
賛助会員 

警察署管内別（順不同） 

   （岩国地区）16 事業所 

岩国市遊技場防犯組合 

一般社団法人岩国薬剤師会 

岩国建設業協同組合 

山口県岩国市猟友会 

一般社団法人岩国市観光協会 

株式会社東洋地所 

一般社団法人山口県宅建協会岩国支部 

岩国市自治会連合会 

岩国工業クラブ 

 東洋紡績(株)岩国事業所 

 ＥＮＥＯＳ(株)麻里布製油所 

 三井化学工場(株) 岩国大竹工場 

 旭化成建材(株)岩国工場 

 帝人(株)岩国事業所 

 日本製紙(株)岩国工場 

岩国商工会議所 

株式会社ＣＧＳコーポレーション 

山口県玖西猟友会 

株式会社舞田興業 

広瀬工業株式会社 

吉川林産興業(株)山林事業本部  

株式会社藤村組 

 

   （柳井地区）23 事業所 1 個人 

白木産業株式会社 

小松物産株式会社 

周防大島町 

周防大島町議会 

社会福祉法人白寿苑 

株式会社中原石油店 

株式会社柳井自動車学校 

恵愛会柳井病院 

柳井商工会議所 

柳井市観光協会 

柳井地区広域消防組合 

柳東地区防犯組合 



柳井産業運輸株式会社 

柳井地区防犯組合 

宗教法人天照皇大神宮教 

上関町 

上関町議会 

大晃機械工業株式会社 

平生町 

平生町工友会 

藤永建設株式会社 

平生町議会 

医療法人光輝会光輝病院 

岩 政 卓 造(個人) 

 

   （光地区）8 事業所 

冨士高圧フレキシブルホース株式会社 

光遊技場防犯組合 

山口県光交通安全協会 

山口県周南市熊毛猟友会  

日鉄ステンレス(株)製造本部山口製造所 

株式会社ファノス 

一般社団法人光市医師会 

時盛建設株式会社 

 

   （下松地区）10 事業所 

下松陸上運送業協同組合 

下松遊技場防犯組合 

山口県下松市猟友会 

東洋鋼鈑㈱下松事業所 

ＥＮＥＯＳ㈱下松事業所 

下松飲食業協同組合 

株式会社日立製作所笠戸事業所 

高山石油株式会社 

日東建設工業株式会社 

有限会社小林商事 

 

   （周南地区）23 事業所 1 個人 

周南遊技場防犯組合 

有限会社三洋 

株式会社西京銀行 



防長交通株式会社 

株式会社サンテック 

内富火薬銃砲株式会社 

山口県周南市鹿野猟友会  

住福燃料株式会社 

黒髪石材株式会社 

今心サービス株式会社 

一般社団法人徳山歯科医師会 

周南料飲組合 

一般社団法人徳山医師会 

サマンサジャパン株式会社    

周南交通安全協会 

若山石油株式会社 

三浦運輸株式会社 

保土谷化学工業㈱南陽工場 

新南陽鉄工団地協同組合 

湯野温泉旅館組合 

東ソー(株)南陽事業所 

昭和電工㈱徳山事業所 

徳山地区金融防犯協力会 

清 水 紀 美 子(個人) 

 

   （防府地区） ８事業所 

防府市産業振興部競輪局 

一般社団法人山口県建設業協会防府支部 

一般社団法人山口県宅建協会防府支部  

一般社団法人防府歯科医師会 

マツダエ－ス㈱警備防災事業部防府警備防災部 

富国生命保険相互会社山口支店 

藤本工業株式会社 

宗教法人国分寺 

 

   （山口地区）30 事業所 

湯田温泉旅館協同組合 

株式会社マルニ 

株式会社たいよう共済山口支店  

湯田温泉料飲社交組合 

山口市青少年問題協議会 

社会福祉法人山口市社会福祉協議会 



入交電設株式会社 

山口市水道工事協同組合 

一般社団法人山口県建設業協会山口支部 

一般社団法人山口県建設業協会 

一般社団法人山口県指定自動車学校協会  

山口県山口猟友会 

一般社団法人山口県宅建協会山口支部 

協同組合米屋町振興会 

中市商店街振興組合 

道場門前商店街振興組合 

中国電力㈱山口支社 

セコム㈱山口統轄支社 

株式会社モリイケ 

有限会社平佐銃砲火薬店 

シマダ株式会社 

株式会社たかだ商事 

有限会社かとう 

椹野川漁業協同組合 

山口県徳地猟友会 

株式会社三戸建設 

山口県阿東地区猟友会 

山口旅館組合 

亀山ビル有限会社 

有限会社ナカムラサイクル 

 

    (山口南地区）7 事業所 

日本たばこ産業㈱山口支店 

山口県吉南猟友会 

小郡料飲組合 

阿知須料飲組合 

株式会社山口グランドホテル 

株式会社ヤマトク 

株式会社小郡衛生公社 

 

   （宇部地区）15 事業所 

宇部市遊技場防犯組合 

セントラル硝子株式会社 

宇部商工会議所 

株式会社ダイヤス食品 



宇部旅館ホテル組合 

大栄建設株式会社 

日立建設株式会社 

興洋産業株式会社 

大塔興業株式会社 

山口県宇部猟友会 

株式会社タクシー綜合センタ－ 

公益財団法人宇部市常盤動物園協会  

一般社団法人山口県宅建協会宇部支部  

福永商事株式会社 

株式会社エイム 

 

   （山陽小野田地区）24 事業所 

小野田商業開発株式会社（サンパーク） 

株式会社丸久厚狭店 

小野田商工会議所 

医療法人社団長明会長沢病院  

山口県小野田地区猟友会 

山口小野田レミコン株式会社 

一般社団法人山陽小野田医師会  

西部石油㈱山口製油所 

富士商株式会社 

田辺三菱製薬工場(株)小野田工場 

共英製鋼㈱山口事業所 

長沢建設株式会社 

山陽小野田市立山口東京理科大学 

富士運輸株式会社 

山口県漁業協同組合埴生支店  

杉田産業有限会社 

日本化薬㈱厚狭工場 

化薬ヌーリオン㈱厚狭工場 

ＴＨＫ㈱山口工場 

日鍛バルブ㈱山陽工場 

山陽商工会議所 

天馬(株)山口工場 

厚和産業株式会社 

長州産業株式会社 

 

 



   （小串地区）3 事業所 

株式会社川棚グランドホテルお多福  

株式会社安成工務店 

有限会社清水組 

 

   （美祢地区）８事業所 

瀬戸内部品株式会社山口工場 

秋山建設株式会社 

山口県火薬保安協会美祢支部 

株式会社美東電子 

美祢市商工会 

薬仙石灰株式会社 

有限会社 そのだ工芸 

美祢警備保障株式会社 

 

   （長門地区）12 事業所 

山口県石油商業組合長門支部 

長門遊技場防犯組合 

深川養鶏農業協同組合 

長門高等学校 

俵山接客業防犯組合 

長門商工会議所 

長門建設業協同組合 

長門料飲組合 

長門・大津地区タクシー業防犯組合  

山口県漁業協同組合長門統括支店 

長門ライオンズクラブ 

フジミツ株式会社 

 

   （萩地区）10 事業所 

株式会社萩観光ホテル 

萩商工会議所 

萩宇部生コンクリ－ト株式会社 

財団法人萩交通安全事業普及協会 

山口県漁業協同組合はぎ統括支店 

上田銃砲火薬有限会社 

長州観光開発株式会社 

萩土建株式会社 

有限会社吉崎組 



菅原学園至誠館大学 

 

   （下関地区）31 事業所 

株式会社サンリブ 

下関遊技場防犯組合 

山口合同ガス株式会社 

一般社団法人下関市歯科医師会 

下関商業開発株式会社 

下関タクシー協会 

株式会社大丸松坂屋百貨店大丸下関店 

下関海陸運送株式会社 

一般社団法人下関市医師会 

株式会社東洋エンタ－プライズ  

有限会社遊福旅館 

下関通運株式会社 

株式会社みらいジャパン 

山口県下関西部猟友会 

三菱重工グループ労働組合連合会 下関地区本部 

日本水産物輸入協議会 

下関唐戸魚市場株式会社 

関光汽船株式会社 

下関中央魚市場株式会社 

関門港湾建設株式会社 

関釜フェリー株式会社 

東亜大学学園 

藤井産業株式会社 

伊藤製網株式会社 

合同会社 BREMEN 

株式会社尾中塗装店 

大和海運株式会社 

中村物産株式会社 

株式会社日立商会 

株式会社ベック（平家茶屋） 

田淵建材株式会社 

 

   （長府地区）14 事業所 

山口県下関東部猟友会 

株式会社シマノ下関工場 

日清食品㈱下関工場 



株式会社コプロス 

株式会社國分組 

下関工業株式会社 

山口県漁業協同組合王喜支店  

山口県漁業協同組合王司支店  

山口県漁業協同組合才川支店  

山口県漁業協同組合長府支店  

株式会社ウエダ 

株式会社ダイシン 

野村興業株式会社 

有限会社加藤産業 

 

    (県防連） 60 事業所 3 個人 

株式会社ダイナム 

山口県農業協同組合 

山口県デパ－トス－パ－等防犯協議会  

山口県自転車軽自動車商協同組合  

山口県ゴルフ場防犯協議会 

山口県ガソリンスタンド防犯協議会 

山口県カラオケスタジオ防犯協議会 

有限会社有富商会 

中国遊技機商業協同組合 

株式会社ガイア 

一般社団法人山口県レンタカ－協会 

公益財団法人日本防災通信協会山口県支部  

山口県二輪車普及安全協会 

山口県金融防犯連合会 

山口県中古自動車販売商工組合（ＪＵ山口） 

山口県警友会 

一般社団法人山口県自家用自動車協会  

一般社団法人山口県損害保険代理業協会 

有限会社美濃グランド印刷 

損害保険ジャパン(株)山口支店 

株式会社佐藤商会 

内藤製本所      

株式会社トヨタレンタリース  

株式会社東横イン徳山駅新幹線口 

株式会社フジセキュリティ山口支社  

山口県質屋組合連合会 



株式会社エフォートシステム山口営業所  

株式会社柳井クルーズホテル 

山口県防犯設備士協会 

タナカ工芸 

有限会社セキュリティー山口  

市町村職員共済組合防長苑 

山根修税理士事務所 

山口県信用農業協同組合連合会  

山本産業株式会社 

公立学校共済組合山口宿泊所 セントコア山口 

下松商業開発株式会社 

千年設計有限会社 

株式会社秋川牧園 

キハラ建設株式会社 

下松運輸株式会社 

山口フードサービス株式会社 

金井金属工業株式会社 

日本郵便株式会社防府郵便局  

旭ユニフォーム株式会社 

朝日食品容器株式会社山口営業所  

山口県貨物倉庫株式会社 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 山口支店 

三井住友信託銀行株式会社 山口防府支店  

ベル商事株式会社 

田村商事株式会社 

ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社中国･四国営業本部山口支店 

山口ヤクルト販売株式会社 

ｺｶ･ｺｰﾗｳｪｽﾄﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 

西日本電業株式会社 

株式会社キリンビバックス 

株式会社伊藤園山口支店 

株式会社きらら地域ブランド印刷   

鴻池運輸株式会社 山口営業所 

光市室積地区社会福祉協議会 

松 田 直 規(個人) 

神職 西 村 千 秋(個人) 

岡  哲 志(個人） 


