
R2団体・和文

通番 受賞団体名 現住所 功績概要

1 公益社団法人関西経済連合会 大阪府大阪市 日本と諸外国との経済関係促進

2 台北市立動物園 台湾台北市
日本と台湾との相互理解の促
進

3 北京日本調理師会 中華人民共和国北京市
中華人民共和国における日本
食文化の普及

4 ＪＥＴプログラム同窓会ニューサウスウェールズ支部
オーストラリア国ニューサウ
スウェールズ州

日本とオーストラリアとの相
互理解の促進

5 公益財団法人自転車駐車場整備センター 東京都中央区
日本と諸外国との相互理解の
促進

6 インドシナ難民の明日を考える会 東京都八王子市
日本とカンボジアとの相互理
解の促進

7 認定特定非営利活動法人日越堺友好協会 大阪府堺市
日本とベトナムとの相互理解
の促進

8 公益社団法人ベトナム協会 東京都港区
日本とベトナムとの相互理解
の促進

9 認定NPO法人日越関西友好協会 大阪府大阪市
日本とベトナムとの相互理解
の促進

10 一般社団法人広島ベトナム平和友好協会 広島県東広島市
日本とベトナムとの相互理解
の促進

11 特定非営利活動法人日本歯科ボランティア機構 北海道厚岸郡
日本とベトナムとの相互理解
の促進

12 ジュンコアソシエーション 神奈川県鎌倉市
日本とベトナムとの相互理解
の促進

13 ビナ・アンタルブダヤ財団
インドネシア国ジャカルタ特
別州

日本とインドネシアとの相互
理解の促進

14 マラヤ大学言語学部日本語専攻
マレーシア国クアラルンプー
ル市

マレーシアにおける日本語教
育の推進

15 マレーシア・バドミントン協会
マレーシア国クアラルンプー
ル市

スポーツを通じた日本とマ
レーシアとの相互理解の促進

16 マレーシア柔道連盟
マレーシア国クアラルンプー
ル市

マレーシアにおける柔道の普
及

17 パキスタン盆栽協会 パキスタン国カラチ市
パキスタンにおける日本文化
の普及

18 ワシントン日本語継承センター 米国バージニア州
アメリカ合衆国における日本
語教育の推進
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19 サンフランシスコ・アジア美術館 米国カリフォルニア州
芸術を通じた日本とアメリカ
合衆国との文化交流の促進

20 パナマ・ホテル（シアトル日系米国人博物館） 米国ワシントン州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

21 シアトル日本庭園 米国ワシントン州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

22 チークウッド・エステート＆ガーデンズ 米国テネシー州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

23 ベルモント大学 米国テネシー州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

24 北西フロリダ日米協会 米国フロリダ州
日本とアメリカ合衆国との相
互理解の促進

25 バーリントン市世界化委員会板橋小委員会 カナダ国オンタリオ州
日本とカナダとの相互理解の
促進

26 JALTA日本語教育振興会
カナダ国ブリティッシュ・コ
ロンビア州

カナダにおける日本語教育の
推進

27 グリーンゲイブルズ・ヘリテージ・プレイス
カナダ国プリンスエドワード
アイランド州

日本とカナダとの相互理解の
促進

28 国立サンカルロス大学言語センター グアテマラ国グアテマラ市
グアテマラにおける日本語教
育の推進

29 広島東洋カープ・アカデミー・オブ・ベースボール
ドミニカ共和国サンペドロデ
マコリス県

スポーツを通じた日本とドミ
ニカとの相互理解の促進

30 ＡＭＤＡ社会開発機構ホンジュラス事務所
ホンジュラス国テグシガルパ
市

日本とホンジュラスとの相互
理解の促進

31 アルゼンチン柔道連盟 アルゼンチン国コルドバ市
アルゼンチンにおける柔道の
普及

32 アルゼンチン空手連盟
アルゼンチン国ブエノスアイ
レス市

武道を通じた日本とアルゼン
チンとの相互理解の促進

33 アルゼンチン卓球連盟
アルゼンチン国ブエノスアイ
レス市

スポーツを通じた日本とアル
ゼンチンとの相互理解の促進

34 インタージェニウス学校 ブラジル国マカパ市
日本とブラジルとの相互理解
の促進

35 マチュピチュ村役場 ペルー国クスコ州
日本とペルーとの相互理解の
促進

36 イタリア剣道連盟（CIK） イタリア国ブレーシャ市 イタリアにおける剣道の普及
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37 サク市 エストニア国サク市
日本とエストニアとの相互理
解の促進

38 オーバーゼー植物園
オランダ国デン・ヘルダー行
政区

オランダにおける日本文化の普
及

39 シルエラ出版社 スペイン国マドリッド市
スペインにおける日本文化の普
及

40 日本ストラスブール親睦会 フランス国ストラスブール市
日本とフランスとの相互理解
の促進

41 シャモニー高山憲兵隊
フランス国シャモニー・モン
ブラン市

フランスにおける邦人援護活
動

42 関西日本ラトビア協会 大阪府大阪市
日本とラトビアとの相互理解
の促進

43 杉原「命の外交官」基金 リトアニア国カウナス市
日本とリトアニアとの相互理
解の促進

44 ブラトコ東洋美術博物館 アルバニア国コルチャ市
アルバニアにおける日本文化の
普及

45 フィランティス・生花クラブ キプロス国ニコシア市
キプロスにおける日本文化の普
及

46 クロアチア折り紙協会 クロアチア国ザグレブ市
クロアチアにおける日本文化の
普及

47 ジュネーブ日本倶楽部 スイス国ジュネーブ州
日本とスイスとの相互理解の促
進

48 フランクフルト弓道場
ドイツ国フランクフルト・ア
ム・マイン市

武道を通じた日本とドイツとの相
互理解の促進

49 ブルガリア世界経済大学 ブルガリア国ソフィア市
日本とブルガリアとの経済関係
及び相互理解の促進

50 ブルガリア科学アカデミー ブルガリア国ソフィア市
日本とブルガリアとの相互理解
の促進

51 カザンラク日本友好協会 ブルガリア国カザンラク市
日本とブルガリアとの相互理解
の促進

52 ヴェリコ・タルノヴォ日本友好協会
ブルガリア国ヴェリコ・タル
ノヴォ市

日本とブルガリアとの相互理解
の促進

53 ガレージ現代美術館 ロシア国モスクワ市 ロシアにおける日本文化の普及

54
モスクワ国立舞踊アカデミー(通称：ボリショイバレエアカデ
ミー)

ロシア国モスクワ市
芸術を通じた日本とロシアとの文
化交流の促進
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55 ロシア武道連盟 ロシア国モスクワ市
武道を通じた日本とロシアとの相
互理解の促進

56 LLC "JTI Russia" ロシア国モスクワ市
日本とロシアとの相互理解の促
進

57 一般社団法人日本JC日ロ友好の会 東京都千代田区
日本とロシアとの相互理解の促
進

58 沿海地方囲碁連盟 ロシア国ウラジオストク市 ロシアにおける日本文化の普及

59 サハリン州立総合学術図書館国際協力情報センター
ロシア国ユジノサハリンスク
市

ロシアにおける日本文化の普及

60 トルクメニスタン柔道連盟
トルクメニスタン国アシガ
バット市

トルクメニスタンにおける柔道の
普及

61 ロータリークラブ・チュニス・エルメンザ地区 チュニジア国アリアナ県
日本とチュニジアとの相互理解
の促進

62 チュニジア生け花研究会 チュニジア国アリアナ県
チュニジアにおける日本文化の
普及

63 アンカラ大学日本語・日本文学科 トルコ国アンカラ市
トルコにおける日本語教育の
推進

64 レバノンＪＩＣＡ帰国研修員同窓会
レバノン共和国ベイルート県
アドリエ地区

日本とレバノンとの相互理解の
促進

65 ザンビア大学獣医学部 ザンビア国ルサカ市
技術協力分野における国際協力
の推進
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