
平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

株式会社 ハタダ 様 

建設業 

 

 
 この度はこの様な名誉ある機会を与えていただき，
誠にありがとうございます。 

 私たちが，犯罪や非行した人を雇用することは，社
会から必要とされていることであり，このことが刑務
所出所者等の再犯防止に繋がるものと信じ，今後も
協力雇用主の活動を続けていきたいと思います。 

 これからも，地域での雇用の場を提供する協力体
制を充実させるように会員増強に 

力を入れ，保護司との連携を 

取りながら活動していきたい 

と思っております。 

  

北海道滝川地区 

協力雇用主会  

会長 芳賀 美津男 

 

株式会社 キクチ工務店 様 
建設業 

 

 
 この度，法務大臣感謝状をいただき，大変光栄に
思います。真摯に罪や非行を反省して，やり直そう
と誓った方が，一生懸命に仕事に励み，一人前の社
会人として成長し，ご本人だけでなくご家族も喜ぶ
姿をみられることは協力雇用主としての大きなやり
がいと感じます。平成２９年から岩手県更生保護協
力事業主連絡協議会の会長を仰せつかり，今後も
岩手県内全域で 

多様な業種に協力雇 

用主になっていただけ 

るよう努めたいと思い 

ます。 

 

代表取締役 

  菊地 昭一 

 

 

 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

 有限会社 岩井組 様 

建設業 

 
 
 
 昭和６０年，二人の不良少年を雇い入れたのを
きっかけに，彼らの友人や後輩を大勢雇用するこ
とになりました。 
 不安と責任で悩みましたが，怒る時と褒める時
のタイミングを間違えないことと，一緒に現場に出
て汗をかき働くことを心掛け，辛抱強く働くことを
指導してきました。 
 その少年らの中から，今では私と同種の会社を
営み，協力雇用主として，協力してく 
れる子がいることが何よりもうれ 
しいことです。 
 今回の受彰が，彼らにも励み 
となることを望み，今後も社会 
のために貢献したいと思いま 
す。 
 
岩井 房夫 

    株式会社 マルワ開発 様 

建設業 

 

 
 今回の法務大臣感謝状の受彰を大変光栄に思っ
ております。 

 若い時に一度は過ちをしてしまった方が，仕事に
励む中で立派に立ち直り，今や職業人としても家庭
人としても，誰からも一目置かれる存在になった姿
を見ると，経営者として，とても誇らしく思います。 
 その一方で，心残りな方 
も何人かおられるのも事 
実ですが，この度の受彰 
を励みとして、一層社会貢 
献に励む所存ですので， 
今後ともどうぞよろしくお 

願い申し上げます。 

 

 

 

 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

  有限会社 天美堂塗装処 様 

  建設業 

 

 
 この度受彰の栄に浴しましたこと，身に余る光栄に
存じます。更生保護活動を通じ出会えた皆様に心よ
り深く感謝いたします。 

 明るく平和で住みやすい地域社会は誰もが願うとこ
ろです。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更
生という題目は更なる発展を遂げなければなりませ
ん。民間の立場であるからこその利点を生かし，協
力雇用主が安心して活動できる方策を構築していき
たいと思います。 

 

代表取締役 野々山 賢一 

 

株式会社 川口組 様 

土木建設業 

 

 
 私は天理教教会長と土木建設業をさせてもらって
います。 

 ２０数年前より名古屋家庭裁判所から遠隔地の補
導委託先として依頼を受け，長年にわたり，多くの
少年と共に更生の道を歩みましたが６５歳を境に役
を退きました。友人から協力雇用主の会に誘われ，
現在に至っております。 

 天理教の人助けたら，我身助るとの教えの基に私
達信仰者は各々の立場の上に違いはありますが，
人助けの道に歩まさせていただいております。 

 これより先も社会の上に少しでも役立てます様，
努めさせていただく所存です。 

 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

  株式会社 クリエーション 様 
運送業 

 
 
 

 この度は法務大臣感謝状を受彰させていただき誠に有難うございます。感謝の極みに御座います。 
2003年に協力雇用主として 田中（現）会長に導かれ，八尾地区協力雇用主会に入会させていただき15年の月日が過
ぎ今回このような栄誉ある賞を受彰させていただきましたことを協力雇用主として誇りに思います。 

 月日を振り返り思いおこせば様々なことが思い出されます。対象者が再犯を犯し悔やんだことや対象者の悩みや相
談を聞き朝方まで語りあったこと，地区の協力雇用主の方々や田中会長に愚痴や相談などを常に聞いていただき，良
きアドバイスを頂いたことなど，様々なことを思い出し懐かしく思います。 

 対象者が再犯を犯し，警察のお世話になった時などは，あの時もう少し話を聞き助言してやれば良かったかな？もっ
と時間を費やし，話をしてやれば良かったのかな？と何時も思いました。 

 対象者に裏切られたり 会社がその事で損失を受けたことなどは 数え切れないくらいに有りました。なのになぜ？協
力雇用主として現在まで頑張ってこれたのか？それは常に相談ができ 的確なアドバイスをして下さる田中会長を始
めとする地区の雇用主の方々がいらっしゃったこと，そして対象者が立派に更生し社会や会 
社の責任ある立場となり，現在入社してくる対象者に対して自分の経験を交え指導をしてい 
る更生した対象者の姿をみるたびに，協力雇用主として長年継続し挫けずに頑張り続け良 
かったと思うのです。 
 協力雇用主として就労の支援をしていなければ更生する者は０名ですが，していれば 
１００名中９９名だめでも１名は更生できる，決して０名では無い！と思うのです。 
 今後もこの思いを継承し，１名でも多くの就労支援対象者雇用を目標とし，対象者に更 
生への道を指導し精進して行きたいと思います。この度は誠に有難うございました。 

受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

  

 吉岡建設株式会社 様 

建設業 

  
 

 この度、法務大臣感謝状受彰を受けましたこと
は，私にとりまして思いもかけない喜びでした。 

 協力雇用主になり７年がたちますが、常に心に
刻んでいたことは更生を目指している人に、一緒
に仕事をするかけがえのない仲間だという気持ち
で向き合っていくことでした。 ある時は父親にな
り叱り、手を握り、一緒に涙を流し、抱き合いなが
ら喜びを分かち合ってき 
ました。 

 これからも彼らの笑 

顔を見つめながら協 

力雇用主として頑張 

ってまいります。 

 

吉岡建設株式会社  

会長 吉岡正宏 

 

  株式会社 平形組 様 

鉄筋工事業 

 
 この度は，法務大臣感謝状をいただき，誠にありがと
うございました。協力雇用主として３０年余。社会のため
に何か役立てばと思い協力させていただいております。 

 今まで数名の対象者を雇用して参りましたが，残念な
がら長続きせず辞めており，指導が行き届かなかったの
かと反省しております。 

 一昨年からは１８歳の少年を雇用し，今までの反省に
たち，丁寧な指導，教育に努めており，今年で３年目に
なりますが，若い技術者として 

育てたいと思っています。 

 今後とも，対象者の希望があ 

れば積極的に受け入れ，更生 

保護のお役に立てればと思っ 

ております。 

 

代表取締役 平形誠一 

 

 

 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

 株式会社 ヤマグチ 様 

電気工事業 

 

 
 協力雇用主会に入会させていただき１２年あまりで
まだまだ勉強中でございますが、今回の受彰を励み
に，大阪保護観察所堺支部の皆様や保護司会・更生
保護女性会・ＢＢＳ会の皆様と共に情報交換や交流
を深め、一人でも多くの方が社会復帰できるよう努力
してまいります。 

 平成２９年度より『社会 

を明るくする運動』時に 

『ＣＡＰＩＣ』製品の展示販 

売を始めましたので、一 

人でも多くの方に刑務所 

製品のよさを分かってい 

ただけるよう努めてまい 

ります。 

代表取締役 山口昭治 

 
 

Ｋテック 様 
建設業 

 

 

 
 この度の法務大臣感謝状，光栄に存じますととも
に更生保護事業の一端に触れただけの私に過分な
る受彰と，恐縮しております。これまで協力雇用主と
して務めてまいりましたが，様々な方々とのふれあ
いがありました。とりわけ思い出すのは，立派に更
生していった方たちではなく，再びあやまちを犯した
方たちです。その過程で私にもっとできることはな
かったか，日々振り返りま 

す。これからも悔いること 

無きよう努めてまいりたい 

と思います。 

 

Kテック 金海 幸平 

 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

  有限会社Ｓ･Ｅ･Ｅ･Ｄ総合技建 様 

建設業 

 

 

 

 この度は，法務大臣感謝状という大変光栄な彰を
ありがとうございます。 

 弊社の活動が微力ながら社会貢献に繋がっている
と感じることができ，心より感激いたしております。 

 このような活動が継続できるのも，協力雇用主を支
援してくださる関係者の方々のお力添えが存在して
いるからこそだと思います。 

 対象者の雇用が再犯防止に 

つながるという思いで活動すれ 

ば，やりがいもあると思います 

ので，各企業には積極的に御 

賛同していただきたいと思いま 

す。 

 この受彰を糧に今後も粘り強 

く邁進する所存です。 

塚本 直樹  

 

㈱ 山工 様 
建設業 

 

 

 

 この度は，大変名誉ある法務大臣感謝状を頂き，
誠にありがとうございます。 

 協力雇用主は，２０年ほど前に保護観察官からの
紹介で，少年院から出てきたばかりの暴走族の少
年を雇い入れたことがきっかけでした。 

 人にはいろいろな境遇があり，つまずいても仕方
がないようなこともあるのだなあということを知らされ
ましたし，頑張る人もたくさ 

ん見てきました。 

 つまずいてしまった人 

たちが更生できるステッ 

プになってくれればと願 

い，これからも出会いは 

大切にしたいと考えてい 

ます。 

山沖 博和 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

 ＫＯＫＥＮ株式会社 様 

建設業 
 

 

 

 この度は名誉ある賞を頂きまして誠にありがとうご
ざいます。ＫＯＫＥＮ株式会社は，建設業を営んでお
ります。やりがいは人それぞれが感じるものなのであ
るとは言えません。 

 ただ，一度失敗した事のある人の方が苦労を知っ
ている。堪える事も知っている。痛みも知っている。そ
の経験をどう活かすか，そう感じております。個々に
やりがいを見つけられますよう努力していただけたら
と思います。 

 

 有限会社松崎産業 

建築業 
 
 

 
 この度，名誉ある法務大臣感謝状をお受けするこ
ととなり，関係各位様に厚く御礼申し上げます。 

 また，皆様が，犯罪をした人のため，日々御指導
や御支援をされていることにつきまして，心から敬意
を表します。 

 私自身，「もう協力雇用主をやめよう。」，「二度と
刑余者等を雇用するものか。」と何度も思いました。
その一方で「社長についていきます。」と言ってくれ
た人もいました。彼らを裏切らないためにも頑張らな
ければならないと自らに言い聞かせながら今に至っ
ております。 
 これからも犯罪をした人 
や非行のある少年たち 
の自立や社会復帰を支援 
するために頑張っていこ 
うと思います。 
 更なる御指導，御鞭撻 
のほどよろしくお願いいた 
します。 

受彰者コメント 受彰者コメント 



平成３０年度協力雇用主に対する法務大臣感謝状受彰者 

 
Ｍ・Ｍ企画 様 
一般土木業 

 

 
 この度は，法務大臣感謝状を賜り厚く御礼申し上げ
ます。 

 １４年ほど前から更生保護事業に参加，協力してま
いりました。更生保護施設入所中の者を雇用する中
で，いろいろな方々との出会い， 

別れを繰り返し，喜びも哀し 

みも味わってまいりました。 

 退所者が社会と融合し，又， 

人として更生していかれるこ 

とが私の願いでもあります。 

 この感謝状を励みにこれか 

らも協力雇用主として微力な 

がら頑張っていく所存でござ 

います。 

 株式会社前田造園 様 

造園業 

 

 
 更生保護施設に入所するＡ君の雇用をきっかけに
昭和６０年から微力ながら協力してまいりました。そ
の後正社員となったＡ君は現場代理人としても活躍
し，約２０年間，会社に貢献してくれることで社会の
信用を取り戻しました。 

 これまで数十名を雇用 

する中，声掛けだけは決 

して忘れず，コミュニケー 

ションの取り方に気を配り 

，一日でも早い社会復帰 

をと願い続けてまいりまし 

た。この度の受彰は，関 

係者の皆様の支援の賜 

物と感謝しております。 

ありがとうございました。 

受彰者コメント 受彰者コメント 


