
（敬称略　五十音順）

（株）アーバン企画開発 (一社）幸交通安全協会

（株）相生 栄少年補導員連絡会

青葉区暴力団追放推進協議会 相模原安全運転管理者会

青葉遊技場組合 相模原交通安全協会

（一財）麻生交通安全協会 （有）サイトウ住宅

（有）麻生自動車 （株）さんこうどう

（株）アサヒプリンティング （株）山光建設

あざみ野不動産（株） （株）昭栄電工社

（一社）足柄上医師会 （宗）常泉寺

足柄交通安全協会 湘南商業開発（株）

（一社）厚木医師会 昭和薬品工業（株）

厚木警察署管内安全運転管理者会 （株）神誠　川崎支社

（株）厚木自動車学校 （株）新都市警備

厚木市遊技場組合 （株）水晶院

厚木薬剤師会 （株）鈴木油脂

アンリツ(株） （公社）全日本不動産協会さがみ支部

泉交通安全協会 第一船舶企業（株）

泉青少年交通安全連絡協議会 大雄山　大乗寺

泉地区警察官友の会 （株）たいよう共済　神奈川支店

伊勢原地区警察官友の会 大洋建設(株)

伊勢佐木地区警察官友の会 田浦防犯協会

（一社）伊勢原市建設業協会 高砂交通（株）

（宗）伊勢山皇大神宮 高津防犯協会

（株）伊藤園 （株）辰美屋葬儀店

今井工業（株） （一財）多摩交通安全協会

岩本開発（株） 多摩防犯協会

（株）エイワ 津久井安全運転管理者会

オセアンリフォーム(株) 都筑安全運転管理者会

小田原安全運転管理者会 都筑区商店街連合会

小田原管内青少年交通安全連絡協議会 都筑事業所防犯協会

小田原地方金融機関防犯連絡会 都筑交通安全協会

オールジャパンサービス（株） 都筑地区警察官友の会

海洋電子工業(株） 都筑防犯協会

加賀町交通安全協会 (有）綱島双葉葬儀社

（株）門倉組 (有）鶴岡典礼

神奈川区防犯協会 鶴見安全運転管理者会

（一社）神奈川県安全運転管理者会連合会 鶴見区防犯協会

神奈川県企業防衛対策協議会 鶴見交通安全協会

神奈川県行政書士会平塚支部 鶴見遊技場組合

神奈川県軽自動車協会 (税）ＴＯＳ佐々木会計

神奈川県警親会泉支部 東亜商事（株）

神奈川県警親会茅ヶ崎支部 戸塚交通安全協会

（一社）神奈川県警備業協会 （株）中原屋

（公財）神奈川県交通安全協会 西区防犯協会

神奈川県更生保護女性連盟 日新産業（株）

（一社）神奈川県歯科医師会 （株）ネエチア

神奈川県市長会 秦野市交通安全協会

（一社）神奈川県指定自動車教習所協会 秦野市農業協同組合

（一社）神奈川県自動車会議所 （株）原田運送

神奈川県自動車交通共済協同組合 （有）平栗

神奈川県自動車車体整備協同組合 （株）ＴＭ　平田葬祭

（一社）神奈川県自動車整備振興会 （一財）平塚市交通安全協会

令和３年１月～令和３年６月にご協力いただいた皆様

団体賛助会費



神奈川県自動車販売店協会 （宗）平沼神社

神奈川県信用農業協同組合連合会 藤木企業（株）

神奈川県町村会 藤木陸運(株）

（一社）神奈川県トラック協会 藤沢土木協同組合

（一社）神奈川県バス協会 藤沢乗り場委員会

（公社）神奈川県防犯協会連合会 藤沢防犯協議会

神奈川県防犯工業会 富士倉庫（株）

（公社）神奈川県薬剤師会 （株）藤田電機製作所

（一社）神奈川県臨床心理士会 富士見斎場(株)

カナガワ交通(株)イースタン （有）二葉

神奈川式典（株） （医社）相和会　渕野辺総合病院

神奈川都市交通（株）青葉営業所 （株）船越葬儀社 大野屋

（一社）かながわ土地建物保全協会 （株）フューチャー・ランドスケープ

神奈川遊技場組合 保土ヶ谷警備業防犯連絡会

金沢企業等防犯連絡協議会 （医）産育会　堀病院

金沢交通安全協会 三ツ境自動車教習所

金沢防犯協会 緑安全運転管理者会

（株）鎌倉ファミリー　 緑交通安全協会

（医財）川崎幸病院 緑・事業所防犯協会

（一社）川崎市交通安全協会 緑青少年交通安全連絡協議会

川崎信用金庫 南区更生保護女性会

川崎鶴見臨港バス(株） （株）みやこ屋

川崎防犯協会 メルキュールホテル横須賀

川崎めぐみ幼稚園 大和綾瀬交通安全協会

（株）喜美代建設 大和・綾瀬暴力団追放推進協議会

（株）グローバル横浜警備保障 ヤマト建設（株）

京急交通（株） 大和自動車学校

京急中央交通（株） 横須賀市役所

（株）京急百貨店 横須賀市立うわまち病院

京浜警備保障(株) 横浜駅西口振興協議会

（株）ケーエヌサービス 横浜駅東口振興協議会

公安警備保障(株） （一社）横浜銀行協会

港南安全運転管理者会 （公社）横浜港防犯協力会

港南交通安全協会 横浜工業（株）

（一財）港北交通安全協会 横浜市漁業協同組合

港北ニュータウン中央商業振興会 （一財）横浜市交通安全協会

港北防犯指導員会 横浜信用金庫

国際ソロプチミスト川崎 横浜西ロータリークラブ

（株）国際連邦警備保障 （株）ロイヤルホール

小林建設林産（株）

《神奈川県警察》

運転免許本部運転教育課 交通部交通規制課

刑事部機動捜査隊 交通部交通指導課

刑事部刑事総務課 交通部交通捜査課

刑事部捜査第一課 交通部交通総務課

組織犯罪対策本部組織犯罪分析課 交通部第一交通機動隊

組織犯罪対策本部暴力団対策課 交通部第二交通機動隊

警備部外事課 サイバー犯罪捜査課

警備部危機管理対策課 生活安全部少年捜査課

警備部警備課 生活安全部生活安全総務課

警備部公安第二課 総務部広報県民課

警備部公安第三課 総務部装備課

警備部第一機動隊 地域部自動車警ら隊

警備部第二機動隊 地域部地域総務課

警務部監察官室 地域部地域指導課

警務部厚生課 地域部鉄道警察隊

交通部高速道路交通警察隊



青葉警察署 加賀町警察署 相模原南警察署 中原警察署 緑警察署

旭警察署 神奈川警察署 瀬谷警察署 秦野警察署 南警察署

厚木警察署 金沢警察署 田浦警察署 葉山警察署 山手警察署

泉警察署 川崎警察署 高津警察署 平塚警察署 大和警察署

伊勢原警察署 川崎臨港警察署 津久井警察署 藤沢警察署 横浜水上警察署

磯子警察署 港南警察署 都筑警察署 藤沢北警察署 神奈川県警察学校
大磯警察署 港北警察署 鶴見警察署 保土ヶ谷警察署

大船警察署 栄警察署 戸塚警察署 松田警察署

小田原警察署 相模原警察署 戸部警察署 三崎警察署

秋葉　弘幸 押部　修一 三枝　茂正 竹花　憲一 松原　敏勝
秋山　雅彦 小山田　高久 酒井　宗吉 田畑　麻美 松本　美英子
新井　雅之 柿沼　玲子 佐久間　幸志 徳永　福次 宮本　次郎

有馬　美奈子 加藤　和男 佐藤　誠 中島　愛子 矢澤　滋紀

伊藤　正道 樺澤　俊行 佐藤　真奈美 中村　清人 屋島　俊司
岩崎　潤一 川原　敏男 佐渡　雄三 中村　正志 山﨑　泰男

碓井　晴惠 河原　知徳 宍戸　澄子 奈良　和彦 山下　秀男
内山　喜一郎 河原　龍二 宍戸　伴久 難波　勝文 山本　友也

生方　智恵子 神田　潮 庄嶋　弘介 濱平　誠一郎 吉田　忠之
生方　豊夫 木嶌　士郎 城田　栄一 廣瀬　千明 吉永　里江子

大岡　弘尚 櫛引　淳史 鈴木　將宣 廣瀬　豊

大谷　美津留 工藤　昌代 鈴木　稔 深澤　聖子

大久　伸一 児玉　崇 滝口　正始 堀田　憲司

小笠原　晃 小林　淳 滝田　秀孝 前頭　七恵

青葉自動車学校 東海大学医学部付属大磯病院
大磯二宮安全運転管理者会 日新産業(株)

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部 日新産業(株)労働組合

神奈川福祉事業協会（ワンクリック募金） 一般社団法人　三浦市医師会

（株）創造開発設計 横浜東戸塚ライオンズクラブ

地方職員共済組合神奈川県支部

天野　康代 木村　義則 庄子　徳義 徳永　福次 松本　光司
石井　孝 小泉　朝雄 城田　栄一 中村　正志 村尾　泰弘

内山　喜一郎 香野　智彦 鈴木　健之 原　幹朗 山﨑　由美子

小野　幸太 小林　淳 鈴木　隆利 平井　和友 山下　秀男
勝島　聡一郎 小林　卓 瀬戸　千賀子 堀本　久美子 山田　美和子
木嶌　士郎 三枝　茂正 玉盛　勝久 本田　明

木下　忠幸 相良　茂男 長　一男 松本　純也

《神奈川県警察》

警務部警務課被害者支援室 大磯警察署 秦野警察署 南警察署
警務部警務課ふたば会 逗子警察署 藤沢北警察署

青山　利史 兼子　栄司 菅原　保 長島　豪 柗島　智

青木　正純　 金坂　環 鈴木　健之 中戸川　貴子 松本　純也
赤坂　知彦 亀村　裕子 鈴木　隆利 長沼　初 松本　陽子

秋山　和代 川口　政明 鈴木　達也 長野　美夏 真野　秀次郎
天野　康代 川島　健 鈴木　寛子 中村　まゆ美 丸山　利美

個人賛助会費

寄付

正会員



安西　憲男 川瀨　伸二 鈴木　裕子 西田　勝栄 三上　佳巳
石井　孝 川田　安男 芹澤　杏奈 西中　詩帆 三留　里美
石井　素之 岸　鶴吉 髙橋　義男 根目沢　あや子 村尾　泰弘
石井　ひろみ 北村　正 高橋　民雄 野口　典子 毛利　隆之
石澤　邦昭 栗林　一夫 髙森　節子 野﨑　廣子 森　智明
板垣　未央 栗山　不二夫 武内　大徳 野澤　直史 諸角　光雄
伊東　義矩 黒田　憲一 田邉　克彦 橋谷田　和彦 八坂　真理子
岩﨑　忠雄 小泉　朝雄 玉盛　勝久 橋谷田　清美 八柳　重夫
大泉　重弘 後藤　輝昭 千葉　康広 早川　正行 山田　美和子
大垣　政弘 小林　清一 長　一男 林　志保 山本　哲治
大木　宏之 小林　卓 辻　孝弘 兵藤　哲夫 山本　友也
岡田　泰子　 惟村　節子 辻村　法隆 平井　和友 湯口　政市
小川　訓明 嵯峨　しのぶ 角田　厚子 平塚　輝美 吉田　由美子
落合　令子 齊藤　昇 手塚　精一 深町　友紀 綿引　直也
尾野　透 酒井　勝己 寺田　冨雄 福澤　正人 綿引　緑
加賀　靖 相良　茂男 寺田　之彦 藤本　育子 和智　勉
掛川　修 佐々木　功 土井川　哲也 舩越　融
笠間　圭一郞 島　要 徳江　傳三 堀本　久美子


