス株式会社

10

「幼児の城」コラボレーションカラー
（幼稚園・保育園向け多配色機能性壁紙）

ルノン株式会社／株式会社日比野設計＋幼児の城

11

小学生のためのプログラミング入門キャンプ Tech Kids CAMP

株式会社CA Tech Kids

12

IT・ものづくり教室Qremo

株式会社ウイングル IT・ものづくり教室Qremo

13

ノシリス ファースト

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所

14

ノシリス ゼロ

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所

15

小学生のためのプログラミングスクール Tech Kids School

株式会社CA Tech Kids

16

Ｆ型つみき

株式会社ジャクエツ

17

現役ママが考えた「おなまえシリーズ」（代表品目：おなまえテープ）

株式会社KAWAGUCHI

18

名北ゼンヌ幼稚園

学校法人 池の内学園／株式会社 安藤建築設計

19

かなや幼稚園

学校法人志向学園かなや幼稚園／株式会社⽯嶋設計室／
小松豪一級建築士事務所／株式会社KAP／
株式会社テーテンス事務所／ぼんぼり光環境計画株式会社／
⾼橋ランドスケープ／labolatory株式会社／
株式会社コト葉LAB.／藤城光

20

美⾥町⽴こごた幼稚園

宮城県美⾥町／株式会社梓設計

21

フラワー＆ガーデン 森の風

東日本ハウス株式会社

22

木育広場

株式会社良品計画

23

かつしか風の⼦保育園・学童保育クラブ

oﬃce EA(平野由朗、山崎裕⼦）／社会福祉法人厚生福祉会／
シュンラボラトリー（細谷俊⼦）／
日本大学工学部建築学科浦部智義研究室（浦部智義、
⻑内勇樹）

24

まつやま大宮保育園

社会福祉法人山ゆり会／株式会社アルコデザインスタジオ

25

ひがしね幼稚園 園舎設計

株式会社 学研教育みらい

26

新潟市こども創造センター

新潟市／株式会社 環境デザイン研究所／
株式会社 トータルメディア開発研究所

27

須磨幼稚園⾼倉台園舎

須磨幼稚園／(株)竹中工務店

28

⼦どもたちが創造する屋外メディア公園
「コロガルパビリオン」

山口情報芸術センター[YCAM]

29

トコトコ大⽥原 ⼦ども未来館
「わくわくらんど」「キッズタウン」

株式会社UDA／大⽥原市／株式会社コトブキ

30

はなれてみると、ものがたり
―アートパンチングスクリーンを使った国本幼稚園のリノベーション―

清水建設株式会社

※順不同

5

NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

31

自然と人と「つながる」保育へ園舎改築エンターテイメント

学校法人 常磐会学園／株式会社ジャクエツ環境事業

32

フレンド⾦沢文庫保育園

株式会社日比野設計 ＋ 幼児の城

33

学校法人島⽥中央学園みどり認定こども園

学校法人島⽥中央学園みどり認定こども園／株式会社時設計／
株式会社ジェーエスディー／株式会社チャイルド本社

34

多古こども園 新築工事

千葉県 多古町 株式会社千都建設設計事務所

35

スターチャイルド≪たまプラーザナーサリー≫

株式会社みつば／バハティ一級建築士事務所

36

比良幼稚園

株式会社時設計

37

ティアラこうとう提携団体アウトリーチコンサート

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 ティアラこうとう

38

キッズコミュニケーションラボ 〜⼦どもの遊びと、学びを科学する〜

株式会社フレーベル館

39

HAPPY CHILD PROJECT もくもく〜木育広場〜

特定非営利活動法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる／
(株)JR東日本⻘森商業開発

40

三菱みなとみらい技術館トライアルスクエアリニューアル
（スペースプロジェクト）

三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室 広報部
三菱みなとみらい技術館／株式会社丹⻘社

41

デザコン2013 in 米⼦ 創造デザイン部門 ⼦どもワークショップ

一般社団法人全国⾼等専門学校連合会／
国⽴米⼦工業⾼等専門学校

※順不同

計

～子どもの未来デザイン
NO.

４１件

学び・理解力部門～

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

ワールドアイ

株式会社学研ステイフル

2

家庭用ヒートポンプ給湯機用「エコマメリモコン」 浴室リモコン

株式会社デンソー

3

文教用デジタルビデオカメラ HC-BKK1 ぼうけんくん

パナソニック株式会社

4

フットボールバックパック

株式会社デサント

5

三省堂こどもことば絵じてん

ビッグローブ株式会社

6

Kakuno(カクノ）

株式会社パイロットコーポレーション

7

なわとび（フィットロープ）

クツワ株式会社

8

世界の国旗文具シリーズ

クツワ株式会社

9

クリアートビナワジュニア

株式会社アシックス／アシックスジャパン株式会社

10

日清チキンラーメンミニ ひよこちゃんカップ

日清食品株式会社／凸版印刷株式会社

11

学習用タブレット「マナボード」

株式会社学研エデュケーショナル

12

指文字積み木「ゆびも」

(地独)⻘森県産業技術センター 弘前地域研究所

13

情報活用トレーニングノート

株式会社コンセント／株式会社文溪堂

14

FUJITSU 文教ソリューション K-12
特別支援 キッズタッチ

富士通株式会社／国⽴大学法人⾹川大学

15

ハッピープラネット

株式会社 旺文社 ／
Rodney Alan Greenblat， marutanton.inc， Fulford
Enterprises，Ltd． ／株式会社アファヤ ジャパン

16

Little Athlete Club （リトルアスリートクラブ） プロジェクト

Little Athlete Club （リトルアスリートクラブ）

17

ほんとのおおきさシリーズ

株式会社学研教育出版

18

バックジョイ シットスマート キッズ

株式会社ジュート

19

夜宮公園巡り坂池プロジェクト

国⽴大学法人九州工業大学 伊東啓太郎研究室（環境デザイン
研究室）／北九州市⽴天籟寺小学校／
⼾畑区役所まちづくり整備課／有限会社爽環境計画

20

JAL工場⾒学〜SKY MUSEUM〜

日本航空株式会社／コクヨファニチャー株式会社

※順不同

6

NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

21

登り保育園

社会福祉法人あけぼの会登り保育園／株式会社東洋設計事務所

22

ＹＵＹＵ体操

一般社団法人 国際空手道 游藝館

23

教育支援ツール「南極ウォークビュー」

ミサワホーム株式会社／株式会社パラカロ／国⽴極地研究所／
昭和大学／（財）WNI気象文化創造センター

24

ＣＡＭＰ ０と１をつたえるワークショップ

ＳＣＳＫ株式会社

25

MERRY IN TOYOHASHI／MERRY COCONICO PROJECT

こども未来館ココニコ／NPO法人MERRY PROJECT

26

カズフミくん

株式会社 電通 ／ 有限会社 プランチャイム

27

まちカードばとる！！

明⽯工業⾼等専門学校建築学科水島研究室

※順不同

計

～子どもの産み育て支援デザイン
NO.

２７件

個人・家庭部門～

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

チャイルドシート「ネルーム」シリーズ

コンビ株式会社

2

モスリンコットンスワドル

Aden＆Anais株式会社

3

ベビービョルン バウンサーバランスソフト

ベビービョルン株式会社

4

AT透光型耐⼒壁「パンチくん」

旭トステム外装株式会社

5

携帯用おしり洗浄器 ＤＬ-Ｐ300

パナソニック株式会社

6

家庭用散髪器具 ER-GF80シリーズ

パナソニック株式会社

7

天使の肌着「ピュアベール」シリーズ

三起商⾏株式会社

8

まましゅっしゅ

らしゅえっと La Chouette

9

美草フロア畳 シュクレコレクション

積水成型工業株式会社

10

デジタルビデオカメラ ＨＣ-Ｗ８５０Ｍ

パナソニック株式会社

11

⼦育てソックス（羽つきソックス）

タビオ株式会社

12

『20年分のバースデーカード』

株式会社 千趣会

13

ママリュック

有限会社シライデザイン

14

ステリボトル

有限会社FUNAZAWA

15

ムーニー おしりふき 本体

ユニ・チャーム株式会社／凸版印刷株式会社

16

快適2wayお寝んねスリーパー

株式会社グースカンパニー

17

Ｋｉｔ Ｏｉｓｉｘ（きっとおいしっくす）

オイシックス株式会社

18

オーガニック・カラーコンビオール

株式会社オオサカヤ

19

1・2・3ポーチ

mandarin studio

20

新生児用短肌着／至福のオーガニックコットン

あかちゃん肌着専門店マルマイユ

21

ベッタ ブーケビブ

株式会社ズーム・ティー

22

ベッタ ミルクケース〜キャッスル〜

株式会社ズーム・ティー

23

ベッタ シルクタオル

株式会社ズーム・ティー

24

キッズ・レイン＆ウィンドカバー

chibito

25

グーン肌にやさしいおしりふき

エリエールプロダクト株式会社

26

BSCR（ビスクル）

株式会社サンデシカ

27

洗える３Dハニカムお昼寝敷き布団

株式会社 輝⽯

28

HuggyhuggyALL

O2Oapparel

29

Baby Kʼtanベビーキャリア

株式会社ファンシ／ Ｂａｂｙ Ｋʼｔａｎ ＬＬＣ

30

シリコーンおかゆ調理器 お釜ジャー

株式会社 赤ちゃん本舗

※順不同

7

NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

31

安全安心で楽しい⼦育ちの分譲マンション：グランドメゾン／
ライフスタイルオプション

積水ハウス株式会社

32

カンガルーの保冷・保温やわらかシート

丹平製薬株式会社

33

T-REX フロントオープンレインカバー オールオーバースパービューⅡ

株式会社ティーレックス

34

断熱リフォーム工法「ココエコ」

株式会社 ＬＩＸＩＬ

35

エンジェルワゴンAWシリーズ（ＡＷ４シリーズ、ＡＷ３シリーズ）

コンビウィズ株式会社

36

bikke（ビッケ）シリーズ

ブリヂストンサイクル株式会社

37

GENIUS GATE

ミサワホーム株式会社

38

⼦育て賃貸住宅「チャイルドキッズ」アパート

東建コーポレーション株式会社

39

⼦育て賃貸住宅「チャイルドキッズ」賃貸マンション

東建コーポレーション株式会社

40

ペアレンティングホーム

一級建築士事務所秋山⽴花／こどもの森ほいく舎

41

ベビ★マ - 授乳室・おむつ替え検索地図アプリ

インターリンク株式会社

42

パパっと育児＠赤ちゃん手帳

株式会社ファーストアセント

43

安心ナビ

KDDI株式会社

44

ほっとママシネマ

株式会社松竹マルチプレックスシアターズ

45

WorMoʼ - ワーキングマザーの「働く・育てる」を応援するメディア

コクヨ株式会社

46

育児相談ほっとライン

日本生命保険相互会社

47

未来の君に贈るビデオレター作成ワークショップ

愛知淑徳大学

48

⼦どもの⾏動特性調査＜お手伝い＞

ミサワホーム株式会社

※順不同

計

～子どもの産み育て支援デザイン
NO.

４８件

地域・社会部門～

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

No.７８５ＤＳ １３mmソリッド用半自動引⼾⾦物セット

ベスト⻘梅

2

登下校ミマモルメ

阪神電気鉄道株式会社

3

あんしんグーパス

アイテック阪急阪神株式会社／スルッとKANSAI協議会

4

たのしい森保育園

社会福祉法人 森友会／⼾室太一建築設計室

5

「産院が街をつくる」 ファミール産院 君津

医療法人社団 マザー・キー ファミール産院
株式会社ドムスデザイン

6

私⽴認可保育園「コビープリスクールせきまち」

社会福祉法人コビーソシオ／ミサワホーム株式会社／
株式会社プラットデザイン

7

南⾼根沢ひばり保育園建設工事

社会福祉法人 絆の会

8

福山市えほんの国（リムこどもの国）

福山市／株式会社環境デザイン機構

9

ポピンズナーサリースクール⻄五反⽥

⽯井和⼦／株式会社ポピンズ／東急建設株式会社

10

中央区⽴京橋こども園

清水建設株式会社

11

KIDS GARDEN ひらつか
―仕事と家庭の両⽴支援への取組み―

清水建設株式会社

12

中央こども園 + CHUOU CAFE

株式会社日比野設計 + 幼児の城

13

しんえい⼦ども園もくもく、しんえい学童クラブもくもく

社会福祉法人 新栄会／株式会社16アーキテクツ／コクヨファニチャー
株式会社

14

育てる住まい 「弦巻noie」

株式会社コプラス／株式会社アルコデザインスタジオ

15

愛光みのり保育園

株式会社深江康之建築設計事務所／社会福祉法人愛光福祉会

／

※順不同

8

NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

16

うるのプロジェクト

社会福祉法人 幸樹会 潤野保育園／
有限会社 設計機構ワークス／
有限会社 シード設計者／Atelier 742／テツシンデザインオフィス／
株式会社しくみデザイン／株式会社 飛鳥工房／有江俊哉

17

下関ふくふくこども館

下関市／株式会社 丹⻘社

18

⼦育て支援スペース 「Ｓ（エス）キッズフロア」

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

19

フルまる〜む

株式会社 富士住建

20

⼦育て文化祭

株式会社 阪急阪神百貨店 ⻄宮阪急

21

須坂マリア幼稚園 認定こども園化

学校法人聖⺟学園マリアこども園／株式会社フレーベル館

22

食育ワークショップでつなぐ⼦育て家庭と大学教育
「⼦どもたちとココとメメの物語」

⽩梅学園大学 林 薫研究室

23

ふくしま⼦育て環境構築プロジェクト

ＮＰＯ法人 郡山ペップ⼦育てネットワーク／
日本大学工学部 ロハスの工学による郡山キッズ健康増進プロジェクト
チーム

24

ＭＯＫＵ ＭＯＫＵプロジェクト

株式会社アキュラホーム／ジャーブネット

25

⼦育て学講座

NPO法人⼦育て学協会

26

学研ココファングループ内 園児と⾼齢者の交流事業

ココファングループ（株式会社学研ココファンホールディングス／
株式会社学研ココファン・ナーサリー／株式会社学研ココファン）

27

禁煙宣言

株式会社ジャクエツ

28

⼦育ての癒しの空間づくり
感性を育む出張ワークショップ

有限会社あっぷるオフィス

29

キッズカフェ（おもちゃカフェ）・デザインプロジェクト

東京造形大学

30

スミセイアフタースクールプロジェクト

住友生命保険相互会社／
特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

31

環境づくりのリゾームサイト

東京電機大学／未来科学部／
建築学科／建築・環境計画研究室

※順不同

計

３１件

～未来を担う消費者デザイン部門～
NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

電池がどれでもライト

パナソニック株式会社

2

エコカラットプラスデザインパッケージ
ファブリックプラン MixModern ３m2タイプ

株式会社 ＬＩＸＩＬ

3

FUJITSU 文教ソリューション iLisﬁeraV3 （アイリス・フィエラ）

富士通株式会社

4

MayaOrganic（マヤ・オーガニック）

株式会社CAST JAPAN

5

ユニバーサルカヌー体験会

公益社団法人かながわデザイン機構

6

ちびっこ上棟式

株式会社 成匠

7

おしごとなりきり道場

夢★らくざプロジェクト

8

カンドゥー

株式会社カンドゥー

9

キッズシナリオプロジェクト

株式会社シナリオ・センター

10

⼦どもの生きる⼒をはぐくむ「弁当の日」応援プロジェクト

（事務局：株式会社共同通信社、参加：積水ハウス、
クリナップ、ＪＡ全農、東京ガス、キッコーマン、住友生命、
ハウス食品グループ本社、はごろもフーズ）

※順不同

計

１０件
9

～復興支援デザイン部門～
NO.

プロジェクト名

応募者̲応募団体名

1

『アートを「⼒」に 東北アートキャラバン』

株式会社アルビオン

2

ふくしま すまいるプロジェクト

日本赤十字社福島県支部／凸版印刷株式会社

3

こどもと大人のための防災リュック「無事かえるリュック」

特定非営利活動法人 ⽯巻復興支援ネットワーク

4

震災で得た教訓を生かした、こどもと⼥性にやさしい「おりひめトイレ」

積水ハウス株式会社

5

ニッセン・ハチドリのひとしずくプロジェクト「こども絵画展」

株式会社ニッセンホールディングス

6

あしなが育英会 東北レインボーハウス建設プロジェクト

あしなが育英会／株式会社日本設計／株式会社安藤・間／
株式会社三越環境デザイン／有限会社伊東組／株式会社丸本組

7

仮設住宅に手づくりの町をつくる《マイタウンマーケット》

マイタウンマーケット実⾏委員会

8

⼦どもの声を取り入れた公園整備事業

公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

9

まちと神社

久之浜大久地区まちづくりサポートチーム

10

ふくしまっ⼦ 10万人の笑顔プロジェクト

NPO法人 MERRY PROJECT

11

ASKUL Kodomo Art Project

アスクル株式会社

12

東日本大震災復興支援特別展
「サントリー美術館 おもしろびじゅつワンダーランドｉｎ東北」

公益財団法人サントリー芸術財団 サントリー美術館／
仙台市博物館

13

POKＥMON with YOUワゴン

POKＥMON with YOU

14

⼦どもによる⼦どものための施設「⽯巻市⼦どもセンター」

公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

15

サントリー＆日本工芸会「おもしろびじゅつ教室ｉｎ東北」

サントリーホールディングス株式会社

16

久之浜防災緑地について考えよう

いわき市⽴久之浜第一小学校／
久之浜大久地区まちづくりサポートチーム

17

絵本バスプロジェクト＆picter book cafe

一般社団法人地球の楽好特定非営利活動法人地球の楽好
森江朝広岩野佑深尾久美⼦

18

遊びのワークショップ「わわわっ！」

札幌市⽴大学デザイン学部 あそびlab「オヘソ」
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あさひ幼稚園

株式会社手塚建築研究所

※順不同

計

１９件
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『第８回キッズデザイン賞』 実施概要

【主

催】

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

【後

援】

経済産業省

【特別協賛】
【概

要】

森ビル株式会社
キッズデザイン賞は、「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」、「子どもたちの創造性と未来を
拓くデザイン」、「子どもたちを産み育てやすいデザイン」の３つのデザインミッションから構成された顕
彰制度です。社会的、文化的な見地から公正な評価を与え、子ども環境の高度化を図ることを目的
としています。受賞作品は、「キッズデザインマーク」を使用することができます。

【募集対象】

日本国内において、製品・コンテンツ・サービスとして市場に出ているもの。また、様々な取り組みや
活動で、成果が見られるもの。 新たに発売された製品やサービスでなくても、2014 年 8 月 1 日時点
に日本国内で入手可能であれば、応募対象となります。乳幼児用品や玩具などの子ども用の製品・
空間・サービスはもちろん、あらゆる年齢層が使うもので、かつ子どもへの配慮、子ども目線を持った
良質な製品・空間・サービス・プログラム・調査研究活動など幅広いものが対象です。

【募集期間】

2014 年 3 月 3 日(月) ～ 5 月 7 日(水)

【応 募 先】

キッズデザイン賞ＷＥＢサイト http://www.kidsdesignaward.jp より受付

【応募総数】

8 部門合計 408 点
応募者は、キッズデザインの 3 つのデザインミッションから設けられた
以下にあげる 8 つの中から応募部門を選択。
《 子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》
①子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門 ・・・ 58 点
子ども（０～１5 歳）を直接の対象とする製品、施設、サービスにおいて、安全に配慮されたもの。
②子ども視点の安全安心デザイン 一般部門 ・・・ 67 点
子どもを含めた一般向けの製品、施設、サービスにおいて、子どもが接触する可能性があるもので、
安全に配慮されたもの。
《子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン》
③子どもの未来デザイン 感性・創造性部門 ・・・ 88 点
子どもの創造性、感性、五感を育み、自らが進んで創造的な行為に取り組むことを促すもので、新た
な発想、工夫、手法があるもの。
④子どもの未来デザイン 学び・理解力部門 ・・・ 45 点
子どもが地域社会、歴史、伝統工芸などをはじめ、様々な知識の取得や、運動力の向上、スポーツ
への参画を促すもので、新たな発想、工夫、手法があるもの。
《子どもたちを産み育てやすいデザイン》
⑤子どもの産み育て支援デザイン 個人・家庭部門 ・・・ 76 点
主に子育ての当事者である親・個人(妊婦含む)が使用、利用し、安全かつ楽しく育児に取り組める
夫や心理的な負担や不安を軽減する工夫がなされたもの。
⑥子どもの産み育て支援デザイン 地域･社会部門 ・・・ 40 点
保育園、学校、自治体、地域などの施設で使用され、複数の子どもや親を対象とした、安全かつ楽
しい妊娠出産や子育てを支援する工夫がなされたもの。
上記のデザインミッションのいずれか
上記のデザインミッション のいずれかに基づくテーマデザイン
のいずれか に基づくテーマデザイン
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⑦未来を担う消費者デザイン部門 ・・・14 点
小中学生（６～１５歳）を対象とし、未来の自立した消費者となるべき子どもを育む取り組み、社会環
境づくりなどで、新たな発想、工夫、手法があるもの。
⑧復興支援デザイン部門 ・・・20 点
東日本大震災の被災地へ向けた復興支援の取り組み・活動で、子ども視点のあるもの。被災地の
子どもたちが安心して笑顔のある暮らしを一日でも早く取り戻すことに寄与する取り組み。

＜商品デザイン分野＞
家電、おもちゃ、本、ファッション、アパレル、化粧品、靴、インテリア、寝具、キッチン、日用品、雑貨、
文具、伝統工芸品、菓子、飲料、食品、スポーツ、乗り物、福祉機器、ソフト、その他あらゆる工業製
品のデザイン。キッズデザインの考え方に資するシステム、機器などを含む。
＜建築・空間デザイン分野＞
住宅、施設、公園、景観、土木、造園、緑化、その他あらゆる空間・ランドスケープ・修景のデザイン。
＜コミュニケーションデザイン分野＞
イベント、ワークショップ、セールスプロモーション、パブリックリレーションなどのコミュニケーション活
動のデザイン、また、企業、ＮPＯ、自治体等の団体が進める公共性の高い社会貢献活動、地域で
の取り組み・サービス・行事、ウェブその他の媒体等を活用したコミュニケーション活動など。
＜リサーチ分野＞
児童研究・科学技術開発などの調査・研究活動。知的財産、ビジネスモデルなどを含む。

【賞の構成】

《最優秀賞》
《最優秀 賞》 （内閣総理大臣賞）
全８部門の中で最も優れたもの
《 優秀賞》
★子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門（経済産業大臣賞）
子ども（０～１５歳）を直接の対象とする製品、施設、サービスにおいて、安全に配慮されたものの
中で優れたもの
★子ども視点の安全安心デザイン 一般部門（経済産業大臣賞）
子どもを含めた一般向けの製品、施設、サービスにおいて、子どもが接触する可能性があるもの
で、安全に配慮されたものの中で、優れたもの
★子どもの未来デザイン 感性・創造性部門（経済産業大臣賞）
子どもの創造性、感性、五感を育み、自らが進んで創造的な行為に取り組むことを促すもので、
新たな発想、工夫、手法があるものの中で優れたもの
★子どもの未来デザイン 学び・理解力部門（経済産業大臣賞）
子どもが地域社会、歴史、伝統工芸などを始め、様々な知識の取得や、運動力の向上、スポーツ
への参画を促すもので、新たな発想、工夫、手法があるものの中で優れたもの
★子どもの産み育て支援デザイン 個人・家庭部門（少子化対策担当大臣賞）
主に子育ての当事者である親・個人(妊婦含む)が使用、利用し、安全かつ楽しく育児に取り組め
る工夫や心理的な負担や不安を軽減する工夫がなされたものの中で優れたもの
★子どもの産み育て支援デザイン 地域･社会部門（少子化対策担当大臣賞）
保育園、学校、自治体、地域などの施設で使用され、複数の子どもや親を対象とした、安全かつ
楽しい妊娠出産や子育てを支援する工夫がなされたもの。
★未来を担う消費者デザイン （消費者担当大臣賞）
小中学生（６～１５歳）を対象とし、未来の自立した消費者となるべき子どもを育む取り組み、社会
環境づくりなどで、新たな発想、工夫、手法があるもの。
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《 奨励賞》
奨励 賞》
最優秀賞以外にも各部門において特筆すべき作品については、奨励賞（キッズデザイン協議会
会長賞）として顕彰します。
《特別賞》
その他優れた作品について、審査委員長特別賞、ＴＥＰＩＡ賞として顕彰する予定です。

【審査委員】

審査委員長

：益田 文和 （東京造形大学教授 オープンハウス代表取締役）

副審査委員長

：赤池 学 （科学技術ジャーナリスト
ユニバーサルデザイン総合研究所代表取締役所長）
無藤 隆(教育心理学者、白梅学園大学教授)
持丸 正明 （産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター長）
山中 龍宏 （小児科医 緑園こどもクリニック院長）

審査委員

：赤松 幹之 （産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研究部門
研究部門長）
大月 ヒロ子 （ミュージアム・エデュケーション・プランナー イデア代表）
佐藤 卓 （グラフィックデザイナー 佐藤卓デザイン事務所代表）
竹村 真一 （文化人類学者 京都造形芸術大学教授）
西田 佳史 （産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター）
ひびの こづえ （コスチュームアーティスト）
水戸岡 鋭治 （デザイナー ドーンデザイン研究所代表）
宮城 俊作 （ランドスケープアーキテクト 設計組織 PLACEMEDIA・パートナー）
山中 敏正（筑波大学芸術系教授 日本デザイン学会会長）

【記者発表会・表彰式・シンポジウムのご案内】
第８回キッズデザイン賞の記者発表会・表彰式・シンポジウムを下記の通り実施致します。
記者発表では、最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞の発表のほか、受賞作品の展示・撮影会、
受賞者への個別取材を予定しております。
詳細につきましては、７月中旬に改めてお知らせいたします。

◆日 時：2014 年 8 月 4 日（月）
〈記者発表会〉１0:00～11:00 〈表彰式〉13:00～14:00 〈シンポジウム〉14:30～17:00
※9:30～報道受付
◆会 場：アカデミーヒルズ ４９ （六本木ヒルズ内４９階）

【報道関係者様からのお問合せ先】
「第８回キッズデザイン賞」広報事務局（ﾌﾛﾝﾃｨｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ内）濱田・森・千葉
Tel：03-5778-4844 / Fax：03-5778-6516
【企業様からのお問合せ先】
第８回キッズデザイン賞応募事務局 Tel：03-3549-1108 / Fax：03-3549－1505 （平日 10：00－17：00）
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主催：特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

Tel：03-5405-2141 / Fax：03-5405－2143

