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おんせい

福祉に関するマークについて知ろう
ふくし かん し

障がい者のための国際シンボルマーク
しょう しゃ こくさい

障がいのある方が利用でき

る建物、施設であることを表

すための世界共通のシンボル

マークです。

連絡先：公益財団法人日本障害者

リハビリテーション協会

電話：03-5273-0601

ハートプラスマーク

身体の内部に疾患のある方の

ためのマークです。

外見から分かりにくいため、

誤解を受けることがあります。

そのような方の存在を視覚的

に示し、理解と協力を広げるた

めに作られたマークです。

耳マーク
みみ

外見では分かりにくい聴覚

に障がいのある方のために

使用されているマークです。

聞こえが不自由なことを

表すと同時に、きこえない方・

きこえにくい方への配慮を表すマークです。

連絡先：一般社団法人全日本難聴者・

中途失聴者団体連合会

電話：03-3225-5600

オストメイトマーク

オストメイト（人工肛門・

人工膀こうを使用している

方）を示すマークです。

オストメイト対応トイレなど

に使用されています。

連絡先：公益財団法人交通エコロジー・

モビリティ財団

電話：03-3221-6673

盲人のための国際シンボルマーク
もうじん こくさい

視覚に障がいのある方のた

めの世界共通のマークです。

信号が青になったことを

音声で知らせる音響装置付き

信号機など、視覚に障がいの

ある方が利用する機器等に

表示されます。

連絡先：社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

電話：03-5291-7885

配布先：各市区町村へお問い合わせ

ください。

連絡先：特定非営利活動法人ハート・プラスの会

電話：080-4824-9928

ヘルプマーク

義足や内部障がい、妊娠初期

など、外見からは分からなくて

も、援助や配慮を必要としてい

る方々が、ヘルプマークを身に

つけることで周囲の方からの

思いやりのある行動を得られやすくするものです。

しょう かた りよう

たてもの しせつ あらわ

せかい きょうつう

れんらくさき こうえき ざいだん ほうじん にほん しょうがいしゃ

きょうかい

でんわ

れんらくさき しゃかい ふくし ほうじん にほん もうじん ふくし いいんかい

でんわ

はいふさき かく しくちょうそん と あ

れんらくさき とくてい ひえいり かつどう ほうじん かい

でんわ

れんらくさき いっぱん しゃだん ほうじん ぜんにほん なんちょうしゃ

ちゅうとしっちょうしゃだんたい れんごうかい

でんわ

れんらくさき こうえき ざいだん ほうじん こうつう

ざいだん

でんわ

しんたい ないぶ しっかん かた

がいけん わ

かた そんざい しかくてき

しめ りかい きょうりょく ひろ

ごかい

つく

う

がいけん わ ちょうかく

しょう かた

しよう

あらわ どうじ かた

かた はいりょ あらわ

き ふじゆう

じんこう こうもん

じんこう ぼう しよう

かた しめ

しよう

たいおう

しかく しょう かた

せかい きょうつう

しんごう あお

しんごうき しかく しょう

かた りよう き き とう

ひょうじ

おんせい し おんきょう そうち つ

ぎそく ないぶ しょう にんしん しょき

がいけん わ

えんじょ はいりょ ひつよう

しゅうい かた

おも こうどう え

かたがた み
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おんせい

「こころと社会のバリアフリーハンドブック　障害ってどこにあるの?」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001250069.pdf

「障害者に関係するマークの一例」(内閣府)

https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html

「高齢運転者標識を活用しよう!」(警察庁)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/hyoshiki.html　を編集して作成

手話マーク
しゅわ

連絡先：一般財団法人全日本

ろうあ連盟

電話：03-3268-8847

耳の不自由な

方 等 が 手 話を

必要としている

ときに提示した

り 、公 共 及 び

民間施設等の窓口で、手話の対応をして

いることをお知らせするマークです。

筆談マーク
ひつだん

連絡先：一般財団法人全日本

ろうあ連盟

電話：03-3268-8847

耳の不自由な

方 等 が 筆 談を

必要としている

ときに提示した

り 、公 共 及 び

民間施設等の窓口で、筆談の対応をして

いることをお知らせするマークです。

身体障害者標識
しんたい しょうがいしゃ ひょうしき

ホームセンター等で市販されてい

ます。

肢体不自由

であることを

理 由 に 運 転

免許に条件を

付されている

方が運転する

車に表示するマークです。

聴覚障害者標識

ホームセンター等で市販されてい

ます。

聴覚障がい

があることを

理 由 に 運 転

免許に条件を

付されている

方が運転する

車に表示されるマークです。

高齢者運転標識

ホームセンター等で市販されてい

ます。

「加齢に伴っ

て生ずる身体

の機能の低下

が 自 動 車 の

運転に影響を

及 ぼ す お そ

れ」のある70歳以上の方が運転する

車に表示するマークです。

白杖SOSシグナル
はくじょう

普及啓発シンボルマーク
ふきゅう けいはつ

連絡先：岐阜市福祉部福祉事務所

障がい福祉課　

電話：058-214-2138

白杖を頭上５０センチ

メートル程度に掲げてＳＯＳ

シグナルを示している視覚

に障がいのある方を見か

けたら、進んで声をかけ、困っていること

などを聞き、サポートしてください。

ほじょ犬マーク
けん

連絡先：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

自立支援振興室　電話：03-5253-1111(代)

盲導犬、聴導犬、介助犬等、

全ての身体障がい者補助犬同伴

の啓発のためのマークです。

公共施設や、交通機関、スー

パーやレストランなどの民間

施設では、身体障がい者補助犬

を同伴するのを受け入れる義務

があります。

マタニティマーク

母子手帳交付時に、自治体窓口で配布しています。

妊産婦が交通機関等を利用

する際に身につけることで、周囲

が妊産婦への配慮を示しやすく

するためのマークです。

みみ ふじゆう

かた とう しゅわ

ひつよう

ていじ

こうきょう およ

みんかん しせつ とう まどぐち しゅわ たいおう

し

れんらくさき いっぱん ざいだん ぜんにほん

れんめい

でんわ

したい ふじゆう

りゆう うんてん

めんきょ じょうけん

ふ

かた うんてん

くるま ひょうじ

とう しはん とう しはん とう しはん

ちょうかくしょう

りゆう うんてん

めんきょ じょうけん

ふ

かた うんてん

くるま ひょうじ

かれい ともな

しょう しんたい

きのう ていか

じどうしゃ

うんてん えいきょう

およ

さい いじょう かた うんてん

くるま ひょうじ

みみ ふじゆう

かた とう ひつだん

ひつよう

ていじ

こうきょう およ

みんかん しせつ とう まどぐち ひつだん たいおう

し

れんらくさき いっぱん ざいだんほうじん ほうじん ぜんにほん

れんめい

でんわ

はくじょう ずじょう

ていど かか

しかくしめ

しょう かた み

すす こえ こま

き

れんらくさき ぎふし ふくしぶ ふくし じむしょ

しょう ふくしか

でんわ

もうどう ちょうどう かいじょけん けん けん とう

すべ しんたいしょう しゃ ほじょ けんどうはん

けいはつ

こうきょう しせつ こうつう きかん

みんかん

しせつ しんたいしょう しゃ ほじょ けん

どうはん う い ぎ む

にんさんぷ こうつう きかん とう りよう

さい み しゅうい

にんさんぷ はいりょ しめ

れんらくさき こうせい ろうどうしょうしゃかい えんごきょくしょうがい ほけん ふくしぶ きかくか ぼ し てちょう こうふ じ じちたい まどぐち はいふ

じりつ しえん しんこうしつ でんわ だい

しゃかい しょうがい こくど こうつうしょう

しょうがいしゃ かんけい いちれい ないかくふ

こうれい うんてんしゃ ひょうしき かつよう けいさつちょう

へんしゅう さくせい

ちょうかく しょうがいしゃ ひょうしき こうれいしゃ うんてん ひょうしき


