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令和 3 年 6 月 18 日 

 

各単位会長 様 

 

日本行政書士会連合会 

会長 常 住  豊 

 

第 71回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える 

地域のチカラ～に対する協力について（依頼） 

 

 平素より当会の事業推進にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、日行連では、法務省が主唱する“社会を明るくする運動”中央推進委員会の趣

旨に賛同し参画しております。 

このたび、同委員会より「第 71回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える地域のチカラ～」の推進について、別添のとおり協力依頼があり、本

運動周知のためのポスター掲示やHP掲載に係る協力要請がありましたので、お知らせ

いたします。 

各単位会におかれましては、本運動の趣旨をご理解いただき、周知にご協力ください

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【別添資料】 

1.「第 71回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地

域のチカラ～に対する協力について（依頼）」中央推進委員会事務局（R3.6.10） 

2.「第 71回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地

域のチカラ～」内閣総理大臣メッセージ 

3. 実施要項 

4. 広告用ビジュアル・フライヤー 

5. SNSチラシ 

 

＜参考＞ 

“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～（法務省HP） 

http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html 

 

以上 

http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html


令和３年６月１０日

第７１回“社会を明るくする運動”

中央推進委員会構成団体 各位

第７１回“社会を明るくする運動”

中央推進委員会事務局

法務省保護局更生保護振興課長 押 切 久 遠

第７１回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支

える地域のチカラ～に対する協力について（依頼）

“社会を明るくする運動”につきましては，毎年格別の御協力を賜り，厚く御

礼申し上げます。

本運動については，政府における安全・安心な国づくりに向けた取組の一つと

して，別添の内閣総理大臣メッセージの発出など，政府一丸となって進めている

ところであり，第７１回となる本年も，別添実施要綱に基づき，より一層強力に

本運動を推進することとしております。また本年は，新型コロナウイルス感染症

への対策が求められる中での実施であることに鑑み，別添チラシのとおり，デジ

タルを含めた各種コンテンツも準備いたしました。

つきましては，別紙に基づき御協力をお願いいたします。別紙の①⑵について，

前回御協力いただいた傘下団体様のリストをお送りいたしますので，変更点につ

いて御修正いただき，本年６月１８日（金）までに本メール宛て御返信いただき

ますようお願い申し上げます。前回と変更がない場合にも，その旨御返信いただ

ければ幸いです。

本運動が真に成果を挙げるためには，貴団体の御協力を頂戴することが特に意

義深いものと考えております。

この運動の趣旨を御理解いただきますとともに，７月の本運動強調月間・再犯

防止啓発月間を中心とした御協力につき，格段の御配慮を賜りますようお願い申

し上げます。





 

 

第７１回“社会を明るくする運動” 

～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～ 

実施要綱 

中央推進委員会 

 

１ この運動の趣旨 

すべての国民が，犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理

解を深め，それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非行のない安全で安心な明

るい地域社会を築こうとするものです。 

 

２ この運動が目指すこと 

 (目標１)  犯罪や非行を防止し，安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社

会を築くこと 

 (目標２) 犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように，その立ち直りを

支えること 

 

３ この運動において力を入れて取り組むこと 

  犯罪や非行をした人を，再び地域社会に受け入れ，望まない孤独や社会的孤立な

どの生きづらさという課題に我が事として関わるコミュニティの実現に向け，次の

ことに力を入れて取り組む。 

（１） 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え，再犯を防止することの大切さや，

更生保護の活動について，デジタルツールも活用するなどして，広く周知し，

理解を深めてもらうための取組 

（２） 犯罪や非行の防止や，犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方

法があることを示し，多くの人に協力者として気軽に参加してもらうための

取組 

（３） 保護司，更生保護女性会会員，BBS会員，協力雇用主等の更生保護ボラン 

ティアのなり手を増やすための取組 

 （４） 民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ，犯罪や非行をした 

人が，仕事，住居，教育，保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を 

受けやすくするためのネットワークをつくる取組 

（５） 犯罪や非行が起こらないよう，若い人たちの健やかな成長を期する取組 

 

４ この運動の組織 

この運動は，中央推進委員会並びに都道府県推進委員会及び市区町村等を単位と

する地区推進委員会により推進する。 

  (１) 中央推進委員会 

中央推進委員会は，別添掲記の機関・団体の代表により組織し，次のよう

な活動を行う。 

① この運動の基本的な方針を定めること 

② 内閣総理大臣メッセージ，「幸福（しあわせ）の黄色い羽根」，「更生ペ



 

 

ンギンのホゴちゃん」等を活用するなどして，この運動の社会的意義を全

国に周知すること 

③ 都道府県推進委員会及び地区推進委員会の活動内容の充実や組織強化等を

支援すること 

④ この運動の実施結果を取りまとめ，全国に周知すること 

 (２)  都道府県推進委員会・地区推進委員会 

都道府県推進委員会及び地区推進委員会は，都道府県，市区町村等を単位

として広く関係機関・団体の参加を得て組織し，中央推進委員会と連携しつ

つ，次のような活動を行う。 

① 地域の実情に応じ，この運動において力を入れて取り組むことを参考に， 

この運動が目指すことに寄与する活動を行うこと 

② この運動が目指すことに寄与する活動を行う団体又は個人に対し，支援及 

び協力を行うこと 

 

５ 強調月間 

７月を“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域

のチカラ～強調月間とする。また，再犯の防止等の推進に関する法律において，同

じく７月が「再犯防止啓発月間」とされている趣旨を踏まえて運動を推進すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参 考 

中央推進委員会の取組 

 

 

○ シンポジウムやトークショーなどの開催による広報啓発活動 

 

○ ポスター，パンフレット，幸福の黄色い羽根等の配布や，ＳＮＳ等の多様な広報

媒体を活用した効果的な広報を行うための支援 

 

○ 「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地 

域のチカラ～作文コンテスト」 

 

○ 全国矯正展（全国刑務所作業製品展示即売会） 

 

○ 東京藝術大学と連携したワークショップの実施 

 

○ この運動に参加する関係機関・団体の機関誌等を通じた理解促進 

 

○ その他この運動の全国的展開に資する活動に対する支援・協力 



＜略号＞（公社）：公益社団法人，（一社）：一般社団法人，（公財）：公益財団法人 

（一財）：一般財団法人，（福）：社会福祉法人，（更）：更生保護法人 

（特）：特定非営利活動法人，（認特）：認定特定非営利活動法人 

中央推進委員会を構成する機関・団体一覧     別 添 

［官公庁］ 
 最高裁判所 内閣府 警察庁 金融庁 消費者庁 復興庁 総務省 法務省 文部科学省  
 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 外務省 財務省 環境省 防衛省 最高検察庁 
［司 法］ 
 日本弁護士連合会 日本司法書士会連合会  日本公証人連合会 日本司法支援センター 
 [士業団体］ 
 日本行政書士会連合会 日本税理士会連合会 全国社会保険労務士会連合会  日本土地家屋調査士会連合会 
［警 察］ 
 (公財)全国防犯協会連合会 (一財)全日本交通安全協会 (公社)全国少年警察ボランティア協会 
［自 治］ 
 全国知事会 全国市長会 全国町村会 
［金融関係］ 
(一社)全国銀行協会 (一社)全国信用金庫協会 (一社)全国地方銀行協会 

 (一社)第二地方銀行協会 金融広報中央委員会 
［経済・産業］ 
 (一社)日本経済団体連合会 日本商工会議所 全国商工会連合会 全国中小企業団体中央会 石油連盟 
全国商店街振興組合連合会 全国石油商業組合連合会 （一社）日本百貨店協会 (一社)日本民営鉄道協会 

 (公社)日本バス協会 (公社)全日本トラック協会 (一社)日本自動車整備振興会連合会  
(一社)全国ＬＰガス協会 (一社)全国建設業協会 (公社)日本中国料理協会  
全国興行生活衛生同業組合連合会 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 
(一社) 日本アミューズメント産業協会 (一社)建設産業専門団体連合会 

［労 働］ 
 日本労働組合総連合会 労働者福祉中央協議会 
［農 業］ 
 （一社）全国農業協同組合中央会 
［社会・厚生］ 
 (福)全国社会福祉協議会 全国民生委員児童委員連合会 (福)中央共同募金会  
 (福)テレビ朝日福祉文化事業団 (福)ＮＨＫ厚生文化事業団 (公社)日本社会福祉士会 
 (公社)日本精神保健福祉士協会 全国地域活動連絡協議会 (一財)児童健全育成推進財団 
 （公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター (一社)日本臨床心理士会  
 (一社)全国地域生活定着支援センター協議会（一社）日本公認心理師協会 
（一社）公認心理師の会 （一社）日本農福連携協会 
［教 育］ 
 全国高等学校長協会 全日本中学校長会 全国連合小学校長会 (公社)日本ＰＴＡ全国協議会 
 (一社)全国高等学校ＰＴＡ連合会 (公社)全国公民館連合会 法科大学院協会 
  (一社)日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
［文化・芸術］ 
 (公社)日本将棋連盟 (公財)日本棋院 (公財)日本美術院 
 (公財)文化財保護・芸術研究助成財団 (一社)落語協会 (公社)日本作曲家協会 
［報道関係］ 
 (一社)日本新聞協会 日本放送協会 (一社)日本民間放送連盟 (公社)ＡＣジャパン 
［スポーツ・体育］ 
 (公財)日本スポーツ協会 (一社)日本野球機構 (公社)日本プロサッカーリーグ (一財)全日本剣道連盟  
 (一財)全日本剣道道場連盟 (公財)全日本柔道連盟 (一財)日本フットサル連盟 (公財)ＪＫＡ 
 (一財)日本ボクシングコミッション  (公社)日本アメリカンフットボール協会 (一社)日本女子プロゴルフ協会 
 (公財)日本ラグビーフットボール協会 
［青年運動・女性運動］ 
 全国地域婦人団体連絡協議会 日本青年団協議会 (一社)日本勤労青少年団体協議会 
 (公社)全国子ども会連合会 (公財)ボーイスカウト日本連盟 (公社)ガールスカウト日本連盟 
［その他］ 
 (公財)日本宗教連盟 (公財)交通道徳協会 (一財)平和協会 (公財)あしたの日本を創る協会 日本赤十字社 
(公財)日本財団 (公財)日立財団 

［法務省関係］ 
 (公財)矯正協会 (公財)全国教誨師連盟 (公財)全国篤志面接委員連盟 (更)日本更生保護協会 
(更)全国保護司連盟 (更)全国更生保護法人連盟 日本更生保護女性連盟 (特)日本ＢＢＳ連盟 
(更)立川更生保護財団 (認特)全国就労支援事業者機構 全国人権擁護委員連合会 

※事務局長は，法務省大臣官房秘書課長とし，事務局は，法務省保護局更生保護振興課に置く。 





#生きづらさを、生きていく。

＃社明７１・広報用ビジュアル

ポスター・デジタルサイネージ用ビジュアル

第７１回“社会を明るくする運動”のメインコピーである「＃生きづら
さを、生きていく。」を前面に，立ち直りの当事者である青年と，それ
を支える支援者とのつながりを表現したポスターです。

＊ 掲示用ポスターと，デジタルサイネージ用データ
を御用意しています。

＊ ポスターデータは法務省HPにアップしています。
＊ デジタルサイネージ用データの形式は，御要望に応じて
御用意いたします。
公共施設や交通機関等を

はじめとした様々な場所の
大型ビジョン・ディスプレイ
等にお使いいただくことが
できます。

ショートアニメーション

「＃生きづらさを、生きていく。」のメインコピーをテーマとし
たショートアニメ。少年の“生きづらさ”と立ち直りに寄り添っ
たかつての日々の回想、そして、今はもう社会の一員として生き
ている青年をとりまくコミュニティへのさらなる願いを表現した
ショートアニメです。（６月上旬配布予定）

＊ ３０秒Ver.・１５秒Ver.・６秒スポットVer.を
御用意しています。３０秒Ver.・１５秒Ver.は，テ
レビやwebでのCM放映に，６秒スポットVer.は，各種
web動画等と組み合わせるなどして「＃生きづらさを、
生きていく。」のメインコピーの印象的な発信に，
それぞれ御活用ください。

＊ データ納品形式は，XD-CAM，DVDを予定しています
が，それ以外の媒体についても，御相談ください。

＊ YouTube法務省チャンネルにもアップします。

ラジオCM

－ ３年ぶりに、偶然出会った彼。
仕事、彼女、社会との関わりを聞きました。
浮かんできたのは、幼かった彼の孤独。
“生きづらさ”と立ち直りに寄り添った日々のこと。
そして、祈るような思いで見送った、
保護観察最後の日のこと。
そう、私もね、生かされて、生きてきたんです。
きっと、あなたも。

“生きづらさを、生きていく。”
第７１回“社会を明るくする運動”－

＊ ３０秒尺のナレーションとBGMのみの,
ラジオCM用音声データです。

＊ ラジオ局に応じて，データの納品形式を
御指定ください。

より詳しく知っていただくための
リーフレットも御用意しています。
（法務省HPにアップしています）→

法務省HP
“社会を明るくする運動”

詳しくは，最寄りの保護観察所又は法務省
保護局更生保護振興課（03-3580-4111代
表)にお問い合わせください。
＃社明７１の発信に，
ぜひ御協力いただきます
よう、お願い申し上げます。

保護観察所一覧
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