















熊本市「障がい者サポーター制度」シンボルマーク


障がい者サポーターとは・・・



障がいの特性や必要な配慮を理解し、障がいのある方が困っているときに、
必要な手助けを実践していただける方々のことです。日常生活の中で、自分
のできる範囲で活動してみよう！という意欲のある方であれば、どなたでも
サポーターになることができます。



熊本市「障がい者サポーター制度」シンボルマーク


障がい者のためのふくしのしおり
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熊  本  市


「ふくしのしおり」について
 このしおりは、障がい福祉制度や事業について個別に説明しています。掲載内容については、
今後、制度の変更等により、内容や金額が変更になることがあります。あらかじめご了承くださ
い。内容についてのご質問や各種制度の申請、サービスをご利用の際には個別のお問い合わせ先
へご確認されますようお願いします。


                             熊本市障がい保健福祉課













「障がい」の表記について



 このしおりの中には、
「障害」と「障がい」の２つの表記があります。法令や法令



等で使用されている用語、法人名及び団体名等の固有名詞で漢字の表記となってい



るものは、「障害」、そのほかは「障がい」と表記しています。




※ 各ページの右下または左下にある 52 コードを、活字文書読み上げ装置等で読み取ること
で、しおりの内容を音声出力することができます。掲載内容によっては内容を一部省略して
いる場合がありますので、ご了承ください。（二次元コードとは異なります。）
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