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公募  学⽣やデザイナーとコラボ 意匠⼒ある介護リフォームを追求 
第2回『デザインアワード』10⽉26⽇より再募集
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介護向け住宅リフォーム事業を⾏う株式会社ユニバーサルスペース(本社︓神奈川県横浜市、代
表取締役︓遠藤 哉)は、10⽉25⽇で締め切った第2回デザインアワード『安⼼・安全な住み良い
家づくりにつながるユニバーサルデザイン』を10⽉26⽇より再募集を開始します。
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第2回デザインアワード チラシ(1)

本アワードでは、「⾼齢化社会の暮らしを豊かにする」をキーワードにデザインアイデアを募
集します。これは才能ある学⽣やデザイナーと出会い、応援、コラボレーションを⽬的とした
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コンペティションです。10⽉1⽇から25⽇で受付・募集をおこないましたが、募集期間が短か
ったため11⽉18⽇(⽔)まで再募集する運びとなりました。

当社は介護リフォームのフランチャイズチェーン『介護リフォーム本舗』を運営し、関東を中
⼼に北は北海道、南は⿅児島県まで全国93店舗まで拡⼤。「⼿間がかかる」「単価が安い」と
建設業者に後回しにされがちな介護リフォームを、業界では初めて効率化・システム化するこ
とに成功し、2013年にフランチャイズ展開を開始。単価が低くても収益につなげられるビジネ
スモデルを構築し、2016年には経済産業省の「先進的なリフォーム事業者表彰」にも選出され
ました。⼯事実績は55,000件を超えています。

■介護リフォームの⼒で⾼齢化社会にイノベーションを 意匠⼒のある商品の開発を⽬論む

⾼齢化社会を突き進む⽇本において、⼿すりの取付や段差解消などの介護やバリアフリーのリ
フォームニーズが急速に⾼まっています。⼈⽣100年時代と⾔われる中、今後さらに住環境や
⽣活習慣などに合わせた家づくりは必要になっていきます。

当社では⼿すりの取付、段差解消、ドアを引き⼾に交換するなどの介護リフォーム事業を展開
しており、特にニーズの⾼い⼿すりは⾃社製品開発も⼿掛けています。しかし「介護知識や施
⼯の技術⼒はあるが、意匠⼒はない・・・」という課題があったため、昨年、⾼齢化社会の暮
らしを豊かにするデザインアイデアを発想豊かな学⽣やデザイナーたちに向けて募集するデザ
インアワードを初開催。北海道から沖縄まで16歳〜52歳の幅広い年齢層から18名のエントリー
があり、様々なデザインアイデアが提案されました。

第1回 最優秀賞作品

■介護保険対象5種類のデザインを募集
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2回⽬となる本アワードでは介護保険の対象となる「⼿すりの取付」「段差解消」「床材変
更」「扉の交換」「洋式便器への交換」の5種類にテーマを絞り、⾼齢者、家族、介護者らが
ほっと笑顔になれるデザインアイデアを募集します。応募資格は⼀切の制限を設けず広く作品
を募ります。⼤学のデザイン学科の教授や建築家、理学療法⼠を審査員に迎えます。最優秀者
には賞⾦10万円を授与し、優れたデザインには商品化も検討する考えです。

引き続き当社は、本アワードをはじめとする介護リフォームの理解促進につながる取り組みを
積極的におこなっていきます。

【第2回デザインアワードの概要】

＜テーマ＞

『安⼼・安全な住み良い家づくりにつながるユニバーサルデザイン』

＜内容＞

介護保険の対象となる「⼿すりの取付」「段差解消」「床材変更」「扉の交換」「洋式便器へ
の交換」の5種類にテーマを絞り⾼齢者、家族、介護者のみんながほっと笑顔になれるデザイ
ンアイデアを募集。

＜審査基準＞

・テーマに沿ったデザイン提案であること

・新規性、オリジナリティがあること

・私たちの⽣活をより豊かにし、喜びあふれるものにすること

・アイデアレベルから実施設計レベルまで幅広く叡智を求めます

＜審査員＞

・丸⾕ 博男(建築家、エコハウス研究会代表理事、⼀般社団法⼈ARTISAN⽇本代表理事)

・若原 ⼀貴(建築家、⽇本⼤学芸術学部デザイン学科准教授)

・加島 守(⾼齢者⽣活福祉研究所 理学療法⼠ 所⻑)

・遠藤 哉(株式会社ユニバーサルスペース代表取締役)
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＜応募資格＞

⼀般・社会⼈、学⽣、⾼校⽣、デザイナーなど⼀切資格を問いません。

＜賞／賞品＞

最優秀賞   1点 10万円

優秀賞   2点 5万円

佳作    3点 1万円

＜提出物＞

プレゼンテーションシートA3⽚⾯2枚以内

下記内容を⾃由に表現

作品タイトル・コンセプト⽂

作品イメージ(写真・イラスト・CG・図⾯など)

＜スケジュール＞

受付  ︓ 10⽉1⽇(⽕)〜11⽉18⽇(⽔)

作品応募︓ 10⽉1⽇(⽕)〜11⽉18⽇(⽔)

審査⽇ ︓ 11⽉26⽇(⽊)

結果発表︓ 11⽉27⽇(⾦)

授賞式 ︓ 12⽉3⽇(⽊)Zoomにて開催

応募⽅法︓ WEBサイト(本アワード⽤の特別サイトからエントリー)

      https://universalspace.jp/competition/

＜主催＞

株式会社ユニバーサルスペース
ホーム


シェア


メニュー


電話


TOPへ
 

 CLOSE

キーワード

キーワードを⼊⼒

障がい グループホーム 障がい者雇⽤ 福祉事業所

カテゴリー

カテゴリーを選択

タグ

ADHD 知的障害 ⺟⼦モ 災害 痴漢被害 療育 発達障がい

発達障害 盲導⽝ 相談 知的障がい者 福祉 格差 福祉事業所

福祉施設 福祉現場 秦由加⼦ 精神障害 精神障害者 紛争

絵画コンクール 緊急⽀援物資 歩⾏器 書籍 聴覚障がい者 就職活動

学童保育 学習障害 定着⽀援 家賃⽀援給付⾦ 就労⽀援

就労移⾏⽀援 就労継続B型⽀援事業所 就労継続⽀援B型事業所

就労継続⽀援事業所 待機児童 暴⼒ ⼼療内科 ⼿話 抗体検査キット

摂⾷障害 ⽀援施設 改善 放課後等デイサービス 新型コロナ

新型肺炎 旅⾏ ⽼⼈ホーム 聴覚障害者 ⼦育て 障害者就労⽀援

障がい者就労⽀援施設 障がい者所得倍増計画 障がい者福祉施設

障がい者雇⽤ 障害 障害福祉サービス 障害者⼈材 障害者団体

障害者就労 障害者就労移⾏⽀援 障がい者アート 障害者採⽤ 障害者施設

障害者雇⽤ 障害者雇⽤⽀援 難聴 ⾼齢者住宅 ⾼齢者向け住宅

⿃海連志 ⿅島学園 障がい者就労 障がい者 育児 ⾔語聴覚⼠

⾃殺 ⾃⽴援助ホーム ⾃⽴⽀援 ⾃閉症 ⾊えんぴつ尼崎 虐待

虐待問題 視覚障がい 視覚障がい者 認知症 障がい 講座

貧困問題 起業 ⾝体障害者 ⾞いす ⾞いすバスケットボール

転倒検知システム 重度障がい者 重度障害 防災 孤独死 ⼦ども⾷堂

ASD セクシャリティ グループホーム グレーゾーン コメダ珈琲店

コロナ コロナウィルス サポート ショートステイ施設 シングルマザー

https://universalspace.jp/competition/
https://pmwh.org/
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https://pmwh.org/?s=%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84
https://pmwh.org/?s=%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
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＜協賛＞

株式会社⼩泉神奈川

＜問い合わせ＞

info@universalspace.jp

【店舗概要】

店名  ︓ 介護リフォーム本舗

設⽴  ︓ 2013年

店舗数 ︓ 全国に93店舗(直営店は4店舗)

      (北海道1店舗、宮城県1店舗、東京都22店舗、神奈川県12店舗、

      埼⽟県11店舗、群⾺県2店舗、茨城県1店舗、栃⽊県2店舗、

      千葉県9店舗、愛知県4店舗、三重県1店舗、岐⾩県1店舗、

      静岡県4店舗、⼤阪府8店舗、兵庫県2店舗、福井県1店舗、

      富⼭県1店舗、⽯川県2店舗、岡⼭県1店舗、広島県3店舗、

      福岡県2店舗、熊本県1店舗、⿅児島県1店舗)

URL   ︓ https://kaigor.com/

⼯事実績︓ 55,000件

      2013年度 3,700件 / 2014年度 4,000件 / 2015年度 4,200件

      2016年度 5,000件 / 2017年度 7,100件 / 2018年度 8,500件

      2019年度 10,500件

売上⾼ ︓ 2013年12⽉ 3億6,500万円 / 2014年12⽉ 3億8,300万円

      2015年12⽉ 4億1,700万円 / 2016年12⽉ 4億6,100万円
ホーム


シェア


メニュー


電話


TOPへ
 

 CLOSE

キーワード

キーワードを⼊⼒

障がい グループホーム 障がい者雇⽤ 福祉事業所

カテゴリー

カテゴリーを選択

タグ

ADHD 知的障害 ⺟⼦モ 災害 痴漢被害 療育 発達障がい

発達障害 盲導⽝ 相談 知的障がい者 福祉 格差 福祉事業所

福祉施設 福祉現場 秦由加⼦ 精神障害 精神障害者 紛争

絵画コンクール 緊急⽀援物資 歩⾏器 書籍 聴覚障がい者 就職活動

学童保育 学習障害 定着⽀援 家賃⽀援給付⾦ 就労⽀援

就労移⾏⽀援 就労継続B型⽀援事業所 就労継続⽀援B型事業所

就労継続⽀援事業所 待機児童 暴⼒ ⼼療内科 ⼿話 抗体検査キット

摂⾷障害 ⽀援施設 改善 放課後等デイサービス 新型コロナ

新型肺炎 旅⾏ ⽼⼈ホーム 聴覚障害者 ⼦育て 障害者就労⽀援

障がい者就労⽀援施設 障がい者所得倍増計画 障がい者福祉施設

障がい者雇⽤ 障害 障害福祉サービス 障害者⼈材 障害者団体

障害者就労 障害者就労移⾏⽀援 障がい者アート 障害者採⽤ 障害者施設

障害者雇⽤ 障害者雇⽤⽀援 難聴 ⾼齢者住宅 ⾼齢者向け住宅

⿃海連志 ⿅島学園 障がい者就労 障がい者 育児 ⾔語聴覚⼠

⾃殺 ⾃⽴援助ホーム ⾃⽴⽀援 ⾃閉症 ⾊えんぴつ尼崎 虐待

虐待問題 視覚障がい 視覚障がい者 認知症 障がい 講座

貧困問題 起業 ⾝体障害者 ⾞いす ⾞いすバスケットボール

転倒検知システム 重度障がい者 重度障害 防災 孤独死 ⼦ども⾷堂

ASD セクシャリティ グループホーム グレーゾーン コメダ珈琲店

コロナ コロナウィルス サポート ショートステイ施設 シングルマザー
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      2017年12⽉ 6億2,600万円 / 2018年12⽉ 7億8,200万円

      2019年12⽉ 10億900万円

特徴  ︓ ・業務を効率的に回し、単価が低くても収益につなげる

       ビジネスモデルを構築しフランチャイズ化。

       発明の名称「介護リフォーム⽀援システム」特許第6222945号

      ・介護事業者や施⼯を実施するリフォーム業者との連携を

       ネットワーク上でシステム化。

       ⾒積作成、介護保険の申請書類の作成、顧客情報、⼯事内容、部材の

       ⼿配などの事務作業を⼀括で管理できるクラウドシステムを構築。

      ・画像認識 AI(⼈⼯知能)を活⽤し、介護リフォーム⼯事の

       ⾒積作成を⾃動化するアプリを開発。

       発明の名称「リフォーム業務⽀援システム

       リフォーム業務⽀援サーバー」特許第6391206号

最新情報をチェックしよう︕
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 CLOSE

キーワード

キーワードを⼊⼒

障がい グループホーム 障がい者雇⽤ 福祉事業所

カテゴリー

カテゴリーを選択

タグ

ADHD 知的障害 ⺟⼦モ 災害 痴漢被害 療育 発達障がい

発達障害 盲導⽝ 相談 知的障がい者 福祉 格差 福祉事業所

福祉施設 福祉現場 秦由加⼦ 精神障害 精神障害者 紛争

絵画コンクール 緊急⽀援物資 歩⾏器 書籍 聴覚障がい者 就職活動

学童保育 学習障害 定着⽀援 家賃⽀援給付⾦ 就労⽀援

就労移⾏⽀援 就労継続B型⽀援事業所 就労継続⽀援B型事業所

就労継続⽀援事業所 待機児童 暴⼒ ⼼療内科 ⼿話 抗体検査キット

摂⾷障害 ⽀援施設 改善 放課後等デイサービス 新型コロナ

新型肺炎 旅⾏ ⽼⼈ホーム 聴覚障害者 ⼦育て 障害者就労⽀援

障がい者就労⽀援施設 障がい者所得倍増計画 障がい者福祉施設

障がい者雇⽤ 障害 障害福祉サービス 障害者⼈材 障害者団体

障害者就労 障害者就労移⾏⽀援 障がい者アート 障害者採⽤ 障害者施設

障害者雇⽤ 障害者雇⽤⽀援 難聴 ⾼齢者住宅 ⾼齢者向け住宅

⿃海連志 ⿅島学園 障がい者就労 障がい者 育児 ⾔語聴覚⼠

⾃殺 ⾃⽴援助ホーム ⾃⽴⽀援 ⾃閉症 ⾊えんぴつ尼崎 虐待

虐待問題 視覚障がい 視覚障がい者 認知症 障がい 講座

貧困問題 起業 ⾝体障害者 ⾞いす ⾞いすバスケットボール

転倒検知システム 重度障がい者 重度障害 防災 孤独死 ⼦ども⾷堂

ASD セクシャリティ グループホーム グレーゾーン コメダ珈琲店

コロナ コロナウィルス サポート ショートステイ施設 シングルマザー

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpmwh.org%2F26102020-3157.html&t=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE5%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%80%80%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%84%E6%AE%B5%E5%B7%AE%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB+%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%85%AC%E5%8B%9F%E3%80%80+%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%82%84%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%80%80%E6%84%8F%E5%8C%A0%E5%8A%9B%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E8%BF%BD%E6%B1%82%E3%80%80+%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%80%8E%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8F10%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%82%88%E3%82%8A%E5%86%8D%E5%8B%9F%E9%9B%86
http://twitter.com/intent/tweet?text=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE5%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%80%80%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%84%E6%AE%B5%E5%B7%AE%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB+%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%85%AC%E5%8B%9F%E3%80%80+%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%82%84%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%80%80%E6%84%8F%E5%8C%A0%E5%8A%9B%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E8%BF%BD%E6%B1%82%E3%80%80+%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%80%8E%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8F10%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%82%88%E3%82%8A%E5%86%8D%E5%8B%9F%E9%9B%86&https%3A%2F%2Fpmwh.org%2F26102020-3157.html&url=https%3A%2F%2Fpmwh.org%2F26102020-3157.html
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fpmwh.org%2F26102020-3157.html
http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https%3A%2F%2Fpmwh.org%2F26102020-3157.html&title=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE5%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%80%80%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%84%E6%AE%B5%E5%B7%AE%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB+%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%85%AC%E5%8B%9F%E3%80%80+%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%82%84%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%80%80%E6%84%8F%E5%8C%A0%E5%8A%9B%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E8%BF%BD%E6%B1%82%E3%80%80+%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%80%8E%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8F10%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%82%88%E3%82%8A%E5%86%8D%E5%8B%9F%E9%9B%86
https://pmwh.org/
tel:03-0000-0000
https://pmwh.org/
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この記事を書いた⼈

webmaster
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新型肺炎︓虐待など⼦どもに及び得るリスク〜ユニセフ、
共同でガイダンス発表【プレスリリース】

介護コミュニケーションアドバイザー資格取得講座』新規
リリース︕

働く⼥性の約８割が、⽇常的にガマンしている現実 スト
レス解消には「好きなものを⾷べたい」
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新着ニュース

障がいのある⼦ども達も⼀緒に楽しめる「やさしい映画上映会」を2⽉に⼤阪2ヶ所、神⼾1ヶ所で開
催。上映作品は「劇場版ポケットモンスター ココ」

⼤阪府⼤阪市阿倍野区の「あべのアポロシネマ」、⼤阪府四條畷市の「イオンシネマ四條畷」、神⼾市中央区
の「OSシネマズ神⼾」の3ヶ所で開催。事前予約制。⼤⼈1⼈1,800円、障がい者⼿帳を持つ⽅は同伴者1名とと
もに1⼈1,000円です。光や⾳量に注意を払い、障がいがある⽅にも安⼼して映画館で映画を楽しん[…]
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Amazon、児童養護施設でのオンラインFC体験会を開催 「Right Now Needs (ライト・ナウ・ニーズ)

」キャンペーンの⼀環として、地域の⼦どもたちと従業員の交流会を実施

Amazon の物流拠点であるフルフィルメントセンター（以下、FC）は、多数の従業員が勤務をしている全国の
FC所在地において、積極的にコミュニティ活動に従事しています。その⽬的は、地域の皆さまと従業員が連携
をすることにより、地域ならではの課題を解決することにあります。私たち、世界中のFCの従業員は、[…]

⼀般社団法⼈ＭＤＲＴ⽇本会が介助⽝育成のため⽇本介助⽝協会へ継続⽀援授与

●⼀般社団法⼈ＭＤＲＴ⽇本会が介助⽝育成⽀援のため（社福）⽇本介助⽝協会に５０万円の寄付を⾏った
●WEB会議システムを活⽤したコロナ禍の授与式では、普段参加が叶わないメンバも参加できる会となった 愛
知県⻑久⼿市と神奈川県横浜市に拠点を構える社会福祉法⼈⽇本介助⽝協会（以下、協会）は、⼿⾜に障がい
の[…]

 2020年12⽉18⽇

ボースフラリッシュ

あなたの⼼にそっと寄り添うウェブメディア

⾞の免許だけは取ろう
   資格の中で⼀番重要だと思うのは、普通⾃動⾞免許です。どうしてなのかを下記に記し
ていきます。    幅広い職種で使⽤できるから  運送、ドライバー、郵便事業、バスの運転
⼿などにおいて、⾞の免許は必 投稿 ⾞の免許だけは取ろう は ボスフラ に最初に表⽰されま
した。
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能⼒の⾼すぎる⼈は、社内でいざこざを起こす確率が⾼い
   社会でパワハラを起こしやすいのは、能⼒の⾼い（上に⽴っている⼈間）⼈が多いとの
印象を持ちます。健常者ではあまり⾒ることのない光景です。    優秀な⼈間がパワハラを
起こしやすい理由を下に記します 投稿 能⼒の⾼すぎる⼈は、社内でいざこざを起こす確率
が⾼い は ボスフラ に最初に表⽰されました。

雇⽤保険の給付制限は、2020年10⽉1⽇より2ヵ⽉に短縮される
   雇⽤保険の給付制限は2020年10⽉1⽇より2ヵ⽉となります。これまでは3ヵ⽉だったた
め、1か⽉間短くなります。    以前よりも早く受給できるようになることで、⼼に余裕を
持たせやすくなります。 投稿 雇⽤保険の給付制限は、2020年10⽉1⽇より2ヵ⽉に短縮さ
れる は ボスフラ に最初に表⽰されました。

他⼈のためになることのできない、⼈間の特徴
   筆者はヤフーのコメント欄に、職場は嫌がらせ合戦、他⼈のために動く⼈間ほどろくな
結果を招かないというコメントを書き込んだことがあります。    ボタンを押される回数は
少なかったものの、「そうは思わ 投稿 他⼈のためになることのできない、⼈間の特徴 は ボ
スフラ に最初に表⽰されました。

就職氷河期世代に対する、政府の就職氷河期⽀援政策は⼿遅れ
   就職氷河期世代に向けて政府が『就職氷河期世代⽀援プログラム』を始めましたが、政
策の実施が遅すぎてほとんど意味をなさないでしょう。⾮正規雇⽤者を30万⼈、正規雇⽤
者にする事を⽬指して、それを3年で達成する等 投稿 就職氷河期世代に対する、政府の就職
氷河期⽀援政策は⼿遅れ は ボスフラ に最初に表⽰されました。
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