
しずおか｢夢｣デザインコンテストとは、静岡市の地場産品をテーマに、子供たちの夢を実現するコンテストです。
子供たちの創造的な感性を育むとともに、静岡の地場産業界に多くのヒントと可能性を提案しています。
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しずおか焼津信用金庫巡回展示会

 2021年商品化 「夢のおでけん」R
地域資源循環型もの、人、夢づくり支援活動

○子供も大人も勉強になる冊子、地場産品ができるまで『しずおか特産品解体新書』の発刊
　｢しずおか特産品解体新書｣とは、静岡市の地場産品ができるまでの工程等を子供向けにわかりやすく紹介した
　地域唯一の産業学習教材のことで、小学４～５年生の授業等でも活用されています。（２０００年～）

○子供にも技術者にも刺激、あったらいいな！こんな地場産品『しずおか夢デザインコンテスト』の開催
　｢しずおか夢デザインコンテスト｣とは、地場産品をテーマに、子供たちの夢を実現するコンテストです。（２００３年～）

メセナアワード2015「優秀賞」（夢ものづくり賞）受賞
第3回ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞（青少年支援部門）
第2回キッズデザイン賞受賞
2006グッドデザインしずおか「地域産業賞」受賞
第10回信用金庫社会貢献賞「地域活性化しんきん運動・優秀賞」受賞
第7回信用金庫社会貢献賞「特別賞」受賞
第20回信用金庫PRコンクール「最優秀賞」受賞
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産業フェアしずおか2020 入賞者と試作品

試作品制作

審 査 会
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■2005  千代田東小学校
★トイレ、リラックス、テーブル★

昴弥×海野木工

■2003  橘小学校
★静岡ドレッサー★
亜由子×海野木工

■2009  清水不二見小学校
★おしゃれなゴールネット★

康介×すまうと

■2007  清水庵原小学校
★マグロの洋服かけ★

翔吾×海野木工＋エクタス

■2006  長田東小学校
★カラフルフラワー

ミラー★
弘江×海野木工

■2005  大里西小学校
★ドレミフック★

楓×海野木工

■2004  安倍口小学校
★レインボー BOX ★

美幸×海野木工

■2007  長田南小学校
★スライドする机★

真弥×海野木工



7

■2013  長田東小学校
★富士山ロッキングチェア★

あすか×すまうと

■2015  葵小学校
★花のイス★

伶香×すまうと＋マキノ

■2014  清水飯田東小学校
★マッサージイス★

陽向×すまうと

■2016  長田北小学校
★おいしそうなイス★

美優×すまうと＋
静岡デザイン専門学校

6

■2008  東豊田小学校
★オシャレなしょうじ★

麻由×森建具

■2010  麻機小学校
★静岡づくしバッグ★

茉莉×すまうと

■2011  大里西小学校
★ミニげたタンス★
日菜子×すまうと

■2009  番町小学校
★季節のいす★
雅也×すまうと
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■2017  橘小学校
★動物達の足あとのかさ立て★

真太郎×岳南木工商会

■2020  西豊田小学校
★野球ひとすじポール★　

舜×大橋木工所

■2018  竜南小学校
★ものさし、ごみばこ、
ティッシュづくえ★
歩夏×大橋木工所

■2019  中島小学校
★富士山ランプと

するがわん引き出し★
悠太×すまうと＋
みやび行燈製作所

■2006  長田西小学校
★ハデなぶつだん★

徹×ディアス

■2008  千代田小学校
★仏だん BOX ミニ★

和樹×ディアス

■2021  清水不二見小学校
★どこでもドア★
菜月×大橋木工所

■2021  千代田東小学校
★おんぷのロッキング

チェア★
拓人×すまうと
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■2015  由比小学校
★花ばたけ仏だん★

心羅×ディアス＋佐野

■2009  長田西小学校
★薄井仏壇さん★
香織×ディアス

■2016  東豊田小学校
★静岡のじまんたまて箱★

叶×岳南木工商会＋
マキノ＋佐野

■2018  清水江尻小学校
★まあるい仏壇★

要×すまうと

■2020  番町小学校
★わくわく殿様仏壇★　

桃子×エクタス

■2010  清水岡小学校
★メカニカル仏壇★

航星×ディアス＋エクタス

■2011  東源台小学校
★世界に一つの仏壇★

春佳×ディアス＋
エクタス＋鳥羽漆芸＋佐野

■2012  清水飯田東小学校
★思い出ぶつだん★

美桜×丸玄工芸
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■2004  長田東小学校
★写真シューズ★

真央×矢沢

■2003  城内小学校
★ミラクルマジックシューズ★

絵理×矢沢

■2005  長田南小学校
★のびちぢみする

長ぐつ★
将人×矢沢

■2005  清水有度第二小学校
★シャカシャカビーズ

サンダル★
詩織×矢沢

■2006  西奈小学校
★さくらサンダル★

真希×矢沢

■2007  安東小学校
★けん玉シューズ★

ひなの×矢沢＋
岸本挽物製作所

■2007  中田小学校
★着せかえサンダル★

弘奈×矢沢

■2021  城北小学校
★おみこし仏壇★
祐希×エクタス
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■2013  東源台小学校
★お茶のくつ★

歩輝×矢沢

■2014  城北小学校
★花ぐつ★
花野×矢沢

■2009  宮竹小学校
★静岡フライトサンダル★

文也×矢沢

■2012  服織小学校
★毎日はかれるサンダル★

麻菜×矢沢

■2003  足久保小学校
★星のレインボーシューズ★

江美里×矢沢

■2011  橘小学校
★海のおそうじたいシューズ★

優季×矢沢

■2010  中島小学校
★ダンダンブーツ★

麗子×矢沢

■2003  橘小学校
★ナビ付きシューズ★

駿一×矢沢
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■2015  富士見小学校
★張ー下っ駄ー★
優雅×花森＋佐野

■2009  東豊田小学校
★げたばこ★

朝香×碓田＋佐野

■2013  南部小学校
★うすすぎるげた★

怜恩×花森

■2004  長田西小学校
★足つぼげた★

竜也×花森＋佐野

■2016  安東小学校
★富士の国 花の都駿河塗下駄★

瑠花×佐野

■2011  清水有度第二小学校
★一点下駄★

優音×花森＋佐野

■2010  西奈小学校
★いつでもゲタ占い★

翔太×水鳥工業

■2008  長田南小学校
★下駄ックス★

姫奈×花森＋佐野＋
岸本挽物製作所



1918

■2007  中島小学校
★ステキなハンガー★

麻衣×エクタス

■2008  清水不二見小学校
★英語の線ひき★

凌×エクタス

■2009  清水小学校
★ドキドキすし屋★
明日香×エクタス

■2010  井宮小学校
★算数大好きマグロちゃん★

七星×エクタス

■2007  清水有度第二小学校
★ブックライト★
拓哉×エクタス

■2008  長田北小学校
★みかんランプ★
美輝×エクタス

■2019  清水飯田東小学校
★かまぼこに足を入れちゃいました !!★

葉月×水鳥工業

■2018  足久保小学校
★音のならない光るげた★

卯惟×水鳥工業
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■2011  清水庵原小学校
★静岡のよい鮪時計★

琉聖×エクタス

■2012  西豊田小学校
★かけわんこ★
志帆×エクタス

■2008  清水高部小学校
★ひなテープ★
夢奈×エクタス

■2003  千代田東小学校
★電気くん★
昴弥×マキノ

■2012  服織小学校
★サクランプ★
和希×エクタス

■2007  服織小学校
★ひな人形おもり★

誠明×岸本

■2004  千代田小学校
★ひな人形のプラモデル★

恵×マキノ

■2013  安東小学校
★富士山テープカッター★

優月×エクタス



2322

■2015  清水袖師小学校
★作戦会議★

真恵×エクタス

■2017  清水興津小学校
★イカすみのまき尺★

磨宏×エクタス

■2015  清水岡小学校
★富士山洗濯バサミ★

菜那×エクタス

■2017  大里西小学校
★うでつけセロハンテープ★

海惺×エクタス

■2014  宮竹小学校
★静岡おでんえんぴつキャップ★

駿平×エクタス

■2016  大里東小学校
★いろいろふでばこ★

百花×エクタス

■2014  足久保小学校
★富士山角定規★
夕海×エクタス

■2016  清水高部小学校
★しずおかつりかわ★

紗弥×エクタス
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■2019  長田南小学校
★ツナわとび★
譲×エクタス

■2020  井宮小学校
★おでけん★

愛菜×エクタス

■2018  大里西小学校
★つけかえＯＫ

カラフル桜コースター★
結生×エクタス

■2019  清水高部小学校
★静岡の線引き★
鈴夏×エクタス

■2017  服織小学校
★水中目ざまし時計★

央×エクタス

■2018  久能小学校
★大きないちごのつぶつぶおみくじ★

伶奈×エクタス

■2018  清水飯田東小学校
★口からテープ★
駿斗×エクタス

■2019  清水船越小学校
★日の出ライト★
陽野×エクタス
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■2004  清水飯田小学校
★丸花雛★

百合子×岸本挽物製作所
＋太田＋マキノ

■2003  駒形小学校
★かんらん車祭り★

未奈×岸本挽物製作所＋マキノ

■2005  清水船越小学校
★三段棒人形★

由希子×岸本挽物製作所＋
鳥羽漆芸＋マキノ＋佐野

■2020  中田小学校
★静岡パズル★
大葵×エクタス

■2020  安東小学校
★茶の花かんざし★　

藍子×エクタス

■2006  西奈南小学校
★くるくるひな人形★
綾夏×岸本挽物製作所

＋マキノ

■2021  井宮小学校
★富士レモンしぼり機★

有咲×エクタス

■2021  清水入江小学校
★ツナ缶くん★
虹輪×エクタス
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■2009  服織小学校
★ひなゴマ★

聖香×岸本挽物製作所＋鳥羽

■2019  竜南小学校
★ 0 才からのつみ木

おひなさま★
えこ×すまうと＋マキノ

■2009  井宮小学校
★するがのおひなさま★

七星×岸本挽物製作所＋碓田＋
鳥羽＋佐野

■2015  橘小学校
★かわいい人形★

琴音×小林人形＋エクタス

■2014  長田西小学校
★ミニひなこけしで ひな人形★

彩乃×マキノ

■2013  清水江尻小学校
★駿河竹千筋ひな人形★
二千花×小林人形＋大村

■2012  清水小学校
★つんで、つんで、ひな人形★

駿×エクタス

■2011  服織小学校
★ふじひなオルゴール★

歩美×小林人形＋エクタス
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■2007  東豊田小学校
★うさぎとかえるとペンギン

とキリンみんな仲よし★
紀子×海野木工

■2010  西豊田小学校
★富士登山★

一洋×岳南木工商会

■2013  横内小学校
★かつおけずりぶし機の

「かつお君」★
一光×岳南木工商会

■2009  大里西小学校
★楽駄（らくだ）★

晴紀×岳南木工商会

■2008  清水興津小学校
★ゆらゆらサクラエビ★

優×岳南木工商会

■2008  橘小学校
★ The SIZUOKA ネクタイ★

藍×岸本挽物製作所

■2020  伝馬町小学校
★ミニチュアひなゴム★
璃多×岸本挽物製作所

■2020  清水江尻小学校
★手軽におひなさま★　

しずく×すまうと + 鳥羽
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■2005  清水小学校
★空わなげ★

源×岸本挽物製作所

■2013  竜南小学校
★しずおか

「おでん車」★
萌楓×エクタス

■2004  西奈南小学校
★四だんけん玉★

貴之×滝本

■2012  清水飯田小学校
★本 持ちます 富士山★

萌々×岳南木工商会

■2006  千代田東小学校
★シーソーのわなげ★
妃優×岸本挽物製作所

■2006  清水有度第二小学校
★びっくり10色えんぴつ★
俊揮×岸本挽物製作所

■2014  清水三保第一小学校
★羽衣の松のせんたくかけ★

珠生×岳南木工商会

■2013 
清水有度第二小学校
★キリンみたいに

大きくなれるかな★
真花×岳南木工商会
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■2016  葵小学校
★お家の窓辺の富士山★

かれん×大橋木工所

■2017  長田南小学校
★ぴょんぴょんけんだま★

粋×岸本挽物製作所

■2016  清水飯田小学校
★ひな風鈴★

愛巳×Kisshi & bu

■2016  田町小学校
★うでけん玉★

勇翔×岸本挽物製作所

■2014  横内小学校
★竹馬下駄★

尋仁×岸本挽物製作所
＋花森

■2012  千代田小学校
★大道芸けん玉★

昌樹×岸本挽物製作所

■2011  清水袖師小学校
★アイスけん玉★

麻琴×岸本挽物製作所

■2010  清水小学校
★めざせ頂上

バランス登山★
伸長×岸本挽物製作所
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■2007  新通小学校
★花がらの漆器ちょ金箱★

望×岸本挽物製作所
＋鳥羽漆芸＋佐野

■2010  清水江尻小学校
★輝く蒔絵星座★

和正×岳南木工商会＋
鳥羽漆芸＋佐野

■2006  清水駒越小学校
★木でできたかばん★

芙美香×碓田＋
鳥羽漆芸＋佐野

■2008  竜南小学校
★お茶のさし木駿河漆器

ＫＥＹ−ＴＲＥＥ★
優太×岸本挽物製作所＋

鳥羽漆芸＋佐野

■2018  清水船越小学校
★キラキラ地球儀★

佳歩×岸本挽物製作所
＋鳥羽漆芸

■2019  橘小学校
★動物の木★

永遠×岸本挽物製作所

■2018  井宮北小学校
★富士山ランプ★

彩奈×岸本挽物製作所

■2017  賤機南小学校
★ドッキリ箱★
伯×大橋木工所



■2020  森下小学校
★おちゃばん★

遥光×岸本挽物製作所+
鳥羽漆芸+蒔絵つじもと

■2020  橘小学校
★ラグビーボール茶筒★　
莉恋×岸本挽物製作所+

鳥羽漆芸

■2021  橘小学校
★静岡地場産品つめこみかんざし★　

葉南×岸本挽物製作所＋
鳥羽漆芸＋山崎製作所
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■2019  大里西小学校
★駿河蒔絵桜風かんざし★
奈津美×岸本挽物製作所

＋鳥羽漆芸

■2014  大里西小学校
★小さな小さなおくりもの★

舞×すまうと＋鳥羽漆芸

■2012  足久保小学校
★ふじさんのくし★

夕海×海野＋鳥羽漆芸＋佐野

■2005  横内小学校
★蒔絵の伝統工芸カルタ★

恵梨子×長島＋佐野

■2011  大里西小学校
★サッカーボールおわん★
健太郎×岸本挽物製作所

+ 鳥羽漆芸
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■2013  長田北小学校
★おひな手鏡★

美喜子×海野＋佐野

■2017  服織小学校
★ねこくし★

美乃×すまうと

■2008  長田東小学校
★駿河竹ごま★

雄貴×大村

■2007  長田東小学校
★千筋コサージュ★

千夏×大村

■2016  南部小学校
★着せかえ弁当箱セット★

爽花×細田＋エクタス

■2021  清水高部東小学校
★レインボー逆さ富士タワー★
日向×岸本挽物製作所＋鳥羽漆芸

■2017  清水興津小学校
★とびだす木の絵本★

愛七×駿河突板店

■2021  千代田小学校
★たけのこのランプ★

彩希×駿河突板店
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■2006  三番町小学校
★竹千筋ツリー★

泰斗×松下

■2005  東豊田小学校
★竹千筋でおひなさま★

安輝子×松下

■2003  城内小学校
★涼しんぼう★

恭平×黒田

■2012  清水宍原小学校
★ごうかな虫かご★

晃大×大村

■2009  清水駒越小学校
★竹千筋細工のティアラ★

芙美香×大村

■2010  北沼上小学校
★おだいり箱とおひな箱★
瑠美×大村＋岸本挽物製作所

■2011  西奈南小学校
★竹千筋こいのぼり★

皓太×大村

■2013  城北小学校
★ムシマンション★

萌生×大村
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■2014  葵小学校
★鳥風鈴★

佳央莉×大古田＋kisshi&bu

■2015  清水飯田東小学校
★春・夏・秋・冬灯籠★
未悠×みやび行燈製作所

■2017  川原小学校
★竹千筋細工海ぞく船★

偉武樹×神谷（篠宮竹細工所）

■2015  田町小学校
★駿河竹千筋細工のハンガー★

一稀×みやび行燈製作所

■2015  東源台小学校
★富士山おもてなしトレー★
麻梨子×みやび行燈製作所

■2016  大里西小学校
★静岡づくし、竹千筋細工
フラワーライト＆ケース★

明日美×大橋木工所

■2018  井宮小学校
★カワセミのランプ★

七夏×みやび行燈製作所

■2019  東豊田小学校
★竹千筋細工ランプで

登呂遺跡★
可鈴×みやび行燈製作所
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■2012  大里西小学校
★ふじ山ど〜こだふろしき★

舞×鈴木（紺友染色工房）

■2013  横内小学校
★フジ山マント★

光喜×鈴木（紺友染色工房）

■2021  中田小学校
★星のお散歩★

紗永×みやび行燈製作所

■2015  安西小学校
★富士山スカーフ★

花凜×鈴木（紺友染色工房）

■2011  静岡小学校
★富士山ふろしき★

優多×鈴木（紺友染色工房）

■2010  清水庵原小学校
★富士山のバッグ★

天河×鈴木（紺友染色工房）

■2014  東豊田小学校
★駿河和染ウエディング★
詩乃×鈴木（紺友染色工房）

■2020  城北小学校
★日本一の富士山一輪ざし★　
小都音×みやび行燈製作所
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ちいさなおひなさま 蒔絵のカルタ（3種）
1セット12枚入り

商品化作品

■2018  清水有度第二小学校
★にょろにょろ

うなぎマフラー★
太陽×鈴木（紺友染色工房 )

■2019  大谷小学校
★駿河和染富士山風
ランドセルカバー★

日和×鈴木(紺友染色工房)

■2017  安西小学校
★変わるワンピース★

心琳×静岡デザイン専門学校
＋鈴木（紺友染色工房 )

■2021  長田西小学校
★静岡マスク★

来実×鈴木(紺友染色工房)
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応募用紙や過去の全入賞作品のほか、
公式キャラクターハットくん

オリジナル切り抜きシールなども
ダウンロード出来ます。

https://www.dream-design.jp

公式サイトができました!!

スマホでQRコードを
読み取ってください。

スマホでQRコードを
読み取ってください。

表情豊かな「ハットくん」がLINEスタンプになりました！
ぜひ使って楽しんでください！

発見・発想 ハットくんLINEスタンプショップで検索
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発
はっけん

見・発
はっそう

想 ハットくん
誕
たん

　生
じょう

　日
び

：2002年
ねん

12月
がつ

16日
にち

うまれた所
ところ

：ドリーム星
せい

身
しん

　　　長
ちょう

：70㎝
センチ

くらい

体
たい

　　　重
じゅう

：20 ㎏
キログラム

くらい

発見・発想がとくいで、
ハッとするアイデアやデザインが

ぼうしの中にいっぱいつまってるんだ。
だからみんなぼくのことを

「ハットくん」とよぶんだ！
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（順不同）
小学校名 掲載ページ 小学校名 掲載ページ

静岡市立番町（三番町）小学校 6・11・42 静岡市立東豊田小学校 6・11・16・31・42・45・47
静岡市立新通小学校 37 静岡市立西豊田小学校 8・20・31
静岡市立駒形小学校 27 静岡市立富士見小学校 17
静岡市立安西小学校 47・48 静岡市立南部小学校 17・41
静岡市立田町小学校 35・44 静岡市立東源台小学校 10・15・44
静岡市立井宮小学校 19・25・26・29・45 静岡市立長田西小学校 9・10・16・28・48
静岡市立井宮北小学校 36 静岡市立長田南小学校 4・13・16・25・35
静岡市立安倍口小学校 5 静岡市立長田東小学校 4・7・13・41・41
静岡市立足久保小学校 14・18・22・38 静岡市立長田北小学校 7・18・41
静岡市立伝馬町小学校 30 静岡市立川原小学校 45
静岡市立葵（城内）小学校 7・13・35・42・44 静岡市立清水岡小学校 10・22
静岡市立横内小学校 31・34・38・47 静岡市立清水船越小学校 25・27・36
静岡市立安東小学校 12・17・21・26 静岡市立清水有度第二小学校 13・17・19・32・32・48
静岡市立竜南小学校 8・29・33・37 静岡市立清水小学校 19・28・33・34
静岡市立城北小学校 12・15・43・46 静岡市立清水入江小学校 26
静岡市立千代田小学校 9・20・34・40 静岡市立清水不二見小学校 5・9・18
静岡市立千代田東小学校 5・9・20・32 静岡市立清水駒越小学校 37・42
静岡市立北沼上小学校 43 静岡市立清水三保第一小学校 32
静岡市立麻機小学校 6 静岡市立清水江尻小学校 11・28・30・37
静岡市立西奈小学校 12・16 静岡市立清水飯田小学校 27・33・35
静岡市立西奈南小学校 27・33・43 静岡市立清水飯田東小学校 7・10・18・24・44
静岡市立賤機南小学校 36 静岡市立清水高部小学校 21・23・25
静岡市立服織小学校 15・20・21・24・28・29・40 静岡市立清水高部東小学校 40
静岡市立中田小学校 12・26・46 静岡市立清水袖師小学校 22・34
静岡市立中島小学校 8・14・19 静岡市立清水庵原小学校 4・21・46
静岡市立大里東小学校 23 静岡市立清水興津小学校 23・30・40
静岡市立大里西小学校 4・6・23・24・31・38・38・39・45・47 静岡市立清水宍原小学校 43
静岡市立大谷小学校 48 静岡市立由比小学校 11
静岡市立久能小学校 24 静岡大学教育学部附属静岡小学校 46
静岡市立宮竹小学校 14・22 常葉大学教育学部附属橘小学校 5・8・14・15・29・30・36・39・39
静岡市立森下小学校 39

小学校別特別賞受賞作品掲載目次




