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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

北海道

青森県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

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
カラフルブレインアートフェス ｏｎ 世界自閉症啓発デー
カラフルブレインアートフェス実行委員会
ターやリーフ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。

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

札幌市サンピアザ光の広場
（札幌市厚別区中央２条５丁目７－２）

平成２７年４月２日（木）１０：００～２０：０
市民
０

青森県観光物産館アスパム
（青森市安方一丁目1-40）

平成27年4月2日(木)
18:00～22:00

一般県民

世界自閉症啓発デー・ブルーライトアップ
ｉｎあおもり

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

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 in 青森

①講演会(講師：県立精神保健福祉センター所長)
②パネル展示(自閉症・発達障害関係団体の活動紹介)
③作品展示(自閉症・発達障害当事者の作品展示)
④こだわりの店「つぼみ」出張販売(障害者が作った
食品等の販売)
⑤発達障害サポート企画「BIRD」出張販売(発達障害
の専門図書やイヤーマフ等のグッズの販売)
⑥DVD映画「海洋天堂」上映(自閉症関連の映画)
⑦和太鼓演奏（定型発達の方との混合編成）
⑧余暇活動の紹介
⑨親の会会員による相談コーナー
⑩発達障害を持つ方の体験コーナー（疑似体験）

主催)青森県発達障害者支援センター
共催)青森県自閉症協会、青森LD親の会
県民福祉プラザ ４階
「こんぺいと
青森市中央３丁目２０番３０
う」、発達障害サポート企画「BIRD」、青森県
すこやか福祉事業団「こだわりの店つぼみ」

平成２７年４月４日(土曜日)
午前１０時～午後３時３０分

延 ２００名

「発達障がい・自閉症ってナンダベ？
～世界自閉症啓発デー２０１５～」

・作品展 ・キャラバン隊公演
・映画上映「ぼくはうみがみたくなりました」
・啓発ＤＶＤ ・支援グッズ展示

主催：八戸市自閉症児（者）親の会
共催（予定）：八戸市 （障がい福祉課）

平成２７年４月３～５日

八戸市・近隣町村の一般県民

LIGHT IT UP BLUE with EVENT IN ISHINOMAKI

石ノ森萬画館をライトアップするもの
石ノ森漫画館前にて啓発活動（リーフレットの配布な
ど）

宮城県
石ノ森萬画館
平成27年4月2日（水）～8日（火）
LIGHT IT UP BLUE いしのまき実行委員会
〒986－0823 宮城県石巻市中ノ瀬2-7 点灯時間：18時～21時
石巻祥心会

八戸ポータルミュージアム「はっち」
シアター１・ギャラリー１

（参考：前年度参加者60名）

宮城県
宮城県発達障害拠点事業
平成２６年度発達障害者支援における動向研修会

秋田県

山形県

宮城県石巻圏域に所在する支援関係機
関の教員、保健師，保育士等
定員：50名

発達障害に関わる支援関係者（福祉、
主催：秋田県発達障害者支援センターふき
教育、医療、労働）、当事者、ご家族、地
平成２７年４月４日（土）１０：３０～１２：０
のとう秋田
域住民等 定員７５名
秋田市にぎわい交流館AU 研修室１・２ ０
後援（予定）：秋田県、秋田県教育委員会、
※事前申込要、秋田県発達障害者支援
※受付開始１０：００～
秋田労働局
センターふきのとう秋田まで。
※参加費無料

平成２７年度 世界自閉症啓発デー事業
「（仮）地域で育む発達障害児・者支援について」

特別支援学校教諭（兼）教育専門監による講話

山形県郷土館文翔館 ブルーライトアップ

山形県郷土館 文翔館をブルーにライトアップするととも
山形県
に、文翔館前等でリーフレットを配布する。
山形県自閉症協会（予定）
（リーフレット配布は４月２日予定）

山形県郷土館 文翔館

平成２７年４月２日～８日（ライトアップ予
定期間）
日没～２１：００

山形県広報誌 「県民のあゆみ」掲載

発達障がいの早期発見・早期支援の取組みの紹介

山形県健康福祉部障がい福祉課

山形県広報誌

平成２７年３月１日発行

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 正面玄関ロビー

平成２７年３月３０日（月）～４月９日（木） 地域住民（最上総合支庁来庁者）
（平日 ８：３０～１７：１５）
約２００人

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」にか 最上総合支庁来庁者への普及・啓発
かる普及啓発
（ポスター、親の会資料等展示）
山形県立総合療育訓練センター内山形県発達障がい
者支援センターＨＰを通じての広報啓発

山形県発達障がい者支援センターＨＰに世界自閉症啓
発デーＨＰ（日本実行委員会＜公式サイト＞）のハイ
山形県（ＨＰ管理者）
パーリンクを設定する。

町の広報誌を通じての広報啓発

広報誌に、自閉症等の発達障がいの理解促進をはかる
白鷹町
内容について掲載し、町民に広く啓発する。

普及啓発事業

福島県

中京大学辻井正次教授を講師に迎え，国の動向に関す
社会福祉法人石巻祥心会
る研修会を実施する。

（予定）
石巻市かもめ学園
平成27年3月11日（水） 10時～12時
〒986－0863 宮城県石巻市向陽町3丁
目10-7

自閉症啓発街頭活動

世界自閉症啓発デー・発達障害者週間作品展

ポスター掲示
リーフレット配布
舟形町
広報による周知
福島県の復興シンボルキャラクター「ふくしまからはじめ
よう。キビタン」とともに、駅前にて世界自閉症啓発デー 福島県自閉症協会
のパンフレット等を配布し、自閉症への理解・啓発を図り 福島県障がい福祉課
ます。
茨城県自閉症協会による当事者の絵画，書道等の作品
茨城県
展

広報３月２０日号

全町民

広報３月第４週、お知らせ版

全町民

JR福島駅前 JR郡山駅前の２箇所で開 平成２７年４月２日（木）
催
午前１０時～１２時頃
茨城県庁

平成27年３月24日～４月８日
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

栃木県

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

茨城県自閉症協会
自閉症協会による当事者のダンス，楽器演奏，モニュメ 後援：茨城県，水戸市，茨城県発達障害者
イオンモール水戸内原
ントの点灯等
支援
センター，全国障害者問題研究所茨城支部

平成27年４月２日11:00～16:00

北茨城市の広報紙への記事掲載

北茨城市の広報紙へ普及啓発に関する記事掲載

北茨城市社会福祉課

広報きたいばらき３月号

自閉症啓発アピール・ウォーク

茨城県自閉症協会による当事者の自閉症啓発アピー
ル・ウォーク

茨城県自閉症協会

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
・発達障害者支援センターだよりで世界自閉症啓発デー
及び自閉症啓発コンサートについて広報

栃木県庁本館１階県民ロビー

(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
(1) 宇都宮市，共催 栃木県自閉症協会
(2) 自閉症をはじめとする，発達障がいに関するパネル
(2) 同上
の展示，リーフレット等啓発物品の配布

(1) テーマに関心のある人 70名程度予
(1) 平成27年4月5日（日） 予定
(1) 宇都宮市子ども発達センター 予定
定
(2) 平成27年4月2日（木）～4月8日（水）
(2) 宇都宮市役所 市民ホール 予定
(2) 市庁舎への来訪者 1000名程度予
予定
定

音楽祭＆ライト・イット・アップ・ブルー２０１５

茨城県

取組（イベント）の内容

広報とうかい ３月号 記事掲載予定
『４月２日は国連が定めた世界自閉症啓発デー』

市の広報誌（３／１号、月１回発行）に「世界自閉症啓発
デー」及び「発達障害啓発週間」の啓発記事を掲載。
市ホームページに啓発記事を掲載。

平成27年3月29日

４月７日（火）１２：００～１２：５０

一般県民等

矢板市

ライト・イット・アップ・ブルー

名所をブルーにライトアップ

主催 高崎市

世界自閉症啓発デー普及啓発事業

ポスターを作成し、関係各所へ掲示依頼、face book、
HPへの掲載を予定

前橋市

群馬県

埼玉県庁内での啓発活動

主会場：千波湖，県民文化センター等

北茨城市民

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

主催：埼玉県
共催：日本発達障害ネットワーク埼玉

高崎百衣大観音（慈眼院）
高崎市石原町観音山

２０１５年３月２８日～４月５日（予定）

①埼玉県庁本庁舎第二庁舎間渡り廊下 ①平成２７年３月２６日～４月９日
②埼玉県庁本庁舎東側壁面
②平成２７年４月１日～４月９日

対象：埼玉県民

対象：埼玉県民

②懸垂幕の掲示
彩の国だより ３月号掲載

・発達障害者就労支援センターについて
・「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」の案内

埼玉県

県広報紙

平成２７年３月１日発行

JR浦和駅での啓発活動

・啓発用チラシの配布
・青色オブジェ（埼玉県自閉症協会作成）の点灯

主催：埼玉県
共催：埼玉県自閉症協会
協力：さいたま市

JR浦和駅 コンコース

平成２７年４月２日（木）１７：３０～１９：０
対象：埼玉県民
０

所沢市役所１階市民ホール

平成２７年４月２日（木）から８日（水）

世界自閉症啓発デイのポスター掲示、リーフレット配布

パネル展示

発達障害の支援に携わる福祉や教育、就労などの行政
機関や民間団体４３団体が参加し、支援の内容や地域 所沢市、所沢市教育委員会
の情報を紹介するパネル展示会を開催します。

リーフレットの配布

発達障害について、保護者や市民に対する啓発を目的
としたリーフレットを作成し、パネル展示や講演会、窓口 所沢市
等で配布します。

当事者、保護者、支援者、市民および発
達障害に関心のある方

3/15ページ

○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①３月２１日（土・祝）午前１０時から正午
自閉スペクトラム症は自ら殻に閉じこもっているか？
講師：早稲田大学人間科学学術院教授・佐々木和義さ
ん

講演会

②４月４日（土）午後２時～４時３０分
◆青い光でつながる！ひろがる！ライト・イット・アップ・
ブルーの取り組みと私たちの願い
所沢市
講師：所沢・発達障害児者を支援する会「よつばくらぶ」
代表・五里江陽子さん
◆発達障害の人たちへの幼児期から学齢期の支援の
ポイン
ト～青年期以降の人生と社会参加を見据えて～
講師：横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達
支援事業所ぴーす新横浜園長・日戸由刈さん

①３月２１日（土・祝）
所沢市保健センター 多目的ホール
②４月４日（土）
所沢市役所８階大会議室

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間2015 in 所沢
YS-11ライト・イット・アップ・ブルー
未来を生きる子どもたちにもっと光を！

世界自閉症啓発デーの４月２日の夜、自閉症をはじめと
する発達障害の啓発を目指して、世界中のランドマーク
がブルーにライトアップされます。
日本で初めて飛行場ができた街「所沢」では、日本初国
産旅客機YS-11 のブルーライトアップにより世界をつな
主催：Light it up blue 所沢2015 実行委員
ぐ光のリレーに参加します。
会
後援：所沢市
航空公園駅東口駅前広場
ライトアップの担当は、焔光景デザイン/原田武敏氏
協力：所沢航空発祥記念館・所沢航空記念
※旧古河庭園の春バラ・鶴ヶ城（会津若松市）の紅葉な
公園
どのライトアップ実績のある、新進気鋭の照明デザイ
ナー
当日は子どもたちの手作り行灯600個がYS-11を囲みま
す
行灯作り協力：ヒダマリデザイン設計室/太田陽貴氏

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間2015 in 所沢
関連企画ワークショップ

①地球キャンドルワークショップ
講師：キャンドルアトリエヴェール/こじまゆきこさん
３月２８日（土）①午前１０時～ ②午前１１時～ ③午後１時～ ④
午後２時～ 各回定員１０名 材料費：５００円
※小学生以下のお子さんは保護者の方と一緒に参加してください
②ブルーの行灯ワークショップ
講師：ヒダマリデザイン設計室/太田陽貴さん
３月２９日（日）①午前１０時～ ②午前１１時～ ③午後１時～ ④
午後２時～ 各回定員１０名 材料費：５００円
※小学生以下のお子さんは保護者の方と一緒に参加してください
主催：Light it up blue 所沢2015 実行委員
③発達障害サイエンスカフェ
会
共催：日本生理学会若手の会 後援：日本生理学会
４月５日（日）午後３時３０分～５時３０分(午後３時開場) 参加費：
無料（飲み物とクッキー付き） 定員：３０名
進行：国立障害者リハビリテーションセンター研究所 脳機能部 発
達障害研究室 室長/和田真氏
自閉症モデルマウスにより自閉症の基礎研究を行う篠田陽氏（東
京理科大学)から話題提供いただくと共に、当事者の方から感覚・
運動ついて実際に困っていることを話題提供いただき、自閉症の
人の世界の捉え方とその背景にある神経メカニズムに関してディ
スカッションします。

埼玉県

市広報に掲載

①３月２１日（土・祝）午前１０時から正午 当事者、保護者、支援者、市民および発
②４月４日（土）午後２時～４時３０分
達障害に関心のある方

４月２日（木）午後６時から９時
午後６時 点灯式（雨天決行）
午後５時３０ 分から７時３０ 分
◆日本大学芸術学部音楽学科有志によ
る演奏
どなたでも
◆Hexa Beat のタップダンス
◆早稲田大学有志によるアンサンブル
演奏等
※雨天の場合、演奏会は中止となりま
す

みわい工房 西武新宿線「新所沢」駅徒
歩５分
http://www.miwai.net/

当事者、保護者、支援者、市民および発
達障害に関心のある方

飯能市

市報への掲載（予定）

市報4月号にて「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害
啓発週間」についての記事を掲載（予定）

広報くきお知らせ版（３月１５日号）へ情報掲載

市民への周知
テーマは
「毎年４月２日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日から８ 久喜市
日は「発達障がい啓発週間」です。～発達障がいについ
て正しい理解を～

町広報紙、ホームページへの掲載

左記の媒体を用いての広報啓発

越谷市

嵐山町

越谷市民

広報紙（広報くきお知らせ版（３月１５日
３月１０日前後に久喜市民へ配布
号））

久喜市民
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

① 日本初国産旅客機YS-11のブルーライトアップ
② 子どもたちの手作り行灯のディスプレイ
③ 演奏会 ・早稲田大学交響楽団有志
・日本大学芸術学部音楽学科有志
・タップダンスユニット「HexaBeat」
④ 駅前でのチラシ・テッシュ配布キャンペーン

Light it up blue 所沢2015実行委員会

航空公園駅東口駅前広場

4月2日17時30分~21時

地球キャンドルワークショップ

ブルーの地球キャンドル作り

Light it up blue 所沢2015実行委員会

みわい工房

3月28日（土）10時～11時～13時～14時
どなたでも 事前申込制 各回10名
～

ブルーの灯りワークショップ

ブルーの光がゆれる行灯作り

Light it up blue 所沢2015実行委員会

みわい工房

3月29日（日）10時～11時～13時～14時
どなたでも 事前申込制 各回10名
～

さいたま市民向けの発達障害に関する講演会の開催

市民（一般・当事者・家族等）や支援者を対象に、発達
障害の基礎的な知識や理解を深めるための講演会を実
施。
さいたま市
啓発用のパンフレット、ティッシュ、クリアファイルの配
布。

啓発ポスター、パンフレット等の作成、配布

啓発ポスター、パンフレット、ティッシュ、クリアファイルを
作成し、市の関係窓口等で配布を行うことで、さいたま さいたま市
市民・関係者へ世界自閉症啓発デーのアピールを行う。

さいたま市役所本庁舎及び各行政区の
平成27年3月2日～4月10日
関連窓口等

発達障害サイエンスカフエ

自閉症の人の世界の捉え方とその背景にある神経メカ
Light it up blue 所沢2015実行委員会
ニズムに関して研究者や当事者からの話題提供とディ
日本生理学会若手の会
スカッション。

みわい工房

第７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
千葉県庁
援センター・千葉県発達障害者支援セン
ター）

第７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
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
千葉市ビジネスセンター きぼーる１Ｆア
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害者支
平成２７年４月４日（土）
トリウム
援センター・千葉県発達障害者支援セン
１１：００～１７：００
千葉市中央区中央４－５－１
ター）

一般県民
５００名

第７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
千葉ポートタワー
援センター・千葉県発達障害者支援セン
ター）

平成２７年４月２日（木）～８日（水）
１８：００～２１：００

一般県民

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
＊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。

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
ＪＲ千葉駅前広場
援センター・千葉県発達障害者支援セン
ター）

平成２７年４月４日（土）
１２：００～１５：３０

一般県民
１０００名

広報誌等を通じての広報啓発

発達障害啓発週間について、4月１日市広報に掲載。

千葉県浦安市健康福祉部障がい事業課

習志野市民に向けた広報啓発活動

・テレビモニター
・習志野市役所外壁にて懸垂幕の掲示
・庁内にてのぼり旗の設置
・広報紙への掲載（予定）

世界自閉症啓発デー 及び 発達障害啓発週間 のポス
ター等による啓発
千葉県発達障害者支援センターより配布される垂幕の
設置

YS-11ライト・イット・アップ・ブルー
「未来を生きる子どもたちにもっと光を！」

千葉県

取組（イベント）の内容

さいたま市浦和コミュニティセンター
（さいたま市浦和区東高砂町１１－１）

平成27年2月22日 100人

4月5日（日）

どなたでも 事前申込制 定員30名

平成２７年３月２３日（月）～４月９日（木）
県庁職員及び県庁利用一般県民
期間中常設

習志野市役所内

・テレビモニター（３月１６日～３月３１日）
・市役所外壁にて懸垂幕の掲示（３月２
５日～４月８日）
習志野市民
・庁内にてのぼり旗の設置（４月２日～４
月８日）
・広報紙への掲載（予定）（４月１日号）

（厚生労働省において作成した）ポスター掲示・リーフ
レットの配布・のぼり旗の設置等

東金市役所 庁舎内

平成２７年４月１日～平成２７年４月８日

上記のとおり

成田市役所入口

自閉症啓発デー・発達障害啓発週間に
合わせて実施

習志野市障がい福祉課
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

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

主催者・共催者等

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

日没から深夜０時まで

タワーホール船堀ライトアップ

世界自閉症啓発デーの４月２日に、自閉症をはじめとす
る発達障害の啓発を目指して、世界・日本各地のランド
マークが青色にライトアップする取り組みが行われてい 主催：江戸川区
ます。江戸川区でもタワーホール船堀を青色にライト
アップし、区民への発達障害の啓発を図ります。

〒134-0091
東京都江戸川区船堀4丁目1番1号
タワーホール船堀

４月２日（木）～８日（水）
日没より

一般区民

「発達障害啓発週間」イベントを開催します！

①映画上映「ぼくはうみがみたくなりました」
上映時間103分
②講演会「発達障害ってなあに」
講演時間50分
※講演会をはさんで、映画を２回上映します。

主催：江戸川区

〒132-0031
江戸川区松島1丁目38番1号
グリーンパレス ５階 孔雀の間

４月４日（土） 13時～18時

参加者 ：一般区民
募集人数：約200人

主催：江戸川区

〒132-0031
江戸川区松島1丁目38番1号
グリーンパレス ５階 雅の間

４月４日（土） 13時～18時

参加者 ：一般区民（観覧自由）

パネル展示「発達障害ってなあに」

発達障害に関するパネル展示を開催します。

東京都福祉保健局

開催場所

東京ゲートブリッジ

東京都

神奈川県

取組（イベント）の内容

商業施設にて下記項目を実施
・イベント（大道芸、ブルーのバルーンアート）開催
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 in かながわ ・啓発パネル及び当事者作品等展示
・関連書籍及び簡易相談コーナー設置
・啓発チラシ（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ）配布

主催：神奈川県発達障害支援センター
協力：神奈川県県自閉症児・者親の会連合
会
小田原ダイナシティ 西武小田原店ウエ
平成27年4月4日（土）11：00～16：00
小田原市自閉症児・者親の会
ストモール１Ｆキャニオンステージ
発達障害相談・支援センターＫＡＮＡＣ
後援：小田原市

一般県民1000名程度

横浜マリンタワーブルーライトアップ

横浜マリンタワーブルーライトアップ

神奈川県自閉症協会
神奈川県自閉症児・者親の会連合会

横浜マリンタワー

平成27年4月2日（木）18:30～22:00

一般県民1000名程度

Light It Up Blue in Japan2015
（江の島シーキャンドル）

自閉症啓発のためのライトアップイベント

藤沢市自閉症児・者親の会

江の島シーキャンドル

4月2日（木）18時から22時

一般県民1000名程度

第9回藤沢市自閉症児・者作品展

自閉症をはじめとする、発達障がいに対する理解の促
進のため、自閉症の方が制作された絵画等の展示と啓 藤沢市・藤沢市自閉症児・者親の会 共催
発パネルの掲示を行う。

藤沢駅北口地下 藤沢市民ギャラリー
展示場

3月26日から4月6日まで

一般県民1000名程度

街頭啓発活動

厚木市自閉症児・者親の会
小田急線本厚木駅前にて、自閉症啓発デーのチラシ等
厚木市障害者福祉事業所連絡会
を配布
厚木市

小田急線 本厚木駅北口広場

平成27年４月２日 12時～13時

15人程度

自閉症啓発に係るパネルの展示

自閉症啓発に係るパネルの展示

主催者 座間地区自閉症児・者親の会
後援 座間市

座間市役所１階市民サロン

平成２７年３月３０日（月）９：００～
平成２７年４月 ３日（金）１６：００

市役所来庁者
参加者不定

世界自閉症啓発デー in 横浜
－高等学校と大学連携・接続の支援－

講演とシンポジウム
基調講演：
「特別なニーズのある生徒・学生の才能を活かす支援
（仮題）」「大学における支援の実際～自己理解を促進
する支援のあり方（仮題）」
シンポジウム：
「発達障害学生の就職を視野に入れた支援（仮題）」

主催：横浜市教育委員会、健康福祉局・こど
も青少年局
関内ホール
協力：横浜市自閉症協会、社会福祉法人
（横浜市中区住吉町４－42－１）
横浜やまびこの里、公益財団法人 横浜
ユース

平成27年３月28日（土）
午後１時～５時

参加者：一般市民
募集人数：850名

世界自閉症啓発デーライトイットアップブルー

啓発用グッズ配布及びパネル展示

新潟県（新潟県発達障がい者支援センター
ＮＥＸＴ２１ビルにおけるブルーライトアップ
ＲＩＳＥ）
デンカビッグスワンスタジアムにおけるブルーライトアッ
新潟市（新潟市発達障がい支援センターＪＯ
プ（予定）
ＩＮ）
・発達障害の理解促進のための啓発グッズを配布
新潟県（新潟県発達障がい者支援センター
・発達障害の理解促進のためのポスター、パンフレット、
ＲＩＳＥ）
当事者・関係者からのメッセージ等を提示

ＮＥＸＴ２１ビル（新潟市中央区）
デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中 平成２７年４月２日（木）
央区）
リバーサイド千秋（長岡市）

平成２７年３月２７日(金)～４月８日(水)
（※グッズ配布は４月４日（土）のみ）

新潟市役所（予定）における企画展示

４月２日（木）から８日（水）までの期間、市民に向けた発
達障がいの基本的な知識・当事者や家族向けの情報・ 新潟市・新潟市発達障がい支援センター「Ｊ 新潟市役所本庁舎 本館１階 正面出
県内の発達障がい児者支援に関わる関係者からのメッ ＯＩＮ（ジョイン）」
入り口脇 展示スペース（予定）
セージなどをパネル展示する。

ＮＥＸＴ２１のブルーライトアップ

新潟県・新潟県発達障がい者支援センター ＮＥＸＴ２１
４月２日（木）の日没後、ＮＥＸＴ２１のブルーライトアップを 「ＲＩＳＥ（ライズ）」・新潟市・新潟市発達障が （新潟県新潟市中央区西堀通６番町８６ 平成２７年４月２日（木）日没後
い支援センター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
６）

万代シティにおける啓発グッズ配布

新潟市内のショッピング街である万代シティにおいて、
新潟市・新潟市発達障がい支援センター「Ｊ 万代シティ
啓発グッズ（ポケットティッシュ・風船・パンフレット等）の
ＯＩＮ（ジョイン）」
（新潟市中央区万代）
配布を行う。

新潟県

平成２７年４月２日（木）～ ８日（水）（予
定）

平成２７年３月２８日（土）（予定）
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

富山県

石川県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

「市報にいがた」への掲載

３月２２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 新潟市
などを掲載予定。

「市報にいがた」

平成２７年３月２２日号（予定）

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
啓発週間）、富山城を青くライトアップする。

富山城址公園

平成27年4月2日～4月8日

富山県

①世界自閉症啓発デー（４月２日）にあわせて、世界遺
産・南砺五箇山菅沼合掌造り集落を青くライトアップす NGOダイバーシティとやま
ライトアップブルー＠五箇山菅沼合掌造り集落＆自閉症
る。
（後援 富山県 南砺市 富山県自閉症協
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 会）
プを開催する。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①ライトアップ：南砺五箇山菅沼合掌造
り集落
①平成27年4月2日
②ワークショップ：吾郎平（南砺市菅沼９ ②平成27年4月2日
０６）

日没時～21:00
19:15～20:45

広く一般県民

①広く一般県民
②先着３０名

世界自閉症啓発デー2015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
とやま発達障がい親の会
駅前に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「そだてる」「まなぶ」「はたらく」を考える（３つの連続セ
（後援 富山県 富山県教育委員会）
ミナー開催）

① ＪＲ富山駅前
② （調整中）

① 平成27年４月２日
② 平成27年６月13日
（予定）

ライト・イット・アップ・ブルー・富山「タワートリプルワン」

世界自閉症啓発デー（４月２日）にあわせて、ＪＲ富山駅 アメリカンホーム医療・損害保険㈱・㈱スカ
前にあるビル㈱スカイインテックの「タワートリプルワン」 イインテック合同開催（後援（予定）富山県
ビルを青くライトアップする。
）

ライトアップ：「タワートリプルワン」ビル
（富山市牛島新町5-5）

平成27年4月2日～4月8日 日没時～
22:00

広く一般県民

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
公開講演会

公開講演会
講師：大阪医科大学付属病院 小児科
金 泰子 医師

石川県地場産業振興センター
コンベンションホール

平成27年3月21日（土）13:30～16:00

一般、支援者 等
300人

ホームページ、ケーブルテレビにて放映

自閉症デーの紹介など

市発行の健康カレンダーに掲載

４／２は「世界自閉症啓発デー」
４／２～８は「発達障害啓発週間」と掲載

石川県健康福祉部障害保健福祉課
石川県発達障害支援センター

7:30～8:00
10:00～16:30

広く一般県民

３月中の予定

全世帯配布

宇ノ気保健福祉センター（ほのぼの健康
石川県で作成している「発達障害の理解のために」を
「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」普及啓発
かほく市健康福祉課内こども発達相談支援 館）
平成２７年３月２５日（水）～４月８日（水）
ベースにブルーの台紙でポスターを作成し、市役所等に
のためのポスター作成、掲示
センター
かほく市役所
掲示する。
宇ノ気子育て支援センター
金沢城址公園の石川門をブルーにライトアップ、また、
障がい当事者、家族、支援者、障がいに
石川門ブルーライトアップ
ポスターやパンフレットの配布を行い自閉症の啓発を図 みんなでブルーライトアップ実行委員会
金沢城址石川門
平成２７年４月２日（木）時間未定
関心を持つ人
る

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう １

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう ２

ミニコンサート開催と啓発グッズの配布

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

山梨県

多くの人の協力を得て
広く新たな理解者を増やそう ３

ポスターの掲示

山梨県自閉症協会
山梨ＬＤ・発達障害児者の支援を考える会
山梨県：障害福祉課・子育て支援課
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・発達障害児者の支援を考える会
山梨県：障害福祉課・子育て支援課
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）
山梨県自閉症協会
山梨ＬＤ・発達障害児者の支援を考える会
山梨県：障害福祉課・子育て支援課
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

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・発達障害児者の支援を考える会
山梨県：障害福祉課・子育て支援課
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）

ポスター掲示

保健センターロビーにポスターを掲示し、周知する。

下諏訪町

JR甲府駅周辺
駅前広場及びペデストリアンデッキ

平成27年4月2日

対象：一般県民
人数：約1,000人

小瀬スポーツ公園 山梨中銀スタジアム
平成２７年３月２２日（日）
（JIヴァンフォーレ甲府ホームゲーム）

対象：一般県民
人数：約15,000人

行政機関、学校、医療機関、商業施設、
２月～４月
金融機関 等

一般県民
（昨年に引き続き買い物客や金融機関
利用者の目にもとまるように商業施設、
金融機関にも掲示を依頼）

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

一般県民

下諏訪町保健センター

平成27年２月～平成27年４月
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

町広報誌を通じての広報・啓発

町広報誌へ関連記事を掲載

阿南町

町内

H27年３月号（３月15日発行）

約2100世帯

広報啓発

村HP、CATV等で広報啓発

王滝村

村HP、CATV

平成27年４月２日～４月８日

全村民

広報まつもとへの啓発記事掲載

「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」について
の周知・啓発記事掲載

長野県
広報まつもと４月号
日本発達障害ネットワークながの
発達障害啓発週間「結」プロジェクト実行委
員会
北信保健福祉事務所 玄関ロビー
北信圏域障害者総合相談支援センター ぱ
れっと

「世界自閉症啓発デー」
「発達障害啓発週間」

・パネル展示
・リーフレット配布 等

世界自閉症啓発デー啓発イベント

・啓発資材・リーフレットの配布
・ブルーの折り紙で折り鶴作りを通行人に呼びかけ、展
示。ブルーの風船の配布（岐阜駅のみ）
岐阜県健康福祉部障害福祉課
・岐阜駅信長ゆめ広場のブルーライトアップ（岐阜駅の
み）

ソフトピアジャパン センタービルのブルーライトアップ

大垣市内のソフトピアジャパン センタービルの照明をブ
岐阜県
ルーとし、啓発を行う

世界自閉症啓発デーの啓発のための作品展（仮）

自閉症児・者の作品展
「広報ぎふ」３月１５日号への作品展の情報掲載

世界自閉症啓発デーの周知

岐阜市役所 本庁舎１階 障がい福祉
世界自閉症啓発デーのポスター掲示とリーフレットの配 主催：岐阜県自閉症協会 岐阜市ブロック 課および
布
(岐阜市役所 障がい福祉課…市役所関係 市内のコミュニティセンター、子ども若者 平成２７年２月～４月上旬
「広報ぎふ」３月１５日号への記事掲載
部局への協力依頼を行う）
総合支援センター、 ハートフルスクエア
Ｇ

ブルーライトアップの実施（予定）
（大垣市）

大垣城をブルーライトアップ（予定）

ブルーライトアップ
（八百津町）

人道の丘モニュメントのライトアップ（ブルー）を図り啓発
八百津町役場 健康福祉課 福祉係
する

岐阜県

平成27年４月２日～４月８日

北信圏域内の発達障がいのある人や関
わる方

岐阜駅
大垣駅
多治見駅

平成２７年４月２日
１８：００～１８：３０頃

・一般県民を対象として配布
・自閉症協会、発達障害者支援セン
ター、障害福祉課
等

大垣市加賀野４丁目１－７
ソフトピアジャパンセンター

平成２７年４月２日～平成２７年４月８日

主催：岐阜県自閉症協会 岐阜市ブロック
ハートフルスクエアＧ ２F キュービック
（岐阜市役所 障がい福祉課…市役所関係
平成２７年４月２日（木）～４月８日（水）
ギャラリー
部局への協力依頼を行う）

大垣城（大垣市郭町２－５２）（予定）

平成２７年４月２日～平成２７年４月８日
(予定)

人道の丘モニュメント（八百津町）

平成２７年４月２日から４月８日までを予
定

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
静岡県自閉症協会
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27年４月２日（木） 日没より

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
静岡県自閉症協会
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27年４月２日（木）日没より

掛川城のブルーライトアップ

掛川市地域支援課
静岡県自閉症協会
静岡県発達障害者支援センター

掛川城公園（掛川市掛川1138-24）

平成27年４月２日～８日

啓発ウォーキング

第31回日本平桜マラソン（8km応援ウォーキングラリー
部門）での啓発ウォーキング

静岡県自閉症協会
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27年4月5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

未定

未定

平成27年４月２日～８日（予定）

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27年4月2日～平成27年4月8日

映画館で映画を見よう！
チャレンジド プレーゴ“Ａ”

「地域の一般社会資源で暮らす」「お出掛け・旅行」を
テーマとして、当事者たちが地元の映画館で貸切映画 ありのｍａｍａ隊
鑑賞会（ドラえもん）を楽しむとともに、実施するにあたっ 藤枝シネプレーゴ
て、関係する機関（静岡県映画興行協会）への自閉症理 合同会社太陽ホスピタリティー
解啓発セミナーを開催予定。

藤枝シネプレーゴ

平成27年4月2日 18時～
（申込〆切：平成27年3月6日）

ブルーライトアップでの啓発

大垣市

広く一般市民の方々

広く一般市民の方々

静岡県発達障害者支援センター職員
当事者およびそのご家族

本人150名（自閉症以外の障害児を含
む）＋同伴者
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

静岡県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

（仮）路線バスに乗って空港見学

「地域の一般社会資源で暮らす」「お出掛け・旅行」を
テーマとして、「路線バスに乗って空港見学」を実施する
合同会社太陽ホスピタリティー
に当たって、関係する機関（空港関係者）への自閉症理
富士山静岡空港会社
解啓発セミナーを実施するとともに、当事者たちが地元
を走る路線バスで空港に行き、空港見学を楽しむ。

（仮）路線バスに乗ってランチを食べに行こう！

「地域の一般社会資源で暮らす」「お出掛け・旅行」を
テーマとして①路線バスを利用したイベントを実施。② 合同会社太陽ホスピタリティー
啓発デーにチラシ配布を行い、③関係する機関（藤枝市 レストランPonyPony
商工会議所）には自閉症理解啓発セミナーを開催し、イ 藤枝市こども家庭相談センター
ベント協力レストランを増やしていく。

世界自閉症啓発デー Ｉｎ 静岡
自閉症スペクトラムの理解と支援

基調講演 志賀利一氏
国立のぞみの園 研究部長
シンポジスト
静岡県発達支援センター
さつき学園
東遠学園
浜松協働学舎
静岡自閉協会
進行・アドバイザー 志賀利一

講演会
「乳幼児の運動発達
～運動発達が気になるお子さんへ～」

・運動発達の気になる子や姿勢保持の短い子等を持つ
主催：焼津市こども未来部子育て支援課
保護者に対し、焼津市立総合病院八木律子理学療法士
児童家庭支援センター「はるかぜ」
平成27年4月16日(木)午前10時～11時
共催：焼津市立総合病院、児童家庭支援セ
による運動発達の基本と生活の中での運動や活動を考
（平成27年4月の開所時期に合わせる） 30分（予定）
ンター「はるかぜ」等
える場とする。

20人前後
運動発達が気になる児を持つ保護者

発達障害啓発週間 ＤＶＤ上映会
親と教師のための「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～

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

１８０名（要予約）
どなたでも

広報しずおか「静岡気分」３月号掲載

「発達障がい」についての特性を理解してもらう目的で、
市民が多く目にする静岡市発行の広報誌に掲載。

掲載号
平成２７年３月号

発達障害啓発週間におけるパネル・作品展示

・参考図書の展示
・啓発ポスター等の掲示
・パンフレットの設置
※作品の展示について、調整中

浜松市役所 １階ロビー

平成27年 ３月３０日（月）～４月８日
（水）
※展示日程については、調整中

藤枝市生涯学習センターホール

対象
発達障害の支援に関心のある方、支援
平成27年3月13日（金）
者、保護者。
13時30分より受付。14時講演会開始。
募集定員
350人

①名古屋市総合社会福祉会館
②愛知県本庁舎内にある通路

①平成２７年３月２８日（土）
①県民（１００名）
②平成２７年３月３０日から４月９日まで ②県民及び来庁者

一宮市内
市内各公共施設等で配布

平成２７年３月２５日頃を予定

主催 静岡県自閉症協会

浜松市 子育て支援課

教育ジャーナリスト 品川裕香氏講演会
◆ 演題 －発達障害の理解と支援―
世界自閉症啓発デー＆発達障害者啓発週間啓発イベン
藤枝市子ども家庭相談センター
「幼児から成人まで～社会参加できる大人に育てるため
に」

①「就労期を迎える発達障害のある方への支援」講演会

①発達障害に係る講演会
②庁舎内の通路にポスターを掲示

市広報による掲載

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

愛知県

平成27年7月～8月（予定）

1人で参加が可能な当事者：10名程度
保護者同伴型：当事者10名＋同伴者
（予定）

①レストランPonyPony
路線バス（藤枝市自主運行バス 善左
衛門線）
②藤枝シネプレーゴ
③未定

①平成27年7月、8月（予定）
②平成27年4月2日
③未定

①1人参加型：当事者10名
保護者同伴型：当事者6名＋同伴者
（予定）

静岡県総合福祉会館 シズウエル

３月２９日 9：45～16：00予定

一般、施設指導員
２００名

富士山静岡空港

静岡南部特別支援学校体育館（２階）
静岡市駿河区曲金５丁目３番３０号

広報及びホームページにおける周知

広報及び市障がい福祉課のホームページ上に、自閉症
春日井市
啓発デーについてお知らせする。

（広報）
春日井市内
市内各公共施設等で配布

市広報による掲載

4月号広報に「発達障害啓発週間」に関する記事を掲載
あま市
し、自閉症をはじめとする発達障害について啓発を行う

あま市内
市内各公共施設等で配布

村広報による掲載

4月号広報に「発達障害啓発週間」に関する記事を掲載
飛島村
し、自閉症をはじめとする発達障害について啓発を行う

飛島村内
村内各公共施設等で配布

平成２７年４月１１日（土）
１３：３０～１６：３０

原則、市内全戸に配布を予定

（広報）
平成27年４月１日号に掲載
（広報）
（ホームページ）
原則、市内全戸に配布を予定
平成27年３月15日から４月８日まで掲載

平成２７年４月１日頃を予定

原則、市内全戸に配布を予定

平成２７年４月１日頃を予定

原則、村内全戸に配布を予定
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

世界自閉症啓発デー上映会

「シンプル・シモン」無料上映

りんくす名古屋主催
JDDネット愛知共催

Light It Up Blue
Get in touch! 名古屋

○名古屋テレビ塔のブルーライトアップ
○テレビ塔南の「もちの木広場」でのイベント
･点灯式典：愛知県大村知事、名古屋市岩城副市長出
席予定(調整中)
･「AR＝拡張現実」を使った点灯イベント連動企画
･自閉症の女性MAYUMIさん作曲の楽曲をボランティア
の皆さんで合唱。(ジャズ歌手：百本麻衣担当)

LIUB名古屋実行委員会
(NPO法人アスペ・エルデの会・中京大学現 名古屋テレビ塔
代社会学部辻井正次ゼミ・工学部曽我部哲 名古屋市中区錦3丁目6-15
也ゼミ)

世界自閉症啓発デー オーティズムアート展
Get in touch! 名古屋

○関連団体の作品を集めたアート展
○３Ｄアート体験 メディアアーティスト曽我部哲也氏(中
京大学)
○杉山登志郎氏(浜松医科大学)による啓発講演(4月2
日午前中予定)
○安田泰敏九段(日本棋院)による「ふれあい囲碁」…日
時調整中
○ライブ(ジャズ歌手：百本麻衣他)…日時調整中
○トークイベント 辻井正次氏(中京大学)・石川道子氏
(武庫川女子大学)・堀田あけみ氏(作家)…調整中

LIUB名古屋実行委員会
(NPO法人アスペ・エルデの会・中京大学現
代社会学部辻井正次ゼミ・工学部曽我部哲
也ゼミ)

町広報による掲載

４月1日号広報「世界自閉症啓発デー」について掲載し、
自閉症や発達障害について、家庭や社会全体での理解 東浦町
が進むよう、町民に向けて広く啓発する

世界自閉症啓発デーin京都

①京都駅前広場での啓発イベント
・「京都発！アイドルPurpure」登場
・桃山高校吹奏楽部による演奏
・京都府自閉症協会ダンスサークル「Kirala」
によるダンス
・京都市障害者相談員（発達）による相談
②ブルーライトアップ
京都タワー、福知山城、南丹市国際交流会館、
京都府庁旧本館、京都市役所

①啓発イベント
①啓発イベント：京都駅前広場
平成２７年４月２日 １８：１５～１９：３０
②ブルーライトアップ
京都府、京都市、京都府発達障害関係団体
障害者相談員による相談は17:00～
①啓発イベント
京都タワー、福知山城、南丹市国際
連絡会の３者共催
19:00
観衆５００人見込み
交流会館、
②ブルーライトアップ
京都府庁旧本館、京都市役所
平成２７年４月２日 １８：１５～２２：００

（予定）
①家族支援の重要性と大阪府の取り組みについて
②ペアレント・メンターについて
③ペアレント・トレーニングについて
④パネルディスカッション

大阪府

愛知県

京都府

主催者・共催者等

発達障がいシンポジウム
世界自閉症啓発デー ｉｎ ＯＳＡＫＡ

中区役所ホール

3月27日（金） ①15:00～ ②18:50～

対象：一般市民
定員：各回300名

平成27年4月2日(木)
17:00～19:30

自閉症の人たちや家族、支援者
歌のボランティア

東桜会館 ギャラリー・第1会議室(4日・5
日は全館)
平成27年3月31日(火)～4月5日(日)
〒461-0005
10:00～17:00(最終日16:00)
名古屋市東区東桜2-6-30

一般公開

東浦町内
町内各公共施設等で配布

原則、村内全戸に配布を予定

平成27年4月1日頃を予定

ＫＫＲホテル大阪

平成２７年４月２日（木）
１５：３０～１８：３０

対象者：特になし
定員：２００人

主要建物のライトアップ

大阪府内の主要建物を「自閉症啓発デー」のシンボルカ 主催：大阪府・大阪市・大阪自閉症協会
ラーであるブルーにライトアップ
共催：日本発達障害ネットワーク大阪

大阪城天守閣、通天閣、太陽の塔

平成２７年４月２日（木）
１８：３０頃～２３：００（予定）

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
大阪自閉症協会
辺から大阪市役所周辺まで、啓発の目印（旗）をもって
（後援）
歩くことで、自閉症をはじめとする発達障がいについて
大阪府・大阪市・大阪市教育委員会・日本
広く啓発活動を行う。
自閉症協会

大阪府パスポートセンター本所前～大
阪市役所周辺

平成２７年４月５日（日）１０時～１２時

世界自閉症啓発デー アールブリュット展
および図書展示（「発達が気になる子を支援する本」）

自閉症児者の作品（さをり織り、絵画、陶芸、手芸、書道
など）の展示会を開催する。
主催者：大阪自閉症協会、大阪市
同時に「発達が気になる子を支援する本」（エッセイ、児
童書、教育の本など）の展示及び貸出を行う。

（アールブリュット展）
大阪市立中央図書館エントランスホール
ギャラリー
（図書展示）
大阪市立中央図書館１階 生活・教育
コーナー

（アールブリュット展）
平成27年4月17日（金）～平成27年5月6
日（水）
自閉症児者、保護者、支援者、一般市民等
（図書展示）
平成27年4月17日（金）～平成27年6月3
日（水）

市ホームページ等を通じた啓発

本市ホームページ等（ホームページ、市広報紙（予定）な
ど）において、「世界自閉症啓発デー」（4月2日）に行うラ
イトアップや「発達障害啓発週間」（4月2日～4月8日）に 主催者：大阪市
ついて周知しながら、発達障がいに対する正しい理解と
支援に係る普及啓発を行う。

市ホームページ、市広報紙（予定）

ホームページ：平成27年2月23日（月）～
市民等
市広報紙：平成27年4月号（予定）

大阪府

自閉症児者、保護者、支援者、一般市民等
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

発達障害理解のための入門書から、支援のための参考
「もっと知りたい ともに生きるために～発達障害啓発週 資料まで、発達障害に関する資料の展示及び貸出。
堺市立美原図書館
間関連ブックフェア」
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。

兵庫県

奈良県

和歌山県

堺市立美原図書館

平成27年4月1日～30日

発達障害啓発週間パネル展

①堺市役所高層館１階ロビー
①平成27年4月2日～4月8日
②堺市美原区役所本館１階エントランス
②平成27年4月2日～4月8日
ホール

広報紙等による啓発

大阪府および府内市町村広報紙やホームページによる
啓発を実施。
実施主体：大阪府
また、ＧＡＭＢＡ大阪の選手を起用した発達障がい啓発
ポスターを作成し、関係機関へ配布

＜啓発ポスターの掲示＞
通年で掲示
大阪府、市町村、鉄道各駅、スーパー、 ※鉄道各駅は、発達障がい啓発週間を
その他関係機関で掲示
中心に掲示

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 市役所前 地下街 さんちかアドウィンド
平成２７年４月
支援センター
ウ

発達障害講演会

講演会
「発達障害を知ろう～正しく理解、明るく支援～」
つくだクリニック院長 佃 宗紀 先生

奈良県
奈良県発達障害支援センターでぃあー

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：特徴から理解する自閉症スペクトラム
－自閉症スペクトラムの人の地域生活を考える－
講師：本田 秀夫氏

和歌山県、和歌山県教育委員会、ＮＰＯ法
人和歌山県自閉症協会

奈良県社会福祉総合センター

2015年4月4日（土）

和歌山県勤労福祉会館 プラザホープ
４階ホール

平成２７年４月５日（日）
１３：３０～１５：４５

鳥取県立図書館、鳥取市立中央図書
館、鳥取市立用瀬図書館、鳥取市立気
ＮＰＯ法人鳥取県自閉症協会
高図書館、鳥取市立鹿野町中央公民館
鳥取市、倉吉市、若桜町、三朝町、琴浦町、 図書室、若桜町立わかさ障がい学習情
湯梨浜町、北栄町、日野町
報館、倉吉市立図書館、みささ図書館、
琴浦町図書館、湯梨浜町立図書館、北
栄町図書館、日野町図書館

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

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 堺市発達障害者支援センター
ンターの紹介などをパネル展示。堺市役所ではあわせ 堺市子ども青少年育成部 子ども家庭課
て支援グッズの展示を行う。

市民

市民

保護者、教職員、支援者
250名

定員：２５０名

鳥取県立図書館：未定
鳥取市立中央図書館:3月30日～4月8日
鳥取市立用瀬図書館：4月2日～4月12
日
鳥取市立気高図書館：4月2日～4月8日
鳥取市立鹿野町中央公民館図書室:3月
31日～4月8日
若桜町立わかさ障がい学習情報館：未 各図書館来館者（各150～300人程度）
定
倉吉市立図書館:3月27日～4月19日
みささ図書館:3月27日～２週間程度
琴浦町図書館:3月17日～4月13日
湯梨浜町立図書館：未定
北栄町図書館:3月27日～２週間程度
日野町図書館：未定

世界自閉症啓発デーin鳥取2015

「世界自閉症啓発デー」の周知と自閉症発達障がいの
理解啓発のために、関連図書、パネル、チラシ、リーフ
レット等による展示コーナーを設置

発達障がいを抱えた方への「合理的配慮」とは？

自閉症・発達障がいの理解と支援の推進。２０１６年か 困り感を抱える子を支援する親の会／らっ
ら施行される「障害者差別解消法」の「合理的配慮」につ きょうの花
いて、具体的な配慮や支援方法を学ぶ。
鳥取県立人権ひろば21ふらっと

鳥取県立人権ひろば21ふらっと

３月７日（土）１０時～１２時３０分

県民（４０人程度）

街頭啓発活動

主催：岡山県発達障害児・者の親の会連携
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 協議会
に自閉症を理解してもらう機会とする。
共催：岡山県赤磐市（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２７年４月２日（木）10：00～12：00
（予定）

一般

鳥取県

岡山県

開催場所

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 おかやま発達障害者支援セ
ンター（予定）
岡山県天神山文化プラザ
後援：岡山市（予定） 岡山県教育委員会
（予定） 岡山市教育委員会（予定） 倉敷市
教育委員会（予定）

「世界自閉症啓発デー」記念上映会

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
連携協議会とその参加団体の活動紹介

世界自閉症啓発デー記念啓発セミナー

テーマ：「今さら聞けない自閉症 基本の「き」」～みんな
で学びましょう、その基礎の基礎から、応用、実践まで 主催：NPO法人岡山県自閉症児を育てる会
～
後援：岡山県教育委員会、岡山市教育委員 岡山ふれあいセンター
講 師：重松 孝治 先生（川崎医療短期大学医療保育科 会、倉敷市教育委員会、山陽新聞社
講師）

平成27年4月12日（日）１３：３０～１６：３
一般 約２００人
０

平成27年4月4日（土）10:00～16:00

一般 ３００人
（参加費：一般3,000円、学生1,000円）
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

参加者（対象者）
参加（募集）人数

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

主催：ＮＰＯ法人岡山県自閉症協会
自閉症の障害特性などを紹介したパネルの設置、子ど 共催：①津山地域自立支援協議会 津山市 ①津山市役所
もの作品展示
②岡山市（予定）
②岡山市役所
後援：①おかやま発達障害者支援センター

①平成27年3月30日（月）～4月10日
（金）
一般
②平成27年4月8日（水）～4月10日（金）

ブルーライトアップ

主催：①、③ＮＰＯ法人岡山県自閉症協会
世界自閉症啓発デーに合わせて、ライトアップ（ブルー）
②総社市
を行い、自閉症をはじめとする発達障害について、広く
共催：①津山市地域自立支援協議会 ②
啓発する。
NPO法人岡山県自閉症協会

①、③平成27年4月2日（木）
②平成27年4月2日（木）～8日（水）

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・広島駅
広島城公園
主催 広島県，広島市，特定非営利活動法
前ビル・本通商店街アーケードを青色にてライトアップす
広島駅前ビル（エールエール館）
人広島自閉症協会
る。
広島本通商店街

点灯式 ４月２日（木）夕方
点灯期間 ４月２日（木）～８日（水）の日 広島県民
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 主催 広島県，広島市，特定非営利活動法
広島本通商店街
害への理解と支援を求めるウォーク（パレード）を行う。 人広島自閉症協会

４月２日（木）１６時３０分～

県立図書館との連携資料展示

広島県立図書館において，自閉症や発達障害に関する
主催 広島県，広島市，特定非営利活動法 広島県立図書館（広島市中区千田町三
書籍や啓発パネル，ポスター等を展示し，来館者に対し
３月１７日（火）～５月３日（日）
人広島自閉症協会
丁目7番47号）
て発達障害の理解向上を図る。

県立図書館の来館者

呉市中央図書館特設展示
「発達障害を知ってますか」

呉市中央図書館において，特設コーナーを設置し，発達
障害を扱った幅広いジャンルの図書を紹介するととも
主催 呉市
に，ポスター掲示等による啓発活動を実施。

図書館来館者 約１５，０００人

ケーブルテレビによる広報啓発

たけはらケーブルネットワーク「タネット」の市政情報番
組において「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発
週間」について取り上げ，啓発する。
主催 竹原市
企画内容：竹原市障害者自立支援協議会マスコットキャ
ラクターによる啓発，図書館でのコーナー開設の周知，
障害特性に係る解説 等

広報ふちゅう４月１日号

市民向けに、発達障害への理解を深めるための啓発記
主催 府中市
事を掲載する。

ブルーキャンペーン

主催 子育てと発達障害を考える会「ハート
各施設をブルーにライトアップし，ブルーリボンを配布す とハート」
市役所，広島西特別支援学校（予定），
４月２日（木）～８日（水）
る。また，市内バス車内へ啓発記事を掲載する（予定）。 共催 大竹市地域自立支援協議会発達障 サントピア大竹（予定）
害部会

各施設利用者

市の広報紙へ掲載等

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」に関
する記事を，市の広報紙，ホームページ等に掲載し，啓 主催 安芸高田市
発を行う（予定）。

安芸高田市内

４月（予定）

安芸高田市民

広報ふちゅうへの関連記事の掲載

広報ふちゅう４月号に，関連記事を掲載する（予定）。

府中町内

４月１日（発行日）

府中町民

熊野町立図書館特設展示
「発達障害ってなあに？」

熊野町立図書館において，特設コーナーを設置し発達
主催 熊野町発達障害支援連絡会議
障害を扱った幅広いジャンルの図書を紹介する。
（民生課・福祉課・健康課・学校教育課）
また，町内の「放課後等デイサービス事業所」の紹介も
共催 熊野町立図書館
行う。

熊野町立図書館
（広島県安芸郡熊野町中溝一丁目１７
－１）

４月１日（水）～４月３０日（木）（予定）

熊野町立図書館の来館者

広島県

主催 府中町

広報せら，ケーブルテレビ，ポスター，リーフレットなどに 広報せらに関連記事を掲載し，またケーブルテレビ，ポ
主催 世羅町
よる啓発活動
スター，リーフレットなどを使って，啓発活動を行う。
「児童発達支援事業所すずらん」から掲示物等を協力し
てもらい，発達障害啓発パネル等による特設コーナーの 主催 世羅町
設置を行う。
図書館担当者と連携し，町内の図書館で発達障害関連
主催 世羅町
図書の紹介を行う。

①津山市 鶴山公園備中櫓
②総社市 備中国分寺五重塔
③岡山市 岡山城天守閣

呉市中央図書館
（呉市中央三丁目１０－３）

４月３日（金）～１５日（水）

一般

当事者とその家族及び趣旨に賛同する
方はどなたでも参加可能

３月下旬または４月初旬の放送を予定

府中市内

４月１日（発行日）

世羅町役場、世羅保健福祉センター、せ
４月２日（木）～８日（水）
らにし支所
（この日を含み前後する可能性あり）
町内保育所・幼稚園、相談支援事業所
※広報せらは３月中旬発行予定
等

府中市民
４１,７４７人
※人口は、平成２７年１月１日現在

各施設利用者等

世羅保健福祉センター

４月２日（木）～８日（水）
（この日を含み前後する可能性あり）

福祉センター利用者

未定

４月１日（水）～１０日（金）（予定）

各施設利用者等

発達障害の理解啓発を図るため、個性豊かな発達障害 山口県
の子どもたちの作品展示会を開催する。
ＮＰＯ法人山口県自閉症協会

山口県庁１階エントランスホール

平成27年4月6日（月）～4月10日（金）

展示数：約１００点

ブルーライトアップ事業

市内３施設においてブルーライトアップを実施する。う
ち、１ヶ所において市長による点灯式を行う。

下関市

・はい！からっと横丁 大観覧車(点灯
式)
・亀山八幡宮 参道
・下関市消防局庁舎

平成２７年４月２日 日没より。なお、は
い！からっと横丁大観覧車点灯式は午 市民
後６時４５分～

ときわ公園 大観覧車 ブルーライトアップ

ときわ公園の大観覧車を発達障害啓発週間に
あわせて、イメージカラーのブルーライトにライト
アップ

未定

ときわ公園 遊園地

平成２７年４月２日～４月８日

発達障害啓発パネル等による特設コーナーを設置
図書館での発達障害関連図書紹介
発達障害の子どもたちの作品展示会

山口県

開催場所

特になし
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

とくしま発達障がい啓発イベント２０１５
知ってください 発達障がいのこと

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

徳島県立美術館や博物館、図書館等があり、休日には
徳島県文化の森総合公園内（徳島市八
多くの県民が集まる文化の森総合公園内の敷地を借り
万町向寺山）
て、広く一般県民向けの啓発イベントを行う。
平成２７年４月４日（土）
主催：徳島県発達障がい者総合支援センター①２１世紀館 多目的活動室
① 啓発映画上映
１０：００～１６：００
②２１世紀館 ミニシアター
② 作品展、啓発パネル展、関連図書の紹介等
③個室等
③ 個別対応の個別相談会

一般県民

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

①啓発パネル・写真作品展（県庁、障が
い者交流プラザ、県立病院３ヶ所、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（発達障がい者総
合支援ゾーン）
③懸垂幕（県の３庁舎その他）
横断幕（発達障がい者総合支援ゾー
ン）

21世紀館 ミニシアター
３月２９日（日） 10時／12時／14時／16
〒770-8070 徳島県徳島市八万町向寺
自閉症や発達障がいに関心がある方
時／19時
山

①平成２７年３月中旬～４月中旬にかけ
て
（場所により開催期間異なる）
一般県民
②平成２７年４月２日 午後７時～９時
③平成２７年３月中旬～４月中旬

世界自閉症啓発デー連携事業

①啓発パネル・写真作品展
②ブルーライトアップ
③懸垂幕、横断幕の設置

世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue inとくしま発達しあわせネット2015
シンプルシモン上映会

○３月２９日（日）
場所 21世紀館 ミニシアター
シンプルシモン上映会
10時／12時／14時／16時／19時

とくしま発達しあわせネット

世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue inとくしま発達しあわせネット2015
両国橋西公園阿波銀住友ビルブルーライト点灯

○4月2日～4月8日
4月2日 点灯式 19:00ごろ
点灯時間 １９：００－２１：３０
両国橋西公園阿波銀住友ビルブルーライト点灯

両国橋西公園阿波銀住友ビルブルーライト
点灯はとくしま発達しあわせネットが主催
両国橋西公園阿波銀住友ビル
＊4/2徳島駅前での啓発活動は世界自閉 徳島市 東船場町2-4
症啓発デー2015徳島実行委員会と共催

世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue in とくしま発達しあわせネットカップ

○4月5日12:00～15:00
Light It Up Blue2015
in とくしま発達しあわせネットカップ
*発達支援サッカーのフットサル大会を行います。

とくしま発達しあわせネット

障がい者交流プラザ スポーツセンター
〒770-0005 徳島県徳島市南矢三町２ 4月5日 12:00～15:00
丁目１−５９

世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue inとくしま発達しあわせネット2015
お話し会
『自閉症スペクトラムのお子さんの気持ちと関わり』

○４月３日 障がい者交流プラザ
とくしま発達しあわせネットLight It Up Blue inとくしま
2015
お話し会
『自閉症スペクトラムのお子さんの気持ちと関わり』
講師 赤壁 省吾 （天満病院 言語聴覚士）
（言語聴覚士・特別支援教育士・自閉症スペクトラム支
援士）
講師 篠原 里奈（（社）みらい ジュニアクラブ）
（言語聴覚士・特別支援教育士）
一部10:30～12:30 二部14:00～16:00
＊２回とも講演内容は同じ内容です。
参加費：無料

とくしま発達しあわせネット

障がい者交流プラザ ３階 研修室

「ブルーライトの人の輪を作ろう」

① １０：００～１０：３０ 徳島駅前にて 世界自閉症啓発
デーのリーフレット配布
② １８：００～ 徳島駅前にて 世界自閉症啓発デーの
リーフレット配布
③ １８：２０ 啓発ウォーキング（徳島駅から水際公園ま
で）
④ １８：４０ 新町橋南詰水際公園イベント広場 ブ
ルーライト点灯式

主催：世界自閉症啓発デー2015徳島実行
委員会
徳島駅前 および 新町橋南詰水際公
（参加団体：徳島県自閉症協会・オーティの
園イベント広場
会・徳島しあわせ発達ネット・徳島県ことば
を育む親の会・かもっこ

２０１５年４月２日
①１０:００‐１０：３０
②１８：００－１９：００

参加者：発達障害児者、および、家族、
および、発達障害者に関わる療育・医
療・福祉・教育・行政関係者
参加人数：１００名

発達障害啓発週間 地域啓発キャンペーン

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）

香川県自閉症協会
香川県障害福祉課
高松市障害福祉課
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」

①香川県庁
②高松市街
③高松市役所前、高松三越前

① ４月２日（月）～４月６日（金）
②③ ４月２日（月）

参加者３０人（予定）

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3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啓発用懸垂幕掲示（高松市がパレードに合わせて）

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

①香川県庁
②高松市街
③高松シンボルタワー・瀬戸大橋記念 ①・③
４月２日（水）～４月８日（火）
参加者４０人（予定）
館・四国学院大学（チャペル）
②・④・⑤ ４月２日（水）
④高松市役所前、商店街内、JR高松駅
⑤高松市役所

① 広報掲載
② 展示

三豊市（子育て支援課、福祉課、学校教育
① 広報に発達障害者（児）の相談窓口掲載
課）
① ３月広報
② 発達障がいに由来する困り感の様子を伝えるパネル
※パネルについては、アルプスかがわより ② 本庁入口付近
展示
借りている

徳島県

香川県

4月2日～4月8日
点灯時間 １９：００－２１：３０

４月３日（金）
10:30～12:30

14:00～16:00

４月１日から４月３０日

自閉症や発達障がいに関心がある方

発達障がいのお子さんとその兄弟児

自閉症スペクトラムや発達障がいに関
心がある方

いずれも三豊市民全体
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

高知県

広報啓発の取組名（イベント名）

大分県

主催者・共催者等

「春の花即売会」でのパンフレット配布

発達障害の啓発パンフレット配布

小豆島ライオンズクラブ

旧金毘羅大芝居（金丸座）ブルーライトアップ

４月２日の世界自閉症啓発デーに国指定重要文化財の
旧金毘羅大芝居（金丸座）をブルーライトアップし、自閉 琴平町・琴平町教育委員会
症について理解を図ることを目的とする。

丸亀市発達障害児支援協働事業
｢世界自閉症デー／丸亀｣

シンポジウム・講演（予定）

高知城 ライト・イット・アップ・ブルー

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

愛の献血、花のチャリティーバザーに来
た住民

オリーブタウン（土庄町内）

平成27年４月（日曜日に開催）

旧金毘羅大芝居（金丸座）
香川県仲多度郡琴平町乙１２４１番地

平成２７年４月２日 午後６時３０分～午
後９時

ひまわりセンター

平成２７年９月(予定)

発達障害に関心のある保護者、保育
士、教員等
１００人～１５０人

高知城を青色にライトアップするとともに、街頭啓発を行う高知県・高知県自閉症協会

高知城

平成27年4月2日（木）19:00～22:00（予
定）

一般県民

「発達障害啓発週間」パネル展

発達障害に関する書籍やリーフレットの展示。

高知県庁

平成27年4月1日（水）～13日（月）（予
定）

一般県民

「世界自閉症啓発デー」基調講演会

西スウェーデンにおいて発達障害のある子どもへの支
高知県
援を行っている臨床心理士による講演会の実施。

高知県立大学

平成27年4月5日（日）

保護者及び発達障害に関わる支援者
定員：200名程度

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

町広報誌への記事掲載

３月２５日発行の広報誌に、自閉症啓発デーと発達障害
啓発週間の記事を掲載します。これらの障害について 遠賀町
紹介し、理解を求めます。

「平成27年度自閉症啓発デー記念行事」

前半：発達障害の当事者発表
後半：医師 下村泰斗先生 講演
「発達障害の人を理解するには」

北九州市

北九州芸術劇場 中劇場
福岡県北九州市小倉北区室町１－１－ 平成２７年４月５日（日） １３：００～１５：
７００名
11
４０
（リバーウォーク６階）

世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間

（１） 街頭啓発（啓発のためのチラシ配布）
（２） 浅野史郎さんによる講演会の開催
（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

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）各区役所

発達障害の理解啓発リーフレット

発達障害について、住民の理解を促すとともに、子ども
の発達に不安を感じる保護者への情報提供を目的とし
遠賀町
たリーフレットを作成した。広報誌に織り込んで全戸配
布。

子ども療育支援センター事業研修会

障害の有無にかかわらず、子ども本来がもつ「育つ力」
を引き出す取組みを市民とともに推進し、療育を必要と
する子ども達の環境整備を促進することを目的とした研
修会（講演や特別支援学校生徒によるパフォーマンス
等）

主催：大野城市
後援：大野城市教育委員会
協力：（予定）福岡県立太宰府特別支援学
校、市内小中学校等

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 佐賀市内中心街
シー
（佐賀県庁から佐賀市役所までの約２ｋ 平成２７年４月２日（水曜日） 夕方
共催：佐賀県
ｍ）

参加者：発達障害者支援の関係者
参加者：約５０名

世界自閉症啓発デー佐賀イベント

映画「星の国から孫ふたり」上映会

主催：佐賀県自閉症協会
アバンセ
共催：TEACCHプログラム研究会佐賀支部
平成２７年４月４日（土曜日）
（佐賀県男女共同参画センター・佐賀県
佐賀県発達障害者支援センター結
１３：３０～１６：００
生涯学習センター）
NPO法人それいゆ

関係者、定員３００名

市役所内での啓発

ポスター掲示、
チラシ配布（自閉症啓発デー、発達障害について）
職員のブルーリボン着用（予定）

福祉課・障がい福祉係

市役所福祉課窓口

平成２７年４月１日～８日

参加職員：３０人前後（予定）
市役所来庁市民対象

平成２７年度「世界自閉症啓発デー」「発達障がい啓発
週間」普及啓発行事

・講演会
・作品展示
・個別相談会

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２７年４月５日（日）13:30～17:00

県内の発達障がい児（者）及びその保護
者、支援者、一般県民等 約２００人

福岡県

佐賀県

取組（イベント）の内容

丸亀市発達障害児支援協働事業
ＮＰＯ・丸亀市幼保運営課

高知県・高知県自閉症協会

平成26年3月（予定）

3月25日 町内全戸に配布（約８１００軒）

（１） 平成２７年４月２日11時50分～12時
50分
（２） 平成２７年４月１１日１３時～１５時
（３） 平成２７年４月１４日～２２日
（４） 平成２７年３月３０日～４月１３日

（１） 主催者及び関係者 約７０名参加
予定
（２） 定員５００名
（３） 発達障がいのある方

１１月２５日配布

大野城まどかぴあ

平成27年７月29日（水）

地域住民、療育事業登録児の保護者、
特別支援教育関係者、行政等
200名程度
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○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

県内各所のブルーライトアップ

取組（イベント）の内容

県内の観光名所等をブルーにライトアップする。
① 自閉症啓発デー（４月２日）の日没から２２時まで、
椎葉村民俗芸能博物館及び周辺の遊歩道等をブルー
椎葉村福祉保健課
にライトアップする。
② 宮崎県
② 発達障害啓発週間に合わせて、県庁本庁舎をブ
③ 宮崎をひかりで変える委員会・宮崎県
ルーにライトアップする。
③ 宮崎をひかりで変える委員会と宮崎県の共催により
県庁５号館庁舎をブルーにライトアップする。

・作品展示
「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」にあ ・自閉症等関連図書閲覧
わせた展示会
・啓発リーフレット配布
・啓発ポスター掲示

開催場所

平成２７年４月２日（木）～４月８日（水）
② 平成２７年４月２日（木）～４月８日
椎葉村民俗芸能博物館・さくらの森遊歩
（水）
観光客及び村民
道・鶴富姫化粧の水
③ 平成２７年４月２日（木）～４月２４日 ② 観光客及び県民
② 県庁本庁舎
（金）
③ 観光局及び県民
③ 県庁５号館
※ ４月８日以外の水曜日は環境に配
慮して点灯しない。

主催：日南市福祉課
共催：宮崎県立日南くろしお支援学校

日南市保健福祉総合センター１階ホー
ル

平成２７年４月１日（水）～１５日（水）

地域住民等

宮崎県自閉症協会・宮崎県

イオンモール宮崎

平成２７年４月２日（木）～４月５日（日）

イオンモール宮崎の買い物客や来場者

ショッピングモールでの啓発活動

展示コーナーの設置

宮崎市立佐土原図書館、延岡市立図書
自閉症や発達障がいの関連図書等を集めた展示を行う
館、串間市総合保健福祉センター、西都
宮崎市、延岡市、串間市、西都市、三股町、
世界自閉症啓発デー及び発達障害啓
とともに、リーフレットの配付等を行う啓発コーナーを設
市立図書館、三股町立文化会館、三股
新富町、西米良村、高鍋保健所
発週間にあわせた期間
置する。
町立図書館、新富町役場庁舎、西米良
村保健センター、高鍋保健所

講演会・研修会の開催

① 都城市：講演会の開催
・都城市障害者自立支援協議会の各自立支援部会の
活動報告
・講演会「春からの新しい障がい福祉の風景～ライフス ① 都城市障害者自立支援協議会
テージに沿った発達支援～」
② 西都児湯地域精神保健福祉協議会
② 高鍋保健所：成人発達障害に関する研修会
・熊本県発達障害者当事者会顧問及び当事者の講演
・当事者、家族、支援者でのグループワーク

市町村広報誌による啓発活動

自閉症や発達障がいについての情報を市町村の広報 日向市、えびの市、高原町、高鍋町、新富
誌やセンター便り等に掲載することにより啓発につなげ 町、木城町、諸塚村、美郷町、高千穂町、日 広報誌の誌面
る。
之影町、五ヶ瀬町

世界自閉症啓発デー（４月２日）における啓発リーフレッ
啓発リーフレットの配付
トの配付

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

自閉症等の発達障がい児（者）が描いた絵画の展示
や、世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発週間に関
するポスターの掲示、リーフレットの配付等を行う。

・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（ブル・かごしま水族館のライトアップ(ブルー)
・甲突川の橋梁のライトアップ(ブルー)

鹿児島県

主催者・共催者等

主催：鹿児島県

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓
発週間にあわせた期間

① 自立支援協議会員、都城市社会福
祉協議会、相談支援事業所、民生委員
児童委員協議会員、保育園長会委員、
一般市民 等
200名程度
② 西都児湯地域の当事者、家族、生
活・就業支援者 人数未定

市町村の住民

・アミュランの点灯（ブルー）
平成26年4月2日（水）概ね18時15分
・アミュラン（アミュプラザ観覧車）：ＪＲ鹿 ～23時
児島 中央駅
・かごしま水族館ライトアップ(ブルー)
・かごしま水族館
平成24年4月2日（水）～4月8日(火)
・甲突川の橋梁：高見橋，西田橋
概ね18時45分～21時
・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
県障害福祉課，県こども総合療育セン
ター職員及び県自閉症協会の会員 約
15名

未定

未定

ＤＶＤ上映～自閉症の子どもたち～

霧島市メディアセンターにて自閉症についてや、自閉症
のある人への支援、家族のこと等を取り上げた「自閉症 霧島市
のこどもたち」のＤＶＤ上映を行う。

メディアセンター

4月2日の世界自閉症啓発デーに午前の
３０名程度
部と午後の部に分け上映を行う。

障がい啓発パンフレットの世帯配布

発達障害やその他の障害について市民の理解を深める
日置市
ために、市内全世帯にパンフレットを配布する。

日置市

平成27年２月27日に配布

平成２７年度「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓
発週間」の案内、普及啓発
市ホームページへの掲載及びポスター・パンフレットの配
・市ホームページ等に関連情報を掲載
・市民や関係機関にポスターやパンフレットを配布
「世界自閉症啓発デーについて」(案)

主催：鹿児島県

① ウエルネス交流プラザ ムジカホー
① 平成２７年２月末
ル
② 平成２７年３月
② 高鍋保健所

来場者・来客等

うるま市障がい福祉課

町広報誌及び町のホームページにて、世界自閉症啓発
嘉手納町
デーの周知を行う。

平成２７年４月中

嘉手納町役場

平成27年4月2日～平成27年4月8日

日置市内の全ての世帯
パンフレットは23,000部作成

15/15ページ

○世界自閉症啓発デー２０１５ 関連情報について
都道府県名

沖縄県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間イベント
2015 in おきなわ

・県民ホールおよびセンター内に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冊子や社会資
源に関する情報発信を行う。
・全市町村を対象に、本イベントへの取組みを推奨
（１）啓発冊子および社会資源リストの配布、
（２）窓口担当者向け研修用DVD・テキストの配布、
（３）情報コーナー設置希望市町村への実施協力
（のぼり旗の貸し出し等）

講演会

沖縄をブルーに染めよう！！（予定）

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

沖縄県発達障がい者支援センター
沖縄県障害福祉課

県民ホール（沖縄県庁1階）
沖縄県発達障害者支援センター（玄関
前）
平成27年4月2日（木）～8日（水）
※②（３）については、嘉手納町、石垣市
等を予定

一般県民

自閉症児者の事例（仮）

沖縄県自閉症協会

沖縄県総合福祉センター 東棟 403研修2015年3月29日（日）9時～12時30分

90名

・ 賛同する団体を募り、可能な限りブルーに染めてもら
う（電飾、スッタッフにブルーの洋服を着てもらう、ブルー
リボンをつけるなど）
・ リーフレットを配る

・
・
・
・

・ 各事業所
・ 調整中

未定

NPO法人 わくわくの会
アメリカンダイレクトホーム
沖縄県自閉症協会
那覇市通所事業所連絡会

４月２日（予定）

