
虐待によって障害のある人のその人らしさが奪われるのを防ぎ、家庭や施設、職場等で虐待行為が
起こらないように支援することを目的とした法律です。
虐待を受けている人は、自分から助けを求めたり、相談することができない場合があります。
また、虐待を受けていることに気づいていない場合もあります。
虐待が起きてしまう要因は、心身の疲れや障害に対する知識不足、行き過ぎたしつけや指
導などさまざまあり、虐待してしまう人も虐待だと気づいていない場合があります。
虐待を未然に防ぐためには、ひとりひとりがお互いに関心と思いやりをもって、支えあいながら生
活することが大切です。
「虐待かな？」と思った時には、下記へ連絡してください。

障害者虐待防止法
ぎゃくたい                   しょうがい               ひと                 ひと                      うば                            ふせ　　　　か てい　　しせつ      しょく ば など     ぎゃくたいこうい

 お　　　　　　　　　              し  えん　　　                  もくてき                ほうりつ

ぎゃくたい　 う　                    ひと　      じ ぶん　        たす　       もと　                 そうだん　                                               ば あい

               ぎゃくたい　  う　                                      き　                                 ば あい

ぎゃくたい　 お　                          よういん　        しんしん　  つか　       しょうがい　 たい　         ち しき  ぶ そく　    い　      す　                                 し

どう　                                             ぎゃくたい　                       ひと　ぎゃくたい　        き　                                 ば あい

ぎゃくたい　 み ぜん　  ふせ　                                                                          たが　        かんしん　  おも　                                         ささ　                              せい

かつ　                        たいせつ

 ぎゃくたい　                       おも　        とき　               か  き　    れんらく

※通報や届出をした人の個人情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受け付けます。
     つうほう　 とどけで　             ひと　  こじんじょうほう　      しゅひ   ぎ  む　              まも　                                   とくめい　            つうほう　   う　     つ

しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう

障害の理解を進めるためのイベント
文京区では、障害の理解を進める取組みとして、さまざまなイベントを開催しています。

ふれあいの集い

毎年 12月 3日～ 9日の「障害者週間」を記念して、
障害者福祉の関心と理解を深めていただくため、作
品展などを行っています。

まいとし          がつ       か              か         しょうがいしゃしゅうかん       き ねん                

しょうがいしゃふく し       かんしん       り かい     ふか                                                 さく

ひんてん               おこな

                                                   つど

ハートフル工房

毎月、区民ひろば（シビックセンター地下2階）で
障害者施設商品販売会を開催しています。ランチタ
イムに演奏会等のイベントを行う月もあります。

まいつき　   く みん　                                                                 ち  か　 かい

しょうがいしゃしせつしょうひんはんばいかい　  かいさい

                えんそうかいなど　                            おこな　つき

                                                    こうぼう

地域支援フォーラム
              ち いき し えん

障害者への理解を深め、共生社会の実現を図るため
の、講演会やイベントを開催しています。

しょうがいしゃ            り  かい      ふか          きょうせいしゃかい   じつげん     はか

           こうえんかい                               かいさい

                                                               しょうがい    り かい     すす

       ぶんきょうく               しょうがい     り かい     すす           とり  く                                                                                  かいさい

＜連絡・相談先 ＞
     れんらく　 そうだんさき

月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
げつ　  きんようび　     ご ぜん　 じ　    ふん　   ご  ご　  じ　    ふん 文京区障害者虐待防止センター（文京区福祉部障害福祉課内）

電話 03-5803-1818・FAX 5803-1352

ぶんきょうくしょうがいしゃぎゃくたいぼうし　                            ぶんきょうく  ふく し ぶ  しょうがい ふくしかない

 でんわ

月～金曜日　午後5時15分～翌午前8時30分

土・日・祝（24時間）

げつ　   きんようび　　  ご   ご　  じ　    ふん　  よく ご ぜん    じ       ふん

 ど　    にち　しゅく　         じかん
障害者基幹相談支援センター（文京総合福祉センター内）

電話 03-5940-2903・FAX 5940-2904

しょうがいしゃきかん  そうだん  しえん　　　　　　　　　　ぶんきょうそうごうふく し　                        ない

でんわ
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障害福祉に関するマーク
知 っ て い ま す か ？
   し

国際（こくさい）シンボルマーク

日本国内（にほんこくない）のシンボルマーク

自動車運転（じどうしゃうんてん）に関（かん）するシンボルマーク 東京都・文京区（とうきょうと・ぶんきょうく）のシンボルマーク

障害者のためのシンボルマーク 盲人のためのシンボルマーク

視覚障害のある人たちが、安全に
利用しやすい建物・設備・機器な
どに使用されています。

車イスを利用する人だけではな
く、「障害のあるすべての人」を
示しています。
障害のある人たちが利用しやすい
建物、施設、トイレ、駐車場など
に使用されています。

耳マーク

聴覚に障害のある人を示
す日本国内で使用されて
いるマークです。
筆談や手話などの支援を
行うことを示す場合にも
使用されています。

身体障害者標識

身体障害のある人が、運
転していることを示して
います。

オストメイトマーク

人工肛門・人工ぼうこう
を使用する人のためのト
イレ設備が整っているこ
とを示しています。

聴覚障害者標識

聴覚障害のある人が、運
転していることを示して
います。

ハートプラスマーク

内部障害のある人を示し
ています。
外見からはわかりにくい
ため周りの理解や協力が
必要です。

ヘルプマーク（東京都）

援助や配慮を必要として
いることが外見からは分
かりにくい人が、援助を
得やすくなるよう身に着
けています。

ほじょ犬マーク

盲導犬・聴導犬・介助犬す
べての補助犬が利用できる
ことを示しています。
公共の場はもちろん、デ
パート、スーパー、ホテル、
レストランなどで貼られて
います。

文京区内のシンボルマーク

文京区内で障害のある人も
利用しやすい建物・施設で
あることを示しています。
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