
県民局 市町
受賞数

（直近10年） 令和３年度受賞者 令和２年度受賞者 令和元年度受賞者 平成３０年度受賞者 平成２９年度受賞者 平成２８年度受賞者 平成２７年度受賞者 平成２６年度受賞者 平成２５年度受賞者

神戸市立上野中学校学校支援地域本部うえのプロジェクト

灘防犯協会　灘南部支部

兵庫県コンビニエンスストア防犯対策協議会 ハートスキルアップ劇団「麦の穂」 脇浜ふれあいまちづくり協議会（見守り隊） （公社）ひょうご被害者支援センター

神戸新聞神戸市専売会

兵庫県神戸新聞専売会

神戸市兵庫地区青少年育成協議会会下山支部

兵庫防犯協会和田岬支部

◆堤　敏（犯罪被害者の会自助グループ「六甲友の会」） 大原・桂木防犯グループ

◆植永　剛生（丸山地区住民自治協議会） ◆山本浩（長田天神１～４丁目自治会）

◆坂口　まゆみ（犯罪被害者の会「つなぐ会」） 細田神楽まちづくり協議会

神戸市須磨区 4 高尾台・水野町地区まちづくり協議会 　 月見山連合自治会 須磨区青少年育成協議会菅の台支部 ◆岡本　美治（にこにこリバティ）

◆藤本友士（垂水防犯協会上高丸支部）

垂水区暴力団と関係を断つ会

神戸市西区 5 ◆堤　弘光（無所属） 井吹・いぶきジュニアチーム 兵庫県警友会神戸西支部 竹の台地域まちづくり防犯グループ ◆白波瀬敏夫
（神戸西警察地域ふれあいの会連合会）

◆鷲尾　明子（西宮防犯協会北口支部）

西宮防犯協会浜脇支部

西宮防犯協会札場筋支部

伊丹警察署阪急駅前ブロック地域ふれあいの会

瑞穂小学校地区社会福祉協議会防犯グループ

緑丘小学校地区社会福祉協議会防犯グループ

亀井老人クラブ亀寿会

平井山荘防犯呼びかけグループ

◆野田　大東（川西防犯協会、兵庫県警友会川西支部） 川西市大和自治会 けやき坂自治会

川西防犯協会　北陵支部 川西防犯協会多田東支部 川西防犯協会日の出支部

三田市 0

青色防犯パトロール「猪名川町伏見台防犯クラブ」

白金小学校ついでパトロール隊

明石市 3 　 ◆柗浦　一弘（スクールガード清水小学校区） ◆曾我部とし子（犯罪被害者「六甲友の会」） 明石防犯協会

別府町地域安全推進協議会 公友会

交番花くらぶ 兵庫県警友会加古川支部

高砂市 3 　 高砂防犯協会　中筋支部 ◆岡村サヨミ（高砂市連合婦人会）

稲美町 2 ◆井口彰（稲美町交通安全連絡協議会） ◆高松由美子（ひょうご被害者支援センター）

播磨町 0

西脇市 2 西脇多可少年補導員連絡協議会 西脇多可防犯協会中区支部

◆米村豐（人の目の垣根隊）

みなぎ台防犯グループ

小野市 3 　 小野防犯協会　市場支部 小野防犯協会小野支部 小野東小学校区子ども見守り隊

加西市 2 加西市連合婦人会 加西市老人クラブ連合会九会地区老人クラブ

加東市 2 ◆丸山　保夫（加藤防犯協会滝野西支部）

多可町 1 中町北小学校子どもを見守る会

◆塚田　信行 朝日愛護育成会 兵庫県立大学ソーシャルメディア研究会

高浜小学校PTA 姫路防犯協会城北支部

◆河髙　泰（ひめじ地域ふれあいの会連合会） ◆村上　隆貞（飾磨防犯協会） 安室東青パト運行協議会

市川町 0

福崎町 0

神河町 0

◆大森幹生（相生市少年育成センター）

くが地区防犯グループ

緑ヶ丘連合自治会防犯グループ

たつの市 1 たつの市連合婦人会

赤穂市 3 大町自治会防犯パトロール隊 暴力団と関係を断つ会

上郡町 0

佐用町 3 兵庫警友会佐用支部 さよう地域ふれあいの会 佐用防犯協会

宍粟市 2 神野っこ見守り隊 宍粟少年指導委員会

豊岡市 0

養父市 0

香美町 1 ◆三輪一三（香住交通安全協会）

新温泉町 1 温泉小学校PTA

朝来市 0

篠山市 1

丹波市 6 丹波防犯協会　氷上支部　谷村班 ◆西垣　敏（和田っ子見守り隊） 丹波防犯協会青垣支部 成松暴力団追放協議会 丹波防犯協会春日支部

洲本市 4 千種連合町内会防犯グループ 大野地区防犯グループ協議会 仲山水防犯グループ

南あわじ市 1

淡路市 3 ◆蓮池　久志（暴力団追放淡路市民の会） ◆松田　和義（淡路防犯協会） ◆船越正男（淡路防犯協会）

176 合計１５（個人４　団体１１） 合計１７（個人７　団体10） 合計１４（個人４　団体10） 合計１７（個人５　団体12） 合計１６（個人４　団体12） 合計１７（個人５　団体１２） 合計２０（個人３　団体１７） 合計１９（個人５　団体１４） 合計２１（個人４　団体１７）

ひょうご地域安全まちづくり活動賞　受賞者（個人・団体）一覧

生田防犯協会三宮東支部

灘防犯協会五毛支部 灘防犯協会琵琶支部神戸市灘区 4

葺合防犯協会　宮本支部

北区保護司会

神戸市中央区 14

9

8

◆藤原史生（垂水防犯協会上高丸支部）

東灘防犯協会本山支部

三木防犯協会末広支部

生田防犯協会中町支部

加古川市

三木市

兵庫防犯協会松本支部

◆田仲　盛秀（青少年育成協議会塩屋支部）

公光町自治会

10

5

葺合防犯協会春日野支部

東灘防犯協会魚崎支部

◆名口治（垂水防犯協会霞ヶ丘支部）

岩園町自主防災・防犯会

相生市

神原安心の町づくり懇談会

芦屋市

飾磨防犯協会英賀保支部

兵庫県警友会西宮支部

宝塚防犯協会逆瀬川支部

県立川西明峰高等学校

北播

東播磨

7

4

川西防犯協会　明峰支部

◆須藤　貫枝（光明町自治会）　

西播

但馬

淡路

丹波

神戸市長田区

中播磨

姫路市

神戸

宝塚市

伊丹市

神戸市北区 ◆辻本能一（神戸北防犯協会）◆山川雅義（神戸北防犯協会）

　

◆大力英雄（恵美酒町高齢者クラブ）

丸山小学校区まちづくり防犯グループ

兵庫防犯協会兵庫駅前支部

神戸市垂水区

太子町

神戸市兵庫区

尼崎市

西宮市

川西市

計

神戸市東灘区

8

本山西防犯グループ

日岡地区町内会連合会

住吉山手９丁目町づくり協議会

阪南

広陵町自治会防犯グループ

真野地区まちづくり推進会

兵庫防犯協会中之島支部青色防犯パトロール隊

◆稲垣　敬治郎（垂水防犯協会山手泉ヶ丘支部） ◆瀧原　啓勝（垂水防犯協会）

寺池防犯実践会

飾磨防犯協会高浜支部飾磨防犯協会　妻鹿支部

3

0

7

5

6

3

5

15 セキスイハイム山陽株式会社

6

葺合防犯協会吾妻支部

◆岡﨑　芳次（神戸北防犯協会）

広峰地区連合自治会

◆可藤猛夫（網干防犯協会余部支部）

◆八木　光子（尼崎北警察署地域ふれあいの会連合会）

　

◆山本　賢正（兵庫防犯協会平野支部）

阪北

猪名川町 4 青色防犯パトロール「大島小学校区まちづくり協議会」

川西防犯協会南花屋敷・寺畑支部

◆今里　健治（宝塚市第5地区民生児童委員協議会）

花里小学校地区自治会　見守りたい

SWING-BY実行委員会

◆杉村　政英（尼北署地域ふれあいの会連合会、PAC防犯協力委
員会）

尼崎市保護司会

神戸市立神港橘高等学校

生田防犯協会三宮支部

芦屋市呉川町自主防災・防犯会

葺合防犯協会　二宮支部

尼崎東防犯協会　戸ノ内支部

星和台連合自治会



県民局 市町

神戸市須磨区

神戸市西区

三田市

明石市

高砂市

稲美町

播磨町

西脇市

小野市

加西市

加東市

多可町

市川町

福崎町

神河町

たつの市

赤穂市

上郡町

佐用町

宍粟市

豊岡市

養父市

香美町

新温泉町

朝来市

篠山市

丹波市

洲本市

南あわじ市

淡路市

神戸市灘区

神戸市中央区

加古川市

三木市

相生市

芦屋市

北播

東播磨

西播

但馬

淡路

丹波

神戸市長田区

中播磨

姫路市

神戸

宝塚市

伊丹市

神戸市北区

神戸市垂水区

太子町

神戸市兵庫区

尼崎市

西宮市

川西市

計

神戸市東灘区

阪南

阪北

猪名川町

◆は個人の部受賞

平成２４年度受賞者 平成２３年度受賞者 平成２２年度受賞者 平成２１年度受賞者 平成２０年度受賞者 平成１９年度受賞者 平成１８年度受賞者

生活協同組合コープこうべ

東灘防犯協会御影支部

◆栗原忠雄（兵庫防犯協会吉田支部） ◆西條毅（兵庫防犯協会楠谷支部）

兵庫防犯協会菊水西支部 兵庫防犯協会熊野支部

◆藤本昇（神戸北防犯協会山田支部）

◆松本茂伸（桜の宮小学校児童を守る会）

星和台連合自治会

◆伊丹一雄（新長田防犯実践会） ◆三原廣巳(東尻池防犯実践会）

房王寺連合自治会連絡協議会 宮川防犯実践会

横尾ふれあいのまちづくり推進協議会 須磨中部自治会 板宿地区自治会連合会 北須磨団地自治会

◆尾尻文俊（神戸西防犯協会） ◆坂本津留代（井吹台自治会連合会）

◆戸崎一己　　

塚口新富クラブ

大庄小学校子どもを見まもり隊

尼崎中央防犯協会中難波防犯ｸﾞﾙｰﾌﾟ

甲子園防犯協会浜甲団地支部

芦屋防犯協会婦人部

浜町メンズクラブ

コミュニティすえなり

◆柴田弘（野里荘園防犯グループ） 野里前自治会防犯グループ

◆竹谷泰二（宝南自治会） 宝塚警察署宝塚西部地域ふれあいの会武庫川交番班

すずかけ台自治会

二見地域安全センター運営委員会 まちづくり防犯グループ魚住

高砂防犯協会 ◆福井芳（高砂防犯協会荒井支部） 中島防犯グループ ◆柿木國夫(高砂防犯協会）

◆見坂正美（西脇多可防犯協会） 西脇多可防犯協会西脇第６支部

◆藤原實（加西市防犯協会）

◆堂下浩二（加東防犯協会秋津支部）

◆島田清（兵庫県防犯設備協会）

飾磨橋東地区連合自治会 勝原地区連合自治会

◆牛尾とよ子（神崎郡青少年補導委員）

ながいけ防犯会

◆安川昭雄
（赤穂市老人クラブ連合会尼崎地区連合会）

有年中学校学校防犯対策委員会

◆髙井國昭（太子町防犯推進委員会）

北之町自治会防犯グループ

◆加古敏明（赤穂高年クラブ連合会）

◆石黒永剛（佐用町少年補導員委員連絡協議会）

◆新宮善一（宍粟青色防犯パトロール隊） ◆釜井宣雄（戸原まちづくり防犯協議会）

◆木瀬堯后（中地区こどもを守る会） 港西子どもを守る会 日吉パトロール隊

◆西田和男（八鹿地区防犯グループ） ◆圓山浩平

香美町防犯協会余部支部

照来防犯グループ

柳原区「むらつくり」ウォーキング

篠山防犯協会 篠山口駅周辺地域防犯推進協議会

吉見地区防犯グループ 鴨庄地区自治振興会

加茂地区防犯グループ協議会 内町地区防犯グループ 洲本警察署洲本中央地域ふれあいの会 ◆増井洋右（洲本防犯協会）

◆長手正子（南淡路市連合婦人会南淡支部） 南あわじ防犯協会松帆クラブ（支部）

志筑の町を明るくする会（志明会）

合計２０　（個人６　団体１４） 合計１８　　（個人６　団体１２） 合計１６　　（個人７　団体９） 合計１７　　（個人２　団体１５） 合計１８　　　（個人３　　団体１５） 合計１８　　（個人５　　団体１３）　 合計２１　　（個人７　団体１４）

◆安東裕子（西宮市塩瀬地区民生委員・児童委
員協議会）

旭防犯パトロール

米田地区防犯連絡協議会

口吉川町生活安全活動推進協議会

広峰地区連合自治会 城北地区連合自治会

◆亀山順子
（宝塚第一小学区まちづくり協議会）

◆山根泰（宝塚防犯協会ラ・ビスタ支部）

清和台自治会（地緑法人） 中央地域ふれあいの会

芦屋警察署みなみ地域ふれあいの会 芦屋警察署きた地域ふれあいの会

稲野小学校地区社会福祉協議会 天神川地区社会福祉協議会
桜台地区コミュニティ協議会

尼崎東防犯協会潮江支部

尼崎東防犯協会杭瀬支部

尼崎市認可地縁団体東園田町会

おおしょう地域ふれあいの会

甲子園二三番町自治会防犯・防災部 ◆清水惟夫（日本ロックセキュリティー協同組合）

雲雀ヶ丘小学校区まちづくり防犯ｸﾞﾙｰﾌﾟ

垂水中央地区防犯グループ 垂水防犯協会上高丸支部

兵庫防犯協会夢野支部 兵庫防犯協会中之島支部

有馬防犯協会藤原台支部 ひよどり台小学校こどもたちを見守る会 藤原台ふれあいのまちづくり協議会

青木防犯グループ 東灘防犯協会

兵庫県石油商業組合 生田防犯協会三角支部

鶴甲地区連合自治会

◆二百寺榮吉（人の目の垣根隊）

鳴尾西校区10町会防犯パトロール

多田グリーンハイツ自治会

鈴原小学校地区社会福祉協議会

尼崎東防犯協会食満支部

◆久野茂樹（生田防犯協会）

三木防犯協会緑が丘支部

川西防犯協会東谷支部

生田防犯協会三宮西支部 生田防犯協会山手支部

姫路獨協大学法学部

五位ノ池２丁目住宅連合自治会 新長田北安心安全コミュニティー推進協議会

◆吉岡徳二郎（湊西地域ふれあいの会）

尼崎東防犯協会長洲支部

東灘防犯協会住吉支部

西宮防犯協会北口支部浜田福祉会浜田防犯支部

泉町シニアクラブ

姫路防犯協会城南支部

別紙６


