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松江 松江市安全･安心ボランティア連合会 前島泰 H18.10
松江 朝日安心ネット推進協議会 川西俊雄 H18.1
松江 津田地区安全パトロール隊 門脇一男 H16.2
松江 東光台子供見守り隊 板倉季雄 H19.8
松江 東津田一区寿会子供見守り隊 福田晋三 H19.6
松江 安全安心ネットこしばら 門脇光男 H18.3
松江 西ノ原こども見守り隊 武田治夫 H17.9
松江 ほっと乃木まちづくり推進協議会 森山良一 Ｈ17.8
松江 朝日ヶ丘シニアクラブ（寿会） 中本政治 H13.4
松江 佐太下寄通学安全パトロール会 吉岡貞雄 H16.5
松江 川津ほんそ子まもら会 小山昭 H17.3
松江 セーフティ・かわつ 安井眞 H15.7
松江 法吉地区あんぜん・あんしんネットワーク 松浦嘉昭 H17.6
松江 城西きずなクラブ子ども安心安全見守隊 関谷満 H17.4
松江 城北小学校登下校時見守り隊 錦織茂良 Ｈ19.9
松江 城東地区地域安全連絡協議会 梶谷二朗 H16.3
松江 七類愛の声かけたい（隊） 作野廣秋 H18.10
松江 八雲の子どもを守る会 吉長義親 H17.10
松江 一般社団法人日本自動車連盟　島根支部 野々村健造
浜田 浜田市子ども安全連絡協議会 山﨑壽松 H18.8
浜田 有福安全見守り隊 森山昭雄 Ｈ19.4
浜田 宇野町防犯パトロールボランティア 砂川稔幸 H18.2
浜田 下府子ども見守り隊 田渕修 H18.7
浜田 長沢地区安全パトロール隊 亀谷利幸 H17.4
浜田 浜田市東地区防犯協力会 亀谷利幸 S41.5
浜田 いわみ中央農業協同組合 本田誠次 H5.11
浜田 長浜・熱田地区子ども見守りボランティア・グループ 平田優 H17.2
浜田 周布地区防犯パトロール隊 山﨑壽松 H17.4
浜田 浜田福祉会みまもり隊 山藤迪 H18.2
浜田 河野建設㈱ 河野睦木 H19.6
浜田 井野地区地域安全協議会 中川喜雄 H17.5
浜田 浜田を明るく照らし隊 笹部一眞 H21.12
浜田 テイケイ浜田青色防犯パトロール隊 細川辰男 H23.3
出雲 出雲地区防犯ボランティア連合会 坂根忠徳 Ｈ17.12
出雲 大津ほのぼのネットワーク 曽田正一 H16
出雲 セーフティ大社運動推進委員会 矢利安雄 H3.4
出雲 大社町青色防犯パトロール隊 入江紀久男
出雲 鳶巣見守りネットワーク 金築俊昭 H16.12
出雲 川跡地区見守りネットワーク 梶谷基雄 H17.1
出雲 高浜地区青色防犯パトロール隊 高橋成知 H17.3
出雲 四絡地区青色防犯パトロール隊 河原孝輝 H20.5
出雲 佐香地区安全パトロール隊 山岡良一 H18.3
出雲 平田地区子ども見守り協議会 新宮英雄 H16.12
出雲 灘分地区こども見まもり協議会 原龍男 H19.6
出雲 鰐淵子ども見守りパトロール隊 荒木隆 H17.3
出雲 西田っ子守ろう会 綿貫智 H16.2
出雲 檜山みまもり隊 長岡幹雄 H19.5
出雲 久多美子ども安全ボランティア 岡名誉 H18.2
出雲 伊野地区子どもの安全を守る会 常松士郎 H20.2
出雲 今市だんだんネットワーク 福間正純 H16.2
出雲 神門青色パトロール隊 米山弘一 H17.9
出雲 長浜地区こどもSOS協力会 川上実紀雄 H17.3
出雲 高松地区子ども見守りネットワーク 古川盛雄 H17.10
出雲 稗原地区見守りネットワーク 高野公史 H16.10
出雲 朝山地区安全パトロール隊 田辺悦三郎 H20.11
出雲 乙立見守りネットワーク 今岡武始 H15.4
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出雲 出雲みまもりパトロール隊 長岡秀人 H15.12
出雲 日御碕こども安全見守り隊 矢利安雄 H18.9
出雲 湖陵子ども見まもり隊 坂根忠徳 H17.11
出雲 神西地区見守りネットワーク 秦繁男 H18.4
出雲 多伎地区子ども見守り隊 竹下佳孝 Ｈ16.11
出雲 出東子どもの安全を守る会 藤岡牧雄 H16.7
出雲 直江久木事業所会 井原雅夫 S60.4
出雲 出雲市役所防犯パトロール隊 古川俊之 H22.4
出雲 荘原地区子どもの安全を守る会 須田晃 H15.4
出雲 阿宮こども見守り会 中林信夫 H17.2
出雲 伊波野こども見守り隊 庄司清吉 H16.11
出雲 直江子ども見守り会 武部純実 H11.4
出雲 出西子ども見守り隊 後藤富士雄 H17.3
益田 二条安全青パト隊 福場林吉 H22.6
益田 久城原浜まちかど声かけたい 城市常雄 H24.10
益田 益田東の子どもを育む会 石田順造 H22.7
益田 鎌手・種地区みまもり隊 又賀昭 H22.4
益田 東仙道地区見守り隊 草野和馬 H22.12
益田 安田北仙道地区青色防犯パトロール隊 田原誠仁 H20.9
益田 都茂地区まちかど声かけ隊 児玉正雄 H17.4
益田 西益田子ども見守り隊 田原敏明 H20.7
益田 中吉田子供見守り隊 寺岡隆義 H27.3
益田 中西青パト隊 桐木保男 H23.11
益田 特定非営利活動法人　久栄会 佐々木利勝 H17.11
益田 下本郷こどもみまもり隊 大久保稔 Ｈ18.7
益田 豊川地区子ども見守り隊 湯浅五郎 Ｈ17.3
益田 高津地区まちかど声かけたい 廣田保祐 H15.5
益田 大塚子供見守り隊 大畑軍人 Ｈ17.12
益田 バックアップ原浜 横藪健二 Ｈ18.5
益田 西益田民生児童協議会 田原敏明 Ｈ19.12
大田 大田市防犯ボランティア連合会 清水義人 H18.7
大田 大田町の子どもを見守る会 八束義夫 H17.4
大田 北三瓶子どもを見守る会 吾郷忠芳 H18.4
大田 かわいみまもりたい 江下芳久 H17.7
大田 長久町学校安全体制整備推進委員会 中祖昭雄 H17.11
大田 久手町防犯ボランティア及び青色回転灯防犯パトロール隊 和田徳 H17.4
大田 大代子供を見守る会 佐藤京子 H15
大田 静間の子どもを見守り隊 竹下正俊 H18.2
安来 社日どじょっこ安全パトロール隊 高見将訓 H16.11
安来 十神子ども見守り隊 桑俣朋和 H18.７
安来 南っ子見守り隊 岡屋榮六 H20.4
安来 赤江子ども見守り隊 遠藤浩明 H18.7
安来 安全安心ステーション荒島 勝部雄次 H18.6
安来 飯梨地区子ども安全パトロール 松本友和 H18.8
安来 もりっ子守り隊 田辺淳也 H18.10
安来 井尻子どもみまもり隊 雑賀清治 H18.3
安来 安田小学校ＰＴＡ防犯パトロール 原一彦 H18.1
安来 山佐子ども見守り隊 岩田勉 H20.3
安来 広瀬小学校区子ども見守り隊 吉村信 H21.4
安来 島田さわやかネット 橋本忠一 H15.2
安来 白鳥の郷・のきパトロールの会 山崎光夫 H19.4
江津 江津市子ども見守り連絡協議会 和木田登 H18.9
江津 嘉久志・子どもを見守る会 柿林晋爾 H17.12
江津 和木見守りボランティア活動 佐々木馨 H16.11
雲南 雲南地域防犯ボランティア連絡会 土江博昭 H18.12
雲南 三刀屋小学校防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊「三刀屋小ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ」 石飛寛 H16.7
雲南 子どもを守ろう安全パトロール隊 稲田敏秋 H17.10
雲南 大東ホタルパトロール 白根三代子 H15
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雲南 木次あいあい防犯パトロール隊 曽田耕市 H9
雲南 八日市地域づくりの会見守り隊 布野良男 Ｈ18.4
雲南 下熊谷の子どもを事件から守る会 山根敏樹 H18.6
雲南 雲南農業協同組合 藤原一永 H18.2
雲南 中野子ども見守り隊 横川親雄 Ｈ18.10
雲南 三新塔あきば協議会「子どもの見守り隊」 安部一夫 H18.4
雲南 仁多こども見守り隊 藤原幸治 H18.1
雲南 奥出雲町民生児童委員協議会 須山春雄 H17.8
雲南 飯南町消防団 松田栄次 H17.1
雲南 飯南町子ども防犯パトロール隊 渡部國雄 H18.12
川本 川本町子どもの安全対策に関わる連絡会 小倉勲 Ｈ18.8
川本 別府地域子ども安全推進協議会 樋ケ昭義 H19.10
川本 沢谷地域連合自治会 福間秀武 H20.12
川本 邑南町子ども安全センター 土居達也 H18.12
川本 出羽集落（出羽夜警団） 森本正清 S10
川本 島根おおち農業協同組合 右田周作 Ｈ７．１
津和野 鹿足青色パトロール隊 赤松正 H18.10
津和野 つわのっ子見守り隊 山田實 H17.9
津和野 木部地区子供見守り隊 三宅法之 H18.1
隠岐の島 布施子ども見守り隊 大西茂雄 H18.7
隠岐の島 都万地区子ども見守り隊 野津慶一 H19.6
隠岐の島 五箇子どもみまもり隊 柳原忠正 H18.7
隠岐の島 社会福祉法人ふれあい五箇 藤野朗 H16.7
浦郷 海士ブルーライトパトロール隊 濱中紀昭 H18.12
浦郷 セイフティーさわやか活動西ノ島の会 下中栄 H9.6
浦郷 知夫レインボーパトロール隊 山穂 H19.1
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