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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

～障害があってもなくてもみんな一緒
に生きる～
研修と交流の会「出会い 母と子のあ
認定こども園紋別
＜研修と交流＞
ゆみ」
幼稚園（北海道）
１．「生まれてくれてありがとう」ＤＶＤ視
～生まれてくれてありがとう～
聴
２ 障がい児保護者２名からメッセージ
青森市内の青森県観光物産館アスパ
世界自閉症啓発デー・ブルーライトアッ
ムをブルーでライトアップする。
プ
・点灯式
ｉｎあおもり
・パネル展示

青森県

（１）作品展示
（２）パネル展示等
（３）発達障害サポート企画「ＢＩＲＤ」出
張販売
（４）「こだわりの店 つぼみ」出張販売
（５）講演 「地域で発達を支えるために
Ｈ２８年度「世界自閉症啓発デー・発達 必要なものとは！
～発達障害のある方や不登校の方と
障害啓発週間in青森
～知ってください、私たちのこと」につい の関わりを通して学んだこと～」
子ども・若者サポート「つがる・つなが
て～
る」 代表 金澤 拓紀
（６）映画上映 「ぼくは写真で世界とつ
ながる～米田祐二２２歳～」
（７）相談コーナー
（８）発達障害の人の感じ方の体験コー
ナー
（９）余暇活動の紹介、情報提供

主催：認定こども園紋別幼稚園
共催：つくしの会

開催場所

主催：青森県、青森県発達障害者支援
青森県観光物産館アスパム
センター、青森県自閉症協会
（青森市安方一丁目1-40）
共催：青森県精神保健福祉士協会
協力：公益財団法人青森県観光連盟

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「こんぺいと
県民福祉プラザ 4階青森市中央３丁
う」、発達障害サポート企画「BIRD」、青
目２０番３０
森県すこやか福祉事業団「こだわりの
店つぼみ」

平成28年4月2日(土)
18:00～22:00

岩手県

一般県民

平成２８年４月２日（土）
１０：００～１３：３０

一般県民

１８：００

世界自閉症啓発デーに関連した展示
主催 宮城県発達障害者支援センター
ブースを開設。
（株）仙台放送アンテナショップ「仙台縁
仙台スカイキャンドル・ブルーライトアップ ・ポスター掲示
3月25日(金)～4月4日(月)
「えくぼ」
日」
・センターパンフレット，啓発リーフレッ 協力 宮城県自閉症協会
ト，クリアファイルの配布。

ライト・イット・アップ・ブルー in石巻

秋田県

紋別幼稚園職員、保護者、つくしの会
会員
市内幼稚園職員、保護者
療育機関職員、紋別市関係者、希望
者

２０１６年２月２７日（土）
１０：３０～１２：００

紋別幼稚園ホール

テレビ局（株）仙台放送鉄塔をライト
主催 宮城県発達障害者支援センター
仙台市太白区茂ヶ崎大年寺山送信所 4月2日(土)～４月４日（月）
アップ。１２分のブルーライトアップ＋３
仙台スカイキャンドル・ブルーライトアップ
「えくぼ」
鉄塔
～２４：００
分間のチェンジングレインボーを実施。
協力 宮城県自閉症協会

宮城県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

できることさがし展
みんな違ってみんなイイ！～

世界自閉症啓発デー啓発イベント

・石ノ森萬画館のライトアップ
・啓発活動（新聞リレーコラム、駅前に
てティッシュ配り等）
・ワークショップ

・当事者の作品展示
～
ル展示
機関の情報提供

主催：ライト・イットアップ・ブルーin石巻実行
委員会
協力：株式会社街づくりまんぼう、ペンギンズ
石ノ森萬画館
アート工房
後援：石巻市教育委員会、東松島市教育委 （石巻市中瀬２－７）
員会、女川町教育委員会、三陸河北新報
社 石巻日日新聞社 ラジオ石巻FM76 4

主催者：秋田県発達障害者支援セン
後援：秋 明徳館ビル２階
・パネ ター
・支援 田県・県教育委員会・秋田労働局・秋 ジプラザ大講義室
田LD・AD／HD親の会「アインシュタイ 通２丁目１－５１）
ン」・秋田県自閉症協会

世界自閉症啓発デーに合わせて、盛
岡市観光交流施設「プラザおでって」及
主催：岩手県自閉症協会
び東北電力岩手支店の電波塔のブ
後援 ：岩手県
ルーライトアップを行う。

平成28年4月2日～8日

カレッ
平成２８年４月２日（土）
（秋田市中
１０時～１５時

「プラザおでって」（盛岡市中ノ橋通一
丁目1-10）

4月2日（土）18：00～19：00
（東北電力岩手支店のブルーライトアッ
プは同日18：00～21：00）

一般住民向け

一般住民向け

一般住民向け

１００人
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

どれみふぁクラブ（様々な知的ハン
ディを持った２０名のメンバー）による
合奏
・市川恵美さん（ソプラノ歌手）の独唱、 栃木県自閉症協会、栃木県
太鼓、ジャズ演奏など

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

オリオンスクエア
(宇都宮市オリオン市民広場）

４月２日（土）１５：００～１８：００

県民等

ブルーライトアップ

県民に対して、自閉症等の発達障害に
ついての関心を高めるとともに、考える
栃木県自閉症協会、栃木県
機会とするため、建物をブルーにライト
アップする

栃木県庁昭和館

４月２日（土）１７：００～２１：００

県民等

啓発チラシ等の配布

JR宇都宮駅において、啓発リーフレッ
栃木県自閉症協会、栃木県
ト等を配布する

JR宇都宮駅

４月６日（水）８：００～９：００

県民等

発達障がいに関するパネル展

発達障がいに関するパネルやポスター
宇都宮市、共催 宇都宮市自閉症児者
宇都宮市役所 市民ホール予定
展示 ，リーフレット等啓発物品の配布
親の会

平成28年4月4日（月）～4月8日（金）予
約1000名予定
定

発達障がい啓発講演会

市民向けの発達障がいの理解や対応
宇都宮市、共催 宇都宮市自閉症児者 宇都宮市子ども発達センター 多目的
等についての講演会（テーマ及び講師
親の会
室予定
未定）

平成28年4月3日（日）予定

広報にっこう
記事の掲載

広報にっこう
4月号－情報なびへの掲載

自閉症啓発コンサート

栃木県

－

－

国分寺庁舎・国分寺公民館
南河内庁舎・南河内公民館
石橋庁舎・石橋公民館

－

ポスター掲示、リーフレット配布

各庁舎窓口、公民館にポスター掲示や
リーフレットを設置・配布する

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
週間INぐんま

自閉症患者が作成した作品展や周知 主催者:群馬県、群馬県自閉症協会
DVD上映等
:共催者:前橋市、館林市

前橋市自閉症・発達障害啓発活動

・啓発ポスター掲示
・市フェイスブック掲載

シンボルタワー・ブルーライトアップ

邑楽町のシンボルタワーをブルーにラ
邑楽町（教育委員会・健康福祉課・商
イトアップすると共に、「世界自閉症啓
工振興課）
発デー」の文字を投影する。

シンボルタワー未来MiRAi

平成28年4月2日（水）
１８：００～２１：００

邑楽町のシンボルタワーをブルーにラ
邑楽町教育委員会
イトアップ
するとともに、「世界自閉症啓発デー」 邑楽町健康福祉課
邑楽町商工振興課
の文字を投
影する。

シンボルタワー未来MiRAi

平成２８年4 月2 日（土）
１８：００～２１：００

①埼玉県庁本庁舎第２庁舎間渡り廊
下

①平成２８年３月２５日
～４月１２日

共催
日本発達障害ネットワーク埼玉

②埼玉県庁本庁舎東側壁面

②平成２８年４月１日

主催 埼玉県

県広報紙

平成２８年４月１日発行

－

①群馬県社会福祉総合センター
②群馬県生涯学習センター
③

前橋市(子育て支援課・障害福祉課・健
前橋市保健センター・保健所
康増進課)

約70名予定

－

Ｈ28.3上旬～Ｈ28.4下旬
①平成28年3月26日
②、③平成28年3月27日～4月2日

－
①定員300名
②、③来場者見込み 計９００人

平成28年3月28日～４月8日

群馬県

群馬県邑楽町教
シンボルタワー・ブルーライトアップ
育委員会

埼玉県庁内での啓発活動

彩の国だより ４月号掲載

①パネル展示
・世界自閉症啓発デー及び発達障害
啓発週間の案内
・発達障害の説明
・発達障害の診療・療育について
・「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓
発週間」の案内

主催 埼玉県

対象：埼玉県民

対象：埼玉県民
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）
ＪＲさいたま新都心駅での
啓発活動

取組（イベント）の内容
啓発用チラシの配布

主催者・共催者等
主催：埼玉県
共催：埼玉県自閉症協会
協力：さいたま市

１支援機関のパネル展示
世界自閉症啓発デー 発達障害啓発 ２相談コーナーの設置（相談支援専門員
対応）
週間２０１６
主催：所沢市
３ビデオ鑑賞スペースの設置（啓発関連
(啓発展示会)
ビデオ放映）
世界自閉症啓発デー 発達障害啓発 発達障害についての理解促進を図るこ
とを目的に、保護者や支援者、市民な
週間２０１６
どを対象とした講演会を開催する。
主催：所沢市
(講演会)
講師：国立精神神経医療研究センター
原口英之 氏

開催場所
ＪＲさいたま新都心駅
コンコース
市役所１階

市民ホール

市役所８階

大会議室

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時
平成２８年４月１日
１３時～１５時
平成２８年４月２日（土）
午前９時～午後４時
２日午前１０時～、
４日正午～、
８日は午後３時まで

対象：埼玉県民
８日（金）

参加：
福祉、保健、教育、就労、民間など
２７の機関・団体
（予定）
対象
平成２８年３月２６日（土）午前１ 当事者、保護者、支援者、市民およ
０時～正午
び発達障害に関心のある方
募集 １００人

航空公園駅前広場に展示してある日
本初国産旅客機ＹＳ－１１をライト
アップし、自閉症をはじめとする発
達障害の啓発活動を行う

ライト・イット・アップ・ブルー所
沢２０１６

主催：ライト・イット・アップ・ブ
西武新宿線 航空公園駅
ルー所沢実行委員会
東口駅前広場
後援：所沢市

平成２８年４月２日（土）
午後4時～8時：演奏会等
午後6時～8時：点灯

参加者
当事者、保護者、支援者など

志木市児童発達相談センター

平成２８年４月１日発行

主に志木市民

※「世界自閉症啓発デー」「発達障
害啓発週間」のお知らせ
※発達障害の簡単な説明
※志木市児童発達相談センター「す
きっぷ」の案内
広報しき４月号とホームページへの
掲載

埼玉県

市広報紙、市ホームページ
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

平成２８年度、障害者差別解消法の特集
記事を広報紙とホームページでそれぞれ
掲載するほか、年間を通じて広報紙と
ホームページにおいて障害や障がい者へ
の理解につながる記事を１か月ごとに定
期掲載する。その一環として４月１日付
けの広報紙およびホームページに、自閉
症・発達障害関連の記事を掲載する。

（仮称）
広報紙・ホームページ活用で障がい
者理解の促進

加須市民

広報掲載

広報ひだかで「世界自閉症啓発
デー」及び「発達障がい者啓発週
間」の周知をすると共に発達障がい

町広報

広報にて啓発記事を掲載予定

市報かぞ「おしらせ版」
加須市公式ホームページ

伊奈町町民

町広報

Light it up blue所沢
実行委員会

西武新宿線「航空公園」駅
東口駅前広場

平成２８年４月１日発行

主に加須市民

毎年４月１日号

日高市民

4月2日16:00~20:00

一般（どなたでもご参加いただけ
ます）

プレイベント16:00~18:00
・大道芸人Yogiのバルーン&ジャグリングショー
・HIPHOPDANCE「∞MYGEN STARZ」
・マンドリンアンサンブル「さくら草」
・防衛医科大学校&日本社会事業大学ブラスバンド
・天理教本芝房ハーモニックウィンズ

ライト・イット・アップ・ブルー所
沢2016
未来を生きる子どもたちにもっと光
を！

千葉県

YS-11ライト・イット・アップ・ブルー点灯
式18:00
演奏会18:10〜20：00
・入間修武太鼓（航空自衛隊入間基地太鼓部）
・日本大学芸術学部音楽学科
・風見穏香（シンガーソングライター）
・松山優太（ヴォーカリスト）
※点灯式にて先着100名様に「ひかりのたね」プレ
ゼント
※会場にて啓発リーフレットおよびガイドブック
配布

第８回世界自閉症啓発デーinちば
～みんな大切な仲間です～

寸劇や疑似体験を通して支援を必要と
する自閉症とその支援についての理解
を深める、キャラバン隊公演、障害を
持つ方、一般の方々によるバンド演奏
とダンス。自閉症の方々のミニコン

【主催】
世界自閉症啓発デーちば実行委員会
Qiball（キボール）
平成２８年４月２日（土）
（千葉県自閉症協会・千葉市発達障害
千葉県千葉市中央区中央４丁目５－１ １１時～１７時
者支援センター・千葉県発達障害者支
援センター）

平成２８年度障害者週間展示事業

市民への啓発活動の一つとして、障害
者週間に合わせ、市内の福祉施設、 流山市 障害者支援課
福祉事業所、福祉団体の展示を行う。

市役所 市民ギャラリー

平成２８年度障害者週間展示事業

市民への啓発活動の一つとして、障害
者週間に合わせ、福祉シンポジウムを 流山市 障害者支援課
行う。

流山市生涯学習センター
ホール

多目的

平成２８年１１月２９日（火）～
12月９日（金）

展示事業により、市役所来庁者

平成２８年１２月４日（日）

市内全域 事前申し込みなし
００名

定員２
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

習志野市役所内

・テレビモニター（３月２５日～４月８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）

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

○自閉症スペクトラムの生徒を中心と
した共通理
解・新担任への引き継ぎ会(個別の教
育支援計画の
東金市立西中学校
活用)
○啓発活動の一環として，努めてブ
ルーの衣服を着
用する。

校内

平成２８年４月２日～８日 ブルーシャツ
着用
教職員３０名
職員研修を実施

区報掲載による啓発

めぐろ区報に「世界自閉症啓発デー」
及び「発達障害啓発週間」に関する記 目黒区
事を掲載

めぐろ区報1面右上囲み記事

平成28年3月25日号

一般区民

パネル展示

理解啓発を目的としたパネル展示の実
世田谷区
施

世田谷区役所第2庁舎ロビー

平成28年3月25日（金）～4月8日（金）

一般区民

タワーホール船堀ブルーライトアップ

タワーホール船堀のブルーライトアップ
江戸川区
の実施

タワーホール船堀

平成28年4月2日（土）～8日（金）
日没から

一般区民

①グリーンパレス
②タワーホール船堀

①平成28年4月3日（日）13時30分
②平成28年4月8日（金）18時30分

一般区民
①200人
②300人

小平中央図書館

平成28年4月2日（土）～7日（木）

一般市民

平成28年4月4日（月）～8日（金）
9時～17時

一般市民

市民に向けた広報啓発活動

広報紙等を通じての広報啓発

・テレビモニター
・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）

主催者・共催者等

習志野市保健福祉部障がい福祉課

発達障害啓発週間について、市の広
報紙「広報うらやす」の4月１日号に掲 浦安市
載する。

千葉県発達障害者支援センターより配 千葉県発達障害者支援センターより配
布される懸垂幕の設置
布される懸垂幕の設置

千葉県教育委員会 職員研修(ブルーシャツ)

東京都
発達障害啓発週間イベント

発達障がい関連図書資料の展示

①映画「シンプル・シモン」上映会、座
談会「アスペルガー症候群を知ろう！」 江戸川区
及びパネル展
②映画「シンプル・シモン」上映会及び
小平市立中央図書館において特設
コーナーを設置し、発達障がいに関す 小平市障がい者支援課
る図書資料の展示・貸出を行う。

主催：障害者週間・福祉のつどい実行
東村山市役所 いきいきプラザ1階ロ
委員会
共催：東村山市、東村山市社会福祉協 ビー
議会

障害者週間・福祉のつどい特別企画
発達障害啓発週間啓発展示会

発達障害に関するパネル展示

自閉症啓発ブルーライトアップ

横浜マリンタワー、横浜・八景島シーパ
神奈川県自閉症協会
ラダイス、江の島シーキャンドル、大磯
神奈川県自閉症児者親の会連合会
プリンスホテルのブルーライトアップ

自閉症啓発作品展

当事者作品展

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
景島シーパラダイス
の島シーキャンドル
磯プリンスホテル
横浜マリンタワー

横浜・八
江 平成28年４月２日（土）
大 分から22時まで

18時30

一般

平成28年４月２日（土）
12時か
ら
平成28年４月８ 一般
日（金）
12時まで
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

未定

国立特別支援教育総合研究所
筑波大学附属久里浜特別支援学校

横須賀市総合福祉会館

平成28年12月３日（土）

対象者 特になし
定員400名
（事前申込）

Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ Ｂｌｕｅ in Ｊａｐａｎ２０１６

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（土）18時から22時

一般県民1000名程度

藤沢市、藤沢市自閉症児・者親の会
共催

藤沢駅北口地下 藤沢市民ギャラリー
3月24日から4月4日
展示場

厚木市自閉症児・者親の会
厚木市障害者福祉事業所連絡会
厚木市

本厚木駅北口広場

平成28年4月2日（土）
12時から13時

一般

南足柄市

南足柄市

平成28年３月15日号広報誌

南足柄市民

中井町民

第10回藤沢市自閉症児・者作品展
神奈川県
「世界自閉症啓発デー」啓発活動

自閉症児をはじめとする、発達障がい
に対する理解の促進のため、自閉症
の方が作成された絵画等の展示と啓
発パネルの掲示を行う。
世界自閉症啓発デーにあたり、直接市
民へ自閉症についての理解を求める
ため啓発活動を実施

南足柄市の広報誌等を通じての周知
啓発

発達障害啓発週間のイベント等の周
知

中井町の広報紙を通じての広報啓発

広報誌に、自閉症等の発達障がいの
理解促進を図る内容について掲載し、 中井町
広く啓発する。

中井町

広報なかい ４月１日号

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
週間 in かながわ

商業施設にて下記項目を実施
神奈川県
・イベント（大道芸、コンサート）開催
・啓発パネル及び当事者作品等展示 神奈川県自閉症協会
・関連書籍及び簡易相談コーナー設置 神奈川県自閉症児者親の会連合会
・啓発チラシ配布

イトーヨーカドー小田原店

平成28年４月９日（土）
ら16時

・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プ
世界自閉症啓発デーライトイットアップ
・NEXT21ビルにおけるブルーライトアッ
ブルー
プ
・発達障害の理解促進のための啓発
グッズを配布
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ポス
ター、パンフレット、当事者・関係者か
高層建築物のライトアップ

新潟県教育委員会 高層建築物のライトアップ

ＮＥＸＴ２１ビルのライトアップ

デンカビッグスワンスタジアム

・新潟県（新潟県発達障がい者支援セ ・デンカビッグスワンスタジアム（新潟
市中央区）
ンターRISE）
・新潟市（新潟市発達障がい支援セン ・NEXT21ビル（新潟市中央区）
ターJOIN）
新潟県（新潟県発達障がい者支援セン
リバーサイド千秋（長岡市）
ターRISE）
新潟県 新潟市
新潟県発達障がい者支援センター
「RISE(ライズ)」、
新潟市発達障がい支援センター
新潟県 新潟市
新潟県発達障がい者支援センター
「RISE(ライズ)」、
新潟市発達障がい支援センター

啓発用グッズ配布及びパネル展示

・理解促進のためのポスター・パンフ
レット・関係者
からのメッセージ等の掲示
・リーフレットを織り込んだポケット

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１
週間（発達障害啓発週間）、富山城を 富山県
青くライトアップする。

世界自閉症啓発デー2016とやま
富山県

主催者・共催者等

世界自閉症デーin 横須賀2016

（江の島シーキャンドル）

新潟県

取組（イベント）の内容

①世界自閉症啓発デー（４月２日）にあ
わせて、ショッピングセンターにて啓発
リーフレット等の配布（街頭啓発活動）
②「そだてる」を考える（セミナー開催）

新潟県 発達障がい者支援センター
「RISE」

とやま発達障がい親の会
（共催 富山県発達障害者支援セン
ター）
（後援 富山県 富山県教育委員会）

一般県民1000名程度

11時か

一般

・デンカビッグスワンスタジアム：平成
28年４月２日（土）17:30～21:00
・NEXT21：平成28年４月２日（土）17:30
～23:00
・パネル展示：平成28年３月28日（月）
～４月８日（金）
・グッズ配布：平成28年４月２日（土）

新潟市中央区西堀通6 番町866

平成２８年４月２日（土）17:30～23:00

新潟市中央区清五郎67 番地12

平成２８年４月２日（土）17:30～

リバーサイド千秋
長岡市千秋2-278

・グッズ配布 平成２８年４月２日（土）
・パネル展示 ３月２８日（月）～４月８日
（金）

富山城址公園

平成28年4月2日～4月8日

広く一般県民

①ショッピングセンター（調整中）
②サンシップとやま

①平成28年4月2日 10:00～
②平成28年6月12日

広く一般県民
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

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 NGOダイバーシティとやま
（後援 富山県 南砺市 富山県自閉
ライトアップブルー＠五箇山菅沼合掌 掌造り集落を青くライトアップする。
造り集落＆自閉症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 症協会）
するワークショップを開催する。

開催場所

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
①平成28年4月2日
造り集落
②ワークショップ：吾郎平（南砺市菅沼 ②平成28年4月2日
９０６）

日没時～21:00
19:15～20:45

①広く一般県民
②先着３０名

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
アメリカンホーム医療・損害保険㈱・㈱
ライトアップ：「タワートリプルワン」ビル 平成28年4月2日～4月8日 日没時～
せて、ＪＲ富山駅前にあるビル㈱スカイ
広く一般県民
スカイインテック合同開催（後援 富山
（富山市牛島新町5-5）
22:00
インテックの「タワートリプルワン」ビル
県 ）
を青くライトアップする。

公開講演会

講演『発達障害のある人へのコミュニ
ケーション支援』
香川大学教授 坂井 聡氏

石川県発達障害支援センター

石川県地場産業振興センター

H28.3.6(日）14:00～16:30

ポスターの掲示・リーフレットの設置

ポスターの掲示・リーフレットによる普
及啓発

県保健所
南加賀保健所
石川中央保健所
能登中部保健所

庁舎

発達障害者啓発週間終了まで

ポスターの掲示・リーフレットの設置

ポスターの掲示・リーフレットによる普
及啓発

能登町

庁舎・支所・出張所

H28.4

・市役所、子育て支援センター等にブ
世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週 ルーの台紙で作成したポスターを掲示す
間」普及啓発のためのポスター掲示と、 る。
関係図書展示
・市内図書館に、自閉症や発達要害関連
書籍の展示コーナーを設ける

教育関係者、医療関係職員、保育関
係職員、児童福祉施設職員、障害児
者支援事業所職員、就労支援機関職
員、県市町職員、保護者、一般

・かほく市役所
（主催）かほく市役所健康福祉課内こど ・宇ノ気保健福祉センター（ほのぼの健 H28年3月25日～4月8日（予定）
も発達相談支援センター
康館）
・宇ノ気子育て支援センター

Ｈ２８年４月号広報掲載予定

石川門ブルーライトアップ

金沢城石川門をブルーにライトアップ
する

金沢城址公園石川門

自閉症・発達障害の方から募集した作 みんなでブルーライトアップ実行委員
品展示
会

石川県庁展望ロビー、金沢四高記念
館

図書館での啓発コーナー

図書館で啓発パネルの展示、自閉症・ みんなでブルーライトアップ実行委員
発達障害に関する書籍を紹介
会

金沢市内３図書館
・金沢市玉川図書館
・金沢市泉野図書館
・金沢海みらい図書館

LIUB（Light It Uｐ Blue） Fukui

福井県自閉症協会のFacebookを通じ
福井県自閉症協会
ての発達障害関連情報の広報啓発

啓発作品展等

福井大学自閉症デー illumination プ 福井大学文京キャンパス総合塔のブ
ロジェクションマッピング
ルーライトアップの実施

H28.4.2（土）
石川県庁展望ロビー
H28.4.2（土）～4.7（木）

一般を対象

一般を対象

金沢四高記念館
H28.3.25（金）～4.7（木）

一般を対象

一般県民

主催：福井大学子どものこころ診療部
福井大学文京キャンパス総合塔

平成２８年４月２日（土）

一般県民

①作品・支援グッズの展示やライブペ
世界自閉症啓発デー2016 サムシン
イント＆ワークショップ等
グブルーinふくい ～あおいひかりでつ
サムシングブルーふくい
②協賛者によるベローライトでのブ
なごう～
ルーライトアップ

①アオッサ１階アトリウム
②福井県内の協賛店舗

①平成２８年４月２日（土）
②平成２８年４月２日（土）
～平成２８年４月８日（金）
の期間中随時

一般県民

世界自閉症啓発DAY
「みんながともに生きるために・・・」

福井新聞社風の森ホール

平成２８年４月２日（土）
１３：００～１６：００

一般県民
３００名

平成２８年４月２日（土）
１３：３０～１６：３０

一般県民
１５０名

①平成２８年４月３日（日）
午前１０時から
②平成２８年４月９日（土）
午前１０時から

一般県民
１５０名

自閉症啓発セミナー２０１６

福井県

みんなでブルーライトアップ実行委員
会

「世界自閉症啓発デー」映画上映会

協力：福井大学明石研究室

音楽会、講演会、トークセッションを通
ゆめのたまごプロジェクト
じての啓発イベント

主催：福井県・福井県発達障害児者支
各ライフステージ（幼児期、学齢期、成 援センタースクラム福井
人期、親の立場）における支援や対
福井県立図書館多目的ホール
応、現状についての講演会
協力：福井県自閉症協会・日本発達障
害ネットワ ク福井・福井県手をつなぐ
自閉症の理解促進に寄与する映画の
上映会
福井県生涯学習センター
福井県生活学習館
①『ぼくはうみがみたくなりました』
②『ちづる』
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

発達障害啓発週間にあわせた広報啓 発達障害関連図書の紹介、パネルの
発
設置

福井県立図書館

福井県立図書館

平成２８年３月２５日（金）
～平成２８年４月１０日（日）

一般県民

越前市広報３月号

広報誌を通じての広報啓発

越前市

越前市

平成２８年３月１５日（火）発行

越前市民

発達障がい特集コーナーの設置

発達障がいに関する絵本や図書、パ
ネル、パンフレット等の特集コーナーの 越前市中央図書館
設置

越前市中央図書館

平成２８年４月１日（金）
～平成２８年４月３０日（土）

一般県民

映画上映会

発達障害に関する映画の上映会

越前市中央図書館

越前市中央図書館

平成２８年４月３０日（土）

一般県民

発達障害関連図書コーナーの設置

発達障害に関する図書の特集コー
ナーの設置

美浜町立図書館

美浜町立図書館

平成２８年３月１５日（火）
～平成２８年４月２日（土）

一般県民

キャンペーン①

・ヴァンフォーレ甲府のホーム ゲーム
の入場ゲート３か所で啓発グッズの配
布
・競技場内電光掲示板と場内アナウン
スによるPR

山梨県
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

山梨中銀スタジアム

平成２８年３月１９日（土）

対象：不特定多数
啓発グッズ：4200セット

キャンペーン②

・甲府駅南口、北口２か所で啓発グッ
ズの配布
・駅構内のイベントスペースで大学生と
高校生によるアカペラのミニコンサート
・ご当地ヒーローや地元ゆるキャラのス
テージ

山梨県
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

JR甲府駅

平成２８年４月２日（土）

対象：不特定多数
啓発グッズ：1200セット

キャンペーン③

・ショッピングセンターで啓発グッズを
配布

山梨県自閉症協会
（富士吉田支部）

河口湖ショッピングセンター
BELL

平成２８年４月２日（土）

対象：不特定多数
啓発グッズ：300セット

ポスターの配付

・県内市町村、学校、金融機関、商業
施設等にポスターの掲示を依頼

山梨県

県内の市町村、学校、金融機関、商業
平成２８年４月２日（土）
施設等約500機関

地元新聞社の協力による広告

・地元新聞社本社ビル入り口の電光掲 山梨県
示板（デジタルサイネージ）での広告 山梨県自閉症協会

山梨県

山梨文化会館

平成２８年４月２日～同月８日

9/25ページ

○世界自閉症啓発デー２０１６ 関連情報について
都道府県名

長野県

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

ライト・イット・アップ・ブルー
in Japan 2016 実行委員会

ライト・イット・アップ・ブルー

富士急ハイランド観覧車

広報誌に掲載

全戸配布の市の広報誌（5月号）を通じ
山梨市
て、広報啓発

ライト・イット・アップ・ブルー

富士吉田市庁舎及び富士山ドームの
富士吉田市
ライトアップ

マスコミを活用したPR

上記取組について取材、報道をマスコ
ミに依頼

展示

・ポスター、リーフレットの掲示、配布
・啓発コーナーの設置

広報啓発

CATV等で広報啓発

ポスター・リーフレット設置

開催場所

富士急ハイランド

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成２８年４月２日（土）

平成２８年４月

市庁舎及び富士山ドーム

平成２８年４月２日（土）

飯田保健所及び飯田保健所阿南支所
発達障害開発週間中
（所入口）

一般住民・来庁者対象

王滝村

村内

平成28年４月２日～４月８日

村内

・ポスター、リーフレットの掲示、設置

軽井沢町

木もれ陽の里

平成28年２月～４月

広報紙を通じての広報啓発

広報紙を通じての広報啓発

池田町

池田町広報誌「広報いけだ」4月号

平成28年４月

全戸配布

28年3月発行の広報ながのに掲載

啓発デー・啓発週間の周知
相談窓口の周知

長野市役所障害福祉課・子育て支援
課

長野市役所障害福祉課・子育て支援
課および委託事業所

随時

希望者

富士見町コミュニティープラザ１階

平成28年４月２日～４月８日

一般住民

茅野市民館

◆ライトアップ＆点灯式
平成28年４月２日
18：30～ 点灯式
19：00～22：00 ライトアップ

一般住民

茅野市役所ロビー

約２週間

来庁者対象

当事者の作品、ポスター展示

Light It Up Bule Chino

当事者の作品による存在のアピールと
理解を深めるための掲示物の作成、展 富士見支え合う親の会
示
◆ライトアップ＆点灯式
18：30～ 点灯式
（株）地域文化創造
19：00～22：00 ライトアップ
◆啓発イベント

ながの発達障害啓発週間「結」プロジェ
パネル展示の協力
クト応援メッセージ展示

ＪＤＤネットワークながの
「結」プロジェクト実行委員

「世界自閉症啓発デー」
「発達障害啓発週間」

・ＪＤＤ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

・パネル展示
・リーフレット配布等

検討中

平成28年４月４日～４月８日

北信圏域内の発達障がいに関わる方
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

ＦＣ岐阜との連携によるキャンペーン

取組（イベント）の内容

開催日時

岐阜県自閉症協会
FC岐阜
岐阜県発達障害者支援センターのぞ
み
岐阜県健康福祉部障害福祉課

長良川競技場（岐阜市）

平成２８年３月２６日（土）

岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック
岐阜市福祉部障がい福祉課

みんなの森ぎふメディアコスモス（岐阜 平成２８年４月２日（土）～
市）
平成２８年４月８日（金）

市民

海津総合福祉会館ひまわり１階談話
室（海津市）

平成２８年４月２日 (土）～
４月８日（金）

市民

JR岐阜駅信長ゆめ広場をブルーライト
岐阜県健康福祉部障害福祉課
アップ

ＪＲ岐阜駅（岐阜市）

平成２８年４月２日（土）

県民

ソフトピアジャパンセンタービルをブ
ルーライトアップ

岐阜県健康福祉部障害福祉課

ソフトピアジャパンセンター（大垣市）

平成２８年４月２日（土）～
平成２８年４月８日（金）

県民

大垣城をブルーライトアップ

大垣市社会福祉課

大垣城（大垣市）

平成２８年４月２日（土）～
４月８日（金）

市民

多治見市役所駅北庁舎をブルーライト
多治見市福祉課
アップ

多治見市役所駅北庁舎（多治見市）

平成２８年４月２日（土）～
４月８日（金）

市民

人道の丘モニュメントをブルーライト
アップ

八百津町健康福祉課

人道の丘モニュメント（八百津町）

平成２８年４月２日（土）～
４月８日（金）

町民

県ホームページに啓発情報を掲載

岐阜県健康福祉部障害福祉課

県ホームページ

平成２８年３月下旬

県民

広報ぎふ3月15日号に啓発記事をと作
岐阜市福祉部障がい福祉課
品展の情報を掲載

広報ぎふ

平成２８年３月１５日までに
全戸配布

広報配布部数：１４０，０００

広報おおがき４月号に啓発記事を掲載 大垣市社会福祉課

広報おおがき

平成２８年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：５６,６００

自閉症啓発デーのための作品展（仮） 自閉症児・者の作品展

「ぼくの・わたしの作品展」

県内各地のブルーライトアップ

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催場所

・ＦＣ岐阜の試合にて啓発ブースの設
置
・FC岐阜スタッフによる啓発
・FC岐阜自閉症応援メッセージ入りクリ
アファイル作成

児童・生徒の作品展示
ポスター掲示
（「広報かいづ」3月号への作品展の情
報掲載）

主催者・共催者等

海津市健康福祉部社会福祉課（発達
支援センターくるみ）
海津市教育委員会社会教育課（なの
はな講座）
岐阜県立海津特別支援学校

観客約６，０００人

岐阜県

広報誌等を通じた広報啓発
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

広報誌等を通じた広報啓発

啓発物品等の作成、配布

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及び発達障害者
週間に関する記事を、市の広報紙、
可児市健康福祉部福祉課
ホームページに掲載

広報かに、市ホームページ

（広報かに）
平成２８年３月１５日号に掲載予定
（ホームページ）
平成２８年３月１５日頃にトップページ
新着情報に掲載予定
※「福祉課・お知らせ」には、H27年度

広報おおの4月号に啓発記事を掲載

大野町民生部福祉課

広報おおの

平成２８年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：７，５００

町ホームページに啓発記事を掲載

大野町民生部福祉課

町ホームページ

平成２８年３月１日（火）～
４月８日（金）

町民

クリアファイル（前掲）、ウエットティッ
シュの作成、配布

岐阜県健康福祉部障害福祉課
県事務所等

JR岐阜駅、ぎふメディアコスモス（岐阜
平成２８年４月２日（土）
市）他県内７カ所

県民、FC岐阜ゲーム観客

世界自閉症啓発デーのポスター掲示と 岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック
リーフレットの配付
岐阜市福祉部障がい福祉課

・岐阜市役所 １階 障がい福祉課
・みんなの森 ぎふメディアコスモス
・ハートフルスクエアＧ ２Ｆ
（生涯学習センター）
・コミュニティセンター（８か所）

平成２８年２月～４月８日（金）

市民

庁舎内にポスターを掲示

大野町役場庁舎内

平成２８年３月～４月上旬

町民

大野町民生部福祉課

世界自閉症啓発デー・藤枝型発達支
援システム構築のための行動計画策
定記念講演会
『NHKハートフォーラムin藤枝』

1部：早稲田大学教育学部 梅永雄二
教授講演
藤枝市子ども家庭相談センター、ＮＨＫ
2部：福祉ジャーナリスト（元NHKアナウ
静岡放送局
藤枝市生涯学習センター ホール
ンサー）の町永俊雄氏司会進行で、梅
ＮＨＫ厚生文化事業団中部支局
永氏と学校コワイ著者よつばもこ氏に
よる福祉フォーラムを開催する。

世界自閉症啓発デー 街頭啓発活動

静岡県自閉症協会三島支部の会員が
街頭でリーフレット、ポケットティッシュ
等啓発グッズを配布し、市民の自閉症 静岡県自閉症協会 三島支部
や発達障害への関心と理解を高めて
もらう機会とする

伊豆の国市役所障がい福祉課の窓口に
「福祉のしおり 共に生きる社会に！」の配架 「福祉のしおり 共に生きる社会に！」
を配架する。

伊豆の国市役所障がい福祉課

平成28年3月26日午後1：30～4：00

広報誌配布部数：３２，６５０

教員・幼保園職員・保健福祉関係者・
一般市民等
400人

駿東郡清水町の商業施設（サントムー 平成２８年４月２日（土）午前１０時３０
ン）付近の交差点（予定）
分～

静岡県自閉症協会 三島支部 会員
１０人

伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役
平成28年4月
所大仁支所内 障がい福祉課

なし

市ホームページへの掲載

市ホームページの新着情報欄に、「発
達障害啓発週間」の情報を掲載し、広 磐田市
報啓発を行う。

磐田市ホームページ

発達障害啓発週間前後（３月中旬～４
磐田市民
月中旬）

広報誌「いわた」への特集掲載

市内全戸配布する、広報誌「いわた」
への特集を掲載し、広報啓発を行う。

磐田市内

広報誌「いわた」３月号（予定）

磐田市民

４月１０日（日） 9：45～16：00予定

一般、支援員
２００名

磐田市

基調講演 梅永雄二氏
早稲田大学教授
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
シンポジウム シンポジストについては 主催 静岡県自閉症協会
検討中
静岡県自閉症協会の各支部の主な最
厚生労働省からのポスターを地域への掲示 寄りの駅やショッピングモールにて４月
２日にリーフレットを配布する
と
主催 静岡県自閉症協会
リーフレットを地域へ配布する
世界自閉症啓発デーに合わせて支部
の地域にポスターを掲示する

静岡県総合福祉会館 シズウエル

静岡県自閉症協会の各支部の最寄り
４月２日（土）
の駅やショッピングモール

最寄りの駅やショッピングモールを利
用する一般の方々

12/25ページ

○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

静岡県
ブルーライトアップ

静岡県自閉症協会、静岡県発達障害
エスパルスドリームプラザ
エスパルスドリームプラザ観覧車のブ
者支援センター、株式会社ドリームプラ
（静岡市清水区入船町13-15）
ルーライトアップ
ザ

４月２日（土） 日没より

ブルーライトアップ

静岡県自閉症協会、静岡県発達障害
沼津港大型展望水門「びゅうお」
大型展望水門「びゅうお」のブルーライ
者支援センター、沼津市産業振興部観
（沼津市本字千本1905番地の27）
トアップ
光交流課

４月２日（土）～４月８日

ブルーライトアップ

掛川城のブルーライトアップ

主催 静岡県自閉症協会、静岡県発
掛川城
達障害者支援センター、掛川市地域支
（掛川市掛川1138-24）
援課

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

協力図書館、書店

啓発用のぼりの設置

発達障害啓発週間ののぼりを県庁舎
に設置

静岡県

啓発ウォーキング

第32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
静岡県草薙陸上競技場
者支援センター

講演「自閉症や発達障害の子どもたちと、そ
分かりあおう、支えあおう「発達障害っ の家族の支えるために」
講師：愛知県心身障害者コロニー中央病院 愛知県
てなんだろう？」講演会
小野真樹
公演：「みんな違ってみんないい」（発達障害
の疑似体験会）

ポスター掲示

名古屋テレビ塔のブルーライトアップ

広報にて発達障害啓発週間の周知と、 広報誌において、自閉症啓発デーについて
お知らせする。
協力依頼を行う。

４月２日～８日は
発達障害啓発週間

刈谷市産業振興センター
４階 ４０１会議室

４月２日（土）～４月８日（予定）

４月２日（土）～４月８日（予定）

４月３日（日）

静岡県発達障害者支援センター職員、
当事者及びその家族

平成２８年３月１９日
午後１時から午後４時３０分まで

１２０名

本庁西庁舎地下連絡通路

平成２８年３月２５日～４月８日

－

NPO法人アスペ・エルデの会

名古屋テレビ塔

平成２８年４月２日
１８時から

－

豊橋市

豊橋市内
市内各公共施設等で配布

平成28年４月号に掲載

原則、市内全戸に配布予定

一宮市内
市内各公共施設等で配布

平成28年４月号に掲載

原則、市内全戸に配布予定

本庁西庁舎内の地下連絡通路にポスターを 愛知県
掲示

名古屋テレビ塔のブルーライトアップ

県本庁舎、出先庁舎

４月２日（土）～４月８日

4月号広報に発達障害者週間及び世界自閉
症啓発デーに関する記事を掲載し、自閉症を 一宮市
はじめとする発達障害について啓発を行う
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

ライトイットアップブルーJAPAN ２０１
138タワーをブルーにライトアップする
６

主催者・共催者等

一宮市

開催場所

138タワー

（広報）
春日井市内
市内各公共施設等で配布

広報、ホームページにおける周知

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

市役所来庁者への啓発

発達障がい当事者と市職員が一緒に、市役
豊田市・障がい福祉サービス事業者に
所ロビーで来庁者へ啓発用リーフレットを配
豊田市役所ロビー
よる共同実施
布する。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

4月2日19時から21時30分

－

（広報）
平成28年４月１日号に掲載
（広報）
（ホームページ）
平成28年３月15日から４月８日まで掲 原則、市内全戸に配布予定
載

平成28年4月4日
午前中

市職員５名程度
発達障がい当事者４名程度

愛知県
（社福）大府市社会福祉協議会発行の 「発達が心配な子どもへの支援～発達障が
いについて考える～」を大府市障がい者相談 （社福）大府市社会福祉協議会
広報「おおぶの福祉」で記事掲載
支援センター特集として記事掲載予定

大府市内
市内各公共施設等で配布

広報「おおぶの福祉」3月1日号に掲載
予定
原則、市内全戸に配布予定

岩倉桜まつりにあわせて、岩倉駅東ロータ
リーの一部をブルーでライトアップするととも
に、周辺で啓発チラシを配布する。

岩倉市

岩倉駅東ロータリー周辺

・ライトアップ
4月2日（土）～8日（金）、18：00～21：
一般市民
00
・チラシ配布
4月2日（土）

広報誌において、自閉症啓発デーについて
お知らせする。

愛西市

愛西市内
市内各公共施設等で配布

平成２８年3月号に掲載

イベントなし。
広報誌において、自閉症啓発デーについて
＊広報にて発達障害啓発週間の周知 お知らせする。
と、協力依頼を行う。

弥富市

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
週間 in 岩倉

市の広報にて啓発デーに
ついて掲載

弥富市内
市内各公共施設等で配布

平成28年3月号に掲載

原則、市内全戸に配布予定

原則、市内全戸に配布予定
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 関連情報について
都道府県名

三重県

京都府
京都市

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

①市広報による掲載
②「世界自閉症啓発デー」ポスターを
掲示

①４月号広報に「発達障害啓発週間」に関す
る記事を掲載し、自閉症をはじめとする発達
①あま市
障害について啓発を行う。
②厚労省作成のポスターにより自閉症をはじ ②あま市
めとする発達障害について啓発を行う。

広報へ掲載

村広報4月号へ啓発週間の旨、掲載予定

自閉症の人たちの魅力を多くの方に
知ってもらうための作品展
世界自閉症啓発デー特別企画「第８回 ①作品展（期間中）
三重県自閉症協会作品展」
②コラージュ体験教室 ４月９日（土）１
３：００～１５：００
③書の実演 ４月１０日（日）１１：００～
津城模擬櫓・お城西周辺ブルーにライ
トアップ
Light it Up Blue みえ
パフォーマンスイベント
セミナー開催
LIUBマルシェ

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
・桃山高校吹奏楽部による演奏
・京都府自閉症協会「The BEAT」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
・ヒーローショー「星髪戦士ピースマン」
・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、京都市役所本館

発達障害啓発週間in 花園大学
Hanazono University Light It Up Blue
Campain 2016
「天才アートがやってきた！展in 花園
大学」

花園大学（京都
府）

主催者・共催者等

飛島村
主催：三重県自閉症協会
後援：ＮＨＫ厚生文化事業団中部支
局、三重県社会福祉協議会、三重県、
三重県教育委員会、三重県特別支援
教育研究会、三重県特別支援学校長
会
主催三重県特別支援学級設置学校長
Light it Up Blue みえ実行委員
会
共催 ＮＰＯ法人アスぺ・エルデの会三
重県正会員団体ピカリン、三重県自閉
症協会 NPO法人ぽっかぽかの会
後援 三重県 三重県津市等
京都府発達障害関係団体連絡会
京都府
京都市
京都府発達障害者支援センター
「はばたき」
京都市発達障害者支援センター
「かがやき」
の５者の共催

主催：花園大学
障害者による絵画・作品の展示会（アールブ
共催：ＮＰＯ法人障碍者芸術推進研究機構
リュッ
天才ア
ト展）
ートミュージアム
講師 富田千果子
（天才アートミュージアム理事、京都市立西総
合支
援学校学校運営協議会副会長）

発達障害啓発週間in 花園大学
Hanazono University Light It Up Blue
Campain 2016
基調講演「自閉症のわが子の幸せを願って」 「自閉症のわが子を育てて感じた困難と魅
力。わが
子の子育てや教育のあり方はどの子にも大

花園大学

発達障害啓発週間in 花園大学
Hanazono University Light It Up Blue 大学に所蔵されている、自閉症、発達障害関
連図書
花園大学
Campain 2016
の展示コーナー設置
図書館の関連図書展示コーナー設置

（予定）
①発達障がいのある学生支援
②実践報告
大阪府

発達障がいシンポジウム
世界自閉症啓発デー

主催：大阪府

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①あま市内住民
及び各公共施設等で配布
②あま市内各公共施設等で掲示

①平成２８年４月１日頃を予定
①平成２８年2月頃を予定

①原則、市内全戸に配布を予定
②市内関係機関へ配布し掲示を依頼
予定

飛島村内

平成２８年４月号掲載

原則、村内全戸に配布予定

津市 津リージョンプラザ
（津市西丸之内23－１）

平成２８年４月７日（木）～４月１０日
（日）

限定なし
ただし、４月９日（土）に行われる「コ
ラージュ体験教室」は先着２０名まで。

津市お城前公園とその周辺、津商工
会議所

平成２８年４月２日（土）11時～19時

限定なし

①啓発イベント
平成28年４月２日（土）
18:15～19:30
<障害者相談員による相談は17:00～19:00>

①啓発イベント
京都駅前広場
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
②ブルーライトアップ
館、京都府庁旧本館、京都市役所本館
平成28年４月２日（土）
18:15～22:00

①啓発イベント
観衆500人見込み

教職員、学生、一般市民

花園大学 栽松館・無聖館１Ｆエントランス
ホール

4 月1 日（金）～12 日（火）9：00～17：00

花園大学 惺々館１００教室

2016 年4 月3 日（日）13：00～14：30

花園大学 図書館

2016 年4 月1 日（金）～30 日（土）まで
教職員、学生、一般市民
4 月１～３日及び日曜日閉館、開館時間 平
（一般市民の方は、閲覧可能であるが貸出し
日9：00
不可）
～19：00、土曜日9～15 時、4～6 日9～17 時

人数不問

大阪府男女共同参画・青少年センター 平成28年４月７日（木）
（ドーンセンター）
１４：００～１６：３０

入場無料、予約不要、一般来聴可能
200 名まで

＜対象者＞
発達障がい者、家族、支援者、大学関
係者、行政、等
＜募集人数＞
５００人
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 関連情報について
都道府県名
大阪府

奈良県

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

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

世界自閉症啓発デ
ｉｎ ＯＳＡＫＡ 2016
・大阪城天守閣
・通天閣
・天保山大観覧車

ブルーライトアップ

主催：大阪府、大阪市、
大阪自閉症協会
共催：JDDネット大阪

発達障害啓発イベント

・発達障害に関する講演会
・発達障害への理解促進のためのパ
ネル展示

奈良県
イオンモール大和郡山
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：自閉症スペクトラム障害をめぐる 和歌山県
和歌山県教育委員会
諸問題について
ＮＰＯ法人和歌山県自閉症協会
講師：山﨑晃資氏（日本自閉症協会
会長）

和歌山県勤労福祉会館 プラザホープ
平成２８年４月１０日（日）
４階ホール
１３：３０～１５：４５

定員：２５０名

和歌山城ブルーライトアップ事業

「世界自閉症啓発デー」である４月２日
に和歌山城をブルーにライトアップ
和歌山市・和歌山県自閉症協会

和歌山城

平成２８年４月２日（土）

特になし

「みんなの学校」上映会

自閉症に関するテーマを取り扱った映
和歌山市・和歌山県自閉症協会
画の上映会を実施

未定

平成２８年３月下旬予定

５０人程度（予定）

啓発用パンフレット作成

特に自閉症に関するテーマに絞った啓
和歌山市・和歌山県自閉症協会
発パンフレットを作成

東田直樹さん・美紀さん講演会（発達
障がい啓発講演会）

当事者による講演会

ハワイアロハホール

平成28年3月5日（土）
９：３０～１１：３０

県民 ３７２人

平成28年3月13日（土）
１３：００～１６：００

県民 約160人

平成28年４月２日（土）
日没（１８：３０頃）～１６：３０
平成２８年４月２日～
４月８日
（講演会は８日のみ）

―

【講演会について】
保護者、教職員、支援者など
定員 150名

和歌山県

発達特性を生かした子育てと教育的支
幼児期～学齢期の支援、関わり方に
援
ついての講演会
-発達障がい特性の理解と関わり-

鳥取県

鳥取大学医学部付属病院子どもの心
まなびタウンとうはく
の診療拠点病院推進室
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

発達障がい啓発リーフレットの県内コ
ンビニエンスストア配架

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

啓発リーフレットの配布

鳥取県

広報誌への掲載（3月号）
HPでの啓発デーPR（4月）

鳥取県

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県内のファミリーマート（70店舗）、ポプ
平成28年4月1日～30日
ラ（42店舗）にリーフレットを配架

県民

鳥取県
県広報媒体を通じての啓発

町広報誌への掲載

広報4月号への掲載
告知端末での放送

世界自閉症啓発デーin鳥取withふらっと啓発展示

県民

智頭町保健センター

告知端末での放送4月1日

智頭町民

困り感を抱える子を支援する親の会／
鳥取県立人権ひろば２１ふらっと
らっきょうの花

2016年4月1日～4月9日まで

県民

「世界自閉症啓発デー」の周知と自閉 主催 鳥取県自閉症協会
鳥取市中央図書館ほか10図書館
症発達障がいの理解啓発のために、
世界自閉症啓発デーin鳥取2016図書館
関連図書、パネル、チラシ、リーフレッ 共催 鳥取市中央図書館ほか10図書
ト等による展示コーナーを設置
館

街頭啓発活動

ブルーライトアップ

ブルーライトアップ

ブルーライトアップ

パネル展示

主催：岡山県発達障害児・者の親の会
自閉症啓発のチラシを配付すること
連携協議会
で、より多くの皆さんに自閉症を理解し
共催：岡山県、赤磐市
てもらう機会とする。
後援：岡山市、倉敷市

①JR岡山駅前
②ＪＲ倉敷駅
③赤磐市内
④津山市内

世界自閉症啓発デーに会わせて、観
光名所のライトアップ（ブルー）を行い、 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
岡山市 岡山城天守閣
自閉症をはじめとする発達障害につい 協力：岡山市
て、広く啓発する。
主催；ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
世界自閉症啓発デーに会わせて、観
共催；津山地域自立支援協議会・津山
光名所のライトアップ（ブルー）を行い、
市
津山市 鶴山公園備中櫓
自閉症をはじめとする発達障害につい
後援；おかやま発達障害者支援セン
て、広く啓発する。
ター
世界自閉症啓発デーに会わせて、観
光名所のライトアップ（ブルー）を行い、
主催：総社市
総社市 備中国分寺五重塔
自閉症をはじめとする発達障害につい
て、広く啓発する。

自閉症についての啓発パネルと子ども 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
達の絵・作品展示
共催：岡山市

岡山市役所１階市民ホール

鳥取市立中央図書館 4月2日(土)～
4月8日(金)
ほか、県内10図書館で1週間～1ヶ月 県民
程度開催
①～③：平成２８年４月２日（土）10：00
～12：00
一般
④：平成２８年３月２８日（月）10：00～
12：00

平成２８年４月２日（土）

一般

平成２８年４月４日（月）

一般

平成２８年４月２日（土）～８日（金）

一般

平成２８年４月６日（水）～
４月８日（金）

一般

17/25ページ

○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

パネル展示

主催；ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
共催；津山地域自立支援協議会・津山
自閉症についての啓発パネルと子ども
津山市役所１階市民ロビー
市
達の絵・作品展示
後援；おかやま発達障害者支援セン
ター

平成２８年３月２８日（月）～４月８日
（金）

一般

映画上映会

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
共催：岡山県（予定）
くはうみがみたくなりました」の上映
後援：岡山市、倉敷市、 赤磐市、津山
市（以上予定）

①岡山市岡西公民館
②赤磐市立中央公民館
③津山市立中央公民館
④くらしき健康福祉プラザ

①平成２８年４月１７日（日）
②平成２８年４月２１日（木）
③平成２８年４月２４日（日）
④平成２８年５月１５日（日）

一般

岡山県立図書館 １階 エントランス

平成２８年３月２３日（水）～４月１７日
（日）

一般

平成28年4月1日～8月31日

一般

県全域

①平成２８年３月１日（火）～
４月３０日（土）
②平成２８年４月１日（金）～
４月５日（火）
③平成２８年３月号または
４月号

一般

呉市中央３丁目１０－３
呉市中央図書館

平成２８年４月２日～８日

図書館来訪者約８，０００人

岡山県

関連図書の展示
啓発パネル、ポスター等の掲示
連携展示発達障害を知ろう－４／２は「世
ＤＶＤ放映 等

主催：岡山県立図書館
協力：NPO法人 岡山県自閉症協会

主催：岡山市立中央図書館
自閉症・発達障害に関する本の展示と
協力：NPO法人 岡山県自閉症協会
自閉症・発達障害関連展示「自閉症・発
リーフレット等の設置

自治体の広報媒体等による啓発

呉市中央図書館特設展示
「発達障害を知っていますか」
ケーブルテレビによる広報啓発

図書館における特設コーナーの設置

①県内コンビニエンスストア等への啓
発チラシ設置
②県庁舎懸垂幕の掲示
③市町村広報誌への啓発記事掲載

実施主体：①②県、③市町村

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
呉市
いジャンルの図書を紹介するとともに，
ポスター掲示等による啓発活動を実
たけはらケーブルネットワーク「タネッ
ト」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
上げる。
市立竹原書院図書館において啓発パ
ネルの設置及び発達障害を扱った図
書の紹介

岡山市立中央図書館 １階

３月下旬または４月初旬の放送を予定

市立竹原書院図書館

３月下旬または４月初旬を予定

広報・HPを活用した啓発

広報みはら・三原市HPに掲載

平成２７年４月１日～４月３０日

広報誌への掲載

広報ふちゅうへ市民向けに、発達障害
啓発週間に合わせ、発達障害への理
府中市
解を深めるための啓発記事を掲載す
る。

－

平成２８年４月１日発行

府中市民

広報誌への掲載等

広報しょうばらや告知放送等で「世界
自閉症デー」及び「発達障害啓発週
間」について紹介する。

―

広報しょうばら：４月５日発行

―

ブルーキャンペーン

市役所，大竹駅前ひろばをブルーライ
主催：ハートとハート～子育てと発達障
トアップで彩るほか，ブルーリボンの配
害を考える会～
大竹市役所，大竹駅前ひろば
布やパネル展示による啓発活動をす
共催：NPO法人「ハローの仲間」
る。（「ブルーキャンペーン」）

平成２８年４月２日～４月８日

５０人

図書館への特設展示

図書館に特設コーナーを設置し、関係
東広島市
図書の紹介等を行う。

東広島市立中央図書館

平成28年4月2日～4月8日

広報誌・HPへの掲載

「広報あきたかた」や市ホームページ
に、発達障害への理解を深めるための 安芸高田市
啓発記事を掲載する。

平成28年4月号広報あきたかた
市ホームページ

平成２８年４月１日発行
平成２８年４月２日～８日

庄原市

約30,000人
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

広報誌へ掲載

図書館への特設展示等
広島県
広報誌等への掲載

広報誌への掲載

広報誌等への掲載

展示コーナーの設置

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

広報ふちゅうに、「世界自閉症デー」及
び「発達障害啓発週間」に関連した記
事を掲載する。
熊野町立図書館において，特設コー
熊野町発達障害連絡会議（熊野町民
ナー「発達障害ってなんだろう？」を設
生課・福祉課・健康課・学校教育課）
置し，発達障害を扱った幅広いジャン
熊野町立図書館
ルの図書の紹介をする 町内の「放課
ポスター掲示や広報等に掲載すること
により周知を図る

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

町内全域に配付

平成２８年４月１日発行

熊野町立図書館

平成２８年４月１日～４月２７日

平成２８年４月広報発行

広報きたひろしまによる啓発活動を行
う

３月１８日発行の広報きたひろしま４月
号
平成２８年４月２日
・世羅町役場・世羅保健福祉センター・
広報せら、ケーブルテレビ、ポスター、
～４月８日（この日を含み前後する可
世羅町 福祉課
せらにし支所・町内保育所・幼稚園・相
各施設利用者 等
リーフレットなどによる啓発活動
能性あり）
談支援事業所 等
（広報せらは３月１５日発行）
平成28年４月２日
発達障害啓発にかかる展示物の特設 福祉課（「児童発達支援事業所すずら
～４月８日（この日を含み前後する可
世羅保健福祉センター
福祉センター利用者
コーナーを設置
ん」より展示物等の協力）
能性あり）
平成２８年４月１日
～４月８日（予定）
平成28年４月２日
～４月８日（この日を含み前後する可
能性あり）

図書館への特設展示

図書館に特設コーナーを設置し、発達 福祉課(教育委員会 社会教育課と連
町内各図書館（甲山・世羅・世羅西）
障害関連図書の紹介
携）

こども園での啓発活動

園児によりシンボルカラー（青色）の旗
めぐみ認定こども園
を作成し、啓発活動を行う

広報誌への掲載

自閉症等の発達障害について

福祉課厚生係

ポスター等での啓発活動

自閉症等の発達障害について

福祉課厚生係

ライト・イット・アップ・ブルー広島

広島城のブルーライトアップ，本通り
アーケード，エールエールA館の行い， 広島県，広島市，広島自閉症協会
初日には点灯式を行う。

広島城，本通り，エールエールA館

平成２８年４月２日～４月８日

ウォーク for オーティズム

一般の方の関心を高めるため，青いも
広島県，広島市，広島自閉症協会
のを身に着けて本通りを行進する。

本通り

平成28年4月2日

約50人

広島県民文化センター

平成28年4月2日

300～350人

広島県立図書館

平成２８年３月２９日～５月８日

図書館来館者

映画で親しむ発達障害 〜「ちづる」上 一般の方の関心を高めるため，発達障
広島県，広島市，広島自閉症協会
映会〜
害に関連した映画を上映

図書館への特設展示

県立図書館所蔵の発達障害関連図書
を特設コーナーを設置し、パネル等で
広島県，広島市，広島自閉症協会
の説明とともに、図書貸出の促進をお
こなう。

とくしま発達障がい啓発イベント
２０１６
知ってください 発達障がいのこと

①啓発映画上映会
｢ぼくはうみがみたくなりました｣
②作品展・パネル展等
③発達障がい疑似体験ｺｰﾅｰ
④個別相談会

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
他親の会等
（②作品展）

めぐみ認定こども園

図書館利用者

こども園来園者 等

平成２８年３月１５日発行
庁舎や保健福祉センター，公民館等の 平成２８年４月１日～
公共施設
４月２８日

徳島県文化の森総合公園内
２１世紀館
（多目的活動室・ミニシアター）

２０１６年４月２日（土）
１０：００～１６：００
（映画上映会は１０：３０～・
１３：３０～の２回）

一般県民
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

自閉症啓発デー連携事業
徳島県

ブルーライトの人の輪をつなごう

とくしま発達しあわせネット
Light It Up Blue inとくしま2016

徳島県立みなと高
等学園

横断幕の設置他

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間啓発
イベント

香川県
①広報掲載
②パネル展示

取組（イベント）の内容

①啓発パネル展
②ブルーライトアップ
③懸垂幕・横断幕の設置
④商業施設での街頭啓発
（啓発ﾁﾗｼ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｲｯｼｭ配布）

①啓発リーフレットの配布
②ブルーライト人の輪の点灯

阿波銀住友ビルを4月2日～8日までブ
ルーのライトで点灯します。
発達障がい者総合支援ゾーンとして啓
発に取り組む。
・本校校舎屋上への横断幕の設置
（３／１４～４／１５）
「知ってください発達障がいのこと
４月２日は世界自閉症啓発デー
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啓発リーフレット、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
①市広報紙に発達障害者（児）の相談窓口掲
載
②発達障がいに由来する困り感の様子を伝え
るパネル展示

主催者・共催者等

主催：徳島県発達障がい者
総合支援センター

広報活動

広報活動

・町の広報誌にて世界自閉症啓発デー
に関する記事を掲載
・ポスターによる告知

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（内容未定）

福岡県

①啓発パネル展
（県庁・障がい者交流プラザ・県立病院
３ヶ所・鳴門病院）
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・市の庁舎3ヶ所）
横断幕（発達障がい者総合支援ゾー
ン）
④商業施設での啓発
（ゆめタウン徳島･フジグラン北
島･フジグラン石井・マルナカ脇
町）

世界自閉症啓発デー2016徳島実行委
員会（ 徳島県自閉症協会・とくしま発 ①徳島駅駅前
達しあわせネット・徳島県ことばを育む ②両国橋西公園
親の会・オーティの会・かもっこ）

とくしま発達しあわせネット

阿波銀住友ビル

主催：発達障がい者総合支援センター 発達障がい者総合支援ゾーン

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①２０１６年３月中旬～４月中旬
②２０１６年４月４日
午後７時～９時
③２０１６年３月中旬～４月中旬
④２０１６年３月中旬

2016年4月2日（土）
①１０：００－１０：３０
②１９：００－１９：３０

2016年 4月２日～４月８日
19：00～21：30

上記のとおり

一般県民

発達障がい当事者、家族、発達障がい
に関わる仕事をしている方、発達障が
いについて興味関心のある方、どなた
でも参加可能。参加人数未定（昨年度
は60名）
自閉症や発達障がいに関心が
ある方等

未定

香川県自閉症協会
NPO法人ペアレントメンターかがわ
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（土）～４月８日（金）
館・四国学院大学（チャペル）・金毘羅
参加者４０人（予定）
②・④・⑤ ４月２日（土）
大芝居「金丸座」
④高松市内商業施設
⑤高松市役所

三豊市（子育て支援課・福祉課・学校
教育課）

①市広報紙
②三豊市役所 本庁舎１階ホール

４月２日の世界自閉症啓発デーに国指
旧金毘羅大芝居（金丸座）ブルーライト 定重要文化財の旧金毘羅大芝居（金
琴平町・琴平町教育委員会
丸座）をブルーライトアップし、自閉症
アップ
について理解を図ることを目的とする。
・県の広報媒体（広報誌、テレビ、ラジ
オ）を活用し、世界自閉症啓発デー等
を広報予定

開催場所

①３月広報
②４月１日（木）から４月３０日（土）

旧金毘羅大芝居（金丸座）
４月２日（土）
香川県仲多度郡琴平町乙１２４１番地 午後６時３０分～午後９時

市民

―

平成28年3月(予定)

主催：大野城市
後援：大野城市教育委員会
協力：（予定）県内特別支援学校、市内 大野城まどかぴあ
小中学校等

平成28年7月～8月ごろ（予定）

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２０１６ 関連情報について
都道府県名

佐賀県

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

主催：佐賀県自閉症協会
啓発映画上映会
共催：
世界自閉症啓発デー佐賀イベント
『シンプルシモン』
佐賀県発達障害者支援センター
ＮＰＯ法人それいゆ
関係者約50名がシンボルカラーである 主催：オーティズム・リサーチ＆コンサ
ルタンシー
ブルーライトウォーク
ブルーのものを
身に着けて、佐賀市中心街をウォーク 共催：佐賀県、佐賀市
世界自閉症啓発デー（毎年4月2日）及
び発達障害啓発週間に関し、佐賀県
佐賀県ホームページへの掲載
佐賀県
ホームページに掲載し、県民への周知
を図る
県職員向けのポータルサイトに、世界
県職員への周知及び青色の物の着用 自閉症啓発デー及び発達障害啓発週
佐賀県
呼びかけ
間に関する啓発記事を掲載し、特に4
月2日の世界自閉症啓発デーについて
4月2日の世界自閉症啓発デーに合わせ、前
市職員が青色のスカーフ・ポケットチー 日の4月1日（金）に、市役所本庁1階、ほほえ
佐賀市
み館の窓口職員がシンボルカラーである青
フを着用
色のスカーフやポケットチーフを着用してPR
世界自閉症啓発デー（毎年4月2日）に
市報や市ホームページへの啓発記事 合わせ、市報（4月1日号予定）や市
佐賀市
の掲載
ホームページに自閉症をはじめとする
発達障がいの啓発記事を掲載する
国指定重要文化財である「筑後川昇開
筑後川昇開橋のブルーライトアップ
橋」を世界自閉症啓発デー（４月２日） 佐賀市・大川市
に合わせ、ブルーにライトアップする。
佐賀市発達障がい啓発週間期間中、
佐賀市障がい福祉課の窓口をブルー 佐賀市障がい福祉課の窓口を青色の
佐賀市
にデコレーション
ガーランドやリボン、ポスター等で飾
る
市職員の発達障害に関する理解を促
進することを目的に、佐賀市発達障が
佐賀市
佐賀市職員への啓発活動
い啓発週間（3月27日～4月8日）に合
わせ
3月25日（金）の市役所各課の朝
佐賀市立図書館1階ホールに佐賀市
佐賀市立図書館に発達障害に関する 発達障がい啓発週間（3月27日～4月8
佐賀市
書籍の特設コーナーを設置
日）の期間中、発達障害に関する書籍
の特設コーナーを設ける
①世界自閉症啓発デー（4/2）を含む発達障
害啓発週間（4/2～4/8）に、窓口でのチラシ

発達障害啓発週間における市役所内 配布、ポスター掲示、高齢障がい支援課職員
小城市
のブルーリボン着用を行い、来庁者へ発達障
での啓発
害に対する理解を深めてもらう
②市報４月号へ発達障害への理解促進に関

町広報による啓発
世界自閉症啓発デー・発達障がい啓
発週間ｉｎくまもと２０１６

熊本県
熊本市

町で発行している広報誌に、世界自閉
症啓発デー及び発達障害啓発週間の
掲載を行う
①啓発ポスターなどの展示
②アールブリュット移動美術館（作品
展）
③家族支援とペアレントメンターの役割
（講演）、発達障がい児者の読む・書く・
聴く（体験）
④熊本電鉄「青ガエル」に乗って発達
障者の持つ可能性について考えよう
（当事者会イベント）
⑤啓発パレード（街宣）
⑥発達障がいのある成人の就労と支
援の現状（パネルディスカッション）
⑦発達障がい啓発映画上映会
⑧発達障がい者と依存症との交差点/
青ガエルでの啓発イベント報告会（予
定）
⑨図書館、書店での啓発フェア

・講演会
平成２８年度「世界自閉症啓発デー」
・作品展示
「発達障がい啓発週間」普及啓発行事
・個別相談会
大分県

有田町
世界自閉症啓発デー・発達障がい啓
発週間ｉｎくまもと実行委員会
（構成団体）当事者会、親の会、支援
者の会、発達障がい者支援センター、
熊本市、熊本県 等

主催：大分県自閉症協会
共催：大分県、大分県教育委員会

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

アバンセホール
（男女共同参画センター、生涯学習セ
ンター）

平成２８年４月２日（土）
１３：３０開場
１４：００開演

一般１００名

佐賀市内中心街

未定

参加者：発達障害者支援の関係者
参加者：約５０名

-

-

県民対象

-

-

県職員対象

佐賀市本庁及びほほえみ館

平成28年4月1日（金）

-

-

-

-

筑後川昇開橋

平成２８年４月２日 日没～２２時まで

-

佐賀市庁舎1階 障がい福祉課

平成28年3月27日～4月8日

-

佐賀市全部署

平成28年3月25日

佐賀市立図書館

平成28年3月27日～4月8日

佐賀市全職員（約1,500名）

①小城市役所西館１階 高齢障がい支 ①平成２８年４月１日から８日まで
援課
②市報：４月号（３月２０日発行）

①熊本県庁、熊本市ウエルパルくまも
と
②熊本市ウエルパルくまもと
③菊池市泗水公民館
④熊本電気鉄道株式会社北熊本駅構
内
⑤熊本市ウエルパルくまもと～下通り
アーケード（市街地）ほか
⑥熊本市ウエルパルくまもと
⑦熊本市ウエルパルくまもと
⑧熊本市ウエルパルくまもと
⑨県内公立図書館、学校図書館、一
般書店等

大分県社会福祉介護研修センター

-

-

対象者：市民
実施者：高齢障がい支援課職員

町民対象

①4/2～4/8（閉庁時間以外）
②4/2～4/5（閉館時間以外）
③4/2（10：00～12：00）
④4/2（9：30～13：30）
⑤4/2（15：00～17：20）
⑥4/3（13：00～16：00）
⑦4/4（10：00～16：30）
⑧4/5（未定）
⑨随時

・どなたでもどうぞ
・各会場の収容規模による制限、事前
申し込みが必要なイベント（③④）あり

平成２８年４月３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
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

大分県
平成２８年度「世界自閉症啓発デー」 ・講演会の内容・作品展示
「発達障がい啓発週間」普及啓発行事 ・個別相談会

県内各所のブルーライトアップ

ショッピングモールでの啓発活動

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障
害啓発週間」にあわせた展示会

県内の観光名所等をブルーにライト
アップする。
①「発達障害啓発週間」に合わせて、
県庁本館をブルーにライトアップする。
②椎葉民俗芸能博物館及び周辺の施
設等をブルーにライトアップする。併せ
て、告知端末による啓発及びライトアッ
プの周知を行う。
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
・県立日南くろしお支援学校の在校生
の作品展示
・自閉症等関連図書閲覧
・啓発リーフレット配布
・啓発ポスター掲示

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大
ホール他

①宮崎県
②椎葉村

①宮崎県庁本館
平成２８年４月２日（土）～
②椎葉民俗芸能博物館及び鶴富姫化
平成２８年４月８日（金）
粧の水

宮崎県自閉症協会・宮崎県

イオンモール宮崎

日南市

日南市保健福祉総合センター１階ホー 平成２８年４月１日（金）～
ル
平成２８年４月１１日（月）

高原町

町ホームページ

平成２８年４月３日（日）13:30～17:00

平成２８年４月２日（土）～
平成２８年４月８日（金）

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１００人

観光客及び県民、村民など

イオンモール宮崎の買い物客や来場
者

地域住民等

宮崎県
ホームページによる啓発

ホームページを活用した啓発を行う。

展示コーナーの設置

①小林保健所
②日向保健所
③本庄高校
④宮崎市
関連図書の展示やポスター掲示、リー
⑤都城市
フレットの配布等を行う啓発コーナーを
⑥延岡市
設置する。
⑦小林市
⑧串間市
⑨西都市
⑩三股町
①日向市
自閉症や発達障がいについての情報 ②えびの市
を市町村の広報誌やセンター便り等に ③高原町
掲載する。
④国富町
⑤高鍋町

「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

地域住民等

①小林保健所
②日向保健所
③本庄高校図書室
④宮崎市立図書館、宮崎市立佐土原
「世界自閉症啓発デー」及び「発達障
図書館
害啓発週間」にあわせた期間（一部施 地域住民等
⑤都城市役所
設については期間前後も実施あり）
⑥延岡市立図書館
⑦小林市立図書館
⑧串間市総合保健福祉センター
⑨西都市立図書館
広報誌の誌面

「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

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

・アミュラン（アミュプラザ観覧車）：ＪＲ
鹿児島中央駅
・かごしま水族館
・甲突川の橋梁：高見橋，西田橋

・アミュランの点灯（ブルー）
平成28年4月2日（土）概ね18時15
分～23時
・かごしま水族館ライトアップ(ブルー)
－
平成28年4月2日（土）～4月8日(金)
概ね18時45分～21時
・甲突川の橋梁のライトアップ(ブルー)
概ね日没～22:00

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

イオンモール鹿児島

平成28年4月2日（土）11:00～

市町村広報誌による啓発活動

鹿児島県，県自閉症協会

地域住民等

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等
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 関連情報について
都道府県名

鹿児島県

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

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

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ために、市内全世 日置市
帯にパンフレットを配布する。

日置市内

平成28年2月26日（金）

日置市内の全ての世帯
パンフレットは23,000部作成

子どもの家親の会講演会

こどもの発達段階や育ちに悩みを持
つ保護者を対象に発達障がい児の関 主催：子どもの家親の会
後援：日置市・日置市教育委員会
わり方を学び、情報交換を行う。
講師：日置市子ども支援センター 臨
床心理士 山下みどり

日置市中央公民館

平成28年3月11日（金）
９時～12時半

日置市内のこどもを持つ保護者等（療
育施設や幼稚園・保育園・小中学校に
通園通学する子どもの保護者等）

世界自閉症啓発デーにおけるＤＶＤ上
自閉症に関するＤＶＤ上映
映

霧島市

啓発リーフレットのポスターの掲示、配 啓発リーフレットのポスターの掲示、配
南大隅町
布
布

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
週間の広報

広報誌掲載

南大隅町

町広報誌への掲載

町広報誌への掲載

南種子町

ポスター及びリーフレットの掲示

厚労省より配付されるものを町内施設
南種子町
に掲示

広報誌（町報やくしま）掲載予定

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
週間について

「世界自閉症啓発デー・発達障害啓発 広報誌掲載、ポスター・リーフレットの
週間」啓発普及活動
掲示・配付

平成28年4月4日（月）～4月8日（金）
シビックセンター（霧島市役所本庁）内
上映期間 1日3回（10時・13時・15時） メディアセンター前ＴＶ
約30分

役場（本庁・支所）

町広報誌３月号

屋久島町

与論町

与論町役場、与論町保健センター

平成28年4月2日～4月8日

与論町町民福祉課及び保健センター
職員 約28名
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

横浜市

世界自閉症啓発デー・発達障がい啓
発週間イベント2016 in おきなわ

発達障害啓発週間パネル展

発達障害について解説したパネルを作
浦添市
成し展示する

広報うらそえ（平成２８年４月号）への
記事掲載

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓
発週間についての説明記事を掲載す 浦添市
る

「世界自閉症啓発デーについて」(案)

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

世界自閉症啓発デー2016・
Light It Up Blue Japan 2016

①世界自閉症啓発デー2016
・ 発達障がいに関する情
報提供、相談コーナー
・ 当事者によるステージ
発表

開催場所

沖縄県自閉症協会 県障害福祉課
①北谷町美浜 観覧車前
沖縄県発達障がい者支援センター
②県民ホール（沖縄県庁1階）
県自立支援連絡協議会「療育・教育部
③希望市町村内の役所等
会」

浦添市役所１階市民ロビー

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成28年4月2日（土）～8日（金）

一般県民

平成28年4月1日～4月8日

一般市民

平成28年4月1日

嘉手納町役場

【共催】
北海道自閉症協会札幌分会札幌ポプ
ラ会
北海道自閉症協会
日本発達障がいネットワーク北海道
主催：横浜市こども青少年局
健康福
祉局・教育委員会

平成28年4月2日～4月8日

①世界自閉症啓発デー2016
平成28年４月２日（土）
新札幌 サンピアザ光の広場
①世界自閉症啓発デー2016
（札幌市厚別区中央２条５丁目７－２）
10時～20時

①市民向け講演会
講師：柘植雅義氏（筑波大学）
②市立図書館による発達障害に関す 主催：相模原市・相模原市教育委員会
協力：相模原市自閉症児・者親の会
る書籍の紹介・展示コーナー
③相模原市自閉症児・者親の会による
作品展示コーナー

市民、観光客等

②Light It Up Blue Japan

「学齢期の発達障害児への放課後支
世界自閉症啓発デーin横浜
関内ホール（横浜市中区住吉町４－４ 平成28年3月27日（日）
～学齢期の発達障害児への放課後支 援」をテーマとした講演会及びシンポジ
13時～16時30分（予定）
協力：横浜市自閉症協会、社会福祉法 ２－１）
ウムを実施します。
援～
人 横浜やまびこの里（順不同）

相模原市発達障害啓発講演会

相模原市

主催者・共催者等

①ブルーライトアップ
②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。
③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）情報コーナー設置希望市町村へ
の実施協力

沖縄県

札幌市

取組（イベント）の内容

参加者（対象者）：市民・関係機関等
参加（募集）人数：定員850人

相模原市産業会館

平成２８年３月１９日（土）１４時から

対象：市民
定員：約２００名

市立図書館：平成２８年３月１日～４月
１０日
相模大野図書館：平成２８年３月５日～
４月３日
橋本図書館：平成２８年３月１日～４月
３日

市民

①市立各図書館にて発達障害に関す
相模原市発達障害支援センター及び
る書籍や体験グッズ等の常設展示
市立各図書館による発達障害啓発事
②本返却用期限票の裏面に啓発の文
業
言を印刷・配布（16000枚）

相模原市

市立図書館
相模大野図書館
橋本図書館

「毎年4月2日は世界自閉症啓発デー
発達障害啓発週間に伴う啓発横断幕
4月2日～8日は発達障害啓発週間で
の掲示
す」の横断幕を市役所本庁舎に掲示

相模原市

相模原市役所本庁舎

平成２８年３月１１日～４月８日

市民

発達障害支援関連機関のブルーグッ
ズの作成と展示など

相模原市

相模原市発達障害支援センターなど

平成２８年３月１4日～４月８日

・市内の発達障害への支援に従事する
支援者

オーティズム・ブルーに因んだブルー
グッズの作成や展示など
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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

新潟市役所におけるパネル展示

発達障がい啓発週間に併せて、市民
平成２８年４月２日～８日
新潟市役所本庁舎［予定］
に向けた発達障がいの基本的な知識・ ・新潟市
当事者や家族向けの情報・県内の発 ・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩ （新潟県新潟市中央区学校町通１－６ （土日は閉庁日のため、実際は４日か 来庁者（市民）
らの展示）
０２－１）
達障がい児者支援に関わる関係者か Ｎ（ジョイン）」
らのメッセージなどをパネル展示する。

「市報にいがた」への掲載

３月２７日号に「世界自閉症啓発デー」
・新潟市
「発達障害啓発週間」ならびに「発達障
・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩ
がい支援センター（ＪＯＩＮ）」の紹介など
Ｎ（ジョイン）」
を掲載予定。

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「Ｒ ＮＥＸＴ２１
（新潟県新潟市中央区西堀通６番町８
４月２日の日没後、ＮＥＸＴ２１のブルー ＩＳＥ（ライズ）」
平成２８年４月２日 日没後
６６）
・新潟市
ライトアップを行う。
・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩ
Ｎ（ジョイン）」

新潟市食育・花育センターでの啓発
グッズ配布

世界自閉症啓発デーに併せて、新潟
・新潟市
新潟市食育・花育センター
市食育・花育センターにおいて、啓発
・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩ
（新潟県新潟市中央区清五郎４０１）
グッズ（ポケットティッシュ・ボールペン・
Ｎ（ジョイン）」
パンフレット等）の配布を行う。

平成２８年４月２日
１１時～１４時（予定）

施設利用者（市民）

ほんぽーと中央図書館での展示

新潟市立中央図書館
「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓 ・新潟市
発週間」に伴い、発達障がいの基本的 ・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩ （新潟県新潟市中央区明石２－１－１
０）
Ｎ（ジョイン）」
な知識、関連図書等の展示を行う。

平成２８年４月７日～５月３日

施設利用者（市民）

新潟市

静岡市

取組（イベント）の内容

平成２８年３月２７日

（予定）
「自閉症」について理解を深めても
発達障害啓発週間DVD上映会
静岡市発達障害者支援センター「きら 静岡医療福祉センター４階
親と教師のための「自閉症の人が見て らうことを目的に、自閉症に関する
り」
静岡市駿河区曲金五丁目３番３０号
ＤＶＤ上映会を行う。
いる世界」
～自閉症の人を正しく理解する～

目的：国連の定めた世界自閉症デー・発達障
害啓発週間に、自閉症をはじめとする発達障
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間に
害について広く啓発をする。
おけるパネル展示
内容：啓発ポスター等の掲示、パンフレットの
設置 等

主催：浜松市

浜松市役所１階ロビー

（浜松市中区

元城１０３－２）

平成２８年４月１６日（土）
１３：３０～１６：３０

平成28年3月28日（月曜日）
28年4月8日(金）

～平成

どなたでも
１２０名（要予約）

浜松市役所に来所される方

浜松市

第1４回 『子どものこころの発達研究』
講演会

《講演プログラム》
Ⅰ「発達障害と子ども虐待の親子平行治療」
主催：浜松医科大学
共
国立病院機構 天竜病院 児童精神科
催：浜松市、特定非営利活動法人
藤江昌智先生
静岡新聞社 プレスタワー
アスぺエルデの会
後
Ⅱ「発達障害の臨床ーこの10年間の進歩と
新聞ホール
援：静岡県(予定)浜松市教育委員会(予定)、
課題ー」
静岡新聞社・静岡放送(予定)
浜松医科大学 児童青年期精神医学講座
特任教授 高貝 就 先生

①・啓発ポスター等の掲示
・パンフレットの設置
①発達障害啓発週間におけるパネル・作品
②講演内容
展示
浜松市教育委員会
・「発達障害と子ども虐待の親子平行治療」
②「子どものこころの発達研究」講演会
・「発達障害の臨床～この10 年の進歩と課題
～」

①浜松市
②浜松医科大学

17階

①浜松市役所 １階ロビー
②プレスタワー

静岡 平成28年4月2日（土曜日）

午後6時00分～午後7時30分

16歳以上
250人程度 （当日先着順）

①平成28 年3 月28 日(月)
②平成28 年4 月2 日(土)

①浜松市役所に来庁された方
②16 歳以上 250 人程度
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○世界自閉症啓発デー２０１６ 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）

発達障害啓発週間関連ブックフェア
「読んで知る。そしてわかりあえる。」

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、
支援のための参考資料まで、発達障
害に関する資料の展示及び貸出。
堺市立西図書館
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。

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

堺市立西図書館

平成28年4月1日～30日

市民

堺市
①堺市役所高層館１階ロビー
②堺市西区役所１階エントランスホー
①平成28年4月2日～4月8日
ル
②平成28年4月2日～4月8日
③堺市立健康福祉プラザ1階エントラン
③平成28年4月2日～4月8日
スロビー

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

啓発パネルの展示

発達障害支援に係る啓発パネル等を 神戸市保健福祉局障害福祉部発達障 市役所前 地下街
展示する
害者支援センター
ウィンドウ

ポスター展示

発達障害支援に係る啓発ポスター・ 神戸市保健福祉局障害福祉部発達障
神戸市障害学習支援センター
世界自閉症啓発デーポスター展示
害者支援センター

平成２８年３月１５日～４月３０日

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）「福岡城潮見櫓」ブルーライトアッ
プ点灯セレモニー
（３）浅野史朗さん，北岡賢剛さん，かし
わ哲さんによる講演会の開催
（４）発達所外のある方のアート展
（５）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

（１）平成２８年４月２日（土）
15時３０分～１６時３０分
（２）平成２８年４月２日（土）
１７時４５分～１８時１５分
（３）平成２８年４月９日（土）
13時～15時
（４）平成２８年３月３０日（水）～４月７
日（木）
（５）平成２８年３月３０日（水）～４月１１
日（月）
※中央区のみ５日（火）まで

さんちか

アド

市民

平成２８年４月

神戸市

福岡市

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）福岡市舞鶴公園
（２）福岡城潮見櫓
（３）福岡市早良市民センター
（４）福岡市役所１階市民ロビー
（５）各区役所

（１）（２）主催者及び関係者約６０名参
加予定
（３）定員５００名
（４）発達障がいのある方

