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■ 1. キッズデザイン協議会について
● キッズデザインの定義

子どもを取り巻く社会課題を解決することを目的とした、製品・サービス・活動などのあらゆる取組を
キッズデザイン協議会の「キッズデザイン」と定義。 (デザイン ≠ 狭義の意匠）

３っつのデザインミッション

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

｢３っつのキッズデザインミッション｣のもと、次世代を担う
子どもたちの健やかな成長発達につながる社会環境の
創出に寄与することを目的とした企業・団体が集うNPO。

● キッズデザイン協議会

次世代を担う子どもたちの未来を拓く社会環境を創出するキッズデザインを推進することを目的と
して企業・団体等・自治体で構成。

概要

[設立年月日] 2017年4月2日 （2006年5月15日 任意団体として発足）
[ 会 員 数 ] 113 企業７０社 ・ 個人１名 ・ 団体等１７ ・ 自治体２５
[ 会 長 ]    山本 正巳 (富士通株式会社 取締役会長）
[ 副 会 長 ]    稲垣 士郎 (積水ハウス株式会社 代表取締役副会長）

金子 眞吾 (凸版印刷株式会社 代表取締役社長）

キッズデザイン宣言

会員企業が連携して子どもたちを取巻く社会課題解決
のために、研究開発・事業企画を行う活動指針としての
「キッズデザイン宣言」を制定。 （2017年6月5日）

● 協議会の主な活動

キッズデザイン活動の社会への拡大のために会員が参画・連携し各事業を推進。

主な事業

顕彰事業
｢３っつのキッズデザインミッション｣を実現している優れた商品・サービスや施設、プログ
ラム、調査研究などを表彰。

研究開発事業
会員企業が連携して「プラットホーム」を構成しデザインミッションを実現するための研究
会・プロジェクトを推進、勉強会として講演会・セミナーを企画、開催。

認証事業
安全性のガイドライン(キッズデザインガイドライン)を策定・検討・見直しを行い標準化
を推進。これをもとに子どもの安全向上を目的とする第三者認証制度。

広報活動
キッズデザインの普及啓発を目的として協議会のメディア(HP・SNS等)、イベント、展
示会を活用し情報発信。

● 会員一覧 (2018年7月27日現在）

企業（70）

団体等（18）

自治体（25）
篠山市
札幌市
下関市

東京都
徳島県
長野県

名古屋市
福井県
文京区

松山市
三木市
宮城県

GIS総合研究所
Wiwiw
Deep people
個人1名

日本品質保証機構
日本赤十字社
日本デザイン振興会
日本インダストリアル

デザイナー協会

経済産業省
産業技術総合研究所
高度技術社会推進協会
国立成育医療研究センター
製品評価技術基盤機構

板橋区
宇部市
愛媛県

大阪府
岡山県
金沢市

世田谷区
敦賀市
東温市

川崎市
熊本県
神戸市

モノづくり日本会議
人間生活工学研究センター
日本小児科学会
東京学芸大学
札幌消費者協会

パナソニック
東日本旅客鉄道
日比野設計
富士通
フレーベル館
文化シヤッター
ホロンクリエイト
本田技研工業
マツダ
ミサワホーム
みずほ銀行
三井住友銀行
三越伊勢丹
三菱電機
三菱UFJ銀行
森ビル
ヤマダ・ウッドハウス
ユニバーサルデザイン総合研究所
LIXIL住宅研究所
リンナイ
ルイ髙
レーベン販売

横浜市

ズームティー
西武ホールディングス
積水化学工業
積水化成品工業
積水ハウス
セコム
タイガー魔法瓶
大賀建設
ダイナマークス
丹青社
テクノメディア
電通
東急建設
東京ガス
トータルメディア開発研究所
TOTO
凸版印刷
トリビュート
ナブテスコ
日本自動ドア
日本生活協同組合連合会
日本生命保険
農林中央金庫
野口直樹建築設計事務所

アサツー ディ・ケイ
アシックス
安藤ハザマ
イオン
イオンファンタジー
ウッドライフホーム
SCSK
大阪ガス
オージーケーカブト
鹿島建設
学研ホールディングス
感動ハウス
芸術造形研究所
コクヨ
ココネット
児島
コトブキ
コビーアンドアソシエイツ
コープデリ生活協同組合連合会
コンビ
西部ガス
清水建設
ジャクエツ
住友林業



■ ２. 顕彰事業（キッズデザイン賞）
● キッズデザイン賞

３っつのデザインミッションを実現し、普及するための顕彰制度。さまざまな分野の作品を募集し優
れた製品・サービス・取り組みを表彰。受賞作品はキッズデザインマークの使用が認められる。

キッズデザイン賞の目的

● 賞の構成

受賞作品のなかからより優れた作品に最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞が選定される。

最優秀賞 内閣総理大臣賞。すべての応募部門のなかから最優秀と認められた受賞作品。

優秀賞
男女共同参画担当大臣賞、少子化対策担当大臣賞(2作品)、消費者担当大臣
賞、経済産業大臣賞(4作品)。各部門において最も優秀と認められた受賞作品。

奨励賞
キッズデザイン協議会会長賞。３つの部門テーマそれぞれにおいて優れていると評価さ
れた受賞作品に贈られる。

特別賞 東京都知事賞、審査委員長特別賞、TEPIA特別賞。

● 受賞作品

第１１回 内閣総理大臣賞

受賞作品(例)

受賞作品を広く社会に紹介、認知促進を図り、
子どもを取巻く社会課題の解決に貢献する。

キッズデザイン賞のあゆみ

キッズデザインマーク

2007年 第１回キッズデザイン賞
応募作品数 4,081作品 （第11回まで総数）

受賞作品数 2,453作品 （第11回まで総数）

2018年8月 第12回キッズデザイン賞・受賞作品発表

審査

子どもを取巻く社会課題の解決に
知見の高い医師・研究者・学識
経験者・クリエーター、16名が審査

[作 品 名] 西武鉄道 新型通勤車両40000系
[受賞 団体] 西武鉄道株式会社/川崎重工業株式会社
[  部 門 ] 子どもたちを産み育てやすい部門
[  対 象 ] モビリティ・モビリティ関連用品

●受賞理由
公共交通における子連れでの移動は、社会問題化している。ベビー
カーを置ける空間構成や子どもが好む窓の外の景色が見られる窓の
高さ、車内空気環境の向上など、子育てと移動という課題解決に向
けた徹底した取り組みは高い社会提案性を有しており、こうした課題
へ社会の目を改めて向けさせる説得力を持っている。利用者の意識
調査から課題抽出、解決策の検討、VRも活用した保護者・子ども視
点での検証等、利用者目線を取り込む設計が細部にまで注ぎ込まれ
ており、生活者視点に立った優れた移動空間を実現した。

■転倒の際の熱湯漏れ防止に加え、蓋部分に設けられた独自の構造で
蒸気を水滴に換えて内部へ戻し、熱い蒸気を外部に出さない工夫

[受賞 年度] 2013年度（第7回）/ 経済産業大臣賞
[作 品 名] 転倒流水防止構造つき 蒸気レス 電気ケトル
[受賞 団体] タイガー魔法瓶株式会社
[  部 門 ] 子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン

■各地域での在来作物の継承と子どもの食育を結ぶプログラム
[受賞 年度] 2015年度（第9回）/ 消費者担当大臣賞
[作 品 名] 在来作物で味覚のレッスン
[受賞 団体] 映画「よみがえりのレシピ」製作委員会/有限責任事業組合いで
は堂
[  部 門 ] 未来を担う消費者デザイン

■産休から復帰した女性営業社員が自身の経験とスキルを活かしながら
働き続けられる新しい働き方のモデル

[受賞 年度] 2017年度（第11回）/ 男女共同参画担当大臣賞
[作 品 名] マミーズプロジェクト
[受賞 団体] ミサワホーム株式会社
[  部 門 ] 子どもたちを産み育てやすいデザイン

撮影：白鳥真太郎氏

撮影：枦木 功氏



■ ３. 研究開発事業と認証事業
● 研究開発

会員企業が連携して、子どもをとりまく社会課題解決のために、｢３っつのデザインミッション｣を
テーマとした調査、研究、事業企画。
行動指針としての「キッズデザイン宣言」に基づき「会員企業間プラットホーム」を構築。

● 認証事業

子どもの安全に関する「キッズデザインガイドライン」をもとに、子どもの安全性の
向上を目的とする第三者認証制度を開発。（世界初）
■ CSD(Child Safety through Design)認証

研究会・プロジェクト （例）

活動について

東日本情報交換会 東西各エリアの会員によって構成。新プロジェクトの提案、研究会・勉強会・
セミナー・交流会等の立案と推進。

西日本情報交換会

研究会 ３っつデザインミッションを実現するための製品・サービス・取組みなどの指針
や基準の研究・開発。

プロジェクト デザインミッションのもと会員間協力による社会課題解決のための活動、ツー
ルの開発、その成果の社会への発信等。

勉強会 キッズデザイン賞受賞作品の見学や、優れた製品・サービスの検証を行い、
会員企業のノウハウ向上。

セミナー・シンポジウム 協議会・研究開発部会が主催し、子ども子育てを取巻く社会課題解決に
おける知見者や研究者のセミナーを開催。会員企業・会員よりの招待者）

キッズデザイン・カフェ 協議会会員以外の参加(一般生活者含む)も可能とし、キッズデザイン協
議会活動の理解促進を目的とした「場づくり」。

交流会 協議会会員企業それぞれの取組みの理解促進・情報共有のための意見
交換会。

創造性育成研究会

「子どもの創造性と未来を拓くデザイン」についての理解を
深め、具体的な商品・サービスや社会の仕組みづくりに
役立てるため、またキッズデザイン賞の審査基準、強化ポ
イントを視野に入れた研究プロジェクト。

■子どもの創造性と未来を育む７つの視点

こどもOS研究会

子どもの遊び行動の観察調査から、代表的な２２の
パターンを「こどもＯＳランゲージ」にまとめ、アイデア／デ
ザイン発想法、及び、ハザードの予測ツールとして活用
できるツール開発。

■子どもOSランゲージ

子どもの事故予防

■ 「キッズデザイン」が考える事故の予防
さまざまな複合要因によって発生する事故に学び、原因をきちんと理解し、対策を行い、その危険知識を社会に
普及すること。

事故の原因となる事故情報
子どもの身体特性

子どもの行動・心理特性
子どもの生活実態

子どもは小さな大人ではない 事故情報をもとにリスクチェック

DB

事故情報
収集

事故原因
理解 対策

危険知識を
社会に普及

事故減少
の検証

スパイラル
アップ

キッズデザインガイドラインと標準化

■キッズデザインガイドラインとは
子どもの事故は規制だけでは防げない領域がある。キッズデザインガイドラインは、規制しにくい領域に対応するた
めのデザインプロセス。

｢キッズデザインガイドライン」をもとに製品の設計・開発において、子どもの安全性確保に必要な活動を規定
する JIS Z 8150(子どもの安全性－設計・開発のための一般原則）が制定。 (2017年12月)



■ ４. キッズデザイン賞 受賞作品から
● 第３回 最優秀賞 （経済産業大臣賞）

■ のりかえ便利マップ
[受賞 団体] 株式会社 ナビット
[  部 門 ] 子どもたちを産み育てやすいデザイン

子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン
[  対 象 ] 子育て支援

●受賞理由
産み育て支援をしたいという開発者の熱意と努力が形に
なったキッズデザインの典型的な作品である。本サービスが
駅の動線制御や事故防止にもつながっていると思われ、展
開の可能性も期待できる。

●審査委員コメント
妊婦の身体への負担軽減という問題意識から始まった開
発が、一般のユーザーまで広がった点を評価した。日常の
空間における育児支援をも満たすユニバーサルデザインの
典型的モデルである。

● 第４回 最優秀賞 （少子化対策担当大臣賞）

● 第９回 優秀賞 (経済産業大臣賞）

● 第11回 受賞

■ エキスパート・ドライバー・サービス
[受賞 団体] 日本交通株式会社
[  部 門 ] 子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン
[  対 象 ] モビリティ・モビリティ関連

●受賞理由
子どものみ、又は妊娠中や子連れの際の移動を安全かつ快適に行ないたいという要望は多い。
サービスを担うドライバーが、保育士経験や小児救命講習を受けたエキスパートであると同時に、
顔なじみになるという「記名性」が特に重要で、このおかげで安心感はかなり高まるはずである。
公共交通における安全性の一層の拡充と個人利用としてのこうしたサービスの向上の補完関係
で、子ども・子育て層の安全な移動が実現していく。高まる社会的ニーズに応え得るものとして
評価した。

●審査委員コメント
7000名の乗務員の中から選ばれ、専門スキル（小児
救命講習等）教育を受けたキッズ担当乗務員による
送迎サービスである。各種チャイルドシートも搭載し、子
連れでの外出や通勤、産後退院など新生児・乳幼児を
連れている場合にも周囲を気にせず、移動できる点は有
用性が高い。2011年のサービス開始以来、約4割がリ
ピーターとなり、月間約600件の稼働という実績も評価
できる。

■ ＪＲ東日本の子育て支援プロジェクト｢駅型保育園｣
[受賞 団体] 東日本旅客鉄道株式会社
[  部 門 ] ソーシャルキッズサポート部門
[  対 象 ] 子育て支援

●受賞理由
「子育てしながら働く」親世代のライフスタイルをデザインしている点を高く評価した。駅に近いとい
う利便性のみならず、地域のニーズに合わせた延長保育や一時保育にも対応しており、沿線で
の面的展開も有効な取り組みである。社会的ニーズが高いこうしたサービスが、交通事業者の
スタンダードとして、さらに広がることを
期待する。

●審査委員コメント
子育て支援分野において現在、最も
ニーズの高い保育の問題を「駅」という
同社ならではのインフラを活用し、エリア
密着型で取り組んだ好例。地域ごとの
ニーズに応えており、全国に広まってほし
い取り組みである。

■ 授乳室検索アプリ ママパパマップ
[受賞 団体] コドモト株式会社
[  部 門 ] 子どもたちを産み育てやすいデザイン
[  対 象 ] 子育て支援

●開発の考え方
日本中の授乳室・おむつ替え台を検索
できるサイト・アプリ。実際のママパパがユー
ザーとして授乳室の情報・コメント等を
投稿し合う仕組みになっており、日本中
から情報が集まるようになっている。

●審査委員コメント
様々な育児支援アプリが誕生している
なかで、テーマを特化することで検索性を
高め、乳児を抱える世帯にとって有益な
情報を収集・提供している。ユーザー
投稿によるコンテンツの進化が常に新規
性を保つ役割も担う。
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