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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

■本資料に関する報道関係からのお問合せ先                              

「第 6 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） 森・千葉 Tel：03-5778-4844 / Fax：03-5778-4747 

 

【報道関係各位】                                                    2012 年 7 月 13 日 

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 

                  

 

「「第第６６回回キキッッズズデデザザイインン賞賞」」２２５５００点点がが決決定定！！  
  

★7 月 31 日（火）には、「経済産業大臣賞」「少子化対策担当大臣賞」「消費者担当大臣賞」など最優秀作品の発表と表彰式を開催！ 
 

キッズデザイン協議会（内閣府認証 NPO、本部：東京都港区、会長：和田勇）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

「第 6回キッズデザイン賞」受賞作品 250 点を選出し、本日発表しました。  

 同賞では、今月 7 月中に最終審査会を行い、「第 6 回キッズデザイン賞」受賞作品 250 点の中でも優れたものを

最優秀作品として「経済産業大臣賞」4 点と、「少子化対策担当大臣賞」2 点、「消費者担当大臣賞」1 点、及び優

秀賞等を 7 月 31日（火）に発表し表彰式を行います。 

 主な受賞作品については、9 月下旬より地方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 8

月上旬に開設予定となっています。 

 

◆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、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。 

◆第 6回となる今年のキッズデザイン賞の特徴 

・過去最高の応募総数 377点の中から 250点の受賞作品を選出 

子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門など全 8部門において、商品デザイン分野、建築・空間デザイン分野、

コミュニケーションデザイン分野およびリサーチ分野の作品を募ったところ、過去最高の応募点数となる 377点もの

応募をいただきました。昨年の応募点数 303 点から 2 割以上応募点数が増加致しました。審査委員による厳正な

審査を重ね、この度 250 点の受賞作品を選出しました。 

・復興支援デザイン部門の新設、子どもたちに安心と笑顔を届ける作品の募集の実施 

東日本大震災を受け、キッズデザイン協議会では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

取り戻していただきたいと考え、「キッズデザイン復興支援プロジェクト」を立ち上げ、推進しております。第 6回のキ

ッズデザイン賞においては、応募無料の枠として新たに復興支援デザイン部門を設けました。“日本の未来”の主

人公である子どもたちに安心と笑顔を届けるような被災地での復興支援活動を対象に募集したところ、23 点もの

素晴らしい取り組みが集まりました。こうした作品をキッズデザイン賞として顕彰することで、更に輪が広がり、継続

的な取り組みとなることを願っています。 

 

◆審査委員長の赤池学氏の講評 

第 6 回キッズデザイン賞は、過去最大の応募件数を記録しました。子ども目線によるデザインの重要性が様々な

セクターに周知され始め、今年度の受賞作品が物語っているように、特に子ども基準の安全安心設計は、多様な

プロダクトにその広がりを見せています。また公益と企業益を両立させる優れたキッズデザインが、多く見られまし

た。このような取り組みが様々な業種、業界に浸透していくことを心より願っています。 

 

なお、「第 6回キッズデザイン賞」受賞作品 250点の一覧とキッズデザイン賞の概要は、次頁からの通りです。 

 

  

新設の特別無料応募枠「復興支援デザイン部門」の 23点を含む、 

過去最高の応募件数、377 件の応募の中から、 
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応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120003a1 へんしん！ライダー 株式会社野中製作所

120013a1 ツムラこども鉄棒（子供用室内鉄棒） 株式会社　都村製作所

120022a1 キッズシザーズ 住友スリーエム株式会社

120023a1 スペシャルニーズ対応のチャイルドシート「キャロット3」 株式会社シーズ

120052a1 TINY RUNNER Ⅱ（タイニーランナー２） ミズノ株式会社

120057a1 motchu（モッチュ） 株式会社 大島東太郎商店／TDJ Graphic Dept.

120100d1 子ども服の安全性と標準化
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント
協会　東日本支部「標準化を考える会」

120109a1 堺刀司　子供庖丁 株式会社　和泉利器製作所

120131a1 水性クレヨン１２色 株式会社トンボ鉛筆

120137a1 つなげるキャップ 株式会社トンボ鉛筆

120139d1
人間工学に基づいた危険が伝わるデザイン及び表示のガイ
ドラインづくり（平成22年、23年キッズデザイン製品開
発支援事業・経済産業省）

株式会社ベネッセコーポレーション／
独立行政法人産業技術総合研究所

120145a1 UV-010（自転車幼児座席用風防） オージーケー技研株式会社

120147c1
子どもに交通安全を伝えるコミュニケーションツールの開
発と実践

有限会社広報企画

120160a1
RBC-011DX（ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供の
せ）

オージーケー技研株式会社

120193c1
『園舎設計ガイドライン』に基づく安心・安全な園環境づ
くり

株式会社ジャクエツ環境事業

120211a1 コンパス替芯用 クツワ株式会社

120218a1 6輪ひなん車　キンダークライム 株式会社フレーベル館

120267a1 COURTCROSS Jr.-MID 株式会社アシックス

120272a1 キッズレール１２００ 株式会社ジャクエツ

120290a1 防災・防犯用キーホルダー「NOSWITCH for Kids」 株式会社マイサ

120309a1
ゴム製のグリップを使用するなど安全性に配慮した低年齢
児向けクライミングウォール

株式会社ジャクエツ環境事業

120312c1 ＪＱ遊具安全規準 株式会社ジャクエツ環境事業

120347a1 サイズ調整中敷搭載シューズ 株式会社ムーンスター

120354a1 ベビー＆キッズ用ヘルメットsolano（そらの） DICプラスチック株式会社

120361d1
犯罪からの子どもの安全教育教材およびトレーニングプロ
グラムの効果測定について

日本女子大学／株式会社ステップ総合研究所

121016a1 キッズケータイ　HW-01D 株式会社NTTドコモ

121017a1
子ども乗せ電動アシスト自転車　「ＨＹＤＥＥ．Ｂ」 及び
大型「フットガード」(オプション）

ブリヂストンサイクル株式会社／株式会社ブリヂストン

 

 

 

～子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門～ 

 

計 ２７件 

 

 

 

 

 

 

 

『第6回キッズデザイン賞』 受賞作品一覧 
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～子ども視点の安全安心デザイン 一般部門～ 

 

計 ４０件 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120008a2 天井埋込形ナノイー発生機「エアイー」 パナソニック株式会社

120015d2
商品開発における子どものデジタルヒューマンを用いた使
用性評価手法

パナソニック株式会社

120024a2 ECOSオーガニックチョークボードペイント　１L グリーンエレファント

120030a2 スマート・ヒンジ 司建設株式会社

120038a2 ののじスクールトング 株式会社レーベン販売

120043a2 メンディングテープ　ハート 住友スリーエム株式会社

120058a2 プラズマクラスター　スリムイオンファン シャープ株式会社

120062a2 三菱標準形エレベーター「AXIEZ（アクシーズ）」 三菱電機株式会社

120069a2 冷凍冷蔵庫 RXシリーズ/Rシリーズ 三菱電機株式会社

120074a2 ビルトイン食器洗い乾燥機　Ｍ5，Ｖ5，Ｒ5シリーズ パナソニック株式会社

120078a2 蒸気レスIHジャー炊飯器　NJ-XW103J／XS103J 三菱電機株式会社

120080a2 樹脂目地階段セーフティータイプ 住友林業クレスト株式会社／住友林業株式会社筑波研究所

120081a2 加湿空気清浄機　F－VXG80_70_50シリーズ パナソニック株式会社

120085a2 電気ケトル　ＮＣ－ＫＴ081 パナソニック株式会社

120086a2
空間清浄サイクロン掃除機　「エアシス」　MC-
SXD410／MC-SXJ4000

パナソニック株式会社

120095a2 カテーテル固定専用テープ　「クイックフィックス」 アルケア株式会社

120142a2 永谷園A-Labelシリーズ 株式会社永谷園

120144a2
直線美（Ｒ）シリーズに採用の新設計の刃、セロテープ
（Ｒ）直線美（Ｒ）mini

ニチバン株式会社

120163a2 転倒止水機能つき 電気ケトル　ＰＣＦ型 タイガー魔法瓶株式会社

120167a2 転倒止水機能つき 電気ケトル　ＰＣＨ型、ＰＣＧ型 タイガー魔法瓶株式会社

120168a2 快適＆衝撃吸収 木質フローリング
株式会社 ＬＩＸＩＬ 金属・建材カンパニー／
株式会社 ＬＩＸＩＬ住宅研究所 アイフルホームカンパニー

120172a2
蒸気レスVE電気まほうびん　蒸気レスとく子さんシリーズ
PIA-Ｗ型、PIB-A型

タイガー魔法瓶株式会社

120179a2 プラズマクラスター技術搭載マルチシステム収納 大和ハウス工業株式会社

120209a2 シャーペストコンパス クツワ株式会社

120216a2 一条の全館床暖房システム 株式会社 一条工務店

120234c2
多企業専門家との共同による「六本木ヒルズの安全性向
上」に関する取り組み

森ビル株式会社

120255c2 子どもを日常の危険から守ろう ～ＡＩＵ子どもリスク講座～ ＡＩＵ保険会社

120262c2
子どものためのスマートユニバーサルデザイン　～生活者
とともに作る子どもの安全な成長を考えた住まい～

積水ハウス株式会社

120276a2 X線一般撮影装置ＲａｄｎｅｘｔPLUS 株式会社　日立メディコ

120292a2 公衆衛生自動ドアシステム 日本自動ドア株式会社

120300c2 エレベーター・エスカレーター乗り方教室 日本オーチス・エレベータ株式会社

120313a2 停電時自動ドア低速運転システム 日本自動ドア株式会社

120323a2 「エリナチュレ」天然繊維 シキボウ株式会社

120329a2
ラ・バス他システムバスルーム搭載　プッシュ水栓　くる
りんポイ　サーモフロア他

株式会社　LIXIL　住設・建材カンパニー

120346c2 Ｖillage Commonのまちづくり 株式会社アキュラホーム／ジャーブネット

120356a2 LEDネックライトシリーズ パナソニック株式会社

120368a2 安全安心な無電自動ドア「ミーモ」 株式会社福島エコロジカル

120371a2 インテリジェントecoドアシステム ナブテスコ株式会社　住環境カンパニー

121009a2 戸建て住宅用窓ＡＰＷ「戸先錠」 YKK AP株式会社

121010a2 新世代ドアキーシステム「スマートコントロールキー」 YKK AP株式会社
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～子どもの未来デザイン クリエイティブ部門～ 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120004a3
曲げ木　木製二輪玩具　BENTWOOD　CYCLE　TYPE
－01

ワークス・ギルド・ジャパン株式会社

120018b3 ヤエビョウブの家 佐伯裕武

120025a3 ポンキーペンシル　１２色 三菱鉛筆株式会社

120031a3 『レンラッド』ステップアップ・バイク NicoRide（ニコライド）

120035b3 Qoo-mo 「居間の上の雲」 東日本ハウス株式会社

120040b3 小学館アカデミーかりやど保育園
株式会社小学館集英社プロダクション／株式会社ダッド
ウェイ／公益財団法人 日本生態系協会

120047b3 さいわい保育園 株式会社 日比野設計　＋　幼児の城

120055a3 paintone 株式会社しくみデザイン

120066b3 コビープリスクールみさとながとろ
社会福祉法人コビーソシオ／株式会社ミサワホーム総合研
究所／ミサワホーム株式会社

120073a3 ＫＡＰＬＡブロック２００ 有限会社　アイ･ピー･エス

120107c3
あつまれキッズデザイナー”森からの恵みを大切に”チャ
レンジ椅子づくり

社団法人日本インテリアデザイナー協会

120108c3 ＣＡＭＰスクラッチワークショップ ＳＣＳＫ株式会社

120114c3 ＣＡＭＰのぞきみ冒険隊ワークショップ ＳＣＳＫ株式会社

120149c3
『くらやみうちわワークショップ』(府中市美術館ティーン
ズスタジオ夏休みスペシャル「涼風一陣！黒団扇づくり」)

横須賀デザイン研究室

120154a3
上に広がるわくわく秘密基地「アクティブフロア＋ロフト
ステップ」

積水ハウス株式会社

120166d3 Someoto（染音） 拓殖大学

120169a3 メガサク　学童はさみ 株式会社ソニック

120180c3 たたかえ僕らのシャドウロボ 神奈川工科大学　情報メディア学科　鈴木研究室

120181a3 コロコロチェア＆デスク 株式会社　Noz

120184c3 ミズノキッズ　塗り絵グランプリ ミズノ株式会社

120186b3 きなりのまち 株式会社 中央住宅

120187c3 こどもものづくり大学校 長岡造形大学

120206a3 マルチランドセルラック 市場株式会社

120207c3
こどもＯＳに基づくデザイン発想ツール「プレイフル・デ
ザイン・カード」の開発と検証

大阪府（大阪府産業デザインセンター）／積水ハウス株式
会社／大和ハウス工業株式会社／パナソニック株式会社／
株式会社ジャクエツ環境事業／ＮＰＯ法人ＧＩＳ総合研究
所演習協力：京都市立芸術大学、神戸芸術工科大学、同志
社女子大学、カード制作協力：芳川紙業株式会社

120217a3 平湯モデルシリーズ 愛知株式会社／図書館づくりと子どもの本の研究所

120219c3 川崎市　藤子・F・不二雄ミュージアム 藤子プロ

120220b3 にっさとの森保育園 株式会社　日比野設計　+　幼児の城

120221c3 にほんのうたキャラバン にほんのうた実行委員会

120224c3 ROPPONGI HILLS KID’S WORKSHOP 森ビル株式会社

120233b3 熊本学園大学付属敬愛幼稚園 熊本学園大学付属敬愛幼稚園／株式会社時設計

120242d3 富士見っ子パーク 武蔵野大学伊藤泰彦研究室

120244c3 みらいのえほんプロジェクト「tap*rapしりとり」シリーズ 大日本印刷株式会社／株式会社デジタルえほん

120253a3 木製知育玩具 『Marc(マーク)』 yubae

120263c3 チャッピー岡本のカブリモノ変心塾 イメージマーケット

120264b3 とうわの杜へようこそ 有限会社　辺見美津男設計室

120265a3 STOCS（ストックス） 株式会社CAST JAPAN

120266a3 スルスルペイント はじまるくん 株式会社フレーベル館／株式会社サクラクレパス

120274b3 自然の恩恵を、子どもたちに受け継ぐ次世代型園舎 有限会社　辺見美津男設計室

120277c3 カップヌードルミュージアム
日清食品ホールディングス株式会社／公益財団法人安藤ス
ポーツ・食文化振興財団／株式会社トータルメディア開発
研究所
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計 ６４件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120278c3 出張授業｢鉄の教室｣ 愛知製鋼株式会社

120280c3 キンダー・フィルム・フェスティバル
一般社団法人キンダ－・フィルム／セコム株式会社（共同
応募）

120282a3 TSUMICK BLOCK  （ツミックブロック） （地独）青森県産業技術センター　弘前地域研究所

120286c3 TSUMIKI PPP

120288c3
walking around surround（ウォーキング アラウンド サ
ラウンド）ワークショップ

山口情報芸術センター[YCAM]

120298c3 Eye2Eye（アイトゥアイ）ワークショップ 山口情報芸術センター[YCAM]

120299a3 くろくまくん手おどり人形セット　いないいないばあ 株式会社 フレーベル館

120303a3 マグピタボード® ニチレイマグネット株式会社

120306c3 JCD・SODA (SEED OF DESIGN AWARD) 社団法人　日本商環境設計家協会

120319c3
ステージ＆イス台／仲良く食べられるん台／収納できるん
だよどんなもん台

平泉町立平泉中学校

120325a3 CUBE 株式会社ジャクエツ環境事業

120326a3 OMOCHI 株式会社ジャクエツ環境事業

120333c3

Our Happy Planet Future School with FUJITSU
VISION DESIGN ～ビジョンを構築し自律的に「生きる
力」を養成する学びのデザイン（学校と地域における学び
のデザイン）～

富士通デザイン株式会社/株式会社メタデザイン／
横浜国立大学附属鎌倉小学校

120334c3 カタリストキッズ　ワークショップ カタリストキッズ実行委員会

120335a3 おえかきドラキッズ 株式会社小学館集英社プロダクション

120336c3
移動チルドレンズ・ミュージアム「MAPS」（マップス／
Moving　Art Performance　Space）

株式会社フジテレビKIDS

120348b3 「屋上広場にあつまれ！」～屋上広場の家～ 東日本ハウス株式会社

120370c3 遊びの出前 川口市プレイリーダー協議会

120375a3 子供部屋用間仕切り「インテリアキッズウォール」 住友林業株式会社／日本化学産業株式会社

121001b3 スターチャイルド　<<金沢文庫ナーサリー>> 株式会社 みつば／バハティ一級建築士事務所

121002b3 スターチャイルド　<<藤が丘ナーサリー>> 株式会社 みつば／バハティ一級建築士事務所

121005a3 Action Com.ムービング遊具　「クップル」 株式会社コトブキ

121006a3
Action Com.ムービング遊具　「ハッピー ・ ホッパー ・
ビー ・ ハニー」

株式会社コトブキ

121011c3 あおもり遊び体験広場 特定非営利活動法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる

121013c3 アカチャンホンポの親子ワークショップ 株式会社赤ちゃん本舗
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～子どもの未来デザイン リテラシー部門～ 

 

 

計 ３６件 

 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120028c4
風呂文化研究会「浴育のすすめ」シリーズによる「浴育」
提案の推進

風呂文化研究会（東京ガス株式会社／株式会社アイシーエ
ル／内野株式会社／大阪ガス株式会社／花王株式会社／
TOTO株式会社／株式会社ノーリツ／株式会社バスクリン
／パナソニック株式会社／株式会社LIXIL）

120034c4 木のいのち・おうちのはじまり 東日本ハウス株式会社

120044c4 ホームコモンズ設計 ミサワホーム株式会社

120093c4 アクセシビリティ・サポーターズームサイト（クラウド型） 日立公共システムエンジニアリング株式会社

120130c4
「みんなで学びあう授業」を支援するデジタル教材～クラ
ス全員が発言、意見を共有する授業へと導く学校現場の
ICT活用～

富士通ネットワークソリューションズ株式会社／杉並区立
和田中学校

120132c4
HEMSがロボットになった！～次世代スマートハウス
「GURU　GURU」が提案するスマートロボット「リリ
ボ」のエコナビゲーションシステム～

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所　アイフルホームカンパニー

120152a4 おけいこえんぴつ６B 株式会社トンボ鉛筆

120164c4 らでぃっしゅぼーや食育教室『こども赤かぶ塾;』 らでぃっしゅぼーや株式会社

120175c4 釈迦内ＳＰ（サンフラワープロジェクト） 釈迦内ＳＰ（サンフラワープロジェクト）

120194a4 パソコン基礎スキル教材『ポケモンPCチャレンジ』 株式会社ポケモン

120199a4 テクノキッズチェア　ステラ 株式会社岡村製作所

120201a4 Ｋ-ｍｏｄｅｌ 株式会社岡村製作所

120203b4 藤沢市立本町小学校 株式会社　日立建設設計

120204c4 井戸堀り大作戦　～ガチャポンを現代に 株式会社アキュラホーム／ジャーブネット

120205a4
図案スケッチブックONEDAYシリーズvol.2 ｢地球とあそ
ぼう｣

マルマン株式会社

120210a4 キンダーモビメントシリーズ 株式会社フレーベル館

120213c4 スクール・モバイルミュージアム（文京区立湯島小学校） 東京大学総合研究博物館

120214a4 カラー定規 クツワ株式会社

120215a4 テンダーロープ平均台 株式会社ジャクエツ

120223d4 子どものインテリア力からの住育研究 積水ハウス株式会社／京都女子大学

120235b4 植物工場ユニット「agri-cube(アグリキューブ)」 大和ハウス工業株式会社

120239b4 むさしの幼稚園 株式会社　宮里龍治アトリエ

120243d4
東日本大震災による子供、保護者に内在する問題点の調査
および支援活動評価

ＮＰＯ法人アスイク

120245c4 ダイキンソリューションプラザ　フーハ東京 ダイキン工業株式会社

120250a4 学習支援ツール「元素記号学習カード（ビンゴカード）」 有限会社広報企画

120257c4 夢・らくざプロジェクト
株式会社ウィルパートナーズ／合同会社ハイライスフィー
ルド

120261b4 樹齢400年の森とともに歩む「けやき幼稚園」 積水ハウス株式会社／学校法人　越阪部学園

120284c4 日立キッズサイトの立ち上げ 株式会社 日立製作所

120296c4 ポケモンペンフレスクール POKÉ MON with YOU（事務局：株式会社ポケモン）

120304c4 ケータイ・スパイ・大作戦ワークショップ 山口情報芸術センター[YCAM]

120311c4 無印良品キャンプ場　キッズサマーキャンプ 株式会社良品計画

120321a4 KUDE( クンデ) 株式会社ツナグプロジェクト

120349c4 感覚アスレチックワークショップ 山口情報芸術センター[YCAM]

120351a4
筆育もんちゃんのちゃんともてるさんかくえんぴつ　ス
ターターセット

えほんの店　コッコ・サン

120367c4 コネキッド（connekid）！ 札幌市立大学デザイン学部

121019a4 SARCLE（サークル） 株式会社アクタス
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～子どもの産み育て支援デザイン 個人・家庭部門～ 

 
計 ３９件 

 
 
 
 
 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120011a5 洗面ドレッシング「シーライン」 パナソニック株式会社
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～子どもの産み育て支援デザイン 地域・社会部門～ 

 

計 １６件 

 

 

 

～未来を担う消費者デザイン部門～ 

 
計 ５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120045c6 子どもの命と健康を地域で守るワ－クショップ 日本赤十字社

120063b6 赤ちゃん木育ひろば 東京おもちゃ美術館／株式会社 内田洋行

120065b6 コビープリスクールよしかわステーション
社会福祉法人コビーソシオ／株式会社ミサワホーム総合研
究所／ミサワホーム株式会社／埼玉県吉川市

120068b6 旭川市こども向け屋内遊戯場「もりもりパーク」 旭川市／株式会社こどもクラブ／株式会社DNACO

120077b6 社会福祉法人聖母学園　大阪聖母保育園 株式会社　三菱地所設計

120096b6 ブローテ大倉山
株式会社ピーオーリアルエステート／東急リロケーシュン
株式会社／東急建設株式会社

120102c6 板橋区地域子育て支援拠点事業「森のサロン」 板橋区／東京家政大学　ヒューマンライフ支援センター

120182b6 東洋英和女学院大学　保育子ども実習室　－ Peekaboo － 株式会社　竹中工務店

120189b6 国東こども園 株式会社日比野設計+幼児の城

120192c6
多世代居住の「ひと縁」をつくる　～　マストライフ古河
庭園

積水ハウス株式会社

120302b6 ShinQs ベビー休憩室「Switch Living スイッチリビング」 株式会社東急百貨店／株式会社丹青社

120307a6 美草ロール畳 積水成型工業株式会社

120316c6 西宮阪急 子育てコミュニティ 株式会社阪急阪神百貨店　西宮阪急

120317c6 託児ルーム併設歯科医院の取り組み みどりの丘歯科医院／こどものへやぶどうの木

120357c6 母と子の足げんき教室 株式会社ムーンスター

120364b6 レイモンド庄中保育園
社会福祉法人 檸檬会／株式会社アーキヴィジョン広谷スタ
ジオ／株式会社マーズデザインワークショップ／小泉スタ
ジオ

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120089c7
子ども向け特許疑似体験サイト　『ひらめきチャンピオン
® 』

株式会社山の手総合研究所

120090c7 知的財産　出前授業「ひらめき教室」 株式会社山の手総合研究所

120162c7
住環境教育ＤＶＤ学習教材「家づくり・街づくりを考え
る」の制作・配布

大和ハウス工業株式会社

120208c7 食育出張授業｢カルビー・スナックスクール｣ カルビー株式会社

120318c7 体験型出前授業 東芝テックソリューションサービス株式会社
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～復興支援デザイン部門～ 

 
計 ２３件 

 

 

 

  

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

120010f8 釜石保育園壁画プロジェクト 釜石保育園壁画プロジェクト

120029f8 明日のノート！Project コクヨ株式会社

120037f8 「子どもたちを守ります」の工事現場　“復興地域編” 東日本ハウス株式会社

120053f8 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

120084f8

被災した幼稚園で、雄勝硯生産販売協同組合の組合員が各
幼稚園オリジナルの箸置きづくりや生活具（食器）の親子
使用体験を実施し、雄勝硯石を再認識して頂くと同時に、
モニター募集を行う事業

特定非営利活動法人　地・LOHAS推進会議

120136f8
津波で流出した写真の復元により、人々の「絆」を蘇らせ
るプロジェクト～未来に向かって羽ばたくための足場はこ
こに。思い出の復元は故郷との絆の復元～

ニフティ株式会社／日本社会情報学会・災害情報支援チー
ム／富士通株式会社

120146f8 みやぎ・わらすっこプロジェクト みやぎ・わらすっこプロジェクト

120156f8 手のひらに太陽の家プロジェクト 特定非営利活動法人日本の森バイオマスネットワーク

120183f8
被災地との「絆」を持続的に深め、生きる勇気と元気を分
かち合うプロジェクト ～リアルタイムで岩手と川崎の
400kmをつなぎ、選手と子どもたちがエールを交換～

株式会社川崎フロンターレ ／ 富士通株式会社

120212f8 ホンのちょっと　しあわせはこぶ　ＢｏｏｋＷａｇｏｎ 凸版印刷株式会社

120228f8 地域子育て支援拠点事業
気仙地域子育て支援ネットワークＷａ－Ｉ／おやこの広場
きらりんきっず

120249f8 経済的に困窮する子ども達への学習支援 ＮＰＯ法人アスイク

120273f8
「JCV 子どもの笑顔プロジェクト」（Kids Smile
Project）

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会
（JCV）

120291f8 花育キャラバン隊 花育キャラバン隊

120293f8 志津川小アクションリサーチプロジェクト プレイグラウンド・サポーターズ／千葉工業大学石原研究室

120297f8 子どもの笑顔元気プロジェクト (有)プランニング開

120327f8 気仙沼地域／スポーツ支援活動 安藤建設株式会社

120331f8 森の宝物づくり「絆マーク」 有限会社　森商事

120344f8 東北スマイルプロジェクト×あそびばキャラバン クラップスチアリーダーズ／あそびばキャラバン実行委員会

120352f8 POKÉ MON with YOU POKÉ MON with YOU（事務局：株式会社ポケモン）

120369f8
被災地復興支援アートプロジェクト「作ろう！夢の千体ミ
ニ地蔵」

なあるアートネットワーク

120376f8 ファーストバースデー　プレゼント ジョイセフ／主婦の友社／室園久美・間部奈帆

121012f8 名取市図書館どんぐり子ども図書室 3．11生活復興支援プロジェクトチーム
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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 

【後   援】 経済産業省 

【概   要】 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、2012 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】 2012 年 3 月 5 日(月) ～ 5 月 14 日(月)   

【応 募 先】     応募受付サイト  http://www.kidsdesignaward.jp より受付 

【応募総数】 8部門合計 377 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 ・・・ 46 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 ・・・ 54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 クリエイティブ部門 ・・・ 112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 リテラシー部門 ・・・ 48点  

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。  

《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 家庭･個人部門 ・・・ 52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

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。  

⑥子どもの産み育て支援デザイン 地域･社会部門 ・・・ 32点  

保育園、学校など子育ての現場や自治体、各種団体で使用、利用され、複数の子どもや親を対象と

した子育てを支援するもの。  

上記のデザインミッションに基づくテーマデザイン 

⑦未来を担う消費者デザイン部門 ・・・10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、それに

資する社会環境づくり、消費者の行動を促す取り組みなどで、新たな発想、工夫、手法があるもの。 

『第6回キッズデザイン賞』 実施概要 

 

http://www.kidsdesignaward.jp/
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⑧復興支援デザイン部門 ・・・23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》 

★子ども視点の安全安心デザイン賞 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

中で最も優れたもの 

★子ども視点の安全安心デザイン賞 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、最も優れたもの 

★子どもの未来デザイン賞 クリエイティブ部門（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最も優れたもの 

★子どもの未来デザイン賞 リテラシー部門（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最も優れたもの 

★子どもの産み育て支援デザイン賞 家庭･個人部門（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最も優れたもの 

★子どもの産み育て支援デザイン賞 地域･社会部門（少子化対策担当大臣賞） 

保育園、学校など子育ての現場や自治体、各種団体で使用、利用され、複数の子どもや親を対

象とした子育てを支援するものの中で最も優れたもの 

★未来を担う消費者デザイン賞（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、それ

に資する社会環境づくり、消費者の行動を促す取り組みなどで、新たな発想、工夫、手法があるも

のの中で最も優れたもの 

 

《優秀賞》  

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、優秀賞（キッズデザイン協議会

会長賞）として顕彰します。 
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《特別賞》  

その他優れた作品について、審査委員長特別賞、高度技術社会推進協会奨励賞、復興支援デ

ザイン賞、として顕彰する予定です。 

 

【審査委員】 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所長）

  副審査委員長 ：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）  

        紺野 登 （多摩大学大学院教授 KIRO 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）  

        益田 文和 （東京造形大学教授 オープンハウス代表取締役）  

        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 奈良女子大学教授 

設計組織 PLACEMEDIA・パートナー）  

      山中 俊治 （慶應義塾大学教授 リーディング・エッジ・デザイン代表） 

 

【シンポジウムのご案内】 

 下記の通りシンポジウムを実施致します。どなたでもご参加いただけるシンポジウムになりますので、

ぜひお誘い合わせのうえご来場いただきますよう、お待ち申しあげております。 

◆標 題：キッズデザイン協議会 第 6 回受賞記念シンポジウム 

キッズデザイン開発ストーリー2012 ～社会ともに子どもを守り、子どもの創造性と未来を拓く～ 

◆日 時：2012 年７月 31 日（火）  14:30～ 17:00 

◆会 場：アカデミーヒルズ ４９ （六本木ヒルズ内４９階）  

◆定 員：１５０名（事前申し込み先着順）  

◆参加費：無料  

  ※ご希望の方には「キッズデザインコンセプトブック２０１１」（２５００円相当）を差し上げます。 

 

【お問合せ先】 第 6 回キッズデザイン賞応募事務局 

Tel：03-3549-0505(平日 10：00～17：00) / Fax：03-3549-0030 / E-mail：2012kids@kidsdesign.jp 

 

 

 

 

■本資料に関する報道関係からのお問合せ先                             

「第 6 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）森・千葉 Tel：03-5778-4844/Fax：03-5778-4747 

mailto:2012kids@kidsdesign.jp

