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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

■報道関係者様からのお問合せ先                              

「第７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）田中・森・千葉 Tel：03-5778-4844 / Fax：03-5778-6516 

■企業様からのお問合せ先                              

第 7 回キッズデザイン賞応募事務局 Tel：03-3549-0346 / Fax：03-3549－0347 （平日 10：00－17：00） 

【報道関係各位】                                                    2013年 7月 5 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７７回回キキッッズズデデザザイインン賞賞」」221111 点点がが決決定定！！  
  

★今年新設の「内閣総理大臣賞」をはじめとする優秀作品を 7 月 29 日（月）に発表！ 
 

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７回キッズデザイン賞」受賞作品 211 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、応募作品 383 点の中から最優秀作品として今年新設された「内閣

総理大臣賞」1 点、その他優秀賞に「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 点などを、7 月 29 日（月）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月中

旬以降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７回キッズデザイン賞」の特徴 

・過去最高の生活者推薦数および応募総数 383 点の中から 211 点の受賞作品を選出 

協議会会員や一般の方から優れたデザインを紹介していただく生活者推薦を今年も実施しました。全 8 部門 4 分

野の作品を募ったところ、昨年の応募数 377 点を上回る、383 点の応募と過去最高になりました。審査委員による

厳正な審査を重ね、この度 211 点の受賞作品を選出しました。 

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

第 6 回に引き続き、第 7 回キッズデザイン賞においても、復興支援デザイン部門を応募無料の枠として設け、子ど

も視点を持った被災地での復興支援活動を広く募集しました。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。 

◆赤池学審査委員長の講評 

第 7回キッズデザイン賞は、過去最高であった昨年をさらに上回る、383の応募件数を記録しました。大きなニュー

スとしては、最優秀作品として「内閣総理大臣賞」が設置されました。今年の大きな傾向は、子ども基準の安心安

全設計や創造性の開拓を意識した、保育園、幼稚園の応募が数多くみられたことです。子育て支援についても、

育児に配慮した賃貸住宅の提案が複数寄せられるなど、キッズデザインへの注目は新しいビジネス領域にも広が

り始めています。最後に特筆したいのは、キッズデザインに精通するデザイナーや企業が思いを込めてプロデュー

スした案件が上位賞候補に選出されていること。模範演技と呼べる提案になっているのか、期待したいところで

す。 
 
なお、「第７回キッズデザイン賞」受賞作品 211 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。 

  

過去最高の応募件数、383 件の応募の中から、 



2 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130014a2 転倒流水防止構造つき蒸気レス電気ケトルPCH-G型 タイガー魔法瓶株式会社

130015a2 転倒流水防止構造つき電気ケトルPCI-A型 タイガー魔法瓶株式会社

130016a2
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
PIG-A型、PIE-A型

タイガー魔法瓶株式会社

130021a2 視覚障がい者歩行誘導ソフトマット「歩導くん」 錦城護謨株式会社／トーワ株式会社

130023a2 ＬＥＤデスクスタンド パナソニック株式会社

 

 

 

     ～子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門～ 

 
 

計 ２５件 

 

 

 

     ～子ども視点の安全安心デザイン 一般部門～ 

『第７回キッズデザイン賞』 受賞作品一覧 

 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130002a1 プリモモくれよん プリヴェAG株式会社

130003a1 キッズ防災セット 有限会社防災防犯ダイレクト

130086a1 GD.RUNNERBABY LOII 株式会社アシックス

130110a1 スマートフォン for ジュニア SH-05E NTTドコモ

130116a1 あんしんデスクマット プラス株式会社ステーショナリーカンパニー

130175a1 エアゴール ＰＡＥグローバル株式会社

130183a1 「子どもの足に優しく、お洒落な」無縫製カバーソックス タビオ株式会社

130196a1 低アレルゲンメニュー 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ

130236a1 E-ko　２段ベッド 市場株式会社

130260a1 ステンレスセーフティ鉄棒 株式会社ジャクエツ環境事業

130294a1 FLIP（フリップ） 株式会社オージーケーカブト

130304a1 プラタマパウダー 積水ハウス株式会社／株式会社グリーンテクノ２１

130349a1 ＦＲ－ＫＩＤＳ 株式会社オージーケーカブト

130351a1 ぎゅっとグリップ　乳歯ブラシ（安全ガード付） 株式会社赤ちゃん本舗

130358a1 振動レスシステム コンビ株式会社

130360a1 足ゆび運動靴（仮） 株式会社ムーンスター

130364a1 TOY Grip 株式会社小鳥来

130388a1 ANFUN　（アンファン） 株式会社アクタス

131004a1 ユニキャリ Lee製作室

130162a1 MOW（モウ）シリーズ 森永乳業株式会社

130053b1
こどもの事故予防の観点から考えた小児科クリニックのデ
ザイン

出口小児科医院

131011b1 東光保育園新築工事 株式会社アトリエ オズミィ／東レ建設株式会社

131015b1
子どものための『キレイな空気と暮らす健康補助住宅　ド
クターズ・エアーモデル』

セキスイハイム／積水化学工業株式会社

131005c1 遊びで学ぶリスクコミュニケーション Team PH

130300c1
小児がん治療中の子どもたちとその家族のための夢の治療
環境『チャイルド・ケモ・ハウス』

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金／ＮＰＯ法
人チャイルド・ケモ・ハウス／手塚貴晴＋手塚由比／手塚
建築研究所／積水ハウス株式会社
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計 ３７件 

 

 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130029a2 マンションHAシステム　Dシリーズ　Windea-R パナソニック株式会社

130033a2
エリアルクスＬＥＤ防犯灯「明光色（アカルミナ）」シ
リーズ

パナソニック株式会社

130060a2 クランクボックス 東急建設株式会社／西邦工業株式会社

130098a2 COOLPIX　S31 株式会社ニコン

130099a2 玄関ドア　電気錠　「ＵＢキーガル」
三協立山株式会社　三協アルミ社　技術開発統括部　商品
企画課

130101a2 ワイヤレスドアモニター　VL-SDM300 パナソニック株式会社

130130a2 コードレスブラインドシリーズ「コードフリー」 大湖産業株式会社

130131a2 (仮称)Sekisui Advanced Tatami System(SATシステム) 積水成型工業株式会社

130154a2 みんなの食卓 米粉パン（シリーズ） ニッポンハムお届けネット

130163a2
縦型換気ユニット「Segel window （シーガルウィンド
ウ）」

株式会社　ＬＩＸＩＬ

130177a2
木質インテリア建材「ラフォレスタ」室内引戸／アルミイ
ンテリア建材「スクリーンパーティション」室内引戸・間
仕切スライディングタイプ

YKK AP株式会社

130179a2
ビル用エントランスドア　EXIMA31e／EXIMA51eドア
指はさみ防止仕様

YKK AP株式会社

130182a2 エンペストコンパス クツワ株式会社

130192a2
フロンテックＴＳシリーズ（ＴＯＴＡＬ ＳＡＦＥＴＹ シ
リーズ）

株式会社　ＬＩＸＩＬ

130201a2 RETTO＜レットー＞ディスペンサー 岩谷マテリアル株式会社

130207a2 プラズマテレビ／液晶テレビ　ビエラ パナソニック株式会社

130243a2 チャイルドウォッチングドア 日本自動ドア株式会社

130271a2 可動式プラットホーム柵　ホームゲートシステム 株式会社 日立製作所 交通システム社

130291a2 プラケース入色鉛筆　F木物語12色 株式会社トンボ鉛筆

130292a2 イッポ　チューブのり 株式会社トンボ鉛筆

130308a2 プッシュプルハンドル 株式会社　ＬＩＸＩＬ

130311a2 通風建具 ルーバードア/引戸 株式会社　ＬＩＸＩＬ

130319a2 手すりユニットＡ LED 株式会社　ＬＩＸＩＬ

130046b2
ずっと家族と子どもを守る制震システム「ＥＶＡＳ（イー
バス）」

株式会社　ＬＩＸＩＬ住宅研究所　アイフルホームカンパ
ニー

130139c2 小茂根鍼灸院
障害児のためのシェアハウスをつくるNPO法人／小茂根鍼
灸院

130122c2 エスカレーター安全啓発キャンペーン 森ビル株式会社

130312c2
人類本来の色覚多様性に適応した視覚情報デザインを研
究・改善・認証するCUDプロジェクト

特定非営利活動法人 カラーユニバーサルデザイン機構

130350c2 子どもの安全を守る「命のミックカード」 株式会社ミックインターナショナル

130289d2
Love ＆ Safetyおおむら；こどもを事故から守るプロジェ
クト

NPO Love ＆ Safety おおむら

130337c2 計画的な防犯まちづくりの支援システムの構築 一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ

130338d2
日本建築学会　関東支部　材料施工専門研究委員会　ユニ
バーサルデザイン建材ＷＧ

日本建築学会　関東支部　　材料施工専門研究委員会　ユ
ニバーサルデザイン建材ＷＧ

130380d2 負のイメージ心理量を定量的に評価できるツールの開発
拓殖大学／愛知県立大学／佐賀大学／東京医科歯科大学／
首都大学東京／株式会社 O-Creation
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応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130006a3
図案スケッチブック ONE DAY vol.3 旅にいこう、ひろい
せかいへ！

マルマン株式会社

130058a3 強化段ボールの遊具「つちのこ」シリーズ 日本ロジパック株式会社

130097a3 ニコンネイチャースコープ　「ファーブルシリーズ」 株式会社ニコン／株式会社ニコンビジョン

130107a3 xyloba 株式会社ジオジャパン

130112a3
針なしホッチキス　ペーパークリンチミニ／ホールクリッ
プ（アニマル）

プラス株式会社ステーショナリーカンパニー

130119a3 ライブナチュラルプレミアムフロア 朝日ウッドテック株式会社

130141a3 フレーベル　セレクトトイシリーズ 株式会社フレーベル館

130164a3 のびる紙ねんど クツワ株式会社

130186a3
ガーデン・トピアリー　シリーズ（ガーデン・ペット、
ガーデン・ジョーク）

有限会社　小林養樹園

130233a3 「触れる地球」　中型普及版
株式会社JVCケンウッド　／　NPO法人　Earth
Literacy Program

130063b3 杉の子保育園
社会福祉法人　陣場福祉会　杉の子保育園　／　株式会社
羽田設計事務所

130074b3 福津市児童センター ＦＵＣＳＴＡ
株式会社 環境デザイン機構／福津市／特定非営利活動法人
FUKUOKAデザインリーグ

130124b3 聖愛幼稚園 第2園舎 SUDA設計室／扶桑建設株式会社

130128b3 ネットの森
彫刻の森美術館 ／ 手塚貴晴＋手塚由比　手塚建築研究
所、マッカーダム　堀内紀子+Charles MacAdam　、今
川憲英+TIS & Partners、角舘政英／ぼんぼり光環境計画

130152b3 私立認可保育園「コビープリスクールこだいら」
社会福祉法人コビーソシオ／有限会社津島デザインスタジ
オ／株式会社プラットデザイン

130246b3 子どもをはぐくむ分譲マンション『グランドメゾン狛江』 積水ハウス株式会社

130275b3 りんでん保育園
社会福祉法人　法林会　／　工藤和美+堀場弘/シーラカン
スK＆H

130286b3 みのる認定こども園
学校法人田中学園みのる認定こども園／株式会社時設計／
株式会社ジェーエスディー

130299a3 快適防音室「奏でる家」 大和ハウス工業株式会社

130359b3 つながるほいくえん釜井台
株式会社　日比野設計　＋　幼児の城　／コト葉（子と
場）ＬＡＢ

131002b3 P'sスマイルプロジェクト
社会福祉法人どろんこ会／株式会社ポケモン／千葉大学大
学院柳澤研究室／岡本設計室

131006b3 スターチャイルド<<荏田北ナーサリー>> 株式会社みつば／バハティ一級建築士事務所

131008b3 初芝保育園新築工事 株式会社　アトリエ　オズミィ

130120c3 親と子の童話館ぶっくくらぶ 株式会社童話館

130173c3 ＩＣＣキッズ・プログラム NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

130198c3 トヨタ・子どもとアーティストの出会い トヨタ自動車株式会社

130229c3 「デザインあ」番組及び展覧会を通じたデザイン教育
ＮＨＫ（日本放送協会）／ＮＨＫエデュケーショナル／
21_21 ＤＥＳＩＧＮ ＳＩＧＨＴ／公益財団法人 三宅一生
デザイン文化財団

130262c3
らくがキッズコミュニケーション　～アートワークショッ
プ～

株式会社アキュラホーム／ジャーブネット

130267c3
CCD（チャイルドコミュニケーションデザイン）プロジェ
クト

社会福祉法人 檸檬会／株式会社 マーズデザインワーク
ショップ

～子どもの未来デザイン 感性・創造性部門～ 
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応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130316c3 おかしでつくる　デコアート 株式会社明治／凸版印刷株式会社

130320c3 CAMPファシリテーター SCSK株式会社

130326c3 キヤノン　クリエイティブパーク キヤノン株式会社

130329c3 ギャラクシティ（足立区こども未来創造館） 株式会社 丹青社

130344c3
コニカミノルタプラネタリウム“天空” in 東京スカイツ
リータウン

株式会社乃村工藝社

130378c3 海遊館リニューアル
株式会社 海遊館／株式会社 竹中工務店／株式会社 トータ
ルメディア開発研究所

130216d3 ものとこどもの観察ブック 甲斐智恵・内山俊朗（筑波大学）

130228d3 Re:Pale
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科付属メディア
デザイン研究所　リサーチャー　直井崇

130265d3
「こどもプレイログ Ver.2.0」「こどもプレイログ」発達
に障がいのある子どものワークショップ参加プロセスの研
究

白梅学園大学 杉山ゼミナール／津田塾大学 稲葉研究室

 

 

 

計 ３８件 
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～子どもの未来デザイン 学び・理解力部門～ 

 
 

 

計 ２９件 

 

 

 

 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130051a4 ７インチ　タブレット型モニター　エコガイドTAB 三菱電機株式会社

130065a4 クルトガ　シリーズ 三菱鉛筆株式会社

130078a4 おやこで　スキンシップジム 株式会社ベネッセコーポレーション

130102a4 こどものめしわん 鳴海製陶株式会社

130104a4 できる！のたまごシリーズ 株式会社　学研教育みらい

130149a4 Mirai Child Education Project（ミライプロジェクト） 株式会社センタウェーブ／株式会社システムクリエイツ

130199a4 皮むきグローブムッキ― 株式会社ファイン

130223a4 ジョイント平均台 株式会社ジャクエツ

130276a4 宮崎県から 桜の木のはさみ aeru

130330a4 通園用リュックサック（バイカラー） 株式会社フレーベル館

130085b4 千代田区立麹町中学校の環境デザイン･環境教育 千代田区／株式会社　日本設計

130281b4 茅ヶ崎シオン・キリスト教会／聖鳩幼稚園 手塚建築研究所

130296b4 気賀幼稚園
エムエスデザイン設計一級建築士事務所／天野寛志建築計
画事務所

130022c4 学研スポチャンくらぶ 株式会社　学研教育みらい

130045c4
自閉症児のためのコミュニケーション支援ツール「ねぇ、
きいて。」

愛知工業大学

130091c4 二十四のこよみ 東日本ハウス株式会社

130092c4 展示場を活用した住育「おうち探検隊」 東日本ハウス株式会社

130121c4 東京大学「水の知」×サントリー　『水ドリル』
国立大学法人東京大学／サントリーホールディングス株式
会社／株式会社サン・アド

130153c4 南極クラス ミサワホーム株式会社　他36団体

130234c4 どんぐりプロジェクト 東京ガス株式会社

130268c4
エコガイドを育てる環境学習型エコスクール　～つながる
学校　土橋小学校～

株式会社　東畑建築事務所／名古屋市立大学大学院芸術工
学研究科鈴木賢一研究室／株式会社　創建／豊田市立土橋
小学校

130287c4
幼稚園・大学共同　演劇型食育ワークショップ「子どもが
料理を好きになるとき」

白梅学園大学　林ゼミナール

130315c4
一般色覚児童と色弱者児童が共用・共有できる教育環境作
りを支援するCUDプロジェクト

特定非営利活動法人 カラーユニバーサルデザイン機構

130322c4 コドモ里山ラボ東京森都心
積水ハウス株式会社、株式会社アクタス、コクヨ株式会
社、株式会社ジャクエツ、パナソニック株式会社

130327c4
子ども達のふるさとになる街づくり「グリーンヒルズ湯の
山」

積水ハウス株式会社／グリーンヒルズ湯の山団地 まちなみ
景観

130336c4
特別支援スマホアプリ～子どもたちの生活・学習をサポー
トするスマートフォン用アプリケーション～

富士通株式会社／富士通デザイン株式会社／国立大学法人
香川大学

130355c4 「5本の樹」計画を活用した全国での自然教育活動 積水ハウス株式会社

130043d4
知性を育む保育環境デザインに関する研究～「まち遊び
キット」の開発～

東京大学大学院情報学環／ミサワホーム株式会社／株式会
社ミサワホーム総合研究所／株式会社コビーアンドアソシ
エイツ

130084d4
子どもの環境行動分析による園庭・園舎デザイン検証プロ
ジェクト

株式会社ミサワホーム総合研究所／早稲田大学佐藤将之研
究室／社会福祉法人コビーソシオ
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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

130038a5
ドラム洗濯乾燥機　ＮＡ-ＶＴ8200　/　ＶＸ8200シ
リーズ

パナソニック株式会社

130040a5 冷蔵庫　NR-F557XV他 パナソニック株式会社

130048a5 キュット ミー！ 北極しろくま堂有限会社

130049a5 子守帯・ベビーキャリー O2Oapparel

130168a5
BABYZEN YOYO　３つ折りストローラー　「ヨー
ヨー」

株式会社ティーレックス

130174a5 デジタルビデオカメラ　HC-V520M パナソニック株式会社

130189a5 「ナノイー」搭載内部額縁
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

130193a5 伝統文化を育児に活かす「おおしまつむぎ」 窪田織物株式会社

130200a5
「アンジェリーノ プティット」 （電動アシスト自転車・
自転車）

ブリヂストンサイクル株式会社

130211a5 プチポッティ 株式会社リッチェル

130212a5 ファインアール カルネオ セキュア 株式会社リッチェル

130213a5 ラクレ　ストローマグシリーズ 株式会社リッチェル

130217c5 ベビー休憩室コンセプトブック コンビウィズ株式会社

130224a5 Ｃｕｂｅａｄｓ　キュッキュッ　ＣＨＩＬＤ 龍野コルク工業株式会社

130239a5 システムバスルーム　キレイユ　シリーズ 株式会社　ＬＩＸＩＬ

130248a5 こまま 住友林業株式会社

130250a5 教育資金贈与信託
一般社団法人信託協会／三井住友信託銀行／三菱UFJ信託
銀行／みずほ信託銀行／りそな銀行

130258a5
BabyTune ～赤ちゃんの泣き止み音人気ランキング みん
なの音をプレイしよう！自分でつくろう！～

株式会社デジタルブティック ／ 株式会社小学館集英社プ
ロダクション

130264a5 STONZ（ストーンズ）　ブーティー 株式会社オープンワールド／Stonz Wear Inc

130277a5 乳幼児用寝具「リネンスリーパー」 株式会社コトノカ

130307a5
KIDS COUNTER KITCHEN（キッズカウンターキッチ
ン）

株式会社一条工務店

130313a5 スリーウェイクッション 株式会社カーメイト

130321a5 モビリティライフ 積水ハウス株式会社

130332a5 キャリーミー！プラス 株式会社ズームティー

130333a5 ロート・フラワー（ローズピンク） 株式会社ズームティー

130339a5 電動鼻水吸引器　ベビースマイル　S-302 シースター株式会社

130356a5
ダッドウェイアパレル／干支プリントコンビ肌着／無地短
肌着　２枚組セット

株式会社ダッドウェイ

130357a5 Maman d’ange  らくらくオールインワンゲル 株式会社　赤ちゃん本舗

130362a5 ダッドウェイアパレル／　レイヤード風ボディ ダッドウェイ

130363a5 シューズスタンド＆ハンガー２本組 株式会社　赤ちゃん本舗

131016a5 ベッタ　調乳用マット 株式会社ズームティー

130050b5 ＳＭＡＲＴ　ＳＴＹＬＥ ミサワホーム株式会社

130161b5 次世代型バリアフリー賃貸住宅　ユニヴァリィシリーズ 東建コーポレーション株式会社

130247b5 ハグくみの庭 住友林業株式会社

130295b5 キッズ＆ベビーデザイン賃貸住宅「シャーメゾン」 積水ハウス株式会社

130026c5 母子手帳アプリ SUKUSUKU-スクスク- NHN Service Technology 株式会社

130255c5 安心子育て応援サイト　子どもの安全ブログ セコム株式会社

130354c5 コンビプレママレッスン コンビ株式会社

130253d5 ＭＩＳＡＷＡ　ＫＩＤ’Ｓ　ＤＥＳＩＧＮ ミサワホーム株式会社
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応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130203a6
MobileDaRt Evolution（モバイルダート エボリューショ
ン）

株式会社　島津製作所

130323a6 １９００シリーズ　表示付ボルト１２万個 ベスト青梅

130343a6 多機能トイレ用自動ドアシステム ナブテスコ株式会社　住環境カンパニー

130353a6
気になる「音」をブロック「サイレントハイブリッドスラ
ブ５０」(ＬＨ－５０)

大和ハウス工業株式会社

130019b6 社会福祉法人延寿会　アリスとテレス 坂牛卓一級建築士事務所／O.F.D.A.

130064b6 伊達市立保原小学校 大野秀敏＋吉田明弘／アプルデザインワークショップ

130068b6 有田市立そとはま保育所 有田市長 望月良男／アトリエ・アースワーク

130089b6 きっずはうすめいよう 社会医療法人明陽会／株式会社　山下設計　中部支社

130282b6 レイモンド向日保育園
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

130285b6 宮田村こうめ保育園 暮らしと建築社／iroirotoridori

130340b6 富士重工業健康保険組合　太田記念病院（小児エリア） 株式会社日建スペースデザイン

130011c6 From kitchen プロジェクト 株式会社オリーブ＆オリーブ

130103c6 ハッピープールれんらくちょう 株式会社エクスプラウド

130111c6 セレオ八王子 北館　「Hachioji Life Style Station」 JR東京西駅ビル開発株式会社

130156c6 まーちらんど・みなとみらい 日産自動車株式会社

130278c6 進化する子育てコミュニティ 株式会社　阪急阪神百貨店　西宮阪急

130290c6 愛される園舎のつくりかた 日比野設計+幼児の城

130324c6
色弱者当事者及びその家族に対し、色覚多様性の理解と生
活上の相談・助言プロジェクト

特定非営利活動法人 カラーユニバーサルデザイン機構

130373c6 小岩井 純水果汁こども文庫プロジェクト
キリンビバレッジ株式会社マーケティング本部マーケティ
ング部

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130206a7 magno（マグノ）
Singgih Susilo Kartono - Piranti Works / Mie Suzuki
- Amber

130241c7
長崎市民としての今と未来を考える、地域図書館ワーク
ショップ

富士通デザイン株式会社／株式会社メタデザイン／長崎市
立図書館

130242c7 手洗い講座「手あらいのたいせつさ」 花王株式会社

130252c7
静岡市こどもクリエイティブタウン『ま・あ・る』による
「しごと・ものづくり体験」

株式会社丹青社／静岡市

130269c7 旅いく 株式会社JTBコーポレートセールス

130302c7
ドクターユニバーサルデザイン授業～小学校での取り組み
～

積水ハウス株式会社/大阪府産業デザインセンター/大阪府
豊中市立上野小学校

130346c7 永代家守りプロジェクト 株式会社アキュラホーム／ジャーブネット

～子どもの産み育て支援デザイン 地域・社会部門～ 

 

 

 

計 １９件 

 

 

 

 

～未来を担う消費者デザイン部門～ 

 
 
 

計 ７件 
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応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名

130047f8 東北ちくちくプロジェクト 東北ちくちくプロジェクト

130123f8 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

130195f8 東北復興支援プログラム「きっと わらえる ２０２１」 パナソニック株式会社

130220f8 被災地の子どもたちに将来の夢を！「家族ロボット教室」
株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ／岩手県／岩
手県立大学／一関工業高等専門学校／NPO法人 WRO
Japan

130221f8 中学生が先生になる！「被災地でのパソコン教室」
山元町教育委員会／ニフティ株式会社／社会情報学会・災
害情報支援チーム／富士通株式会社

130256f8 ハンド・イン・ハンド ハンド・イン・ハンド合同会社

130259f8
Ａ　Ｂｒｉｇｈｔ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　Ｔｈｒｏｕｇｈ
Ｓｐｏｒｔ　－あしたへ、スポーツとともに－

株式会社　アシックス

130273f8 みんなでつくる「みんなの場」プロジェクト 一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム

130284f8 東北子どもまちづくりサミット 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

130288f8
みどり豊かで笑顔あふれるまちを目指す『まちみどりプロ
ジェクト』

積和建設東北株式会社／積水ハウス株式会社

130310f8 僕らの夏休みProject 僕らの夏休みProject

130331f8 子ども夢ハウスおおつち 社会福祉法人　夢のみずうみ村

130352f8 POKÉ MON with YOU ワゴン POKÉ MON with YOU（事務局：株式会社ポケモン）

130383f8 遊びのワークショップ「フワヌノ」 札幌市立大学デザイン学部　あそびlab「オヘソ」

130387f8 遊びのワークショップ「ハコマチ」 札幌市立大学デザイン学部　あそびlab「オヘソ」

131001f8
千葉県立美術館と協働した「子ども達のこころのケア」～
夢つくり隊　in　釜石＆福島プロジェクト～

日本赤十字社千葉県支部／千葉県立美術館／諏訪赤十字病
院／成田赤十字看護専門学校

131003f8 いわき市屋内遊び場整備事業 いわき市 ／ 株式会社 トータルメディア開発研究所

～復興支援デザイン部門～ 

 
 

 

計 １７件 
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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 

【特別協賛】     森ビル株式会社 

【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、2013 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】 2013 年 3 月 4日(月) ～ 5 月 7 日(火)   

【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 383 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 ・・・ 44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 ・・・ 58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 ・・・ 95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 ・・・ 57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 ・・・ 67 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 ・・・ 33 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、社会環

『第７回キッズデザイン賞』 実施概要 

 

http://www.kidsdesignaward.jp/
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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 ・・・19 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》 （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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■報道関係者様からのお問合せ先                              

「第７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）田中・森・千葉 Tel：03-5778-4844 / Fax：03-5778-6516 

■企業様からのお問合せ先                              

第 7 回キッズデザイン賞応募事務局 Tel：03-3549-0346 / Fax：03-3549－0347 （平日 10：00－17：00） 

《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 ：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） 

         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 

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 設計組織 PLACEMEDIA・パートナー）  

 

【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７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2013 ～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：2013年 7月 29 日（月）  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  

◆受付開始：7月 10 日（水） ／応募締切： 7月 25日（木） 

◆メールお申込み先：sanka@kidsdesign.jp  

  ※ご希望の方には「キッズデザインコンセプトブック 2013」（2500円相当）を差し上げます。 

 

 

 

 

 


