
27  Osaka Environmentally Friendly Architecture Award

平成30年度おおさか環境にやさしい建築賞

知事賞 ■和泉市立総合医療センター
 　所在地：和泉市和気町4丁目
 　建築主：和泉市
 　設計者：清水建設株式会社関西支店一級建築士事務所
大阪市長賞 ■ケイ・オプティコムビル
 　所在地：大阪市中央区城見2丁目
 　建築主：関電不動産開発株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
住宅部門賞 ■ザ・パークハウス　中之島タワー
 　所在地：大阪市北区中之島6丁目
 　建築主： 三菱地所レジデンス株式会社、住友商事株式

会社、京阪電鉄不動産株式会社、株式会社ア
サヒプロパティズ

 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■吹田市営新佐竹台住宅
 　所在地：吹田市佐竹台2丁目
 　建築主：吹田市、株式会社長谷工コーポレーション
 　設計者： 株式会社長谷工コーポレーション　大阪エン

ジニアリング事業部、株式会社市浦ハウジン
グ＆プランニング

事務所部門賞 ■NTT西日本　新京橋ビル
 　所在地：大阪市都島区東野田町4丁目
 　建築主：西日本電信電話株式会社
 　設計者：株式会社NTTファシリティーズ
商業施設
その他部門賞

 ▪大阪重粒子線センター
 　所在地：大阪市中央区大手前3丁目
 　建築主：大阪重粒子線施設管理株式会社
 　設計者：株式会社日建設計
 ■岸和田市立福祉総合センター
 　所在地：岸和田市野田町1丁目
 　建築主：岸和田市
 　設計者：株式会社梓設計関西支社
 ■四交クリーンセンター
 　所在地：交野市大字私市
 　建築主：四條畷市交野市清掃施設組合
 　設計者： 川崎重工業株式会社　エネルギー・環境プラ

ントカンパニー、株式会社大建設計
 ■守口市立寺方南小学校
 　所在地：守口市寺方元町4丁目
 　建築主：守口市
 　設計者：株式会社大建設計
 ■守口市立よつば小学校
 　所在地：守口市大久保町2丁目
 　建築主：守口市
 　設計者：株式会社昭和設計

令和元年度おおさか環境にやさしい建築賞

知事賞 ■国立循環器病研究センター
 　所在地：吹田市岸部新町
 　建築主：国立研究開発法人国立循環器病研究センター
 　設計者： 株式会社佐藤総合計画、株式会社竹中工務店

大阪一級建築士事務所、株式会社日本設計
大阪市長賞 ■読売テレビ新社屋
 　所在地：大阪市中央区城見1丁目
 　建築主：讀賣テレビ放送株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
住宅部門賞 ■グランドメゾン新梅田タワー
 　所在地：大阪市北区大淀南2丁目
 　建築主：積水ハウス株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■ザ・パークハウス オイコス 三国ヶ丘
 　所在地：堺市北区東三国ヶ丘町1丁
 　建築主：三菱地所レジデンス株式会社
 　設計者： 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジ

ニアリング事業部
事務所部門賞 ■近畿産業信用組合本店
 　所在地：大阪市中央区淡路町2丁目
 　建築主：近畿産業信用組合
 　設計者：大成建設株式会社関西支店一級建築士事務所
 ■栗原工業ビル
 　所在地：大阪市北区南森町1丁目
 　建築主：栗原工業株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX
 　所在地：茨木市彩都やまぶき2丁目
 　建築主：株式会社デサント
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■なんばスカイオ
 　所在地：大阪市中央区難波5丁目
 　建築主：南海電気鉄道株式会社
 　設計者：株式会社大林組大阪本店一級建築士事務所
商業施設
その他部門賞

 ■安満遺跡公園 パークセンター
 　所在地：高槻市八丁畷町
 　建築主： 独立行政法人都市再生機構西日本支社、高槻

市
 　設計者：株式会社 INA新建築研究所　西日本支社
 ■GLP枚方Ⅲ
 　所在地：枚方市長尾谷町1丁目
 　建築主： 日本GLP株式会社（枚方ロジスティック特定

目的会社）
 　設計者：株式会社奥村組西日本支社一級建築士事務所
 ■市立吹田市民病院
 　所在地：吹田市岸部新町
 　建築主：地方独立行政法人市立吹田市民病院
 　設計者： 株式会社日建設計一級建築士事務所、大成建

設株式会社一級建築士事務所
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平成29年度おおさか環境にやさしい建築賞

知事賞 ■メディカルりんくうポート
 　所在地：泉佐野市りんくう往来南
 　建築主：株式会社りんくうメディカルマネジメント
 　設計者：株式会社日建設計
大阪市長賞 ■大阪工業大学梅田キャンパスOIT梅田タワー
 　所在地：大阪市北区茶屋町
 　建築主：学校法人常翔学園
 　設計者：服部・石本・安井設計監理共同企業体
住宅部門賞 ■プレミスト北千里クラッシィ
 　所在地：吹田市藤白台3丁目
 　建築主：大和ハウス工業株式会社、住友商事株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
事務所部門賞 ■コイズミ緑橋ビル
 　所在地：大阪市東成区東中本2丁目
 　建築主：小泉産業株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■中之島フェスティバルタワー・ウェスト
 　所在地：大阪市北区中之島3丁目
 　建築主：株式会社朝日新聞社、株式会社竹中工務店
 　設計者：株式会社日建設計
商業施設
その他部門賞

 ■EXPOCITY（エキスポシティ）
 　所在地：吹田市千里万博公園
 　建築主：三井不動産株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■大阪商業大学ユニバーシティ・コモンズ・リアクト
 　所在地：東大阪市御厨栄町1丁目
 　建築主：学校法人谷岡学園
 　設計者：株式会社久米設計大阪支社
 ■大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
 　所在地：大阪市中央区大手前3丁目
 　建築主：株式会社大阪メディカルサポートPFI
 　設計者： 大阪府立成人病センター整備事業　日本設

計・竹中工務店共同企業体
 ■NIFREL
 　所在地：吹田市千里万博公園
 　建築主：三井不動産株式会社、株式会社海遊館
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■プロロジスパーク茨木
 　所在地：茨木市彩都あかね
 　建築主：プロロジス（茨木特定目的会社）
 　設計者：清水建設株式会社関西支店一級建築士事務所
 ■守口市立さつき学園
 　所在地：守口市春日町
 　建築主：守口市
 　設計者：株式会社浦辺設計

平成28年度おおさか環境にやさしい建築賞

知事賞 ■ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンター
 　所在地：摂津市西一津屋
 　建築主：ダイキン工業株式会社
 　設計者： 日建設計・NTTファシリティーズ設計共同企

業体
大阪市長賞 ■関西電力病院
 　所在地：大阪市福島区福島2丁目
 　建築主：関西電力株式会社
 　設計者：株式会社日建設計
住宅部門賞 ■グランロジュマン豊中少路
 　所在地：豊中市少路2丁目
 　建築主：関電不動産開発株式会社
 　設計者：株式会社大林組大阪本店一級建築士事務所
事務所部門賞 ■ アース環境サービス株式会社　彩都総合研究所　

T-CUBE

 　所在地：茨木市彩都あさぎ
 　建築主：アース環境サービス株式会社
 　設計者：大成建設株式会社一級建築士事務所
 ■HK淀屋橋ガーデンアベニュー
 　所在地：大阪市中央区伏見町4丁目
 　建築主：積水ハウス株式会社
 　設計者：株式会社日建設計
 ■北おおさか信用金庫本店
 　所在地：茨木市西駅前町
 　建築主：北おおさか信用金庫
 　設計者：株式会社梓設計
 ■ 独立行政法人　製品評価技術基盤機構　大阪事業所　

管理実験棟
 　所在地：大阪市住之江区南港北1丁目
 　建築主：独立行政法人　製品評価技術基盤機構
 　設計者：鹿島建設株式会社
商業施設
その他部門賞

 ■公益財団法人　浅香山病院（一般科）
 　所在地：堺市堺区今池町3丁
 　建築主：公益財団法人　浅香山病院
 　設計者：株式会社東畑建築事務所
 ■イオンモール堺鉄砲町
 　所在地：堺市堺区鉄砲町
 　建築主：イオンモール株式会社
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■ 堺市立総合医療センター・堺市消防局救急ワークステ

ーション・堺市こども急病診療センター
 　所在地：堺市西区家原寺町1丁
 　建築主：地方独立行政法人　堺市立病院機構
 　設計者：株式会社日建設計
 ■市立吹田サッカースタジアム
 　所在地：吹田市千里万博公園
 　建築主：スタジアム建設募金団体
 　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
 ■守口市立樟風中学校
 　所在地：守口市西郷通3丁目
 　建築主：守口市
 　設計者：株式会社石本建築事務所
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平成27年度おおさか環境にやさしい建築賞

知事賞 ■ベルランド総合病院
 　所在地：堺市中区東山
 　建築主：社会医療法人　生長会
 　設計者：清水建設株式会社関西支店一級建築士事務所
大阪市長賞 ■YANMAR FLYING-Y BUILDING
 　所在地：大阪市北区茶屋町
 　建築主：セイレイ興産株式会社
 　設計者：株式会社日建設計
住宅部門賞 ■大阪ひびきの街　ザ・サンクタスタワー
 　所在地：大阪市西区新町1丁目
 　建築主： オリックス不動産株式会社、株式会社大京、

京阪電鉄不動産株式会社、大和ハウス工業株
式会社、大阪ガス都市開発株式会社

 　設計者：株式会社大林組大阪本店一級建築士事務所
事務所部門賞 ■さかい利晶の杜
 　所在地：堺市堺区宿院町西2丁
 　建築主：堺市
 　設計者：東畑・ダイシン設計共同体
 ■新ダイビル
 　所在地：大阪市北区堂島浜1丁目
 　建築主：ダイビル株式会社
 　設計者：株式会社日建設計
 ■日本生命保険相互会社　東館
 　所在地：大阪市中央区今橋3丁目
 　建築主：日本生命保険相互会社
 　設計者：株式会社日建設計
商業施設
その他部門賞

 ■ 国立研究開発法人　産業技術総合研究所関西センター 
C-6棟

 　所在地：池田市緑丘1丁目
 　建築主：国立研究開発法人　産業技術総合研究所
 　設計者：株式会社安井建築設計事務所
 ■hu+gMUSEUM（ハグミュージアム）
 　所在地：大阪市西区千代崎3丁目
 　建築主： 大阪ガス株式会社、大阪ガス都市開発株式会

社、株式会社オージースポーツ
 　設計者：株式会社安井建築設計事務所
 ■三井不動産ロジスティクスパーク堺（MFLP堺）
 　所在地：堺市堺区築港八幡町
 　建築主： 三井不動産株式会社 

（堺築港八幡特定目的会社）
 　設計者： 新日鉄住金エンジニアリング株式会社　西日

本支社一級建築士事務所

▪ 2006年～2014年までの受賞作品 下記府ホームページをご覧ください。

大阪府 環境にやさしい建築賞 パンフレット 検索

過去の受賞建築物が掲載されているホームページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/casbee_index_html/setubi_osb_osb_estab.html
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