
環境環境

● 気候変動に対する取り組み・情報開示
2020年1月 CDP2019「気候変動Aリスト」に選定

都市景観大賞 都市空間部門 優秀賞 緑の都市賞 緑の事業活動部門 国土交通大臣賞
主催:公益財団法人都市緑化機構

● イクメン休業

2019年9月

特別賞（審査委員長特別賞）

※江古田三丁目地区まちづくり協議会、独立行政法人都市再生機構、
　医療法人財団健貢会総合東京病院と共同応募

● 江古田の杜プロジェクト

（子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門）

※株式会社LIXILと共同応募

● 木調横ルーバー手摺

（子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門）
● 絹谷幸二 天空美術館「フレスコ体験」

※大阪市立大学大学院医学研究科、
国立研究開発法人理化学研究所と共同応募

● 抗疲労効果のある勉強環境の研究

キッズデザイン賞

ESG経営

●積水ハウス株式会社

「攻めのIT経営銘柄2019」に選定
主催:経済産業省、

株式会社東京証券取引所

2019年4月

主催:サステナ株式会社

「SUSTAINA ESG AWARDS 2019」総合部門でブロンズクラス、
業種別部門（建設業）でシルバーに選定

2019年8月

米国のS&P Dow Jones Indices社・スイスのRobecoSAM社に
よる「Dow Jones Sustainability World Indices（DJSI World）」
「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index（DJSI Asia 
Pacific）」に選定

2019年9月

大阪府男女いきいき事業者表彰
男女いきいき優秀賞

LGBTに関する取り組みの評価指標
「PRIDE指標2019」でゴールド受賞
主催:work with Pride

2019年10月

主催:公益社団法人企業情報化協会
2019年度IT賞 トランスフォーメーション領域 IT奨励賞
2019年11月

主催:Forbes JAPAN

「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2019」 
企業部門（1000人以上の部） 第3位

2019年12月

RobecoSAM社による「SAM Sustainability Award 2020」
住宅建設部門で「Silver Class」に選定

2020年2月

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰
最優秀賞

主催:経済産業省

健康経営優良法人2020 
大規模法人部門「ホワイト500」に認定

2020年3月

グッドデザイン賞

グッドフォーカス賞（地域社会デザイン）

● 集合住宅「プライムメゾン江古田の杜・
 グランドメゾン江古田の杜」

グッドデザイン・ベスト100

● 共同住宅「プライムメゾン両国」

● 住宅「ファミリー スイート」

● 江古田の杜プロジェクト
2019年5月

「HIA NSW Housing Awards」 
タウンハウス・開発部門 最優秀賞
主催:Housing Industry Association

2019年10月

「Singapore Property Awards 2019」
複合開発部門、中層マンション部門、小売り部門
主催:FIABCI
※フレイザーズ社、ファーイーストオーガナイゼーション社と共同受賞

※ホランド社と共同受賞

※株式会社坂倉建築研究所、
　株式会社長谷工コーポレーションと共同受賞

● シンガポール 複合開発
 「ウォータータウン&ウォーターウェイポイント」

● ベビーOS（3歳未満の乳幼児に
 特有の思考や行動）研究

2019年10月 おおさか環境にやさしい建築賞 住宅部門賞

大阪市ハウジングデザイン賞

主催:大阪府・大阪市

主催:大阪市

※株式会社竹中工務店と共同受賞

※株式会社竹中工務店と共同受賞

● グランドメゾン新梅田タワー
2019年12月

● 米国 賃貸マンション「キアラ」
2019年11月

主催:大阪府

● 「新・里山」「希望の壁」
2019年11月

2019年10月

ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞） 優秀賞
主催:一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会
※株式会社産業経済新聞社、大阪ガス株式会社と共同受賞

● 防災キッズ育成サポートプロジェクト

2019年3月

青少年の体験活動推進企業表彰 審査委員会奨励賞
主催:文部科学省
※株式会社産業経済新聞社、大阪ガス株式会社と共同受賞

2020年2月

「This is MECENAT 2019」に認定
主催:公益社団法人企業メセナ協議会

● 「絹谷幸二 天空美術館」
2019年6月

第23回環境コミュニケーション大賞
環境報告部門 「殿堂入り」企業に選定
主催:環境省、

一般財団法人地球・人間環境フォーラム

● 「サステナビリティレポート2019」
2020年2月

主催:「都市景観の日」
　　 実行委員会
※江古田三丁目地区まちづくり協議会、
　独立行政法人都市再生機構、
　医療法人財団健貢会総合東京病院と共同応募

※江古田の杜リブインラボ協議会、独立行政法人都市再生機構、
医療法人財団健貢会総合東京病院と共同受賞

主催:NAIOP
「Night of the Stars 2019」 High-Rise Residential Development of the Year

● オーストラリア 分譲地「ザ・ヘリミテージ」のタウンハウス

みどりのまちづくり賞 ランドスケープマネジメント部門 
公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会長賞

※コンビ株式会社と共同応募

主催:一般社団法人CSRコミュニケーション協会
サステナビリティサイト・アワード2020 シルバー（優秀賞）
2020年1月

まちづくり・景観

主催:特定非営利活動法人
キッズデザイン協議会

（子どもたちを産み育てやすいデザイン部門）
優秀賞（男女共同参画担当大臣賞）

2019年10月

主催:公益財団法人日本デザイン振興会

プライムメゾン両国

2019年度 社外からの主な評価
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