
受賞年 受賞名・受賞対象 主催 受賞者（施設）

2020年（令和２年）
Best of Public Art 2020
➤「ヨコハマトリエンナーレ2020」展示作品（選出作品：イヴァナ・フランケ《予期せぬ共鳴》、ファーミン

グ・アーキテクツ《空間の連立》*、さとうりさ《双つの樹（黄、青、橙》* *プロット48会場展示）

Artsy（アメリカ）
横浜トリエンナーレ組織委員会

（当財団が組織委員会の構成団体）

Creativity International 50th  Design & Advertising Awards Silver Winner」
➤開館30周年記念 2020年横浜美術館コレクションカレンダー

Creativity International Design &

Advertising Awards（アメリカ）
横浜美術館

DNA  PARIS  2020 Winner
➤開館30周年記念 2020年横浜美術館コレクションカレンダー

DNA  PARIS（フランス） 横浜美術館

Creative Communication Award（C2A 2020） Honorable Mention
➤開館30周年記念 2020年横浜美術館コレクションカレンダー

Creative Communication Award

（アメリカ）
横浜美術館

German Design Award 2021 ドイツデザイン賞2021 Special Mention
➤開館30周年記念 2020年横浜美術館コレクションカレンダー

The German Design Council（ド

イツデザイン評議会）（ドイツ）
横浜美術館

15th International Design Awards (IDA DESIGN AWARDS)  Golｄ Prize
➤開館30周年記念 2020年横浜美術館コレクションカレンダー

International Design Awards（ア

メリカ）
横浜美術館

2019年（令和１年）
東大比較文學會 CatalTo2018 クロスジャンル賞
➤「駒井哲郎─煌めく紙上の宇宙」展図録

東大比較文學會 横浜美術館

「第71回全国カレンダー展」文部科学大臣賞・金賞
➤開館30周年記念 2020年横浜美術館コレクションカレンダー」

一般社団法人日本印刷産業連合会 横浜美術館

「東京 TDC 賞2020」入選
➤開館30周年記念オリジナルペーパーバッグ

特定非営利活動法人 東京タイプ

ディレクターズクラブ
横浜美術館

2018年（平成30年） 第38回有馬賞 公益財団法人NHK交響楽団 横浜みなとみらいホール

2015年（平成27年）
第3 回 ジャポニスム学会展覧会賞
➤ホイッスラー展

ジャポニスム学会 横浜美術館

地域創造大賞（総務大臣賞） 一般財団法人地域創造 横浜美術館

第56回全国カタログ展 第１部門（展覧会図録）審査員特別賞（左合賞）
➤「ヨコハマトリエンナーレ2014」副読本『たいせつな わすれもの』

一般社団法人日本印刷産業連合会
横浜トリエンナーレ組織委員会

（当財団が組織委員会の構成団体）

交通広告グランプリ2015 サインボード部門 優秀作品賞
➤「ヨコハマトリエンナーレ2014」広告「ヨコハマトリエンナーレ2014 開催中！」

株式会社ジェイアール東日本企画

交通媒体本部

横浜トリエンナーレ組織委員会

（当財団が組織委員会の構成団体）

平成27年度 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰

「内閣府特命担当大臣表彰優良賞」
内閣府 横浜能楽堂

2014年（平成26年）
平成26年度（第69回）文化庁芸術祭賞 舞踊部門
➤横浜能楽堂「琉球舞踊 古典女七踊」

文化庁 横浜能楽堂

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

■主な受賞実績（団体として受賞）                                                 2021年3月26日現在

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 ➤主な受賞実績（団体として受賞）



受賞年 受賞名・受賞対象 主催 受賞者（施設）

2013年（平成25年）
「NISSAN PRESENTS JAZZ JAPAN AWARD 2012」

ベスト・ライヴ・パフォーマンス部門受賞
株式会社ジャズジャパン

横濱JAZZ PROMENADE実行委員会

（当財団が実行委員会事務局）

2012年（平成24年） 第16回 ふるさとイベント大賞 選考委員特別賞 財団法人地域活性化センター
横濱JAZZ PROMENADE実行委員会

（当財団が実行委員会事務局）

Linked Open Data Challenge Japan 2011 オープン・ガバメント賞
Linked Open Data Challenge

Japan 2011実行委員会
（公財）横浜市芸術文化振興財団

2010年（平成22年） ユネスコ文化遺産保全のためのアジア太平洋遺産賞・優秀賞
国連教育科学文化機関（ユネス

コ）

事業者：横浜市、（株）横浜赤レンガ

運営事業者：（株）横浜赤レンガ 、

                   （公財）横浜市芸術文化振興財団

2009年（平成21年）
第6回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞
➤チマローザ「秘密の結婚」(2008年公演分）

公益財団法人三菱UFJ信託芸術文

化財団

横浜みなとみらいホール

(（公財）横浜市芸術文化振興財団）)

第4回横浜・人・まち・デザイン賞（まちなみ景観部門） 横浜市

ZAIM（ザイム）

事業者・所有者：横浜市

管理運営者：（財）横浜市芸術文化振興財団

2008年（平成20年）
平成20年度文化庁芸術祭 演劇部門 優秀賞

➤横浜能楽堂特別企画公演「武家の狂言 町衆の狂言」の成果
文化庁 横浜能楽堂

2007年（平成19年） 日本奇術協会賞 日本奇術協会 横浜にぎわい座

2006年（平成18年） 第10回公共建築賞優秀賞 社団法人公共建築協会会⾧表彰
受賞建築物：野毛町３丁目北地区再開発ビル（芸

能センター）横浜にぎわい座

第10回公共建築賞優秀賞 社団法人公共建築協会会⾧表彰 受賞建築物：横浜赤レンガ倉庫1号館・2号館

2005年（平成17年） 平成17年度地域創造大賞（総務大臣賞） 一般社団法人地域創造 横浜能楽堂

日本パッケージデザイン大賞2005 特別賞
➤開館15周年記念ミュージアムショップ販売用袋

公益社団法人日本パッケージデザ

イン協会
横浜美術館

2004年（平成16年） 第8回公共建築賞優秀賞 社団法人公共建築協会会⾧表彰 受賞建築物：横浜能楽堂

 第15回催花賞（2003年度） 野上記念法政大学能楽研究所 横浜能楽堂

2002年（平成14年）
第1回（2001年度）佐治敬三賞
➤Just Composed 2001 in Yokohama ～現代作曲家シリーズ～大野和士が描く新世紀の音楽絵巻

財団法人サントリー音楽財団
財団法人横浜市文化振興財団

（横浜みなとみらいホール）

1997年（平成9年）
平成9年度横浜まちづくり功労者賞／平成9年度第13回受賞作品
➤横濱JAZZ PROMENADE

横浜市都市整備局
横濱JAZZ PROMENADE実行委員会

（当財団が実行委員会事務局）

1993年（平成5年）
第35回全国カタログ・ポスター展 印刷出版研究所賞
➤「バロック・ロココ展」B全ポスター2点

株式会社印刷出版研究所
横浜美術館

（財団法人横浜市美術振興財団）

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 ➤主な受賞実績（団体として受賞）



受賞年 受賞名・受賞対象 主催 受賞者（肩書は受賞時のもの）

2020年（令和2年） 第69回横浜文化賞 横浜市 逢坂 恵理子（横浜美術館・前館⾧）

令和2年度（第69回）神奈川文化賞
➤作曲家及びホール館⾧としてクラシック音楽文化の振興及び普及に尽力

神奈川県 池辺 晋一郎（横浜みなとみらいホール・前館⾧）

2019年（令和1年）
第31回倫雅美術奨励賞（美術評論部門）
➤「駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙」展の企画およびカタログ中の論文に対して

公益信託 倫雅美術奨励基金 片多 祐子（横浜美術館・学芸員）

2018年（平成30年） 第48回JXTG音楽賞 ※現ENEOS音楽賞 JXTGホールディングス株式会社 池辺 晋一郎（横浜みなとみらいホール・館⾧）

文化功労者 文化庁 池辺 晋一郎（横浜みなとみらいホール・館⾧）

文化庁創立50周年記念表彰 文化庁 池辺 晋一郎（横浜みなとみらいホール・館⾧）

2016年（平成28年） 文化関係者 文部科学大臣表彰 文部科学大臣 桂 歌丸（横浜にぎわい座・館⾧）

2015年（平成27年） フランス芸術文化勲章シュヴァリエ フランス共和国文化通信省 猿渡 紀代子（横浜美術館・元主席学芸員）

2013年（平成25年） 第62回横浜文化賞 横浜市 澄川 喜一（当財団・理事⾧）

豊島区制施行80周年記念 豊島区文化功労表彰 東京都豊島区 山崎 有一郎（横浜能楽堂・館⾧）

2011年（平成23年） 第60回横浜文化賞 横浜市 池辺 晋一郎（横浜みなとみらいホール・館⾧）

2010年（平成22年） 第59回横浜文化賞 横浜市 内海 孝（大佛次郎記念館・研究員）

2009年（平成21年）
第4回西洋美術振興財団賞
➤「セザンヌ主義 父と呼ばれる画家への礼讃」展 に対して

西洋美術振興財団 新畑 泰秀（横浜美術館・主任学芸員）

2008年（平成20年） 文化功労者 文化庁 澄川 喜一（当財団・理事⾧）

第60回日本放送協会（NHK）放送文化賞 日本放送協会（ＮＨＫ） 澄川 喜一（当財団・理事⾧）

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

■主な受賞実績（個人として受賞） ※受賞者の肩書は受賞時のものです                                      2021年3月26日現在

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 ➤主な受賞実績（個人として受賞）



受賞年 受賞名・受賞対象 主催 受賞者（肩書は受賞時のもの）

2007年（平成19年） 横浜文化賞文化・芸術奨励賞 横浜市
三浦 はつみ

（横浜みなとみらいホール・ホールオルガニスト）

第12回林家彦六賞・彦六特別賞 林家彦六賞・岡本マキ賞運営委員会 玉置 宏（横浜にぎわい座・館⾧）

第28回松尾芸能賞・功労賞 公益財団法人松尾芸能振興財団 山崎 有一郎（横浜能楽堂・館⾧）

2006年（平成18年） 第55回横浜文化賞 横浜市 齋藤 龍（当財団顧問・前理事⾧）

フランス芸術文化勲章シュヴァリエ フランス共和国文化通信省 齋藤 龍（当財団顧問・前理事⾧）

2004年（平成16年）
美術館連絡協議会 図録奨励賞（自主展部門）
➤「失楽園 風景表現の近代 1870-1945」展図録論文に対して

美術館連絡協議会

柏木 智雄（横浜美術館・学芸員）

倉石 信乃（横浜美術館・学芸員）

新畑 泰秀（横浜美術館・学芸員）

第53回横浜文化賞 横浜市 玉置 宏（横浜にぎわい座・館⾧）

フランス芸術文化勲章シュヴァリエ フランス共和国文化通信省 石川 洵（横浜赤レンガ倉庫１号館・館⾧）

1999年（平成11年）
第11回倫雅美術奨励賞(美術評論部門)
➤「世界を編む」展の企画およびカタログ中の論文に対して

公益信託 倫雅美術奨励基金 沼田 英子（横浜美術館・学芸員）

1998年（平成10年） 第47回横浜文化賞 横浜市 山崎 有一郎（横浜能楽堂・館⾧）

1997年（平成9年）
第9回倫雅美術奨励賞(美術評論部門)
➤「アジアへの眼 外国人の浮世絵師たち」展の企画およびカタログ中の論文に対して

公益信託 倫雅美術奨励基金 猿渡 紀代子（横浜美術館・学芸係⾧）

1996年（平成8年） 第45回横浜文化賞 横浜市 木村 尚三郎（当財団・理事⾧）

第48回日本放送協会（ＮＨＫ）放送文化賞 日本放送協会（ＮＨＫ） 木村 尚三郎（当財団・理事⾧）

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 ➤主な受賞実績（個人として受賞）
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