○世界自閉症啓発デー２０１４ 日本各地の取組
都道府県名
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容

主催者・共催者等

カラフルブレインアートフェス ｏｎ 世界自閉症啓発デー

自閉症・アスペルガー症候群・ＬＤ・ＡＤ/ＨＤ等の発達障がい当
事者の作品発表や、障がい特性を記載したポスターやリーフ
カラフルブレインアートフェス実行委員会
レットなどを通じて、一般市民に対しての発達障がいの理解促
進を図る。

世界自閉症啓発デー函館地域イベント2014

啓発パネル展示
・自閉症アート展
・ミニコンサート
・シンボルマークデザインポケットティッシュ配布
・福祉事業所製品販売
他（一部調整中）

世界自閉症啓発デー・ブルーライトアップ
ｉｎあおもり

開催場所

開催日時

札幌市役所 １階 ロビー（札幌市中央区北１条
西２丁目）

平成26年４月２日（火）９：00～17：00

五稜郭タワー 北海道函館市五稜郭町43-9
他（一部調整中）

平成26年４月２日（水）
11：00～19：00（予定）

青森市内の青森県観光物産館アスパムをブルーでライトアップ 主催 青森県
する。
青森県発達障害者支援センター
・点灯式
青森県自閉症協会
・パネル展示
協力 公益財団法人青森県観光連盟

青森県観光物産館アスパム
（青森市安方一丁目1-40）

平成26年４月２日(水)
18:00～22:00

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間in青森
～知ってください、私たちのこと～

講演会（精神科医師による発達障害に関する講演）
・パネル展示
・作品展示
・出張販売
・ＤＶＤ映画上映

主催 青森県発達障害者支援センター
共済 青森県自閉症協会 ほか

青森県県民福祉プラザ
（青森市中央三丁目20-30）

平成26年４月４日(金)
10:00～15:00

「発達障がい・自閉症ってナンダべ？」
～世界自閉症啓発デー2014～

・作品展
・紹介コーナー（DVD、支援グッズなど）
・映画
・音楽療法、ミニコンサート
・キャラバン隊公演

八戸市
八戸市自閉症児（者）親の会

八戸ポータルミュージアム「はっち」１Ｆ
（八戸市三日町11-1）

平成26年４月４日(金)～４月６日(日)

自閉症スペクトラム講演会

講演 ～ライフステージを通した支援を考える～
① 学童期から成人期の支援について
井上雅彦氏（鳥取大学大学院教授）
② 成人期を見据えた幼児期の支援について
江口寧子氏（NPO法人それいゆ副理事長）

日本自閉症協会
山形県自閉症協会

山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング
大会議室

2014年3月22日（土）13:00～16:30

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」にか
かる普及啓発

来庁者への普及・啓発
（ポスター、親の会資料等展示）

主催：最上総合支庁子ども家庭支援課
共催：おしゃべりサロン「michikusa」

最上総合支庁庁舎正面玄関ロビー

平成26年４月１日（火）～４月９日（水）

「仙台スカイキャンドル」ライトアップ

【広報活動について】
３月26日(水)～４月４日(金)の期間、クリスロード内「仙台縁日」
店内でPOP掲示。同期間で「世界自閉症啓発デー」（宮城県
主催：宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」
版）クリアファイルを設置のほか、仙台放送HP内「仙台スカイ
株式会社仙台放送
キャンドル」内でも告知。ライトアップ中は、仙台放送HPを通し
LIVEで全国どこからでも御覧頂けます。

仙台スカイキャンドル
宮城県仙台市太白区茂ヶ崎3丁目12－1

期間：平成26年４月２日（水）～４日（金）
時間：18：00～24：00

世界自閉症啓発デー ファイル 作成 配付

昨年12月から各関係機関、各種研修等で配付のほか世界自
閉症啓発デーに合わせ「仙台スカイキャンドル」ライトアップ広
報活動期間中、クリスロード内の「仙台縁日」店内に設置しま
す。

ファイル作成
宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」
協力 株式会社 仙台放送

【ファイル設置場所】
「仙台縁日」仙台放送イベントスペース
住所:仙台市青葉区中央2丁目１－18
電話:022－714－3055

【ファイル設置期間】
平成26年３月26日(水)～４月４日(金)
営業時間:10：30～18：00
（定休日 毎週木曜日）

発達障害と成年後見制度

※ 調整中

主催 発達支援ひろがりネット
名義後援（予定）宮城県発達障害者支援センター ※ 調整中
「えくぼ」

宮城県発達障害拠点事業
平成25年度ペアレントプログラム講座

中京大学辻井正次教授を講師に迎え，宮城県各地で実施して
きた「ペアレントトレーニング（ペアレントプログラム）」について，
宮城県（宮城県発達障害者支援センター）
これまでの臨床や全国での取り組み等について紹介いただき
社会福祉法人石巻祥心会
ながら，子育て場面での関わりを学ぶ手法や健康診査後の家
庭へのフォローとしての有効性等について講演いただく。

北海道

青森県

内

山形県

宮城県

函館地域実行委員会
・発達障害者支援センター
・北海道福祉行政
・学校教員
・福祉施設協会
・親の会
・大学
・その他関連機関及び団体等

※ 調整中

宮城県慶長使節船ミュージアム サン・ファン館
〒986－2135 宮城県石巻市渡波字大盛り30－ 平成26年３月12日（水） 13時～15時
２
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主催者・共催者等

◇当事者のメッセージポスター及び作品展示
◇参考図書の展示
◇啓発ＤＶＤの上映
◇支援機関の情報
◇関係機関の取り組み紹介
「高等学校における発達障害の生徒に対する望ましい支援の
在り方」に関する調査報告をとおして
講師：秋田大学教育文化学部 准教授 藤井慶博先生
・秋田労働局
・秋田障害者職業センター
等

主催：秋田県発達障害者支援センターふきのとう
秋田市民交流プラザＡＬＶＥ ２階多目的ホール
秋田
（秋田市東通仲町４－１）
後援：秋田県、秋田県教育委員会、秋田労働局

秋田県

平成２６年度発達障害啓発事業
「発達障害の人が見ている世界」

福島県

自閉症啓発街頭活動

福島県のキャラクター「キビタン」とともに街頭にて、駅前にて自
福島県自閉症協会
閉症啓発デーのパンフレット等を配布し、自閉症への理解・啓
福島県障がい福祉課
発を図ります。

自閉症啓発アピール・ウオーク

自閉症児者・家族・支援者によるアピールウォーク

ライト・イット・アップ・ブルー IN JAPAN 2014

茨城県

開催場所

開催日時

平成２６年４月６日（日）１１：００～１６：００

JR福島駅前
JR郡山駅前
の２ヵ所で開催

平成26年４月２日（水）午前10時～12時

主催：茨城県自閉症協会
後援：茨城県 水戸市
茨城県発達障害者支援センター
全国障害者問題研究会茨城支部

県民文化センター前～JR水戸駅南口広場

平成26年３月30日（日）11：00～12:00

自閉症児者と一般の音楽，ダンスの発表

主催：茨城県自閉症協会
後援：茨城県 水戸市
茨城県発達障害者支援センター
全国障害者問題研究会茨城支部

イオンモール水戸内原 1階メインコート

平成26年４月２日(水) 11:00～19:00（途中休憩あ
り）

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 作品展

自閉症・発達障害児者の作品展示

主催：茨城県

茨城県庁内 ２F県政広報展示室

平成26年３月25日(火)～４月８日(火)

●ポスター掲示
●チラシ配布
●広報とうかい 記事掲載

広報とうかい 記事掲載：自閉症の障害特性の説明等

東海村

ポスター掲示・チラシ配布：地域生活支援セン
ター

広報とうかい 記事掲載：3月25日号に掲載予定

「広報きたいばらき」への紹介文掲載

掲載内容
・世界自閉症啓発デーの紹介
・自閉症の障害特性の説明
・自閉症の方を見かけたときの対応

北茨城市

３月号に掲載予定

など

自閉症啓発コンサート

・メロディークラブ（特別支援学校放課後児童クラブ活動）によ
る合奏
・市川恵美さん（ソプラノ歌手）による独唱 など

栃木県自閉症協会、栃木県

栃木県庁本館１階県民ロビー

４月４日（金）12：00～12：50

(1) 発達障がい理解啓発に関する講演会
(2) 自閉症・発達障がい理解啓発パネル展示

(１)テーマ及び講師 未定
(２)自閉症をはじめとする，発達障がいに関するパネルの展
示，リーフレット等啓発物品の配布

(1)共催 宇都宮市，栃木県自閉症協会
(2)同上

(1)宇都宮市東市民活動センター
(2)宇都宮市役所 市民ホール

(1)平成26年４月６日（日）
午前９時30分～午前11時30分
(2)平成26年４月２日（水）～４月８日（火）

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間INぐんま

Ⅰ（前橋会場）
映画「ちづる」の上映
Ⅱ（高崎会場）
①会員等の作品展示（絵画・写真・陶芸）
②啓発デーポスター・防災支援ハンドブック展示（日本自閉症
協会著）
主催：群馬県・群馬県自閉症協会
③県発達障害者支援センター・県教育委員会発行の特別支援 共催：高崎市
教育関係リーフレットなど展示
④ＤＶＤ「自閉症の人が見ている世界」上映
⑤啓発リーフレット・風船・ティッシュ配付
⑥アンケートコーナー
（注）④～⑥は４月５日のみ

Ⅰ.群馬県社会福祉総合センター
（前橋市新前橋町13－12）
Ⅱ.高崎市役所
（高崎市高松町35－１）

Ⅰ.平成26年３月29日（土）
Ⅱ.平成26年３月30日（日）～４月５日（土）

発達障害啓発週間ｉｎたかさき
～地域で広げよう！発達障害の理解と支援～

発達障害啓発のためのパネル展示（市庁舎ロビー）
（発達障害の正しい知識の普及、相談機関、療育機関、支援情
高崎市
報の展示）普及啓発映像（ＤＶＤ）放映（市庁舎ロビー）、高崎百
衣大観音ブルーライトアップ、作品展示等（自閉症協会と共催）

高崎市役所 １階ロビー

平成26年３月30日（日）～４月５日（土）

栃木県

群馬県
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①パネル展示
平成26年度「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発 ②大宮駅における啓発チラシの配布
週間」
③ブルーライトアップ（県庁東玄関）
④彩の国だより3月号による広報

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

主催：埼玉県
後援：日本発達障害ネットワーク埼玉
（②③は埼玉県自閉症協会と共催）

県庁及び大宮駅

①３月24～４月９日
②４月２日（10：30～12：00）
③４月２日（18：00～19：00）

埼玉県庁内での啓発活動

①パネル展示
・「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」の案内
・発達障害の説明資料
・日本発達障害ネットワーク加盟団体の案内
②懸垂幕の掲示

日本発達障害ネットワーク埼玉
埼玉県

①埼玉県庁本庁舎第二庁舎間渡り廊下
②埼玉県庁本庁舎東側壁面

①平成26年３月24日～４月９日
②平成26年４月１日～４月９日

彩の国だより ３月号掲載

・子供の発達障害の理解促進に向けたお知らせ
・「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」の案内

埼玉県福祉部福祉政策課

県広報紙

平成26年３月１日発行

埼玉県庁内でのブルーライトアップ

・該当のブルーライトアップ
・青色オブジェ（埼玉県自閉症協会作成）の点灯

埼玉県自閉症協会
埼玉県

埼玉県本庁舎東側玄関前

平成26年４月２日（水）18：00～19：00

大宮駅での啓発活動

啓発用チラシ（埼玉県自閉症協会作成）の配布

埼玉県自閉症協会
埼玉県

大宮駅西口デッキ

平成26年４月２日（水）10：30～12：00

広報飯能４月１日号への記事掲載

世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間を周知する記事を当
市広報に掲載する。

所沢市民フェスティバルに出店し啓発活動を行う
知ってください。自閉症のこと、発達障害のこと

ライトイットアップブルーのポスター展示
ブルーリボンの配布
冊子の配布
啓発ティッシュの配布
子供向けゲーム

所沢市こども福祉課、松原学園、かしの木学園

所沢航空記念公園内

所沢市民フェスティバルが開催される平成26年
10月下旬の２日間予定

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間2014

①プレ企画 ライトイットアットブルー
（協力：明法中学高校科学部）
②講演会「発達障害のある人の自立」
③講演会「子どもの見方を変えて味方になろう」
④啓発展示会「発達障害の理解と支援AtoZ」

主催：所沢市、所沢市教育委員会
協力：所沢市内親の会、関係機関・団体
埼玉県発達障害者支援センター

所沢市役所、または保健センター

①４月２日10：00～16：00
②３月21日13：00～15：00
③４月５日10：00～12：00
④４月５～11日９：00～16：00（最終日15：00）

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」の周
知・啓発

①市広報への掲載
②ポスターの掲示
③関係機関窓口にリーフレットの設置

羽生市健康医療課・社会福祉課

市役所・保健センター等

＜広報への掲載＞
３月広報
＜ポスター・リーフレット＞
県より届き次第～４月９日

広報あげお４月号

発達障害の特集原稿の掲載

市広報への記事掲載

市広報（４月号）に関連記事を掲載する

ホームページへの掲載及びポスター・リーフレットの配布

和光市ホームページへのアップ
各施設へのポスター・リーフレットの配布

市報掲載

市報に、世界自閉症啓発デーについての記事を掲載する予
定。

広報紙・ホームページへの掲載

広報紙・ホームページに記載することにより、普及啓発を行う。

ポスター、パンフレット等の作成、配布

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」に対する理
解と周知の徹底をめざし、ポスター、パンフレット、ティッシュ、ク
さいたま市役所
さいたま市障害者総合支援センター発達障害者
リアファイルを作成し、さいたま市役所、障害者総合支援セン
さいたま市障害者総合支援センター
支援係（発達障害者支援センター）
ター、１０区役所（支援課、福祉課、保健センター）等で市民・関
10区役所関連窓口等
係者に配布する。また、同様にのぼり旗を作成し立てる。

埼玉県

越谷市子育て支援課

平成26年３月１日～４月10日

都道府県名

埼玉県

千葉県

東京都
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内

容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

市民向け講座開催時における普及啓発の取り組み

市民（一般・当事者・家族等）や支援者を対象とし、発達障害の
① さいたま市福祉部障害福祉課（講演会主催）
基礎的な知識や理解を深めるための講演会を実施する。併せ
さいたま市産業文化センター
②さいたま市障害者総合支援センター（講演会へ
て啓発用のパンフレット、ティッシュ、クリアファイルを作成し、配
の協力・普及啓発の取り組みを主催）
布する。

第６回 世界自閉症啓発デーinちば

○自閉症の方によるミニコンサート、作品展、自閉症支援グッ
ズ紹介、啓発DVD上映、パネル展示など
○会場周辺でノベルティの配布

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
千葉県自閉症協会
千葉県発達障害者支援センターCAS
千葉市発達障害者支援センター

Qiball（きぼーる）千葉市中央区中央４－５－１ １
平成26年４月５日（土）11時から17時まで
階アトリウム

千葉ポートタワーのライトアップ

千葉ポートタワーをブルーにライトアップ

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
千葉県自閉症協会
千葉県発達障害者支援センターCAS
千葉市発達障害者支援センター

千葉ポートタワー
千葉市中央区中央港1丁目千葉ポートパーク内

平成26年４月２日（木）～４月８日（火）
18時から21時まで

モノレールの車内広告

千葉モノレールの車内に広告を掲出する

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
千葉県自閉症協会
千葉県発達障害者支援センターCAS
千葉市発達障害者支援センター

千葉都市モノレール車両内

平成26年３月24日（月）～４月８日（火）

第６回世界自閉症啓発デーinちば
「みんな大切な仲間です」

懸垂幕掲示
＊啓発メッセージが記載された、
縦×横＝５ｍ×１mの懸垂幕を開催日時記載の期間中、千葉
県庁庁舎において２本掲示

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支援セ
ンター・千葉県発達障害者支援センター）

千葉県庁

平成26年３月24日（月）～４月８日（火）
期間中常設

第６回世界自閉症啓発デーinちば
「みんな大切な仲間です」

懸垂幕掲示
＊啓発メッセージが記載された、
縦×横＝５ｍ×１mの懸垂幕を開催日時記載の期間中、習志
野市役所庁舎において１本掲示

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支援セ
ンター・千葉県発達障害者支援センター）

習志野市役所

平成26年３月24日（月）～４月８日（火）
期間中常設

第６回世界自閉症啓発デーinちば
「みんな大切な仲間です」

懸垂幕掲示
＊啓発メッセージが記載された、
縦×横＝１０ｍ×１mの懸垂幕を開催日時記載の期間中、成
田市役所庁舎において１本掲示

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支援セ
ンター・千葉県発達障害者支援センター）

成田市役所

平成26年３月24日（月）～４月８日（火）
期間中常設

第６回世界自閉症啓発デーinちば
「みんな大切な仲間です」

作品展
ＤＶＤ「自閉症の子どもたち」上映
自閉症支援グッズ紹介
パネル展・相談コーナー
自閉症の方々が演奏するミニコンサート・
寸劇で啓発するきゃらばん隊いちょう公演
啓発絵本の朗読

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支援セ
ンター・千葉県発達障害者支援センター）

千葉市ビジネスセンター きぼーる１Ｆアトリウム 平成26年４月５日（土）
千葉市中央区中央４－５－１
11：00～17：00

第６回世界自閉症啓発デーinちば
「みんな大切な仲間です」

千葉ポートタワーブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーちば実行委員会
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支援セ
ンター・千葉県発達障害者支援センター）

千葉ポートタワー

平成26年４月２日（水）～８日（火）
18：00～21：00

第６回世界自閉症啓発デーinちば
「みんな大切な仲間です」

ＪＲ千葉駅前啓発チラシ配布
世界自閉症啓発デーちば実行委員会
＊千葉駅前で千葉県マスコットキャラクターのチーバ君も参 （千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支援セ
加して、啓発チラシ及ノベリティグッズを一般県民に配布する。 ンター・千葉県発達障害者支援センター）

ＪＲ千葉駅前広場

平成26年４月５日（土）
12：00～15：30

世界自閉症啓発デーののぼり旗、懸垂幕を庁舎に掲示する。 障がい福祉課

習志野市役所庁舎

平成26年３月24日～４月２日

自閉症啓発講演会

自閉症児者への理解を深めていただくための講演会

君津地区自閉症協会

君津市生涯学習交流センター

2014年4月27日

ブルーライトアップ

東京ゲートブリッジのブルーライトアップの実施

東京都福祉保健局

東京ゲートブリッジ

平成26年４月２日
日没から深夜０時まで

平成26年３月16日（日）13:30～15：30

都道府県名

東京都

取

組

名

新潟県

容

主催者・共催者等

◎記念講演 発達障害への支援の本質とは 上野一彦氏（日
本LD学会理事長）
◎シンポジウム「これからの発達障害児・者への支援を巡っ
明星大学50周年記念「発達支援研究センター」発足記念 て」
シンポジウム
司会：小貫悟（明星大学）
明星大学 発達支援研究センター
テーマ：発達障害への支援の未来を探る
・インクルーシブ教育の展開 石塚謙二氏（大阪府豊能町教育
長／元文部科学省特別支援教育調査官）
・ディスレクシアの見立てと指導 奥村智人氏（大阪医大LDセ
ンター）
・自立支援に向けて今すべきこと 梅永雄二氏（宇都宮大学）
ステージ「歌と大道芸を楽しもう」
①プロミュージシャンによる音楽演奏
②ジャグリング団体等による大道芸
（ジャグリング及びバルーンアートの配布）

開催場所

明星大学

開催日時

平成26年４月５日（土）
13:00～17:00（12：30受付開始）

神奈川県発達障害支援センター・神奈川県自閉
イオンモール大和ライトコート
症協会主催

平成26年４月５日（土）第一部13:00～14:00 第
二部15:00～16:00

商業施設での当事者作品等展示及び啓発チラシ（ポケッ 当事者作品展示、パネル展示、関係書籍の展示、簡易相談
トティッシュ）の配布
コーナーの設置

神奈川県発達障害支援センター・神奈川県自閉
イオンモール大和ライトコート
症協会・大和市自閉症児・者親の会 主催

平成26年４月５日（土）11:00～16:00

県庁内での当事者作品展示

啓発ポスターの掲示、当事者作品展示、パネル展示

神奈川県発達障害支援センター・神奈川県自閉
神奈川県庁新庁舎１F
症協会主催

平成26年４月１日（火）～平成26年４月８日（火）
開庁時間（８:30～17:15）

第８回藤沢市自閉症児・者作品展

自閉症児・者による絵画作品等と自閉症に対する啓発パネル
を展示し、一般市民を対象に自閉症に対する理解の促進を図 藤沢市・藤沢市自閉症児者親の会
る。

藤沢駅北口地下道展示場

平成26年３月27日（木）～平成26年４月７日（月）

広報紙を通じての広報啓発

広報ずし平成26年４月号にて広報予定

逗子市

逗子市内

平成26年4月中

相模原市発達障害啓発週間事業
相模原市発達障害啓発講演会

・講演：「豊かな成人期を迎えるために学齢期に必要な支援と
は」講師 神奈川ＬＤ協会 温泉美雪氏
・パネルディスカッション
パネラー 神奈川ＬＤ協会 温泉美雪氏
れんげ会代表 有馬美雪氏
相模原市発達障害支援センター職員

主催：相模原市
協力：相模原市自閉症児・者親の会
市立図書館

相模原市立あじさい会館1階ホール
（相模原市中央区富士見6-1-20）

平成26年３月９日（日）
午後１時30分から午後４時
（開場は午後１時から）

「発達障害啓発週間」横断幕の掲示

ＪＲ横浜線橋本駅北口ペデストリアンデッキに発達障害啓発用
主催：相模原市
横断幕を掲示する。

ＪＲ横浜線橋本駅北口ペデストリアンデッキ

平成26年３月15日から平成26年４月15日

市内各図書館（３か所）との協働による普及啓発活動

・市内各図書館（３か所）に発達障害に関する掲示コーナーを
設置し、発達障害に関する書籍の紹介、発達障害啓発文を記
主催：相模原市
載した貸出期限票の配布等を行う。
協力：市内各図書館（３か所）
・相模原市発達障害啓発講演会にて図書館職員が参考書籍
の展示を行う。

市内各図書館（３か所）
・市立図書館（中央区鹿沼台２－13－１）
・相模大野図書館（南区相模大野４－４－１）
・橋本図書館（緑区橋本２－28－１ ミウィ橋本６
階）

平成26年３月１日(土)～４月11日(金)

世界自閉症啓発デーin横浜～発達障害者就労支援
フォーラム～

第1部 基調講演
「発達障害のある人の就労と就労支援（仮題）」
第2部 シンポジウム
「横浜における就労支援の取組」

啓発用グッズ配布及びパネル展示

・発達障害の理解促進のためのリーフレットを折り込んだポケッ
トティッシュ等を配布
新潟県（新潟県発達障がい者支援センターＲＩＳ
・発達障害の理解促進のためのポスター、パンフレット、当事 Ｅ）
者・関係者からのメッセージ等を提示

リバーサイド千秋（長岡市）

平成26年３月28日(金)～４月８日(火)
（※グッズ配布は４月５日（土）のみ）

市報にいがたへの掲載

３月23日号に「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」な
らびに「発達障がい支援センター（ＪＯＩＮ）」の紹介などを掲載

市報にいがた

平成26年３月23日号（予定）

万台シティにおける啓発グッズ配布

３月29日（土）に、新潟市内のショッピング街である万代シティ
新潟市・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩＮ
において、啓発グッズ（ポケットティッシュ・風船・パンフレット等）
（ジョイン）」
の配布を行う。

万代シティ
（新潟市中央区万代）

平成26年３月29日（土）

商業施設でのイベント開催「歌と大道芸を楽しもう」

神奈川県

内

主催：横浜市健康福祉局、教育委員会事務局、こ
港南公会堂
ども青少年局
（横浜市港南区港南中央通10－１）
共催：社会福祉法人 横浜やまびこの里

新潟市

平成26年３月29日（土）
13：00～16：30

都道府県名

新潟県

富山県

石川県

山梨県

長野県

取

組

名

内

容

主催者・共催者等

開催場所

新潟県発達障がい者支援センターＲＩＳＥ（ライズ） ＮＥＸＴ２１
新潟市発達障がい支援センターＪＯＩＮ（ジョイン） 新潟市中央区西堀通６番町866

ＮＥＸＴ２１のブルーライトアップ

４月２日の日没後，ＮＥＸＴ２１のブルーライトアップを行う。

世界自閉症啓発デーin富山ブルーライトアップ富山城

４月２日（世界自閉症啓発デー）からの1週間（発達障害啓発週
富山県
間）、富山城を青くライトアップする。

①世界自閉症啓発デー（４月２日）にあわせて、世界遺産・南
ライトアップブルー＠五箇山菅沼合掌造り集落＆自閉症 砺五箇山菅沼合掌造り集落を青くライトアップする。
NGOダイバーシティとやま （後援 富山県 南砺
啓発ワークショップ
②ライトアップにあわせて、自閉症に対するワークショップを開 市 富山県自閉症協会）
催する。

開催日時

平成26年４月２日（日）日没後

富山城址公園

平成26年4月2日～4月8日

①ライトアップ：南砺五箇山菅沼合掌造り集落
②ワークショップ：吾郎平（南砺市菅沼906）

①平成26年４月２日
②平成26年４月２日

日没時～21:00
19:15～20:45

世界自閉症啓発デー2014とやま

①世界自閉症啓発デー（４月２日）にあわせて、JR富山駅前に
とやま発達障がい親の会
て啓発リーフレット等の配布（街頭啓発活動）
（共催 富山県発達障害者支援センター）
②発達障害を持つ成人当事者のミニ講演及びシンポジウムの
（後援 富山県 富山県教育委員会）
開催

①ＪＲ富山駅前②サンシップとやま

①平成26年４月２日 ７:30～８:00
②平成26年５月10日 13:30～16:30

発達障害児・者支援を考える県民フォーラム

発達障害の理解を深めることを目的とした講演会の開催。
講師：日戸 由刈先生（横浜市総合リハビリテーションセン
ター）

発達障害支援センター

金沢駅西健康ホール「すこやか」

平成26年3月1日

広報・町ホームページ 掲載

広報等に普及啓発記事を掲載する。

宝達志水町

宝達志水町

平成26年4月

「発達障害を知ろう」

図書館で展示コーナーの設置、資料（市の取り組み）、相談窓
能美市
口、チラシの設置、関係図書の展示、貸し出し。

寺井図書館

平成26年３月18日（火）～４月13日（日）

JR甲府駅周辺
駅前広場及びペデストリアンデッキ

平成26年4月2日

小瀬スポーツ公園 山梨中銀スタジアム
（JIヴァンフォーレ甲府ホームゲーム）

平成26年３月23日または４月６日
で調整中

ポスターの掲示

山梨県自閉症協会
山梨ＬＤを考える会
山梨県：障害福祉課・児童家庭課
こころの発達総合支援センター
山梨県教育委員会：新しい学校づくり推進室

行政機関、学校、医療機関、商業施設、金融機
関 等

２月～４月

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう ４

JR甲府駅北口にあるビルの電光掲示板での広告

山梨県自閉症協会
山梨ＬＤを考える会
山梨県：障害福祉課・児童家庭課
こころの発達総合支援センター
山梨県教育委員会：新しい学校づくり推進室
山日YBSグループ（協力）

山梨文化会館山日ＹＢＳ本社ビル・（JR甲府駅北
４月２日から４月８日（予定）
口）

ライト・イット・アップ・ブルー

市内新倉山浅間公園のブルーライト点灯

富士吉田市

新倉山浅間公園（あらくらやませんげんこうえん）
※富士山を正面に構え、市内を一望でき眺望豊 平成２６年３月～未定
かな公園

2014ながの発達障害啓発週間「結（ゆい）」プロジェクト

ＪＤＤネットワークながのの主催で、長野県発達障害者支援シ
ンボルマーク「結（ゆい）」を折った紙に、発達障害のある人や 主催：ＪＤＤネットワークながの
関わる方への応援メッセージを書いていただき、パネルに貼る 後援：長野県
啓発活動を実施。

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう １

ミニコンサート開催と啓発グッズの配布

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう ２

啓発グッズの配布
競技場内電光掲示板でのPR
スタジアムDJによるアナウンス

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう ３

山梨県自閉症協会
山梨ＬＤを考える会
山梨県：障害福祉課・児童家庭課
こころの発達総合支援センター
山梨県教育委員会：新しい学校づくり推進室
学生ボランティア（協力）
山梨県自閉症協会
山梨ＬＤを考える会
山梨県：障害福祉課・児童家庭課
こころの発達総合支援センター
山梨県教育委員会：新しい学校づくり推進室
県内プロサッカーチーム（協力）

県内10か所

平成26年４月２日～４月８日

都道府県名

取

組

名

内

容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

ポスター、リーフレット等の配付

ポスターの掲示
リーフレットの配布
ブルーリボンの展示

上田市

ひとまちげんき健康プラザうえだ

平成26年４月２日から２週間程度

ＣＡＴＶを通じた広報啓発

ＣＡＴＶを通じた広報啓発

王滝村

王滝村内

平成26年４月２日～４月８日

高島城ブルーライトアップ事業

①高島城天守閣を自閉症のシンボルカラーであるブルーでラ
イトアップする。
②ミニコンサート
③オープンユアマインド（いいとこ探し）
④キャンドルリレー（心をつなぐ）
⑤点灯式（カウントダウン）

ライトアップ委員会

諏訪市高島城及び高島城公園

平成26年4月2日

広報

広報誌、無線放送にて啓発
行政関係者のブルーシャツ着用

池田町

池田町内

平成26年４月２日～４月８日

世界自閉症啓発デー啓発イベント

①啓発資材及びリーフレットの配付
②ブルーの折り紙で折りづるを折り、展示（岐阜駅のみ）

岐阜県健康福祉部障害福祉課

岐阜駅、大垣駅、多治見駅

平成26年４月２日（水）17：30-18：30頃

広報紙・ホームページでの広報啓発

広報紙やホームページに啓発記事を掲載

大垣市

平成26年４月１日号広報おおがき

平成26年４月１日発行

自閉症啓発デーの啓発のための作品展（仮）

１．自閉症児・者の作品展
２．「広報ぎふ」４月１日号への作品展の情報掲載

岐阜県自閉症協会 岐阜市ブロック
岐阜市役所 障がい福祉課(市役所関係部局へ
の協力依頼を行う)

１．岐阜市役所本庁舎１階市民ホール
２．市内に配布される「広報ぎふ」

平成26年４月１日（火）～平成26年４月８日（火）

世界自閉症啓発デー啓発イベント

①啓発資材及びリーフレットの配布
②ブルーのおりがみで折り鶴を折り、展示（岐阜駅のみ）

岐阜県健康福祉部障害福祉課

岐阜駅、大垣駅、多治見駅

平成２６年４月２日（水）17：30-18：30頃

人道の丘記念公園「命のビザモニュメント」ブルーライト
アップ

人道の丘記念公園内にある「命のビザモニュメント」３基につい
八百津町
て、４月１日～４月３０日までブルーライトアップを実施する。

人道の丘記念公園

平成２６年４月１日から平成２６年４月３０日

SBSラジオでの啓発

静岡県発達障害者支援センター職員がスタジオゲストととな
り、世界自閉症啓発デーについて紹介する

静岡県発達障害者支援センター

啓発用のぼりの設置

発達障害者啓発週間ののぼりを作成。県庁舎に設置。

静岡県

県本庁舎、出先庁舎

平成26年４月２日～平成26年４月８日

ブルーライトアップでの啓発

エスパルスドリームプラザ観覧車のブルーライトアップ

株式会社ドリームプラザ
静岡県発達障害者支援センター

エスパルスドリームプラザ
（静岡市清水区入船町13－15）

平成26年４月２日（水） 日没より

ブルーライトアップでの啓発

大型展望水門びゅうおのブルーライトアップ

沼津市沼津市産業振興部観光交流課
静岡県発達障害者支援センター

沼津港大型展望水門びゅうお
（沼津市本字千本1905番地の27）

平成26年４月２日（水） 日没より

啓発ウォーキング

第30回日本平桜マラソン（8km応援ウォーキングラリー部門）で 静岡県自閉症協会
の啓発ウォーキング
静岡県発達障害者支援センター

静岡県草薙陸上競技場

平成26年４月６日（日）

静岡県内の公立図書館、書店での啓発

自閉症、発達障害関連図書、書籍特設コーナー設置

静岡県立中央図書館
（ほか未定）

静岡県立中央図書館
（静岡市駿河区谷田５３－１）

４月２日～８日（予定）

静岡県自閉症協会による啓発活動

県内駅前、デパート、特別支援学校等へのリーフレット配布
地域掲示場等へのポスター掲示の依頼

静岡県自閉症協会

県内各地
（協会各支部が所管する市町で実施）

４月２日～４月８日

貸切列車での啓発イベント（予定）

天竜浜名湖鉄道での貸切列車を利用した啓発イベント（詳細未
合同会社 太陽ホスピタリティ
定）
静岡県発達障害者支援センター
（ボランティア、鉄道関係者への啓発を含む）

天竜浜名湖鉄道
掛川駅～天竜二俣駅

平成26年４月５日（土）（詳細未定）

長野県

啓発週間、啓発デーを大野町の事業・行事のご案内に
記載
岐阜県

静岡県内

平成26年３月31日 ９：10～９：20

静岡県

都道府県名

取

組

名

主催者・共催者等

開催場所

「自閉症」について理解を深めてもらうことを目的に、自閉症に
静岡市発達障害者支援センター「きらり」
関するＤＶＤ上映会を行う。

浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター
第12回「子どものこころの発達研究」講演会

講演内容
Ⅰ「診療を通して寧ろ患者様に教わった大切な事。」
浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター
特任准教授 涌澤 圭介 先生
Ⅱ「広汎性発達障害から自閉症スペクトラムへ
～ＤＳＭ-５のインパクト」
浜松医科大学 児童精神期精神医学講座
特任教授 杉山 登志郎 先生

主催：浜松医科大学
共催：特定非営利活動法人アスペ・エルデの会、
浜松市中区旭町 プレスタワー17階 静岡新聞
浜松市
ホール
後援：静岡県（予定）、浜松市教育委員会（予
定）、静岡新聞・静岡放送（予定）

【目的】
国連の定めた世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
週間に、自閉症をはじめとする発達障害について
広く啓発するため。
【内容】
・啓発ポスター等の掲示
・パンフレットの設置
・絵画作品の展示

浜松市

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間におけるパネ
ル展示

静岡市駿河区曲金５丁目３－30
静岡県立南部特別支援学校体育館（２階）

開催日時

平成26年４月19日（土）９時30分から12時30分

平成26年４月２日（水）18：30～20：00

浜松市役所１階ロビー
(浜松市中区元城町103－２)

平成26年４月２日（水）～４月８日(火)

蒲郡市市民会館中ホール

平成26年８月３日（日）

市広報に関連記事記載

４月号広報に「自閉症啓発デー」に関する記事を掲載し、自閉
一宮市
症を始めとする発達障害についての啓発を行う。

「発達障がい」の理解とその支援について

「発達障がい」に関する講演会

世界自閉症啓発デー 上映会

主催：名古屋市発達障害者支援センターりんくす
自閉症の青年とその母が主人公の映画「マラソン」の無料上映
名古屋
名古屋市中区役所ホール
会
共催：JDDネット愛知

平成26年３月27日【木】①14時～ ②18時15分～

「2014年発達障害啓発事業」

①京都駅前広場において啓発イベントを実施
・京都タワーライトアップ点灯式
・府立桃山高校吹奏楽部による演奏
・京都府自閉症協会有志「Kirala（きらら）」によ
るダンス
・京都市発達障害相談員による相談活動の啓発
主催：京都府発達障害関係団体連絡会
・啓発チラシ、発達障害者支援センターのパンフ
共催：京都府 （後援：京都市）
レット配布
・京都サンガキャラクター「パーサ君」、京都府
キャラクター「まゆまろ」登場
②京都タワー・京都府庁旧本館・京都市役所をブルーにライト
アップ

京都駅前広場

平成26年４月２日
啓発イベント：18:15～19:00
ライトアップ：18:00頃～22:00

発達障害啓発 かがやけ！はばたけ！ウォーク

のぼり、横断幕、たすきを使用しての啓発ウォーキングと発達
障害啓発チラシの配布
（京都サンガ選手・キャラクター「パーサ君」、京都府キャラク
ター「まゆまろ」も参加予定）

三条鴨川河川敷 スタート・ゴール
京都市内をウォーキングする

平成26年３月21日（金）13：30～16：00

発達障害啓発週間パネル展

発達障害（広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障
害）の特徴、支援の方法、堺市発達障害者支援センターでの 堺市発達障害者支援センター
相談の概要などをパネル紹介。堺市役所ではあわせて支援 堺市子ども青少年育成部 子ども家庭課
グッズの展示を行う。

①堺市役所高層館１階ロビー
②堺市北区役所１階エントランスホール

①平成26年４月２日～４月８日
②平成26年４月２日～４月８日

堺市立東図書館

平成26年４月１日～30日

京都府

大阪府

容

発達障害啓発週間ＤＶＤ上映会
「自閉症の人が見ている世界」
～自閉症の人を正しく理解する～

静岡県

愛知県

内

蒲郡市
ささゆりの会（アスペ･エルデの会の子団体）

京都府発達障害関連団体連絡会

発達障害理解のための入門書から、支援のための参考資料ま
「よりよい毎日を築きたいから～発達障害啓発週間関連 で、発達障害に関する資料の展示及び貸出。
堺市立東図書館
ブックフェア～」
発達障害の理解や支援に関するパンフレット配架やポスター掲
示。

市ホームページを通じた啓発

本市ホームページにおいて、「世界自閉症啓発デー」
（４月２日）に行うブルーライトアップについて周知しながら、発 大阪市
達障がいに対する理解と支援に係る普及啓発を行う。

平成26年2月下旬～4月上旬

都道府県名

大阪府

兵庫県

和歌山県

鳥取県

取

組

名

内

容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

市内施設のブルーライトアップ

「世界自閉症啓発デー」に関係機関・団体等と連携して名所旧
跡のブルーライトアップを行う。本市では通天閣、大阪城での 大阪府、大阪市、大阪自閉症協会
実施を予定している。

世界自閉症啓発デー 啓発ウォーキング
大阪から共に支え合い、共に生きる

（主催者）
自閉症児者、保護者、支援者、一般市民が大阪府庁周辺から 大阪自閉症協会
大阪府パスポートセンター本所前～大阪市役所
大阪市役所周辺まで、啓発の目印（旗）をもって歩くことで、自 （後援）
平成26年４月６日（日）10時～12時
周辺
閉症をはじめとする発達障がいについて広く啓発活動を行う。 大阪府・大阪市・大阪市教育委員会・日本自閉症
協会

世界自閉症啓発デー アールブリュット展

自閉症児者の作品（絵、陶芸、手芸、書道など）の展示会を開
主催者：大阪自閉症協会
催する。

大阪市立中央図書館 エントランスホールギャラ 平成26年４月18日（金）～平成26年４月30日
リー展示
（水）

大阪城天守閣ブルー・ライトアップ

「世界自閉症啓発デー」に、大阪城天守閣のブルー・ライトアッ 主催：大阪府・大阪市・大阪自閉症協会
プを実施する。
共催：JDDネット大阪

大阪城天守閣

府ホームページ及び府広報紙「府政だより」への掲載

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」、ブルー・ラ
イトアップの取り組みについて、府ホームページ及び府政だよ
りへの掲載により周知を図り、自閉症を始めとする発達障がい 大阪府
に関する正しい理解の普及に向けた啓発を行う。あわせて、府
内市町村広報紙への掲載についての依頼を行う。

啓発パネルの展示

発達障害支援に係る啓発パネル等を展示する

神戸市保健福祉局障害福祉部発達障害者支援
市役所前 地下街 さんちかアドウィンドウ
センター

平成26年４月

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間記念講演会

講演会の開催
演題：自閉症の人を理解し支援する
-自閉症発達障害の人たちの暮らしを支援する講師：寺尾 孝士氏

和歌山県、和歌山県教育委員会、ＮＰＯ法人和歌 和歌山県勤労福祉会館 プラザホープ
山県自閉症協会
４階ホール

平成26年４月５日（土）
13：30～15：45

世界自閉症啓発デーin鳥取2014

通天閣、大阪城

平成26年４月２日（火）日没より

平成26年４月２日（水）

平成26年３月予定

（１）鳥取市立中央図書館:３月31日～４月７日
鳥取市立用瀬図書館：４月５日～４月14日
鳥取市立気高図書館：４月７日～４月14日
（１）鳥取市立中央図書館、鳥取市立用瀬図書
鳥取市立鹿野町中央公民館図書室:３月25日～
（１）「世界自閉症啓発デー」の周知と自閉症発達障がいの理 （１）ＮＰＯ法人鳥取県自閉症協会
館、鳥取市立気高図書館、鳥取市立鹿野町中央 ４月８日
解啓発のために、関連図書、パネル、チラシ、リーフレット等に 鳥取市、倉吉市、三朝町、琴浦町、湯梨浜町、北 公民館図書室、倉吉市立図書館、みささ図書館、 倉吉市立図書館:３月26日～４月22日
よる展示コーナーを設置
栄町、日野町
琴浦町図書館、湯梨浜町立図書館、北栄町図書 みささ図書館:３月13日～３月30日
館、日野町図書館
琴浦町図書館:３月19日～４月13日
湯梨浜町立図書館：４月２日～４月18日
北栄町図書館:３月12日～３月26日
日野町図書館：未定

（２）市民アンケート＆メッセージ、ミニ作品展

（２）困り感を抱える子を支援する親の会／らっ
きょうの花

（２）鳥取県立人権ひろば21ふらっと

（２）３月25日～４月８日

街頭啓発活動

自閉症啓発のチラシを配付することで、より多くの皆さんに自
閉症を理解してもらう機会とする。

主催：岡山県発達障害児・者の親の会連携協議
会
共催：岡山県（予定）
赤磐市（予定）
後援：岡山市（予定）
倉敷市（予定）

JR岡山駅
ＪＲ倉敷駅
津山市内
赤磐市内

平成26年４月２日（水）10：00～12：00（予定）

「世界自閉症啓発デー」記念上映会

主催：岡山県発達障害児・者の親の会連携協議
会
自閉症の青年を主人公とした映画「ぼくはうみがみたくなりまし
後援：岡山県（予定）、岡山市（予定）
た」の上映と、岡山県発達障害児・者の親の会連携協議会とそ
岡山市南ふれあいセンター
岡山県教育委員会（予定）
の参加団体の活動紹介
岡山市教育委員会（予定）
倉敷市教育委員会（予定）

平成26年４月５日（土）13：00～16：00

「世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間」啓発パネ
ル、作品展示等

自閉症の障害特性などを紹介したパネルの設置、子どもの作 主催：ＮＰＯ法人岡山県自閉症協会
品展示
共催：岡山市（予定）

平成26年４月９日（水）～11日（金）

岡山県

岡山市役所

都道府県名

岡山県

取

組

名

容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

「世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間」啓発パネ
ル、作品展示等

自閉症の障害特性などを紹介したパネルの設置、子どもの作 主催：ＮＰＯ法人岡山県自閉症協会
品展示
共催：津山市（予定）

津山市役所

平成26年３月31日（月）～４月４日（金）

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーに会わせて、ライトアップ（ブルー）を行
い、自閉症をはじめとする発達障害について、広く啓発する。

主催：ＮＰＯ法人岡山県自閉症協会
共催：津山市地域自立支援協議会

津山市 鶴山公園備中櫓

平成26年４月２日（水）

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーに会わせて、ライトアップ（ブルー）を行
い、自閉症をはじめとする発達障害について、広く啓発する。

主催：総社市
共催：NPO法人岡山県自閉症協会

総社市 備中国分寺五重塔

平成26年４月２日（水）～８日（火）

自閉症の子どもたちの作品展示会

啓発活動の一環として、自閉症の子どもたちの作品（絵画、貼
山口県、NPO法人山口県自閉症協会
り絵、手芸、写真等）約１００点を展示

県庁１階エントランスホール

平成26年３月31日（月）～４月４日（金）

ブルーライトアップ

発達障害についての理解促進と普及啓発のために、
① はい！からっと横丁大観覧車
② 亀山八幡宮参道を、ブルーライトアップする。
①においては、市長による点灯式を行う

①はい！からっと横丁（下関市あるかぽーと140）
②亀山八幡宮（下関市中之町1-1）

平成26年4月2日

熊野町立図書館「発達障害ってなあに？」特設展示

発達障害、自閉症等に関する本を特設展示場に集めて紹介す 主催：熊野町発達障害支援連絡会議
る。
（民生課・福祉課・健康課・学校教育課）
発達障害、自閉症等に関するポスター，チラシ等を設置する。 共催：熊野町立図書館

熊野町立図書館
（安芸郡熊野町中溝一丁目17番１号）

４月１日（火）～４月24日（木）

啓発パンフレット配布

町内のスーパーマーケット入口で，町で作成した啓発パンフ
レットを配布する。

主催：大崎上島町
共催：大崎上島町委託障害者相談支援事業所
「生活サポートセンターIらんど」

パルディ大崎上島店前

４月６日（日）午前10時

主催：世羅町

町内

広報せら：３月号（３月15日発行）
ＣＡＴＶ：４月２日（水）～４月９日（水）

山口県

広報せら３月号，ＣＡＴＶでの周知啓発

下関市

ライト・イット・アップ・ブルー広島

発達障害啓発週間中の日没後，広島城天守閣をブルーライト 主催：広島県・広島市・特定非営利活動法人広島
広島城公園
アップする。
自閉症協会

点灯式 ４月２日（水）19時～
点灯期間 ４月２日（水）～４月８日（火）の日没後

ウォーク for オーティズム on 本通

当事者及びその家族と共に青い物を身に付け，発達障害への 主催：広島県・広島市・特定非営利活動法人広島
広島本通商店街
理解と支援を求めるウォーク（パレード）を行う。
自閉症協会

４月２日（水） 16時頃スタート

県立図書館との連携資料展示
「「発達障害」との出会い」～４月２日は世界自閉症啓発
デーです～

広島県立図書館において，自閉症や発達障害に関する書籍や
主催：広島県・特定非営利活動法人広島自閉症 広島県立図書館（広島市中区千田町三丁目7番
啓発パネル，ポスター等を展示し，来館者に対して発達障害の
３月18日（火）～５月４日（日）
協会
47号）
理解向上を図る。

ロゴ入り名札による啓発

呉市「すこやかセンターくれ」内の職員全員が，「４／２～８は発
達障害啓発週間」等のロゴが入った名札を着用し，発達障害に 主催：呉市
ついての啓発を行う。

すこやかセンターくれ

４月１日（火）～４月８日（火）

とくしま発達障がい啓発イベント2014
「知ってください 発達障がいのこと」

徳島県立美術館や博物館、図書館等があり、休日には多くの
県民が集まる文化の森総合公園内の施設を借りて、広く一般
県民向けの自閉症をはじめとする発達障がいの啓発イベントを
行う。
主催：徳島県発達障がい者総合支援センター
① 啓発映画上映会「星の国から孫ふたり」
協力：徳島県自閉症協会、ぱれっと他親の会等
② 作品展、啓発パネル展、発達障がい疑似体験コーナー、支
援機器・グッズ紹介、関連図書の紹介
③ 予約不要・個室対応の個別相談会
④ 場内スタンプラリーで啓発ノベルティー配布

徳島県立文化の森総合公園内（徳島市八万町向
寺山）
①徳島県立２１世紀館「ミニシアター」
② ④美術館１階ギャラリー
③個室等

平成26年４月５日（土）
① 啓発映画上映会は10：30～ 13：00～
15：00～ の計３回（約95分）
② ～④は10：00～17：00

広島県

徳島県

内

都道府県名

取

組

名

内

容

啓発パネル・写真作品展
ブルーライトアップ
懸垂幕、横断幕の設置
商業施設での街頭啓発（啓発チラシ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｯｼｭ配布）

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

主催：徳島県発達障がい者総合支援センター
協力：徳島自閉症協会（①写真作品展）

① 啓発パネル・写真作品展（県庁１階県民ホー
ル、障害者交流プラザ、県立中央病院、県立海
部病院、県立三好病院、鳴門病院、ゆめタウン徳
島、フジグラン北島、フレスポ阿波池田）
② ブルーライトアップ（発達障がい総合支援ゾー
ン）
③ 懸垂幕設置（県の３庁舎とそごう徳島店の壁
面）横断幕設置（発達障がい者総合支援ゾーン）
④ 商業施設街頭啓発（ゆめタウン徳島ほか４店
舗）

①平成26年３月中旬日～４月中旬にかけて（場
所により開催期間異なる）
②平成26年４月２日 午後７時～９時
③平成26年３月14日～４月15日
④平成26年３月21日～23日において県内５店舗
で実施

「徳島県自閉症協会」
「徳島県ことばをはぐくむ親の会」
「すかんぽ徳島」「オーティの会」
「鳴門市手をつなぐ育成会」
「とくしま発達しあわせネット」

徳島駅前

2014年４月２日 17：30～19：00

日時平成26年４月２日～８日まで点灯19：00ごろ
～21：00まで点灯

自閉症啓発デー連携事業

①
②
③
④

「ブルーライトの人の輪をつなごう」

①発達障害当事者と家族、そして、支援者が、ブルーのペン
ライトを手につながり「人の輪」を灯します。
②リーフレット配布を行います。

世界自閉症啓発デーとくしまブルーライトプロジェクト
2014

阿波銀住友生命ビルを４月２日～８日までブルーライトで照らし
とくしま発達しあわせネット
ます。

徳島県徳島市東船場町２丁目２１−２ 阿波銀住
友生命ビル

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間啓発イベント

①香川県庁ギャラリーでの啓発資料・作品等の展示
②啓発パレード
③ブルーライトアップ（県内4か所）
④リーフレット、ティッシュの配布
（ティッシュ裏に自閉症当事者の絵画挿入）
⑤啓発用懸垂幕作成（高松市がパレードに合わせて）

①香川県庁
②高松市街
③高松シンボルタワー・玉藻公園・瀬戸大橋記念 ①・③
４月２日（水）～４月８日（火）
館・土渕海峡
②・④・⑤ ４月２日（水）
④高松市役所前、商店街内
⑤高松市役所

パンフレットの配布

綾川町内各世帯への周知

「春の花即売会」でのパンフ配布

発達障害の啓発パンフレット配布

各種情報媒体を通じた広報

広報番組等にて、世界自閉症啓発デ―等を広報予定

子ども療育支援センター事業研修会

療育事業関係者の資質向上やネットワークの形成、発達障害
主催：大野城市
等の子どもの理解を深めることを目的とした講演形式の研修
協力：太宰府特別支援学校（予定）
会

広報活動

町の広報紙にて、世界自閉症啓発デ―に関する記事を掲載

世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間

（１）啓発のためのチラシ配布
（２）東ちづるさん（予定），野沢和弘さんによるトークイベントの
開催
（３）発達障がいのある方のアート展
（４）各区役所においてイベントと発達障がいに関するポスター
の掲示及びリーフレットの配布
（５）市立学校教職員へのブルーリボン着用依頼
（６）福岡ソフトバンクホークスとの連携による広報活動

徳島県

香川県

平成26年３月20日～24日

小豆島ライオンズクラブ

オリーブタウン前 町有地

26年４月13日（日）

平成26年３月（予定）

大野城まどかぴあ

平成26年7月30日

福岡市・福岡市社会福祉事業団（発達障がい者
支援センター）、福岡市自閉症協会、福岡発達障
がい者親の会「たけのこ」、福岡市成人期高機能
自閉症・アスペルガー症候群等親の会「あすな
ろ」

（１）福岡市中央区天神（市役所周辺）８箇所
（２）福岡市中央市民センター（中央区赤坂）
（３）福岡市役所１階市民ロビー
（４）市内各区役所

（１）平成26年４月２日12時～13時
（２）平成26年４月12日13時～16時
（３）平成26年４月８日～14日
（４）平成26年３月24日～４月４日
（５）平成26年４月２日～８日

世界自閉症啓発デー記念行事

【一部】
・平成25年度北九州市人権啓発映画
「秋桜の咲く日に」完成試写会
・人権啓発映画監督・脚本家等との対談
【二部】
・映画「音符と昆布」上映会

北九州市

北九州国際会議場
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野３丁目９－ 平成26年４月６日（日） 13：30～16：15
30

ブルーライトウォーク

関係者約50名がシンボルカラーであるブルーのものを
身に着けて、佐賀市中心街をウォーク

主催：オーティズム・リサーチ＆コンサルタンシー 佐賀市内中心街
共催：佐賀県、佐賀市
（佐賀県庁から佐賀市役所までの約２ｋｍ）

福岡県

佐賀県

香川県自閉症協会
香川こだま学園
香川県発達障害者支援センター「アルプスかが
わ」
高松市障がい福祉課
香川県障害福祉課

平成26年４月２日（水曜日） 夕方

都道府県名

佐賀県

取

組

名

内

容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

世界自閉症啓発デー佐賀イベント

映画上映会『世界一すてきな僕たち私たちへ』

主催：佐賀県自閉症協会
共催：TEACCHプログラム研究会佐賀支部
佐賀県発達障害者支援センター結
NPO法人それいゆ

アバンセ
（佐賀県男女共同参画センター・佐賀県生涯学習 平成26年４月５日（土曜日） 14：00～
センター）

長崎ブルーライトアップ（inみらい長崎ｺｺｳｫｰｸ）

１．ブルーライトアップ
①長崎市の商業施設「みらい長崎ココウォーク」
の観覧車を４月２日～８日ブルーライトアップ
②点灯式イベント
・タナカハルナミニコンサート
・点灯式
２．啓発イベント（４月２日）
①ブルーのものを身につけた方は観覧車無料
②ブース展開（チラシ等配布）
③パネル展示
④長崎国体マスコットの「がんばくん」と「らん
ばちゃん」出演交渉中
⑤サッカーJ2 V・ファーレンの選手またはマス
コット「ヴィヴィくん」に出演交渉中

主催：長崎県
共催：長崎県自閉症協会
長崎発達障害親の会「のこのこ」

長崎市内商業施設「みらい長崎ココウォーク」

１．ブルーライトアップ ４月２日～８日
２．啓発イベント
４月２日

長崎ブルーライトアップ（inハウステンボス）

主催：長崎県
佐世保市のテーマパーク ハウテンボスのドムトールン（メイン
共催：長崎県自閉症協会
タワー）をブルーライトアップ
長崎発達障害親の会「のこのこ」

ハウステンボス ドムトールン

4月2日

世界自閉症啓発デーくまもと2014

(1) 啓発宣言及び啓発ビデオの上映
(2) 繁華街での啓発チラシ配布

主催者 熊本県自閉症協会
後援 熊本市

(1) 熊本市総合保健福祉センターウェルパルくま
もと
平成26年４月２日 午前10時から12時まで
(2) 下通り・新市街アーケード

当事者作品展

当事者の作品展を開催

主催者 熊本県自閉症協会
後援 熊本市

熊本市総合保健福祉センターウェルパルくまもと
平成26年４月１日から平成26年４月５日まで
１F

熊本における当時者会の取り組みについて

当時者会の紹介及び模擬当時者会見学会

主催者 熊本市発達障がい者支援センターみな
熊本市総合保健福祉センターウェルパルくまもと 平成26年４月５日 13時30分から15時45分まで
わ

熊本市電内における啓発ポスター掲示

熊本市電内の窓吊り広告に啓発ポスターを掲示

主催者 熊本県自閉症協会及び熊本市発達障が
熊本市電内
い者支援センターみなわ

平成26年４月１日から平成26年４月８日まで

主催：大分県自閉症協会
共催：大分県・大分県教育委員会

大分県社会福祉介護研修センター

平成26年４月６日（日） 13:30～17:00

宮崎県福祉保健部障害福祉課

宮崎県県庁 本館

平成26年４月２日（水）～４月８日（火）

・アミュラン（アミュプラザ観覧車）の点灯（ブルー）
世界自閉症啓発デー（４月２日）におけるライトアップ（ブ
・かごしま水族館のライトアップ(ブルー)
ルー）
・甲突川の橋梁のライトアップ(ブルー)

主催：鹿児島県

・アミュランの点灯（ブルー）
平成26年４月２日（水）概ね18時00分～23時
・ ア ミュラン（ ア ミュプラザ観覧車） ：Ｊ Ｒ鹿児島
・かごしま水族館ライトアップ(ブルー)
中央駅
平成26年４月２日（水）～４月８日(火)
・かごしま水族館
概ね18時45分～21時
・甲突川の橋梁：高見橋、西田橋
・甲突川の橋梁のライトアップ(ブルー)
平成26年４月２日（水） 日没後～22時

世界自閉症啓発デー（４月２日）における啓発リーフレット
ＪＲ鹿児島中央駅での啓発リーフレットの配付
の配付

主催：鹿児島県

自閉症啓発講演会
「後輩たちに伝えたい子育ての心構えと工夫
～自閉症の息子と共に～」

主催：特定非営利活動法人 陽だまり
後援：霧島市・霧島市教育委員会

長崎県

熊本県

大分県

平成26年度「世界自閉症啓発デー」「発達障がい啓発週 ・講演会
間」普及啓発行事
・個別相談会

宮崎県

県庁庁舎ライトアップ（ブルー）

県庁本館を４月２日（水）から４月８日（火）の間ブルーでライト
アップする。

鹿児島県

沖縄県

地域への自閉症への理解と啓発を目的とした講演会
講師：明石洋子氏
（社会福祉法人あおぞら共生会副理事長）

世界自閉症啓発デ－、啓発週間の周知広報を図る
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間普及併発の取 ・市ホームページへ関連記事の掲載
り組み
・市広報誌へ関連記事の掲載
・期間中、関係者へブルーシャツ等着用の呼びかけ案内

豊見城市

平成26年４月２日（水） ７時30分～８時30分

霧島市国分シビックセンター 多目的ホール

平成26年４月５日（土） 13：30～16：30

豊見城市
市役所庁舎

平成26年４月２日～４月８日

都道府県名

沖縄県

取

組

名

内

容

主催者・共催者等

講演会

仮）「これからの自閉症のあり方」
展示ブース・書籍販売など

広報誌及び名護市ホームページに掲載

名護市が月に一度発行している市民向けの広報誌「市民のひ
ろば」４月号及び市のホームページに掲載し、広報啓発を行
名護市
う。

沖縄県自閉症協会

・発達障害の啓発を目的とした・発達障害に関する理解を促進
し、その魅力を伝えることを目的とした、パネル展・作品展を行
う。
・県内新聞社２誌にて発達障害を題材にした連載作品（「ひなと
か
のんのおひさま日記」著者；森山和泉／琉球新報社、「うちの 沖縄県発達障がい者支援センター
世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間イベント2014
火星人」著者；平岡禎之／沖縄タイムス）の漫画や、当事者の 沖縄県障害福祉課
in おきなわ
作品展示等を行う。
（沖縄県自閉症協会）※調整中
・発達障害の理解促進を目的とした冊子を作成。
・情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための
ポ
スター掲示や冊子等の配布、社会資源に関する情報発信を行
う。

開催場所

開催日時

仮）沖縄県総合福祉センター

４月５日（土）か４月６日(日)

県民ホール（沖縄県庁１階）

平成26年４月２日（水）～８日（火）

