世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

・作品の展示
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
・パネルの展示
週間パネル展
・啓発用パンフレットの設置

主催者・共催者等

北海道

開催場所

北海道庁１階道政広報コーナー
（札幌市中央区北３条西６丁目）

開催日時

平成29年4月3日（月）
～
平成29年4月5日（水）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般住民向け

（予定）
主催

世界自閉症啓発デーin Hakodate
2017

北海道

一般市民に広く「自閉症スペクトラ
ム」または「発達障がい」の人々の
存在について知っていただくため
に、知識のない、あるいは興味の
ない人でも楽しめる、参加型のイ
ベントを地域の諸施設で同時に展
開する。内容は、ブルーライトアッ
プ・パネル展示・アート展示・音楽
イベント・物販・ものづくり講座・座
談会・その他のアトラクション・チラ
シやティッシュの配布など、多彩か
つ専門的になり過ぎないものであ
ることに重点を置いている。また、
最終的には多様性を許容できる
地域社会を目指しており、北海道
小鳩会（ダウン症の親の会）との
共催企画を含むなど、発達障がい
以外の障がいのある方々やその
支援者、その他の少数派の人た
ちとの連携も重視している。

五稜郭タワー

世界自閉症啓発デー函館地域実
函館市芸術ホール
行委員会
道立函館美術館前広場
共催

函館蔦屋書店

函館市医師会

金森赤レンガ倉庫

南北海道知的障がい福祉協会

新函館北斗駅

北海道小鳩会函館分会

棒二森屋店

北海道自閉症協会道南分会

函館市総合福祉センターあいよる
２１

３月２５日～４月９日

一般市民 のべ約5000人

平成２９年４月２日（日）
１５：００～１９：００

自閉症スペクトラムの保護者、当
事者、関係者から一般の方々まで
2５0名

はこだてみらい館
画廊一花
函館市中央図書館
シネマアイリス
函館市内の飲食店

帯広競馬場内の、ばん馬イレネー
像を中心にブルーにライトアップ。
北海道自閉症協会十勝分会
世界自閉症啓発デー ライトイットアッ 自閉症啓発のリレー講演会。乗馬
ライトイットアップブルー
プブルー ２０１７
体験、キッズコーナー、障がい者
とかち実行委員会
施設のパン 販売、ココア ・ポップ
コーンふるまいなど

①世界自閉症啓発デー2017
・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
世界自閉症啓発デー2017・
発表
Light It Up Blue Japan 2017協賛イベ
・クイズコーナー等の参
ント
加イベント
・作品展
等
②Light It Up Blue Japan 2017
・さっぽろテレビ塔、時計台
等のライトアップ

帯広競馬場・とかち村
（帯広市西13条南9丁目）

①世界自閉症啓発デー2017
平成29年４月２日（日）
新札幌 サンピアザ光の広場
①世界自閉症啓発デー2017
世界自閉症啓発デー・発達障が （札幌市厚別区中央２条５丁目７ 10時～21時
い啓発週間＠札幌実行委員会
－２）
（事務局：北海道自閉症協会札幌
分会札幌ポプラ会）
②Light It Up Blue Japan 2017
②Light It Up Blue Japan 2017
さっぽろテレビ塔
日没～
時計台
等

市民、観光客等

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

世界自閉症啓発デー・ブルーライト
アップ
ｉｎあおもり

Ｈ２９年度「世界自閉症啓発デー・発
達障害啓発週間in青森

取組（イベント）の内容

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す
る。
・点灯式
・パネル展示

（１）作品展示
（２）パネル展示等
（３）発達障害サポート企画「ＢＩＲ
Ｄ」出張販売
（４）講演
（５）映画上映
（６）相談コーナー

主催者・共催者等

開催場所

主催：青森県、青森県発達障害者
支援センター、青森県自閉症協会
青森県観光物産館アスパム
共催：青森県精神保健福祉士協
（青森市安方一丁目1-40）
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「ステップ」
共催)青森県自閉症協会、青森LD
県民福祉プラザ 4階
親の会「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」

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成２９年4月2日(日)
18:00～22:00

一般県民

平成２９年４月４日（火）
１３：００～１６：００
一般県民
平成２９年４月９日（日）
１０：００～１６：００

青森県
主催)青森県発達障害者支援セン
ター「わかば」（津軽地域）
エルムの街文化ホール
共催)青森県立森田学校、ＮＰＯ法 （五所川原市大字唐笠柳字藤巻 平成２９年４月２日（日）
人こどもネットワークすてっぷ、五 517番地1）
１０：００～１６：００
所川原市、つがる市

つがる西北五エリア自閉症啓発Ｄａｙ

（１）映画上映「ぼくはうみが見たく
なりました」
（２）自閉症児者の作品展
（３）出張相談コーナー
（４）ブルーバルーンアート配布

世界自閉症啓発デ－2017
発達障がい・自閉症ってナンダベ？

（１）キャラバン隊公演
（２）啓発ＤＶＤ上映「自閉症の子ど
八戸ポータルミュージアムはっち１ 平成２９年４月７日（金）～４月９日
もたち」
主催)八戸市自閉症児（者）親の会
（日）
階
（３）映画上映「ぼくはうみが見たく 共催）八戸市、青森県発達障害者
一般県民
（ 青森県八戸市三日町11-1）
９：００～２０：００（最終日は１５：
なりました」
支援センター「Doors」（県南地域）
００まで）
（４）自閉症児（者）の作品展示
（５）支援グッズの展示と紹介

・発達障害当事者発表会

・秋田県発達障害者支援センター
・自閉症スペクトラムの内側から ・(予定）秋田県(共催）
・スペースイオ
見る学校生活
・(予定）秋田ＬＤ・ＡＤ／HＤ親の会
(後援）

平成29年4月2日午後

・インターネットを通じた広報啓発

・「世界自閉症啓発デー」のポス
ター掲載

・ゆり支援学校のホームページ

平成29年2月中旬～4月8日

JR羽後本荘駅

・平成29年1月下旬～2月中旬予
定

仁賀保郵便局

・平成29年2月中旬～3月上旬予
定

秋田県

・ゆり支援学校「ミニ学校展」

・本校の写真パネルや生徒作品
の展示
・「世界自閉症啓発デー」のポス 秋田県立ゆり支援学校
ター掲示
・国土交通省発行の「発達障害、
知的障害、精神障害のある方との
コミュニケーションハンドブック」を
ダウンロードして展示

一般県民

50名

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

秋田県

広報啓発の取組名（イベント名）

主催者・共催者等

開催場所

・健康祭(イベント）

・心身の健康維持について(広報、
羽後町役場 福祉保健課
パンフレット等の配布、掲示）

羽後町活性化センター

・広報誌への掲載

・市の広報誌を通じで普及啓発を
大仙市
行う

・町広報紙へ啓発記事を掲載

・障害の特性を記事で紹介する

美郷町

・広報美郷
平成29年4月号
(平成29年3月31日発行予定）

・村広報紙掲載

・広報・啓発

上小阿仁村住民福祉課

・3月10日発行の広報への記事掲
載を予定

・期間中に福祉環境部正面入り口に
ポスター掲示

北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉
環境部

・「世界自閉症啓発デー」ポスターによ ・管内病院への掲示依頼
る啓発
・福祉環境部内での掲示

由利地域振興局福祉環境部

・知識や理解を深めるための啓発

ブルーライトアップinみやぎ

宮城県

取組（イベント）の内容

啓発用配布物作成

ライト・イット・アップ・ブルーin石巻

・啓発用資料・パンフレットの配布 平鹿地域振興局福祉環境部

開催日時

・平成29年10月14日(予定）

福祉環境部内

平成29年2月～4月

福祉環境部内及び地域振興局

平成29年3月～4月

参加者（対象者）
参加（募集）人数
200人
(見込み）

【主催】
宮城県
平成29年4月2日（日）～平成29年
宮城県発達障害者支援センター
4月8日（土）
仙台城跡伊達政宗公騎馬像のブ 「えくぼ」
宮城県仙台市青葉区川内１ 伊達
一般住民
ルーライトアップ
【共催】
政宗公騎馬像
日没から23時まで
仙台市北部発達相談支援セン
ター

宮城県
宮城県発達障害者支援センター
「えくぼ」

萬画館ＬＩＵＢ（青く照らす）
点灯式（2日18:00～）
miniコンサート
ワークショップ（期間中）
店内レストラン販売員
啓発活動
新聞リレーコラム などなど

関係機関
一般住民

ライト・イット・アップ・ブルーin石巻
実行委員会
（あおい空の会、アドベンチャーク
石ノ森萬画館
ラブ、手をつなぐ親の会、石巻支
援学校、石巻・女川障害者自立支
援協議会、石巻市かもめ学園）

4月2日～4月8日

市民、県民、どなたでも

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

山形県発達障がい者支援セン
山形県発達障がい者支援センターの
ターHPに世界自閉症啓発デー日
HPを通じての広報活動
本実行委員会HP公式サイトのリン
クを設定

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

山形県
（山形県立こども医療療育セン
ター、山形県発達障がい者支援セ
ンター）

「世界自閉症啓発デー」及び
「発達障害啓発週間」の普及啓発

最上総合支庁来庁者への普及・
山形県最上総合支庁 子ども家庭
啓発
最上総合支庁 正面玄関ロビー
支援課
（ポスター展示等）

広報かねやまお知らせ版３月号

広報かねやまお知らせ版３月号に
て、「世界自閉症啓発デー」「発達
障害啓発週間」について普及啓発 金山町
の記事を掲載予定。

町の広報誌を通じての広報
啓発

町の広報誌（3月発行）に自閉症を
はじめ発達がいへの理解促進を
白鷹町
はかる内容を掲載し、町民に啓発
を行う。

地域住民
平成29年4月3日（月）～4月7日
（最上総合支庁来庁者）
（金） 8：30～17：15
約150人

山形県

Ｈ29.3.17に配布

全世帯に配布

茨城県庁内
２F県政広報コーナー２

2017/3/29（水）～4/10（月）

県庁来訪者

水戸芸術館ライトアップ

4月2日（日）の日没から22：00に、
「水戸芸術館シンボルタワー」をブ
ルーを基調としたライトアップに変
水戸市
更することで、市民に対して「世界
自閉症啓発デー」の普及啓発を図
る。

水戸芸術館広場

2017/4/2（日） 日没～22：00

水戸市民

自閉症啓発アピール・ウォーク

世界自閉症啓発デー及び発達
障害者週間に、水戸駅周辺でア
茨城県自閉症協会
ピールウォークを行うことで、自閉
症の理解と啓発を図る。

県民文化センターから
水戸駅南口

2017/4/2（日） 10：30～

参加者について制限なし

世界自閉症啓発デー及び発達
世界自閉症啓発デー・発達障害者週 障害者週間にあわせ、啓発ポス
茨城県
間作品展
ターの掲示や自閉症児者による
作品の展示を行う。

茨城県

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

茨城県

栃木県

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

世界自閉症啓発デー及び発達
障害者週間にあわせ、自閉症児
音楽祭＆ライト・イット・アップ・ブルー２
者による音楽祭及びライトアップイ 茨城県自閉症協会
０１７
ベントを行うことで、自閉症の理解
と啓発を図る。

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

イオンモール水戸内原
１Fメインコート

2017/4/2（日） 11：30～16：00

イオンモール来訪者

自閉症啓発コンサート

・どれみふぁクラブ（様々な知的ハ
ンディを持った２１名のメンバーや
その保護者等）による合奏
・市川恵美さん（ソプラノ歌手）との
二重唱、太鼓、サックスアンサンブ 栃木県自閉症協会、栃木県
ルなど
・コンサート時に発達障害者支援
センター「ふぉーゆう」作成のパン
フレット・チラシ等の配布

オリオンスクエア
(宇都宮市オリオン市民広場）

平成２９年４月２日（日）
１３：００～１６：００

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
栃木県自閉症協会、栃木県
に、考える機会とするため、建物
をブルーにライトアップする。

栃木県庁昭和館

平成２９年４月２日（日）～８日
県民等
（土） １８：００～２１：００

啓発チラシ等の配布

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

JR宇都宮駅

平成２９年４月５日（水）
８：００～９：００予定

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
スター展示、リーフレット等啓発物 宇都宮市、共催 宇都宮市自閉症
宇都宮市役所 １F市民ホール
品の配布
児者親の会

発達障がい啓発講演会

市民向けの発達障がいの理解啓
発講演会（講師：片岡 聡氏，テー
宇都宮市、共催 宇都宮市自閉症
マ：「僕の世界を知ってください～
宇都宮市役所 14F大会議室
児者親の会
自閉症当事者がうまく行った経験
から伝えたいこと～」）

ポスター掲示、リーフレット配布

庁舎窓口等でのポスター掲示、
リーフレット配布

県民等

平成２９年４月３日（月）～７日
約1000名予定
（金）

平成２９年４月８日（土）
１３：３０～１５：３０

本庁、小川庁舎、健康管理セン
平成２９年３月～４月
ター、包括支援センター

約160名予定

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

・記念講演、映画上映
主催者:群馬県、群馬県自閉症協 ①群馬会館
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
・自閉症患者が作成した作品展や 会
②館林市役所
週間INぐんま
周知DVD上映等
:共催者:藤岡市、館林市
③ららん藤岡

開催日時

①平成29年3月25日
②平成29年3月26日～4月2日
③平成29年4月1日～4月5日

「広報おおた」への掲載

発達障がいに対する正しい理解を
広めるため、啓発週間に合わせて 太田市
広報掲載を行う。

４月１日号

ライトイットアップブルーINたてばやし

「館林さくらとこいのぼりの里まつ
館林 市（ 社会 福祉 課・ 商業 観光
り」で、鶴生田川のこいのぼりをブ
館林市城町（鶴生田川周辺）
課）
ルーライトアップする

平成２９年４月２日（日）
１８：００～２２：００

参加者（対象者）
参加（募集）人数

①定員300名
②、③来場者見込み 計９００人

群馬県

講演会（計画中）
・小学生向け講演
下仁田町 健康課
・一般向け講演（関係施設職員、
町民等）

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及び発達
障害啓発週間の案内
主催 埼玉県
・発達障害の説明
・日本発達障害ネットワーク埼玉 共催
の加盟団体の案内
日本発達障害ネットワーク埼玉

下仁田町内の会場（現在未定）

平成２９年５月～９月中予定

・ 小 学 生 向 け 講 演
（下仁田小学校児童及び保護者）
・ 一 般 向 け 講 演
（広報・チラシ等により募集200人
程、関係施設職員・町民等）

①埼玉県庁本庁舎第２庁舎間わ
たり廊下
①平成２９年３月２４日～
４月１１日
②埼玉県庁本庁舎東側壁面

対象：埼玉県民

県広報紙

平成２９年３月１日発行

対象：埼玉県民

JRさいたま新都心駅
コンコース

平成２９年３月２７日
１３～１５時

対象：埼玉県民

②懸垂幕の掲示

彩の国だより３月号掲載
埼玉県

・発達障害の支援について
・「世界自閉症啓発デー」「発達障 主催 埼玉県
害啓発週間」の案内

JRさいたま新都心駅での啓発活動

啓発用チラシの配布

主催 埼玉県
共催 埼玉県自閉症協会
協力 さいたま市

展示（イベント名未定）

発達障がいに関する展示

久喜市

久喜市役所、各総合支所（３か所） ４月２日～４月８日

講演会（イベント名未定）

発達障がいに関する講演

久喜市

ふれあいセンター久喜（未定）

５月（未定）

町広報紙

町広報紙３月号に記事を掲載

嵐山町

町広報紙

平成２９年３月１日発行

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

ライト・イット・アップ・ブルー所沢２０１ ＹＳ－１１型輸送機のライトアップ、 主催：ライト・イット・アップ・ブルー 西武池袋線 航空公園駅 東口駅 平成２９年４月２日（日）午後３時５ 市民、保護者、関係者など、希望
７
演奏会
所沢実行委員会
前広場
０分～８時
者は当日会場へ直接

講演会「発達障害のある子どもとその
講師：鳥取大学 井上雅彦 教授 主催：所沢市
家族への支援」

所沢市こどもと福祉の未来館

市民、保護者、関係者など先着２
平成２９年４月２日（日）午後１時
００名、託児あり（１歳～未就学／
～３時
先着１０名）

発達障害啓発週間における啓発展示
パネル展示
会

主催：所沢市

所沢市こどもと福祉の未来館

平成２９年４月２日（日）～８日
市民、保護者、関係者など、希望
（土）午前９時～午後４時（２日午
者は直接会場へ
前１０時～、８日午後３時まで）

広報紙への掲載

広報紙へ掲載し、周知をはかる

羽生市

羽生市広報

３月１日発行

発達障がい啓発パネル展示

市施設内で発達障がいに係るパ 市及び発達障がい児の保護者団
複数の市内施設
ネルや図書等の展示を行う。
体

平成２９年４月２日～４月８日

日高市民

発達障がい啓発イベント

市民の発達障がいへの理解促進 市及び発達障がい児の保護者団
日高市内
体
と当事者との交流を行う。

平成29年4月2日

発達障がい者及び日高市民

市施設のライトアップ（ブルー）

市施設のブルーライトアップを実 市及び発達障がい児の保護者団
日高市内
体
施する。

平成29年4月2日

平成２８年度発達障害に関する講演
会「もっている力を社会につなげる」

講演会の実施

平成29年2月18日

埼玉県

さいたま市

市民会館おおみや

市独自の啓発パンフレット、リーフ
レ ッ ト 、 ポ ス タ ー 、 ポ ケ ッ トテ ィッ
啓発パンフレット等の作成、配布及び
シュを作成し、市民や関係機関に さいたま市
のぼり旗の掲揚
配布する。市独自に作成したのぼ
り旗を１０区役所で掲揚する。

千葉県

CaravanStation活動

成田駅
木更津駅
柏駅
我孫子駅
県内各主要駅等において、自閉 千葉県発達障害者支援センター
松戸駅
症啓発のチラシを配布する。
及び各地区自閉症協会
流山おおたかの森駅
旭駅（予定）
館山駅（予定）
千葉駅

平成２９年３月３日
平成２９年３月８日
平成２９年３月１０日
平成２９年３月１５日
平成２９年３月１７日
平成２９年３月２２日
平成２９年３月２４日
平成２９年３月２９日
平成２９年４月１日

２５０名

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

開催日時

第９回自閉症啓発デーinちば

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
千葉県発達障害者支援センター、
公演や障害を持つ方と一般の
Qiball（キボール）（千葉市中央区
千葉市発達障害者支援センター、
平成29年4月1日
方々によるバンド演奏とダンス、
中央４－５－１）
自閉症協会、千葉市、千葉県
自閉症の方々のミニコンサート、
パネル展示・作品展示・自閉症支
援グッズ紹介・啓発DVD上映。

懸垂幕の設置

自閉症に関する啓発の懸垂幕を
千葉県
庁舎に２か所設置

市広報誌による啓発予定

４月１日市広報誌に掲載予定

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

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

千葉県庁舎

平成２９年３月２７日～４月１０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

習志野市役所内

・市役所外壁にて懸垂幕の掲示
（３月２７日～４月１０日）
・庁内にてのぼり旗の設置
（３月３１日～４月１０日）
・広報紙への掲載（予定）
（４月１日号）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

千葉県

市民に向けた広報啓発活動

・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）

広報紙等を通じての広報啓発

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
日号に掲載する。

ブルーライトアップ

①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
②都庁第一本庁舎のブルーライト
アップの実施

①東京ゲートブリッジ
②都庁第一本庁舎

①平成２９年４月２日（日曜日）
日没から２４時まで
②平成２９年４月２日（日曜日）～ 一般都民
８日（土曜日）
１８時～２３時

ポスター掲示

ブルーの台紙で作成した「世界自
閉症啓発デー」「発達障害啓発週 台東区松が谷福祉会館
間」啓発装飾物を掲示

台東区松が谷福祉会館

平成２９年３月下旬～４月上旬

習志野市健康福祉部
障がい福祉課

習志野市民

東京都

一般区民

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

ブルーＴシャツ着用

ブルーＴシャツ（または小物）を着
台東区松が谷福祉会館
用（装着）して執務

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 目黒区
関する記事を掲載

平成２９年３月２５日号

ブルーデコレーション＆パネル展示

・区役所庁舎をマスキングテープ
でブルーデコレーション
世田谷区
世田谷区役所第2庁舎
・理解啓発を目的としたパネル展 一般社団法人Ｇet in touchと共催
示の実施

平成２９年３月２７日（月曜日）～４
一般区民
月７日（金曜日）

・区役所仮庁舎のデコレーション
Warm Blue Day 2017
（ブルーの風船などで飾りつける） 渋谷区
(一般社団法人Get in touch主催事業
・ホームページ、広報誌に啓発記 渋谷区障害者団体連合会
と連携）
事掲載

東京都

開催場所

杉並区

台東区松が谷福祉会館

渋谷区役所第１仮庁舎

平成２９年４月３日（月曜日）

平成２９年３月下旬から
４月２日（日曜日）

松が谷福祉会館職員

一般区民

杉並区阿佐谷地域区民センター 平成２９年４月１５日（土曜日）（予 希望者
集会室
定）
募集数 ９０名程度

未定

自閉症啓発に関する講演会

ブルーライトアップ

タワーホール船堀のプルーライト 江戸川区
アップの実施
福祉部発達障害相談センター

タワーホール船堀

パネル展示

発達障害に関する普及啓発のた
江戸川区
めのパネル展示及びADHD擬似
福祉部発達障害相談センター
体験

平成２９年４月３日（月曜日）から４
月７日（金曜日）まで
区役所本庁舎1階多目的スペース
一般区民
９時から１７時（疑似体験は４日～
７日 １０時～１４時）

発達障害者啓発週間

平成２９年４月５日（水曜日）～
青梅市障がい者サポートセンター ・青梅市障がい者福祉課
で図書の展示、ＤＶＤ上映、作品 ・ 青 梅 市 障 が い 者 サ ポ ー ト セ ン 青梅市障がい者サポートセンター ９日（日曜日）
ター
展示等を実施
１０時から１６時まで

発達障害者啓発週間

青梅市中央図書館で図書の展示 ・青梅市障がい者福祉課
を実施
・青梅市中央図書館

青梅市中央図書館

平成２９年４月２日（日曜日）から８
日（土曜日）まで
一般区民
日没から

平成２９年４月６日（木曜日）～
１２日（水曜日）
９時から２０時まで

青梅市在住・在勤

市内在住・在勤・在学
近隣市町村在住

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

発達障がい関連図書資料の展示

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 小平市健康福祉部障がい者支援
小平市立中央図書館
に関する図書資料の提示・貸出を 課
実施

パネル展示

・発達障害に関するパネル展示等 東村山市

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成２９年４月２日（日曜日）～
８日（土曜日）
※４月７日（金曜日）は休館日

一般市民

平成２９年４月３日（月曜日）～
東村山市役所 いきいきプラザ１
７日（金曜日）
階ロビー
８時３０分～１７時

一般市民

東京都

ライトイットアップブルー（横浜マリンタ 横浜マリンタワー、横浜・八景島
ワー、横浜・八景島シーパラダイス、大 シーパラダイス、大磯プリンスホテ 神奈川県自閉症協会
磯プリンスホテル）
ルのブルーライトアップ

自閉症啓発作品展

当事者による絵画等の作品及び
神奈川県自閉症協会
啓発パネルの展示

横浜マリンタワー、横浜・八景島 平成29年４月２日（日）18時30分か
シーパラダイス、大磯プリンスホテ ら22時（18時15分から横浜マリン 一般
ル
タワー前で点灯式）

横浜マリンタワー

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 横須賀市総合福祉会館
校

平成29年３月23日（木）午後から
一般
平成29年４月５日（水）

平成29年12月２日（土）

対象者 特になし
定員400名
（事前申込）

平成29年４月２日（日）
18時から22時

一般

世界自閉症デー in 横須賀2017

未定

Light It Up Blue in Japan2017
(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
藤沢市自閉症児・者親の会
イベント

第11回藤沢市自閉症児・者作品展

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、
藤沢市、藤沢市自閉症児・者親の 藤沢駅北口地下 藤沢市民ギャラ 平成29年３月23日（木）から
自閉症の方が作成された絵画等
会共催
リー展示場
平成29年４月3日（月）
の展示と啓発パネルの掲示を行
う。

一般

「世界自閉症啓発デー」啓発活動

世界自閉症啓発デーにあたり、直 厚木市自閉症児・者親の会
接市民へ自閉症についての理解 厚木市障害者福祉事業所連絡会 本厚木駅北口広場
を求めるため啓発活動を実施
厚木市

一般

海老名市自閉症児・者作品展

自閉症児・者の作品及び自閉症
神奈川県自閉症児・者親の会連
理解の為のパネルの展示、神奈
海老名市役所１階エントランス
合会
未定
川県自閉症児・者親の会連合会
ホール
海老名市自閉症児・者親の会
のパンフレットの配布等

江の島シーキャンドル

神奈川県

平成29年３月31日（金）
12時から13時

一般

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

広報誌（広報なかい）掲載

神奈川県

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

世界自閉症啓発デー・発達障害
中井町
啓発週間について

商業施設にて下記項目を実施①
施設をブルーライトアップ ②啓発
パネル及び当事者作品等展示
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
③関連書籍及び簡易相談コー
週間 in かながわ
ナー設置 ④啓発チラシ（ﾎﾟｹｯﾄ
ﾃｨｯｼｭ）配布 ⑤バルーンアート配
布

主催：神奈川県発達障害支援セン
ター
ら ら ぽ ー と 湘 南 平 塚
協力：神奈川県自閉症児・者親の ②～⑤ １階 エスカレ ー タ ー 下
会連合会
付近
後援：平塚市

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成29年４月１日（土）

一般

①平成29年４月２日（日）から
平成29年４月８日（土）夜間、
②～⑤平成29年４月15日（土）
10時から16時

一般県民 500名程度

主催：健康福祉局・こども青少年
局・教育委員会事務局

●学識経験者による基調講演
世界自閉症啓発デーin横浜
●発達障害児の親で、シンガーソ
関内ホール（横浜市中区住吉町４ 平成29年3月25日（土）
～発達障害のある子の可能性を広げ
協力：横浜市自閉症協会、社会福
ングライターによるトーク＆ライブ
－４２－１）
13時～16時30分（予定）
るために～
祉法人 横浜やまびこの里（順不
●障害当事者によるダンス
同）

参加者（対象者）：市民・関係機関
等
参加（募集）人数：定員850人

「発達障害のある子どもの理解と指導 学校関係者に対して、発達障害へ
相模原市教育委員会
の手引き」の作成と配布
の理解を深める冊子を配布する。

（配布対象）市内小中学校

・デンカビッグスワンスタジアムに
・新潟県（新潟県発達障がい者支 ・ デ ン カビ ッ グ スワ ン ス タジ ア ム
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
（新潟市中央区）
援センターRISE）
・NEXT21ビルにおけるブルーライ
ブルー
・新潟市（新潟市発達障がい支援 ・NEXT21ビル（新潟市中央区）
トアップ
センターJOIN）

（配布日時）平成２９年３月３１日

・デンカビッグスワンスタジアム：
平成29年４月２日（日）
17:30～21:00
・NEXT21：平成29年４月２日（日）
17:30～23:00

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
啓発グッズを配布
・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
係者からのメッセージ等を提示

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、
市民に向けた発達障がいの基本
・新潟市
新潟市役所本庁舎［予定］
平成２９年４月２日～８日
的な知識・当事者や家族向けの情
・新潟市発達障がい支援センター （新潟県新潟市中央区学校町通１ （土日は閉庁日のため、実際は３ 来庁者（市民）
報・県内の発達障がい児者支援
「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
－６０２－１）
日～７日の展示）
に関わる関係者からのメッセージ
などをパネル展示する。

「市報にいがた」への掲載

３月１９日号に「世界自閉症啓発
・新潟市
デー」「発達障害啓発週間」ならび
・新潟市発達障がい支援センター
に「発達障がい支援センター（ＪＯＩ
「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
Ｎ）」の紹介などを掲載予定。

新潟県（新潟県発達障がい者支
援センターRISE）
リバーサイド千秋（長岡市）
協力：新潟いなほの会-発達障害
児者親の会-

・パネル展示：平成29年３月28日
（火）～４月８日（土）
・グッ ズ配布：平成29年４月８日
（土）

新潟県

平成２９年３月１９日

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

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 ＮＥＸＴ２１
４月２日の日没後、ＮＥＸＴ２１のブ ター「ＲＩＳＥ（ライズ）」
（新潟県新潟市中央区西堀通６番
平成２９年４月２日 日没後
ルーライトアップを行う。
・新潟市
町８６６）
・新潟市発達障がい支援センター
「ＪＯＩＮ（ジョイン）」

新潟駅前での啓発グッズ配布

世界自閉症啓発デーに併せて、
・新潟市
新潟駅
新潟駅前にお い て 、啓 発グ ッ ズ
平成２９年３月３１日
・新潟市発達障がい支援センター （新潟市中央区花園１丁目１番地
（ポケットティッシュ・ボールペン・
８時～９時（予定）
「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
１号）
パンフレット等）の配布を行う。

新潟県

自閉症に関する講演会

（主催）
福井県
発達障害児者支援センタースクラ
ム福井

自閉症啓発セミナー2017
講演会に関する情報等をメルマガ （後援）
やＨＰで情報発信
福井県自閉症協会
発達障害ネットワーク福井
福井県手をつなぐ育成会

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
福井県立図書館
ルの設置
発

福井県

市民

福井県立図書館
多目的ホール

平成２９年４月２日（日）
講演会 １３：３０～１６：３０

一般県民
１５０名

福井県立図書館

平成２９年３月２４日（金）～
４月９日（日）

一般県民

ポスター掲示・リーフレット設置

庁舎・センター窓口にポスターの
永平寺町
掲示やリーフレットを設置

永平寺町役場
松岡保健センター
（庁舎内掲示板・カウンター等）

平成２９年２月～４月

永平寺町民

キラキラ通信（広報誌による啓発）

広報誌による発達障害啓発

南越前町

全戸配布

年６回のシリーズのうち数回

南越前町民

越前市広報３月号

広報誌を通じての広報啓発

越前市

全戸配布

３月１５日発行

越前市民

発達障がい関連図書特集展示

発達障がい関連の絵本や図書と
パネル、パンフレット等を特集コー 越前市
ナーとして設置

越前市中央図書館

４月１日（土）～４月３０日（日）

一般県民

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

映画上映会

発達障がい関連映画の上映

越前市

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
美浜町立図書館
コーナーの設置

広報誌を通じた広報啓発

広報誌（３月号）による広報啓発

広報誌を通じた広報啓発

広報誌（４月号）による広報啓発

広報誌を通じた広報啓発

広報誌（４月号）による広報啓発

発達障害啓発展示
「発達障害のある人たちからのメッ
セージ」

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

越前市中央図書館

４月２９日（土）

一般県民

美浜町立図書館

平成２９年３月１５日（水）～
成２９年４月２日（日）

・発達障害について（自閉症スペ
クトラムや学習障害など）
白山市発達相談センター
・発達障害のある著名人特集
などのポスター展示

白山市福祉ふれあいセンター
白山市倉光八丁目１６番

Ｈ29年3月27日（月）～4月7日（金） 発達障害に興味のある方

世界自閉症啓発デーポスター掲示

ポスターの掲示

市役所、保健センター、子育て支
Ｈ29年4月2日（月）～4月８日（土）
援センター など

広報誌を通じた広報啓発

広報誌（４月号）による広報啓発

公開講演会

講演『感じてみませんか、発達障
害の世界ーオリジナル画像で日
石川県発達障害支援センター
常生活を具体的に－（仮）』
笹森 理恵氏（発達障害ダイ
バーシティサポーター）

福井県
平

一般県民

石川県

野々市市

石川県地場産業振興センター

H29.3.18(土）14:00～16:30

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
定員 240名

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

世界自閉症啓発デー2017in石川

世界自閉症啓発デー2017in石川

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

開会式
：石川四高記念文化交流
館横
世界啓発デー2017in石川企画委
ウォーク
石川門ブルーライトアッ プ・啓発 員会
：石川四高記念文化交流
ウォーキング
金沢大学子どものこころの発達研
館発
究センター
石川門三の丸広場着
点灯
：石川門三の丸広場

作品展

石川県

・石川四高記念文化交流館
世界啓発デー2018in石川企画委 多目的利用室
員会
・石川県庁ロビー19階

金沢市立玉川図書館
世界啓発デー2017in石川企画委
金沢海みらい図書館
員会
金沢市立泉野図書館

開催日時

H29.4.2（日）
開会式 18:45～
（開会式終了後ウォーク）
点灯 19:30

・石川四高記念文化交流館
H29.4.1～２
・石川県庁ロビー
H29.4.1～８

H29.3.25（土）～4月25日（土）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

主催者、後援者、当事者等自由参
加

主催者、後援者、当事者等自由参
加

世界自閉症啓発デー2017in石川

自閉症啓発パネル＆書籍展示

図書館利用者など広く一般市民

ポスターの掲示・リーフレットの設置

県保健所
南加賀保健所
ポスターの掲示・リーフレットによ
石川中央保健所
る普及啓発
能登中部保健所
能登北部保健所

庁舎

発達障害者啓発週間終了まで

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 富山県
山城を青くライトアップする。

富山城址公園

平成29年4月2日～4月8日

広く一般県民

ファボーレ（ショッピングセンター）
平成29年4月2日 10:30～
（予定）

広く一般県民

富山県
世界自閉症啓発デーin富山
啓発活動

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 富山県
啓発活動）

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

開催日時

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
①ライトアップ：南砺五箇山菅沼合 ①平成29年4月2日
山菅沼合掌造り集落を青くライト NGOダイバーシティとやま
掌造り集落
日没時～21:00
ライトアップブルー＠五箇山菅沼合掌 アップする。
（後援 富山県 南砺市 富山県
②ワークショップ：吾郎平（南砺市 ②平成29年4月2日
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 自閉症協会）
菅沼９０６）
19:15～20:45
に対するワークショップを開催す
る。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

①広く一般県民
②先着３０名

富山県

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富山駅前にあるビ ㈱ AIG ジ ャ パ ン ・ ホ ー ル デ ィ ン グ
ライトアップ：「タワートリプルワン」 平成29年4月2日～4月8日
ル㈱スカイインテックの「タワートリ ス、㈱スカイインテック合同開催
ビル（富山市牛島新町5-5）
日没時～22:00
プルワン」ビルを青くライトアップす （後援 富山県 ）
る。

広報・啓発看板の掲示

看板掲示による世界自閉症啓発
デー及び発達障害啓発週間につ 静岡県
いての広報

ブルーライトアップ

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

ブルーライトアップ

静岡県自閉症協会、静岡県発達
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
障害者支援センター、沼津市産業
4月2日（日） 日没より
ライトアップ
（沼津市本字千本1905番地の27）
振興部観光交流課

ブルーライトアップ

掛川城のブルーライトアップ

静岡県

静岡県庁本館前看板及び静岡駅
平成29年３月27日～４月10日
地下道看板

静岡県自閉症協会、静岡県発達 掛川城
障害者支援センター、掛川市
（掛川市掛川1138-24）

静岡県内の公立図書館、書店での啓 自閉症、発達障害関連図書、書籍
協力図書館、書店
発
特設コーナー設置

啓発用のぼりの設置

発達障害啓発週間ののぼりを県
静岡県
庁舎に設置

4月2日（日） 日没より

3月31日（金）～4月9日（日）

4月2日（日）～4月8日（予定）

県本庁舎、出先庁舎

4月2日（土）～4月8日（予定）

広く一般県民

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

啓発ウォーキング

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

第33回日本平桜マラソン(8km応
援ハイキング部門）に参加して行
う啓発ウォーキング

開催場所

静岡県草薙陸上競技場

世界自閉症啓発デー、発達障害
教育広報誌「Ｅジャーナルしずおか」第
静岡県教育委員会、静岡県発達
啓発週間について広報誌にてお
185号への掲載
障害者支援センター
知らせ

ラジオ広報での啓発メッセージ放送

県政情報を発信するラジオ番組・
コーナー内で世界自閉症啓発
SBSラジオ、コミュニティFM
デー、発達障害啓発週間について
のお知らせを放送

啓発メッセージの掲出

ジュビロ磐田vs清水エスパルスの
試合会場における啓発メッセージ
の掲出

講演会とシンポジウム

主催：静岡県自閉症協会
自閉症の理解と支援のために講 協力：静岡県発達障害者支援セン
アクトシティー
演会を行い、その後シンポジウム ター、静岡市発達障害者支援セン
研修交流センター
ター、浜松市発達障害者支援セン
形式で討論をする。
ター

静岡県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

4月2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

3月21日（火） 発行

教職員

SBSラジオ：3/23（木） 放送
コミュニティFM：3月中

小笠山総合運動公園ECOPAスタ
4月1日（土）
ジアム

平成29年3月18日

参加者 広く一般の方
募集人数 浜松180人
静岡160人

講演会とシンポジウム

主催：静岡県自閉症協会
自閉症の理解と支援のために講 協力：静岡県発達障害者支援セン
静岡県総合社会福祉会館
演会を行い、その後シンポジウム ター、静岡市発達障害者支援セン
シズウェル
形式で討論をする。
ター、浜松市発達障害者支援セン
ター

平成29年3月19日

参加者 広く一般の方
募集人数 浜松180人
静岡160人

作品展示

当事者の作成した絵画、造形物、
写真および当事者の笑顔や活動
主催
している様子を撮影した写真を展
示する。

静岡県自閉症協会

浜松市役所1階ロビー

平成29年4月2日～8日

参加者 広く一般の方
参加人数 そこを訪れた方々

作品展示

当事者の作成した絵画、造形物、
写真および当事者の笑顔や活動
主催
している様子を撮影した写真を展
示する。

静岡県自閉症協会

静岡駅北口広場
イベントスペース

平成29年4月9日

参加者 広く一般の方
参加人数 そこを訪れた方々

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

作品展示

当事者の作成した絵画、造形物、
写真および当事者の笑顔や活動
主催
している様子を撮影した写真を展
示する。

ブルーライトアップ

静岡県自閉症協会、静岡県発達
三島スカイウォークのブルーライト
三島スカイウォーク
障害者支援センター、三島スカイ
アップ
（三島市笹原新田313）
ウォーク事務所

４月２日（日）～4月８日（土）

ポスターの掲示

厚生労働省が作成した世界自閉
症啓発デーのポスターを県内の 主催
各主要ヵ所に掲示する

静岡県自閉症協会

県内各主要ヵ所

平成29年2月1日～
平成29年4月8日

参加者 広く一般の方

リーフレットの配布

厚生労働省が作成した自閉症啓
発の為のリーフレットを県内の各
主催
主要ヵ所にて多くの方に配布すし
自閉症の理解を深めて頂く

静岡県自閉症協会

県内各主要ヵ所

平成29年4月2日

参加者 広く一般の方

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、
静岡県自閉症協会 三島支部
来場者に自閉症や発達障害への
関心と理解を高めてもらう機会と
する。

三島みどりまつり会場
（長伏公園）

平成２９年４月８日（土）
午前９時３０分～１０時３０分

静岡県自閉症協会 三島支部 会
員 １０人

市のホームページへの掲載

市のホームページに世界自閉症
啓発デー及び発達障害啓発週間 伊豆市
についての情報を掲載

伊豆市ホームページ

Ｈ29.4．2～Ｈ29．4．9
まで公開予定

伊豆市民

静岡県

静岡県自閉症協会

伊豆の国市役所 障がい福祉課
「みんなでつくるやさしいまち」の配架 の窓口に「みんなでつくるやさしい 伊豆の国市役所 障がい福祉課
まち」を配架する。

世界自閉症啓発デー記念講演会＆市
司馬理英子氏講演会
民セミナー

静岡県庁別館展望ロビー

3月26日(日）～4月2日（日）

参加者 広く一般の方
参加人数 そこを訪れた方々

伊豆の国市田京299-6 伊豆の国
市役所大仁支所内 障がい福祉 平成29年4月
課

主催：藤枝市子ども発達支援セン
ター
共催：静岡県自閉症協会
市民ホールおかべ
藤枝市教育委員会

平成29年3月12日（日）
13時開場、13時20分開会
13時30から15時30分講演

500人

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

藤枝駅南口直結ホテルオーレに 主催：藤枝市子ども発達支援セン
藤枝駅南口直結ホテルオーレにて
てオーレビジョンに「世界自閉症 ター
藤枝駅南口ホテル オーレ
オーレビジョンでの啓発とブルーライト
啓発デー・発達障害者啓発週間」 共催：（株）ホテル オーレ
オーレビジョン
点灯
ディスプレー表示

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

平成29年４月2日（日）
～4月8日（土）

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 磐田市
載し、広報啓発を行う。

磐田市ホームページ

発達障害啓発週間前後
（３月中旬～４月中旬）

磐田市民

ポスターの掲載及びリーフレット配布

ポスターの掲載及びリーフレット配
布
磐田市
（関係機関等への配布、掲示を含
む）

磐田市総合健康福祉会館内

発達障害啓発週間前後
（３月中旬～４月中旬）

磐田市民、および関係機関

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 磐田市
を行う。

磐田市内

広報誌「いわた」３月号（予定）

磐田市民

世界自閉症啓発デー２０１７・静岡

【講演会とシンポジウム】
主催：静岡県自閉症協会
浜松市における支援システムと合
後援：浜松市、静岡県、
理的な配慮
静岡市、静岡県作業所
連合会・わ、静岡県手を
【作品展示】
啓発ポスター、自閉症児の絵画作
つなぐ育成会、静岡県
知的障害者福祉協会
品等

アクトシティー
（研修交流センター）

平成29年3月18日（土曜日）
９：５０ ～ １６：３０

１８０名程度（申し込み順）

浜松市役所１階ロビー
（浜松市中区元城１０３－２）

平成29年3月27日（月曜日）
～
平成29年4月7日(金曜日）

浜松市役所に来所される方

静岡県

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

【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
めとする発達障害について、広く
啓発をする。
主催：浜松市
【内容】
啓 発 ポ ス タ ー 等 の 掲 示 、パ ン フ
レットの設置 等

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

静岡県

山梨県

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

第1５回
『子どものこころの発達研究』
講演会

【内容】
主 催 ： 浜 松 医 科 大 学
テーマⅠ
共催：浜松市、
自閉症スペクトラム症のオキシト
特定非営利活動法人
シン治療とその臨床応用への展
静岡新聞社
ア ス ぺ エ ル デ の 会
望」
プレスタワー １７階
後援：静岡県(予定)、浜松市
静岡新聞ホール
教育委員会(予定)、
テーマⅡ
静岡新聞社・静岡放送
これからの発達支援・子育て支援
(予定)
～ペアレントプログラム～

平成29年4月2日（日曜日）
１３：３０ ～ １５：３０

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
山梨中銀スタジアム
山梨LD・発達障害児者の支援を
考える会

平成２９年4月2日（日）
14:45～

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
JR甲府駅
山梨LD・発達障害児者の支援を
考える会

平成２９年４月2日（日）
10:00～12:00

対象：不特定多数
啓発グッズ：1500セット

キャンペーン③

・道の駅で啓発グッズの配布等

山梨県自閉症協会
（富士吉田支部）

平成２９年４月２日(日)

対象：不特定多数
啓発グッズ：300セット

ポスターの配付・掲示

・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 山梨県
依頼

県内の市町村、学校、金融機関、 配付時期 平成２９年2月上旬
商業施設等約500機関
掲示依頼期間 ３月～４月

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
山梨県
光掲示板（デジタルサイネージ）で
山梨県自閉症協会
の広告

山梨文化会館

ライト・イット・アップ・ブルー①

山梨県
山梨県庁及び近隣商業施設のラ 山梨県自閉症協会
山梨県庁及びココリ
イトアップ
山梨LD・発達障害児者の支援を
考える会

ライト・イット・アップ・ブルー②

富士急ハイランド観覧車等の
ライトアップ

市町村の取り組み①

全戸配布の市の広報誌を通じて、
山梨市
広報啓発

ライト・イット・アップ・ブルー
in Japan 2017 実行委員会

道の駅 富士吉田

富士急ハイランド

１６歳以上
２５０名程度（申し込み順）

平成２９年４月２日～同月８日

平成２９年４月２日～同月６日
（ココリは8日まで）

平成２９年４月２日（日）

広報4月号

市民

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

市町村の取り組み②

全戸配布の市の広報誌を通じて、
甲州市
広報啓発

市町村の取り組み③

発達障害に関する研修会

北杜市

市町村の取り組み④

発達障害に関する研修会

笛吹市

市町村の取り組み⑤

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

広報3月号

市民

かざぐるま
（基幹相談支援センター）

平成２９年１月３１日（火）

市民

いちのみや桃の里
ふれあい文化館

平成２９年２月１６日（木）

市民

全戸配布の広報、CATV（文字放
南アルプス市
送）での周知啓発

南アルプス市内

広報：４月号
CATV:３月３０日～４月５日

市民

市町村の取り組み⑥
（ライト・イット・アップ・ブルー③）

富士吉田市庁舎及び富士山ドー
富士吉田市
ムのライトアップ

市庁舎及び富士山ドーム

平成２８年４月２日（土）

市民、他

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

2017ながの発達障害啓発週間
結プロジェクト

長野県発達障害者支援シンボル・
長野県内10圏域20か所以上。
マーク「結」にメッセージを書いて
主催：日本発達障害ネットワーク
平成29年4月2日（日）～
（県庁、保健センター等の公的施
貼る市民参加型のイベント。地域
4月8日（土）
ながの（JDDnetながの）
設、商業施設、病院等）
独自のイベント（ブルーライトアッ
プ、講座等とのコラボあり。)

結プロジェクト

県内各地での啓発活動

JDDnetながの

長野県内

平成29年4月2日（日）～
4月8日（土）

10名程度

「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

・JDDnetながの
・発達障害啓発週間「結」プロジェ
（検討中）
クト実行委員会
・県北信保健福祉事務所

平成29年4月2日（日）～
4月8日（土）（予定）

一般住民

ながの発達障がい啓発週間「結」
プロジェクト応援メッセージ展示

パネル展示の協力

約2週間

来庁者対象

山梨県

一般県民
600人以上

長野県

JDDnetながの
「結」プロジェクト実行委員、
茅野市

茅野市役所ロビー

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

2017発達障害啓発週間「結」チャリ
ティーセミナー
（2/12信州大学医学部附属病院）

セミナー開催の通知を保育園・学
JDDnetながの
校に配布し呼びかけ

善光寺を青く染めよう

善光寺をブルー ライトア ップ しま 長野県自閉症協会北信地区いと
善光寺
す。
ぐるまの会

平成29年4月2日（日）
18:00～21:00

一般
参加人数は未定

世界自閉症啓発デーパネル展示（仮）

自閉症を説明しているパネルを展 長野県自閉症協会北信地区いと
長野駅ビルMIDORI りんご広場
示します
ぐるまの会

平成29年4月2日（日）～
4月8日（土）

一般
参加人数は未定

世界自閉症啓発デーアートイベント
（仮）

障害のある人もない人も共に楽し 長野県自閉症協会北信地区いと
長野駅ビルMIDORI りんご広場
めるアートイベントを開催します。 ぐるまの会

平成29年4月2日（日） 午後

一般
参加人数は未定

長野県

大町市役所
池田町やすらぎの郷
大 北 圏 域 障 害 者 総 合 支 援 セ ン 松川村役場
白馬村役場
ター
小谷村役場
大町市合同庁舎

パネルの掲示

パネルの掲示

ポスター掲示による啓発

佐久合同庁舎玄関ホールにおい
県佐久保健福祉事務所
て、展示パネルの設置

佐久合同庁舎

発達障がいや自閉症について認
県伊那保健福祉事務所
発達障がいに関わる啓発コーナーの 知度を高め、理解者を増やすこと
上伊那圏域発達障がいサポート 伊那合同庁舎2階ホール
設置
を目的に、啓発コーナーを庁舎内
マネージャー
に設置する。

①ポスター・リーフレットの掲示・配布
②啓発コーナーの設置

①ポスター・リーフレットの掲示・配
布
②啓発コーナーの設置

県飯田保健福祉事務所

①飯田保健所及び
阿南支所入口
②飯田保健所入口

平成29年4月2日（日）～
4月8日（土）

平成29年4月2日（日）～
4月8日（土）

平成29年4月2日（日）～
4月8日（土）

伊那合同庁舎 来庁者

①②発達障害啓発週間

①②一般住民、来庁者を対象

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

長野県

愛知県

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

町広報に記事掲載

・発達障害に関する記事掲載
・「世界自閉症啓発デー」及び「発
軽井沢町
達障害啓発週間」の啓発記事掲
載

ポスター掲示

保健センターロビーにポスターを
下諏訪町
掲示し周知する

下諏訪町保健センター

平成29年2月～4月

啓発ポスターの掲示

国・県作成ポスターの掲示

南木曽町

役場庁舎

啓発週間中

ポスター掲示

ポスター掲示

木曽町

木曽福島保健センター

啓発週間内

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29年4月2日（日）～
4月8日（土）

広報掲載

広報掲載

白馬村

自閉症啓発デーポスター掲示

自閉症啓発デーポスターを愛知
愛知県
県庁地下連絡通路に掲載する

広報4月号

広報4月号

愛知県庁地下連絡通路

愛知県と流通業者との包括協定
業務を利用し、広く県民の皆様に
世界自閉症デー及び発達障害啓
平成２８年度「世界自閉症デー及び
①イオンモール東浦
発週間を知っていただくために、 主催：あいち発達障害者支援セン
発達障害啓発週間における啓発イベ
②イオンモール木曽川
愛知県内（名古屋市を除く）のイオ ター
ント」
の指定されたイベントブース
ンモール内に発達障害について
のパネル展示とビラ入りのポケッ
トティッシュを配布する。

イベントなし。
※広報及び庁内において、「世界自閉
症啓発デー」及び「発達障害啓発障
害」の周知と協力依頼を行う。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

３月２１日から４月１０日

①平成２９年３月３０日～
平成２９年４月７日
②平成２９年３月３０日～
平成２９年４月１０日
３月３０日に両店舗ともに
ティッシュ配りを実施予定

対象者：愛知県民
＊ティッシュ配布予定数
各店舗４００個

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

4月2日～8日は
発達障害啓発週間

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

愛知県

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 春日井市
いてお知らせする。

138タワー

（広報）
春日井市内
市内各公共施設等で配布

当事者団体・家族会から成る組
織、豊田市障がい者計画推進懇
豊田市、豊田市障がい者計画推
障がい者への合理的配慮のためのガ 話会が作成した障がい者への合
進懇話会（当事者団体・家族会で 豊田市駅周辺
理的配慮のためのガイドブックと、
イドブックの配布
構成）
啓発用リーフレットを、当事者団体
が配布する。

市役所来庁者への啓発

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

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

138タワーをブルーにライトアップ
一宮市
する

広報、ホームページにおける周知

開催場所

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

4月2日18時30分から21時30分

（広報）
平成29年４月１日号に掲載
（ホームページ）
（広報）
平成29年３月15日から４月８日ま 原則、市内全戸に配布予定
で掲載

４月２日（日）午前中

当事者・家族団体
２団体（４名程度）
※100部配布予定

４月３日（月）午前中

市職員５名程度
発達障がい当事者４名程度

・ライトアップ
4月2日（日）～8日（土）、
18：00～21：00
・チラシ配布
4月3日（月）

一般市民

世界自閉症啓発デーに合わせた、市
広報紙（全戸配布）への発達障がいに
関する特集の掲載

岩倉桜まつりにあわせて、岩倉駅
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発 東ロータリーの一部をブルーでラ
岩倉市
週間 in 岩倉
イトアップするとともに、周辺で啓
発チラシを配布する。

市の広報にて、世界自閉症啓発
デー、発達障害者啓発週間について
周知

岩倉駅東ロータリー周辺

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

広報3月号に掲載

広報に掲載

弥富市

世界自閉症啓発デー
映画無料上映会

映画
「バルフィ！人生に唄えば」
無料上映

りんくす名古屋主催
ＪＤＤネット愛知共催

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

愛知県
中区役所ホール

・FC岐阜の試合にて啓発ブースの 岐阜県健康福祉課障害福祉課
設置
岐阜県発達障害者支援センター 長良川競技場（岐阜市）
・クリアファイル等啓発物品の配布 のぞみ

岐阜県

３月２４日（金）
①１３：３０～
②１７：５０～

対象：一般市民
定員：各回300名

平成２９年３月１９日（日）
（予定）

県民

岐阜県健康福祉課障害福祉課

JR岐阜駅前広場２階デッキ（岐阜
平成２９年４月２日（日）
市）

県民

西濃県事務所福祉課

JR大垣駅南口周辺及びJR大垣駅
平成２９年４月２日（日）
南北自由通路（水都ブリッジ）（大
１０:３０～１１:３０
垣市）

県民

揖斐県事務所福祉課
大野町民生部福祉課

カネスエ大野店（大野町）

平成２９年３月２９日（水）
１０:００～１１:００

県民

中濃県事務所福祉課
関市福祉政策課

サンサンシティーマーゴ（関市）

未定

県民

可茂県事務所福祉課
坂祝町福祉課
岐阜県自閉症協会

スーパーセンター オークワ坂祝 平成２９年３月２９日（水）
店（坂祝町）
１１:００～１２:００

県民

東濃県事務所福祉課
多治見市福祉課

JR多治見駅南北連絡通路（多治 平成２９年４月２日（日）
見市）
９:３０～１０:３０

県民

恵那県事務所福祉課

スーパーセンターオークワ中津川 平成２９年４月２日（日）
店（中津川市）
１０：３０～１１：３０

県民

飛騨県事務所福祉課

バローショッピングセンター（高山
平成２９年４月２日(日）
市）

県民

啓発物品等の作成・配布
ポケットティッシュ等啓発物品の配
布

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

自閉症児・者の作品展及び
岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック
世界自閉症啓発デー記念作品展及び
みんなの森ぎふメディアコスモス 平成２９年４月１１日（火）～
障がい者への理解や配慮に関す 岐阜市福祉部障がい福祉課
障がい者理解啓発イベント
（岐阜市）
平成２９年４月１７日（月）
るパネル展等

「ぼく・わたしの作品展」

県内各地のブルーライトアップ

岐阜県

広報誌等を通じた広報啓発

特別支援学校児童生徒の作品展
示
市内の特別支援学級・通常学級
に在籍している児童生徒の作品
展示
ポスターセッション

岐阜県立海津特別支援学校
海津市健康福祉部社会福祉課
海津総合福祉会館ひまわり
（海津市発達支援センターくるみ）
１階 談話室（海津市）
海津市教育委員会社会教育課
（なのはな講座）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

市民

平成２９年４月１日（土）～
２８日（金）

市民

JR岐阜駅信長ゆめ広場のブルー
岐阜県健康福祉課障害福祉課
ライトアップ

JR岐阜駅信長ゆめ広場（岐阜市）

平成２９年４月２日（日）～
４月８日（土）

県民

ソフトピアジャパンのブルーライト
岐阜県健康福祉課障害福祉課
アップ

ソフトピアジャパン（大垣市）

平成２９年４月２日（日）～
４月８日（土）

県民

大垣城のブルーライトアップ

大垣城（大垣市）

平成２９年４月２日（日）～
４月８日（土）

市民

多治見市駅北庁舎のブルーライト
多治見市福祉課
アップ

多治見市駅北庁舎

平成２９年４月２日（日）～
４月８日（土）

市民

人道の丘「命のビザ」モニュメント
八百津町健康福祉課
のブルーライトアップ

人道の丘「命のビザ」モニュメント 平成２９年４月２日（日）～
(八百津町）
４月８日（土）

町民

県ホームページに啓発情報を掲 岐阜県健康福祉課障害福祉課
載

県ホームページ

平成２８年３月下旬

県民

広報ぎふ４月１日号に啓発記事と
岐阜市福祉部障がい福祉課
作品展等の情報を掲載

広報ぎふ

平成２９年４月１日（土）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
大垣市障がい福祉課
掲載

広報おおがき

平成２９年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：５６，７００

広報みの４月号に啓発記事を掲
美濃市健康福祉課
載

広報みの

広報みの４月号

広報誌配布部数７，６００

広報えなに啓発記事を掲載

広報えな

広報えな３月１５号または
４月１日号

大垣市障がい福祉課

恵那市社会福祉課

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

広報誌等を通じた広報啓発

岐阜県

ポスター掲示

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

広報かに３月号及び市ホーム
可児市健康福祉部福祉課
ページに啓発記事を掲載予定

広報かに、市ホームページ

（広報かに）平成２９年３月号に掲
載予定
（ホームページ）平成２９年３月下
旬にトップページ新着情報に掲載 広報誌配布部数：３２，６５０
予定
※「福祉課・お知らせ」には、H27
年度から継続して掲載

広報やまがた４月号に啓発記事を
山県市福祉課
掲載

広報やまがた

広報やまがた４月号

広報ひだ3月号(3月16日発行予
飛騨市市民福祉部福祉課
定)に啓発記事を掲載

広報ひだ

平成29年3月16日発行予定

広報誌配布部数：８，１００

広報もとす３月号に啓発記事を掲
本巣市福祉敬愛課
載

広報もとす

広報もとす３月号

広報誌配布部数：１２，２００

広報げろ４月号に啓発記事を掲載 下呂市役所 社会福祉課

広報げろ

平成２９年４月１日に発行

広報誌配布部数：１２，５００

市報かいづ３月号に啓発記事を
海津市発達支援センターくるみ
掲載

市報かいづ

平成２９年３月１日発行

世界自閉症啓発デー・発達障害 養老町役場住民福祉部健康福祉
広報養老
課
者啓発週間の周知啓発

平成２９年３月号に掲載予定

広報誌配布部数：９，５００

広報おおの４月号に啓発記事を
大野町民生部福祉課
掲載

広報おおの

平成２９年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：７，５００

世界自閉症啓発デーポスターの
岐阜県健康福祉部障害福祉課
掲示

県庁舎他関係機関

平成２９年２月～４月８日（土）

県民

世界自閉症啓発デーポスターの
瑞浪市社会福祉課
掲示

瑞浪市庁内及び関係機関

平成２９年２月上旬より

市民

世界自閉症啓発デーポスターの
羽島市健幸福祉部福祉課
掲示

羽島市役所庁舎内

平成２９年３月下旬～４月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの
山県市福祉課
掲示

市役所・支所・公民館等各関係機
平成２９年４月
関

市民

世界自閉症啓発デーポスターの
下呂市 社会福祉課
掲示

下呂市庁内及び関係機関

市民

平成２９年２月上旬より

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

岐阜県

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

世界自閉症啓発デーポスターの
川辺町住民課
掲示

世界自閉症啓発デー Light It Up
Blue みえ

・オーティズム・トークサミット（自閉
症当事者や家族、支援者、関係者
らによるトークライブ）
・先輩ママと話せる、ベア連とメン
ターコーナー
主催：Light It Up Blueみえ実行委
・作品展（自閉症当事者らによる
津市まん中広場・センターパレス
員会
平成２９年４月２日（日）
アートなどの作品展示）
Ｂ１Ｆ市民活動センター（ライトアッ
後援：三重県 ほか
１１：００～２０：００
・オトナもコドモも楽しめるワーク
プは津城模擬櫓でも開催）
ショップ
・バリアｆフリー・マルシェ／ステー
ジパフォーマンス
・青い光で繋がるライトアップイベ
ント

広報誌への掲載
ケーブルテレビでの周知

パンフレットの内容を参考に障が
いに対する理解を深める内容を啓
発していく。

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 和歌山市
アップ
和歌山県自閉症協会

「ライフステージが変わっても途切れな
講演・シンポジウム
い支援」を地域で考える

世界自閉症啓発デー2017滋賀県ブ
ルーライトアップ

川辺町保健センター

町民

限定なし
※一部イベントには人数限定等が
ある。

広報：４月号
ケーブルテレビ：４月前半放送分

講演会の開催
演題：自閉症・発達障害者の就労 和歌山県
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
和歌山県教育委員会
関係について
週間記念講演会
講師：梅永雄二氏（早稲田大学教 ＮＰＯ法人和歌山県自閉症協会
育・総合科学学術教授）

和歌山県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

ポスター掲示

三重県

滋賀県

開催場所

西牟婁圏域自立支援協議会
発達支援部会

和歌山県勤労福祉会館 プ ラザ
平成２９年４月９日（日）
ホープ ４階ホール
１３：３０～１５：４５

定員：２５０名

和歌山城

平成２９年４月２日（日）
１８時００分～１９時００分

特になし

田辺市
大塔公民館 大会議室

平成28年12月10日

150人程度
当事者・家族は対象外
支援者向けとした内容

国宝彦根城（彦根市運動公園）
世界自閉症啓発デー滋賀県ブ
国宝彦根城、長浜城、瀬田の唐橋
長浜城
ルーライトアップ実行委員会
等のﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｱｯﾌﾟ、点灯イベント
瀬田の唐橋
他

国宝彦根城・瀬田の唐橋…4月2
日
長浜城…4月3日
いずれもイベント開始は6時、点灯 県民
6時半（予定）
びわ湖大津プリンスホテルは4月2
日～8日の期間中にライトアップ

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

発達障害県民啓発事業

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

街頭啓発活動

滋賀県

ＪＲ駅前（大津、草津、野洲、近江
八幡、彦根、貴生川）
4月3日朝
平和堂あどがわ店

横断幕掲揚

滋賀県

大津合同庁舎
（ＪＲ琵琶湖線沿線）

4月2日～8日

広報誌「滋賀プ ラスワン 」3・4月
号、広報誌「教育しが」4月号に情 滋賀県
報掲載

県民

県民

県民

市立図書館での啓発

市立図書館のカウンター前に関連
大津市
図書を展示

大津市立図書館
大津市立北図書館
大津市立和邇図書館

平成２９年４月２日～８日

各図書館利用市民

市立図書館での啓発

市立図書館内にコーナーを設けて
啓発パネルと関連図書を展示
彦根市
市内5ヶ所に啓発用のぼり旗を掲
出

彦根市立図書館

平成29年4月2日～4月8日

市民

4月2日は 『世界自閉症啓発デー』
です！（広報誌での啓発）

近江八幡市の『広報おうみはち
まん』4月号に「世界自閉症啓発
近江八幡市
デー」と「発達障害啓発週間」の周
知啓発記事を掲載

滋賀県
市民

近江八幡市のＨＰに「世界自閉
世界自閉症啓発デー(ホームページで 症啓発デー」と「発達障害啓発週
近江八幡市
の啓発）
間」に因んだブルーライトップの周
知チラシをアップ

発達障害理解のための講演会「感じ
てみませんか、発達障害の世界 －オ
リジナル画像から日常生活を具体的
に－」

発達障害がある当事者による講
演会
草津市
世界自閉症啓発デーのリーフレッ
トを受付にて配布

草津市立アミカホール

平成29年1月14日（土）（終了）

市民
300人

広報誌および市ホームページでの啓 市広報誌「広報もりやま」および市
守山市
発
ホームページへの掲載を予定

市民

広報誌での啓発

市民

市広報誌への掲載を予定

野洲市

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

発達障がいってなぁに？（仮）（広報誌
広報誌（４月号）にて掲載
での啓発）

滋賀県
図書館での啓発

奈良県

主催者・共催者等

高島市

・町立図書館のイベントコーナー
に発達障害関連の図書および片
づけや収納についての実用書な
ど発達障害等に関心のない方に 竜王町
も興味を持ってもらえるコーナーを
設置。
・町広報誌での啓発

・発達障害の基礎知識、「世界自
閉症啓発デー」「発達障害啓発週
間」についてのポスター掲示
・発達障害者からのメッセージ掲
（仮称）「知っていますか？自閉症・発
奈良県
示
達障害」
奈良県発達障害支援センター
・支援機関や当事者団体のリーフ
レット、関連書籍等の紹介（ポス
タ ー で の 紹 介 ま た は書 籍設 置）
等
大和郡山市
天守台石垣
ライトアップ

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
・Beattechの演奏（ the Beat の師
匠）
・京都市障害者相談員（発達）によ
る相談

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」

②ブルーライトアップ
の５者の共催
京都タワー、福知山城、舞鶴赤れ
んがパーク、間人皇后と聖徳太子
母子像、京都府庁旧本館、京都市
役所本館

京都府

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成２９年３月下旬配布

市民

平成２９年３月下旬～４月中

町民

竜王町立図書館

奈良県立図書情報館
奈良市大安寺西1-1000

平成 29年3月28日～
平成29年 4月 8日（予定）

大和郡山市城内町

平成 29年 4月 2日

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、舞鶴赤
れんがパーク、間人皇后と聖徳太
子母子像、京都府庁旧本館、京都
市役所本館

①啓発イベント
平成29年４月２日（日）
18:15～19:30
<障害者相談員による相談は
①啓発イベント
17:00～19:00>
観衆500人見込み
②ブルーライトアップ
平成29年４月２日（日）
18:15～22:00

大学図書館 関連図書展示企画

大学図書館において関連する図
書、資料を展示することによって
啓発に努める

花園大学

花園大学

平成２９年４月１日～４月末

大学関係者・近隣ほか

夜間ライトアップ（ブルーライト）

大学キャンパス内九輪塔などをブ
ルーライトでライトアップし啓発に 花園大学
努める

花園大学

平成２９年４月１日～４月８日

大学関係者・近隣ほか

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

大阪府

大阪府

広報啓発の取組名（イベント名）

発達障害啓発週間パネル展

発達障害啓発週間関連ブックフェア

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

発達障害の特徴、支援の方法、堺
堺市発達障害者支援センター
市発達障害者支援センターの紹
介などをパネル展示。
堺市子ども青少年育成部
あわせて支援グッズの展示を行
子ども家庭課
う。

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
堺市立中図書館
び貸出。
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。
【実施者】
ＮＰＯ法人ラリグラス、
その他関係者
【協力】
三木市、
サンロード商店街振興組合、
岡田金属工業㈱

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

堺市中区役所1階エントランス
ホール
平成29年4月2日～4月8日

市民

堺市立中図書館

平成29年4月1日～30日

市民

①三木市役所
正面玄関前 オブジェ
②緑が丘さんさん広場
時計台
③岡田金属工業 ㈱
正門 時計台

平成29年4月2日（日）

参 加 者 20人
参加人数 1,000人

堺市立健康福祉プラザ1階エント
ランスロビー

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｂｌｕｅ

「世界自閉症啓発デー」に
ブルーライトアップを実施

啓発パネルの展示

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

平成29年４月

ポスター展示

発達障害支援に係る啓発ポス
神戸市保健福祉局障害福祉部発
ター ・世 界自 閉症 啓発 デ ー ポス
神戸市役所花時計ギャラリー
達障害者支援センター
ター展示

平成29年3月23日～3月31日

ポスター展示

発達障害支援に係る啓発ポス
神戸市保健福祉局障害福祉部発
ター ・世 界自 閉症 啓発 デ ー ポス
神戸市障害学習支援センター
達障害者支援センター
ター展示

平成29年3月15日～4月30日

ポスター展示

世界自閉症啓発デーポスター展 神戸市保健福祉局障害福祉部発
神戸市営地下鉄全駅
示
達障害者支援センター

平成29年3月

チラシ・リーフレット配布

市民向け講演会で世界自閉症啓
神戸市保健福祉局障害福祉部発 兵庫県看護協会ハーモニーホー
発デーポスター掲示、チラシ・リー
平成29年2月1日
達障害者支援センター
ル
フレットの配布

自閉症啓発パレード

自閉症啓発パレードとして、姫路
市内でパンフレットを配布

兵庫県

姫路獨協大学

姫路獨協大学から姫路駅間（姫路 平成２９年４月２日（日）
城経由）
１２：３０～１５：００

280人

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

岡山県

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

街頭啓発活動

主催：岡山県発達障害児・者の親 ①JR岡山駅
自閉症啓発のチラシを配付するこ
の会連携協議会
②ＪＲ倉敷駅
とで、より多くの皆さんに自閉症を
共催：岡山県、赤磐市
③赤磐市内
理解してもらう機会とする。
後援：岡山市、倉敷市

ブルーライトアップ

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 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
ルー）を行い、自閉症をはじめとす 協会
岡山市 岡山城天守閣
る発達障害について、広く啓発す 協力：岡山市
る。

ブルーライトアップ

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、自閉症をはじめとす
る発達障害について、広く啓発す
る。

ブルーライトアップ

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、自閉症をはじめとす 主催：総社市
る発達障害について、広く啓発す
る。

パネル展示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①～③：平成２９年４月２日（日）
10：00～12：00

一般

平成２９年４月２日（日）

一般

平成２９年４月２日（日）～
4日(火）

一般

平成２８年４月２日（日）～
８日（土）(予定）

一般

主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
自閉症についての啓発パネルと
協会
岡山市役所１階市民ホール
子ども達の絵・作品展示
共催：岡山市

平成２９年４月１２日（水）～
４月１４日（金）

一般

パネル展示

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

平成２９年４月２日（日）～
４月７日（金）

一般

ＤＶＤ上映会

主催：岡山県発達障害児・者の親
自閉症の青年を主人公としたＤＶ
の会連携協議会
①岡山県生涯学習センター
Ｄ「アイムヒア 僕はここにいる」の
共催：岡山県
上映

①平成２９年４月１６日（日）

電光掲示板へ情報掲載

場電光掲示板へ情報掲載

平成２９年４月２日(日）～
平成２９年４月８日(土）

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・
津山市 鶴山公園備中櫓
津山市
後援；おかやま発達障害者支援セ
ンター

総社市 備中国分寺五重塔

岡山県

新見市

新見駅前広場

一般

一般

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

①平成２９年３月１日（水）～
４月３０日（日）
②平成２９年３月号
または４月号

自治体の広報媒体等による啓発

①県内コンビニエンスストア等へ
の啓発チラシ設置
実施主体：①県、②市町村
②市町村広報誌への啓発記事掲
載

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
広島城，本通り，エールエールA
りアーケード，エールエールA館の 広島県，広島市，広島自閉症協会
平成29年4月2日～8日
館
行い，初日には点灯式を行う。

一般市民等
点灯式：約50人

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
いものを身に着けて本通りを行進 広島県，広島市，広島自閉症協会 本通商店街
する。

平成29年4月2日

約50人

平成29年4月1日

約200人

図書館の特設展示

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
広島県，広島市，広島自閉症協会 広島県立図書館
ネル等での説明とともに、図書貸
出の促進をおこなう。

平成29年3月末～5月初

図書館来館者

図書館の特設展示

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 呉市
介するとともに，ポスター掲示等に
よる啓発活動を実施。

呉市中央図書館

平成29年4月2日～8日

図書館来館者者約6,000人

呉市役所 ほか

平成29年4月2日～8日

来庁者

県全域

一般

広島県
前夜祭「うたって つながろう 発達障 ミニコンサートと研究者による講演
広島県，広島市，広島自閉症協会 ＪＭＳアステールプラザ
害」（予定）
のコラボ。

庁舎内や各市民センターでポス
庁舎内や各市民センターでのポスター
ターを掲示または情報コーナーへ 呉市
掲示，チラシ配架
チラシを配架。

広島県
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」において「世界自閉症啓発
竹原市
デー」及び「発達障害啓発週間」に
ついて取り上げる。

図書館における特設コーナーの設置

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 竹原市
扱った図書の紹介

3月下旬または4月初旬の放送を
一般市民等
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

一般市民等

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広島県

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

庁舎内でのポスター掲示

庁舎へポスターを掲示。

竹原市

広報誌への掲載

広報たけはら4月号に関連記事を
竹原市
掲載。

庁舎内でのポスター掲示

本庁舎および保健福祉センター掲
三原市
示板に啓発ポスターを掲示

庁舎内でのポスター掲示
チラシ配架

市役所庁舎へポスターを掲示。
情報コーナーへチラシを配架。

広報誌への掲載

広報おのみち3月号に関連記事を
尾道市
掲載。

庁舎内での掲出

庁舎内で啓発ポスター・チラシの
福山市
掲出。

尾道市

開催場所

竹原市役所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

～平成29年4月28日

一般市民等

平成29年4月5日発行

一般市民等
約10,600部

三原市役所
三原市総合保健福祉センター

平成29年3月１日～5月2日

一般市民等

尾道市社会福祉課
因島福祉課

平成29年3月1日～5月2日

一般市民等

平成29年3月10日発行

福山市障がい福祉課

一般市民等

平成29年4月3日～7日

一般市民等

広報誌への掲載

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

平成29年4月1日発行

一般市民等

広報誌への掲載

三次市（三次市障害者支援ネット
「広報みよし」４月号に関連記事を
ワーク連絡会議 療育・発達支援
掲載
部会）

平成29年4月1日～30日

一般市民等

庁舎内でのポスター掲示
チラシ配架

庁 舎 1 階 掲 示 板 へ ポス ター を掲
示。
庄原市
情報コーナー・窓口等へチラシを
配架。

平成29年3月中旬～4月中旬

一般市民等

庄原市役所

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広島県

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

ブルーライトアップキャンペーン

大竹駅前ひろばをブルーライト
アップで彩るほか，ブルーリボン
の配布や式典，他団体との共同イ
ベントによる啓発活動をする。
（「ブルーキャンペーン」）

（主催）ハートとハート～子育てと
発達障害を考える会～
大竹駅前ひろば
（共催）NPO法人「ハローの仲間」
Oh!バンブー倶楽部

平成29年4月2日～4月8日

100人

ブルーライトアップキャンペーン

市役所をブルーライトアップで彩る

ハートとハート～子育てと発達障
市役所
害を考える会

平成29年4月3日～4月7日

15人

図書館でパネル展示等

図書館の特集コーナーでパネル
生涯学習
展示や本の照会による啓発

図書館

平成28年4月2日～10日

図書館来館者

図書館の特設展示

図書館に特設コーナーを設置し，
東広島市
関係図書の紹介等を行う。

東広島市中央図書館

平成29年4月2日～8日

図書館来館者

デジタル表示盤への表示

世界自閉症啓発デーについて簡
東広島市
単な説明を表示する。

東広島市役所庁舎渡り廊下

平成29年4月2日～8日

一般市民等

庁舎内でのポスター掲示
チラシ配架

庁舎内ポスターを掲示。
庁舎内でチラシを配架。

廿日市市役所

平成29年3月1日～5月2日(予定)

一般市民等

図書館の特設展示

図書館の特設コーナーでパネル
廿日市市
展示や本の紹介による啓発活動

はつかいち図書館

平成29年3月24日～
4月26日(予定)

一般市民等

広報紙・ホームページへの掲載

「広報あきたかた」4月号や市ホー
ム ペ ー ジ に 、 「 世 界 自 閉 症 啓発
安芸高田市
デー」及び「発達障害啓発週間」に
関する記事を掲載する。

平成29年3月23日発送
平成29年4月2日～8日

一般市民等
11,650部

市内各世帯に設置しているIP告知
IP告知端末（おたすけフォン）による啓
端末（おたすけフォン）による啓発 安芸高田市
発
放送を実施。

平成29年4月2日～8日

一般市民等

廿日市市

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

図書館への特設展示

図書館に特設コーナーを設置し，
安芸高田市
関係図書の紹介等を行う。

図書館

平成29年4月上旬

一般市民等

庁舎内でのポスター掲示
チラシ配架

庁 舎 1 階 掲 示 板 へ ポス ター を掲
示。
江田島市
情報コーナーへチラシを配架。

江田島市役所

平成29年4月2日～4月8日

一般市民等

広報ふちゅうへの関連記事の掲載

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 府中町
関連した記事を掲載する。

町内全域に配付

平成28年4月1日発行

一般町民等

福祉課窓口でのポスター掲示、パンフ 福祉課窓口にてポスターの掲示、
府中町
レットの配架
パンフレットを配架する。

福祉課窓口

庁舎掲示スペースへポスター掲
庁舎内でのポスター掲示 リーフレット
示。窓口カウンターに，リーフレッ 海田町
配架
トを配架。

海田町役場

一般町民等

平成29年4月2日～4月２８日

一般町民等

平成29年4月1日～4月27日

図書館来館者

図書館への特設展示等

熊野町立図書館において，特設
コーナー「発達障害ってなんだろ
う？」を設置し，発達障害を扱った
幅広いジャンルの図書の紹介をす
る。相談コーナーを２回程度開設
する。

講演会

「感覚統合」をテーマにした講演会
坂町民生課
と体験型の学習を行う。
坂町自立支援協議会子ども部会 坂町町民センター（予定）
講師：株式会社チームKAIZUKAラ
「ふーぷ」（障害児の親の会）
ボ 代表 海塚敏郎氏

平成29年4月2日

親子 20組
支援者等 60人
※体験型学習への参加は親子の
みで、支援者は参観とする。

映像による啓発

自閉症デーのイベントに来場され
た方に対して、発達障害をテーマ
坂町民生課
にした映像を提供する。（30分×
坂町自立支援協議会子ども部会 坂町町民センター（予定）
○セット）
「ふーぷ」（障害児の親の会）
映像提供者：株式会社チーム
KAIZUKAラボ 代表 海塚敏郎氏

平成29年4月2日

100名

広島県

熊野町発達障害連絡会議（熊野
町民生課・子育て健康推進課・高
熊野町立図書館
齢者支援課・学校教育課）・熊野
町立図書館

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

作品展

坂町地域自立支援協議会子ども 坂町民生課
部会「ふーぷ」の美術活動を通し 坂町自立支援協議会子ども部会 坂町町民センター（予定）
て作成された作品を展示する。
「ふーぷ」（障害児の親の会）

平成29年4月1日～8日

100名

パネル展示

発達障害の特性について分かり
やす く 説 明し たパ ネ ル を展 示す
る。
坂町民生課
作成者：坂町自立支援協議会子
坂町自立支援協議会子ども部会 坂町町民センター（予定）
ども部会「ふーぷ」
「ふーぷ」（障害児の親の会）
監修者：広島文化学園大学社会
情報学部健康福祉学科
教授 磯辺省三氏

平成29年4月1日～8日

100名

図書展示

坂町民生課
発達障害に関連する図書を集め
坂町自立支援協議会子ども部会 坂町町民センター（予定）
て展示する。
「ふーぷ」（障害児の親の会）

平成29年4月1日～8日

100名

広報掲載

広報さか3月号に自閉症週間及び
自閉症デーのイベントについて掲 坂町
載する。

平成29年3月1日発行

一般町民等

啓発ポスターの掲示、ちらしの配架

本庁、各支所での啓発ポスターの
福祉課
掲示、ちらしの配架

平成29年4月

一般町民等

広報誌掲載、ケーブルテレビ放映

広報きたひろしま及びケーブルテ
北広島町
レビ放映による普及啓発

平成29年3月

一般町民等

広報掲載

広報３月号掲載

大崎上島町

町内全戸配布

平成29年3月3日配布

町民等（4,000部）

ポスター掲示

庁舎、港待合所等に掲示

大崎上島町

役場本庁・支所、港待合他

平成29年3月～4月

一般町民等

映画上映

映画上映と発達障害パンフレット
大崎上島町
配布

大崎上島文化センター

平成29年3月20日

一般町民等

安芸太田町役場、各支所

広島県

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広島県

鳥取県

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

広報誌掲載，リーフレット配布

広報せら、ケーブルテレビ、ポス
ター、リーフレットなどによる啓発 世羅町 福祉課
活動

・世羅町役場・世羅保健福祉セン 平成29年4月3日～7日（この日を
ター・せらにし支所・相談支援事業 含み前後する可能性あり）
一般町民等
所 等
（広報せらは３月15日発行）

特設コーナー設置

発達障害啓発にかかる展示物の 福祉課（「町内事業所」より展示物
世羅保健福祉センター
特設コーナーを設置
等の協力）

図書館の特設展示

図書館に特設コーナーを設置し、 福祉課(教育委員会 社会教育課 町内各図書館（甲山・世羅・世羅 平成29年4月3日～7日（この日を
図書館来館者
発達障害関連図書の紹介
と連携）
西）
含み前後する可能性あり）

ポスター掲示
旗の制作・掲示

ポスター掲示
旗の制作・掲示

園内へのポスター掲示
園児作品展示

園内へのポスター掲示
園児作品展示

ポスター・チラシによる啓発活動

本庁舎・支所・保険福祉センター・
社協等でのポスター掲示やチラシ 福祉課
の配布

本庁舎・支所・保健福祉センター・
平成29年4月1日～4月28日
社協等

一般町民等

仁風閣ブルーライトアップ

自閉症を始めとした発達障がいの
理解啓発を図ることを目的に、鳥
鳥取県
取県の象徴的な建造物である仁
風閣をブルーにライトアップする。

仁風閣
平成２９年４月２日（日）
（鳥取県鳥取市東町２丁目１２１） １９：００～２１：００

県民

「発達障がいのピアニスト」野田あす
かさんピアノ演奏会
及び母野田恭子さん講演会

自閉症を始めとした発達障がいの
理解啓発を図ること目的に、著名
鳥取県
な発達障がいの当事者の方の講
演会を開催する。

米子コンベンションセンター多目
平成２９年４月９日（日）
的ホール
１０：００～１１：３０
（鳥取県米子市末広町294）

県民 １０００人

平成29年4月3日～7日（この日を
保健福祉センター利用者
含み前後する可能性あり）

保育所内掲示板
園庭

町内各保 育所 （に しお お た 保育
所 ・ に し お お た 保 育 所 お お み分 平成29年4月3日～7日（この日を
保護者及び来園者
園 ・ い お 保 育 所 ・ せ ら に し 保 育 含み前後する可能性あり）
所・）

認定こども園

世羅めぐみ認定こども園（園内入
平成29年4月5日～12日（この日を
口周辺）
含み前後する可能性あり）
保護者及び来園者
甲山めぐみ認定こども園（園内正
面玄関周辺）

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

バードハットライトアップ
（ブルーライトアップ）

バードハット「ブルーライトアップ」
の取り組みを通して、世界自閉症
鳥取市
啓発デーについて、広く地域住民
の理解と啓発を図る。

鳥取市報での広報

鳥取市広報誌「鳥取市報４月」に、
世界自閉症啓発デーについて知
鳥取市
らせる記事を掲載し、広く地域住
民の理解と啓発を図る。

鳥取市報 平成２９年４月号

広報4月号への掲載
告知端末での放送

告知端末での放送4月1日

市道駅前太平線「バードハット」

智頭町保健センター

「世界自閉症啓発デー」の周知と
世界自閉症啓発デーin鳥取2017
自閉症発達障がいの理解啓発の
鳥取県自閉症協会
図書館での「世界自閉症啓発デー」 ために、関連図書、パネル、チラ
コーナー設置
シ、リーフレット等による展示コー
ナーを設置
鳥取県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成２９年４月２日～４月８日

智頭町民

鳥取市中央図書館
鳥取市立用瀬図書館
鳥取市立気高図書館
鹿野町中央公民館図書室
若桜町立わかさ生涯学習情報室
倉吉市立図書館
世界自閉症啓発デー前後に開催
町立みささ図書館
対象者
予定
湯梨浜町立図書館
琴浦町図書館
北栄町図書館
米子市立図書館
日野町図書館

世界自閉症啓発デーin鳥取withふらっ
啓発展示
と

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

4月2日〜4月14日

ポスター掲示

ポスター掲示

島根県健康福祉部障がい福祉課 県庁、地方機関、県立施設等

平成29年3月～4月

映画上映会

映画上映会

島根県自閉症協会

いわみーる

平成29年4月8日

ライトアップ

ライトアップ

島根県自閉症協会

未定
（出雲・浜田・益田で予定）

平成29年4月2日

どなたでも

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

チラシ配布

取組（イベント）の内容

チラシ配布

主催者・共催者等

開催日時

島根県自閉症協会

出雲ゆめタウン

平成29年4月2日

未定

ケーブルテレビ告知

ケーブルテレビ告知

島根県自閉症協会

石見ケーブルビジョン
（江津・浜田）
ひとまろビジョン（益田）
津和野町・吉賀町

ブルー風船

ブルー風船

島根県自閉症協会

吉賀町

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瀬戸大橋記念館・四国学院大
学（チャペル）・金毘羅大芝居「金
丸座」・善通寺市役所・偕行社
④高松市内商業施設
⑤高松市役所

①・⑤平成２９年４月３日（月）～
４月７日（金）
③平成２９年４月２日（日）～
４月８日（土）
②・④ 平成２９年４月２日（日）

島根県

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5か所）
④啓発リーフレット、ティッシュの
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
配布
週間啓発イベント
（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
自閉症に関するパネル展示

世界自閉症啓発デーに合わせ
て、啓発ブースを設け、パネル展
示やパンレット配布を行い、自閉
症や発達障害に関する理解を求 観音寺市社会福祉課障がい福祉
観音寺市役所１階ロビー
係
める。
自閉症・発達障害に関する 記事
を、市広報誌に掲載する。

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
旧金毘羅大芝居（金丸座）ブルーライ
芝居（金丸座）をブルーライトアッ 琴平町・琴平町教育委員会
トアップ
プし、自閉症について理解を図る
ことを目的とする。

徳島県

開催場所

①啓発映画上映会
②作品展・パネル展
とくしま発達障がい啓発イベント２０１７
③ミュージックケア
知ってください 発達障がいのこと
④ライブラリ・支援機器紹介
⑤個別相談会

パネル展示
平成２９年４月２日～４月８日
広報紙掲載 毎年４月号

参加者（対象者）
参加（募集）人数

参加者４０人（予定）

来庁者
市民全般

旧金毘羅大芝居（金丸座）
平成２９年４月２日（日）
香川県仲多度郡琴平町乙１２４１
午後６時３０分～午後９時
番地

主催：徳島県発達障がい者総合
支援センター
徳島県文化の森総合公園内
協力：徳島県自閉症協会、みなと ２１世紀館（イベントホール）
高等学園等（②作品展）

平成２９年４月８日（土）
午前１０時から午後４時まで

一般県民

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

①啓発パネル展
（県庁・障がい者交流プラザ・県庁
舎2ヶ所・貞光ゆうゆう館・鳴門病
院・シビックセンター）
②ブルーライトアップ
（発達障がい者総合支援ゾーン）
主催：徳島県発達障がい者総合 ③懸垂幕
支援センター
（県庁舎3ヶ所・そごう徳島店）
横断幕
（発達障がい者総合支援ゾーン）
④商業施設での街頭啓発
（フジグラン北島・キョーエイアピカ
店・パワーシティ鴨島店・マルナカ
脇町店）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①平成29年3月中旬～4月中旬
②平成29年4月3日（月）
午後7時から午後9時まで
③平成29年3月中旬～4月中旬
④平成29年3月18日（土）

世界自閉症啓発デー連携事業

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

ブルーライトの人の輪をつなごう

１）平成29年4月1日
19：00－20：00
世界自閉症啓発デー2017 徳島
実行委員会（徳島県自閉症協会、 １）鴨島駅前 ２）徳島駅前 ３）両 ２）平成29年4月2日
①ライトアップ ②リーフレット配布
NPO法人オーティの会、とくしま発 国橋西公園
10：00－10：30
達しあわせネット、かもっこ）
３）平成29年4月2日
19：00－19：30

一般県民

徳島県

世界自閉症啓発デイ

世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue 2017
とくしま発達しあわせネット
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
徳島市 東船場町2-4

・チャチャタウン観覧者のブルーラ
ショッピングモール
イトアップ
チャチャタウン小倉
平成29年度自閉症啓発デーに係る啓
「世界自閉症啓発デー」北九州市
・点灯式（消防音楽隊とカラーガー
イベントひろば
発イベント
啓発実行委員会
ド隊による音楽演奏、啓発グッツ
（福岡県北九州市
の配布）
小倉北区砂津3‐1‐1）

同上

小倉城ライトアップ

ポスター、チラシの作成、配布

１００人

平成29年4月2日（日）
点灯式 １８：３０～１９：２０
一般市民
ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｱｯﾌﾟ １８：４０～２２：００

同上

小倉城（福岡県北九州市小倉北 平成29年4月2日（日）
区城内２番１号）
１８：３０～２３：００

同上

同上

サンリブ店舗（約３０店舗）、モノ
レール駅（９箇所）、市内小・中・特
概ね平成29年3月中
学校、市民センターなど、計４９２
箇所

同上

福岡県
同上

4月2日点灯式
4月2日～4月8日
点灯時間 １９：００－２１：３０

参加者：どなたでも 発達障害者
当事者・関係者
参加人数：200名程度

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

広報活動

・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

世界自閉症啓発デーin佐賀

・佐賀県自閉症協会ダンス部によ
るダンス
・ＤＶＤ「自閉症の子どもたち」上映
・講演（演題：知的障害、発達障害
のある子どもの住まいの工夫につ
いて、講師：一級建築士 西村 顕
氏）
・発達障害の方の作品（絵画、工
作品、書道等）展示

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
主催：オーティズム・リサーチ＆コ
あるブルーのものを
ンサルタンシー
佐賀市内中心街
身に着けて、佐賀市中心街を
共催：佐賀県、佐賀市
ウォーク

佐賀県ホームページへの掲載

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
佐賀県
し、佐賀県ホー ム ペ ー ジ に 掲載
し、県民への周知を図る。

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

平成29年3月(予定)

主催：佐賀県自閉症協会
共催：
佐賀県発達障害者支援センター
結
アバンセホール
佐賀県西部発達障害者支援セン
平成２９年４月１日（土）
（男女共同参画センター、生涯学
ター蒼空
１２：００～１６：００
習センター）
ＮＰＯ法人それいゆ
ＴＥＡＣＣＨプログラム研究会佐賀
支部

未定

先着順２５０名

参加者：発達障害者支援の関係
者
参加者：約５０名

県民対象

佐賀県
県職員向けのポータルサイトに、
世界自閉症啓発デー及び発達障
県職員への周知及び青色の物の着用 害啓発週間に関する啓発記事を
佐賀県
呼びかけ
掲載し、特に4月2日の世界自閉症
啓発デーについては、青色の物を
着用するように呼びかけを行う。

市職員が青色のスカーフ・ポケット
チーフを着用

4月2日の世界自閉症啓発デーに
合わせ、前週の3月31日（金）に、
市役所本庁1階、ほほえみ館の窓
口職員がシンボルカラーである青
佐賀市
色のスカーフやポケットチーフを着
用してPRをする。また、対象以外
の職員も青色の物を身につけて
業務に当たる。

県職員対象

佐賀市本庁及びほほえみ館

平成29年3月31日（金）

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

世界自閉症啓発デー（毎年4月2
日）に合わせ、市報（4月1日号予
市報や市ホームページへの啓発記事
定）や市ホームページに自閉症を 佐賀市
の掲載
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
昇開橋」を世界自閉症啓発デー
佐賀市・大川市
（４月２日）に合わせ、ブルーにラ
イトアップする。

筑後川昇開橋

平成２９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29年3月27日～4月7日

佐賀市全部署

平成29年3月24日

佐賀市立図書館1階ホールに佐賀
市発達障がい啓発週間（3月28日
佐賀市立図書館に発達障害に関する
～4月8日）の期間中、発達障害に 佐賀市
書籍の特設コーナーを設置
関する書籍の特設コーナーを設け
る。

佐賀市立図書館

平成29年3月28日～4月8日

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、窓口でのチラシ配布、ポスター
掲示、高齢障がい支援課職員の
発達障害啓発週間における市役所内
ブルーリボン着用を行い、来庁者 小城市
での啓発
へ発達障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
解促進に関する記事を掲載

①小城市役所西館１階 高齢障が ①平成２９年４月１日から８日まで 対象者：市民
②市報：４月号（３月２０日発行） 実施者：高齢障がい支援課職員
い支援課

筑後川昇開橋のブルーライトアップ

佐賀市発達障がい啓発週間期間
佐賀市障がい福祉課の窓口をブルー 中、佐賀市障がい福祉課の窓口
佐賀市
にデコレーション
を青色のガーランドやリボン、ポス
ター等で飾る。

佐賀市職員への啓発活動

佐賀県

町広報による啓発

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
発達障がい啓発週間（3月27日～
佐賀市
4月8日）に合わせ、3月24日（金）
の市役所各課の朝礼で、発達障
害についての啓発を行う。（啓発

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 みやき町
発週間の掲載を行う

佐賀市全職員（約1,500名）

町民対象

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

長崎県

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

女神大橋
みらい長崎ココウォーク
ハウステンボス

4月2日

稲佐山山頂電波塔のライトアップ

4月2日の「世界自閉症啓発デー」
にあたり、自閉症や発達障害の理
解促進のためのシンボルカラーで
長崎市
あるブルーのライトアップを、長崎
市のランドマークである稲佐山山
頂電波塔3塔で実施する。

稲佐山山頂

平成29年4月2日(日)
18:00～22:00（予定）

ブルーライトアップ

市関連施設でのブルーライトアッ
大村市
プ

未定（数箇所の見込み）

４月２日～４月８日

自閉症啓発デーin長崎

講話・上映会
NHKスペシャル「自閉症の君が教
ＷＡＡＤ実行委員会
えてくれたこと」番組ディレクター
長崎県こども家庭課
丸山拓也氏来崎
～葛藤と成長を見つめて～

長崎歴史文化博物館 ホール

４月２日 11：00～14：00

アルカス佐世保

４月２日 11：00～11：30
作品展示は、４月１日～３日
10：00～17：00
（最終日は15：00まで）

中央公民館（予定）

４月２２日（予定）

ブルーライトアップ
（自閉症啓発デーin長崎）

ブルーライトアップ

長崎県

ＷＡＡＤ実行委員会
長崎県こども家庭課

参加者（対象者）
参加（募集）人数

市民及び観光客
※不特定多数を対象

１４０名

自閉症啓発デーin長崎

ミニコンサート
作品展示

一般市民講座

発達障害について啓発内容の講
佐世保市
義

平成２９年度「世界自閉症啓発デー」
「発達障害啓発週間」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
大 分 県 社 会 福 祉 介 護 研 修 セ ン 平成２９年４月２日（日）
共済：大分県、大分県教育委員会 ター
13:00～17:00

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

平成２９年度「世界自閉症啓発デー」
「発達障害啓発週間」普及啓発

ケーブルテレビ文字放送

主催：大分県豊後高田市

一般市民

ＷＡＡＤ実行委員会
長崎県こども家庭課

１００名程度

大分県
平成２９年３月中

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

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
①宮崎県
プする。
②椎葉村
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。

宮崎県

県内各所のブルーライトアップ

宮崎県

・県立日南くろしお支援学校の在
校生の作品展示
「世界自閉症啓発デー」及び「発達障
・自閉症等関連図書閲覧
日南市
害啓発週間」にあわせた展示会
・啓発リーフレット配布
・啓発ポスター掲示

展示コーナーの設置、資料の配付等

宮崎県

市町村広報誌等による啓発活動

主催者・共催者等

①日南保健所
②宮崎市
③都城市
④延岡市
⑤西都市
関連図書の展示やポスター掲示、 ⑥えびの市
リーフレットの配布等を行う啓発 ⑦三股町
⑧綾町
コーナーを設置する。
⑨高鍋町
⑩新富町
⑪川南町
⑫門川町
⑬諸塚村

①宮崎県雇用労働政策課
②西都市
③えびの市
④高鍋町
自閉症や発達障がいについての
⑤新富町
情報を広報誌やセンター便り等に
⑥木城町
掲載する。
⑦諸塚村
⑧美郷町
⑨日之影町

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

①宮崎県庁本館
平成２９年４月２日（日）～
②椎葉民俗芸能博物館及び鶴富
平成２９年４月８日（土）
姫化粧の水

観光客及び県民、村民など

日南市保健福祉総合センター２階 平成２９年４月３日（月）～
福祉課前通路
平成２９年４月７日（金）

地域住民等

①日南保健所
②宮崎市立図書館、宮崎市立佐
土原図書館
③都城市役所
④延岡市立図書館
⑤西都市立図書館
⑥えびの市民図書館
⑦三股町立図書館
⑧綾町役場
⑨高鍋町役場
⑩新富町役場
⑪川南町図書館
⑫門川町立図書館
⑬諸塚村中央公民館図書室

「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
（一部施設については期間前後も
実施あり）

広報誌の誌面

「世界自閉症啓発デー」及び「発
地域住民等
達障害啓発週間」にあわせた期間

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デーにおけるライト
アップ

・アミュラン（アミュプラザ観覧車）
の点灯（ブルー）
・かごしま水族館のライトアップ（ブ
鹿児島県
ルー）
・甲突川の橋梁のライトアップ（ブ
ルー）

世界自閉症啓発デーにおける啓発
リーフレットの配布活動

啓発リーフレット等の配付

開催場所

開催日時

・アミュランの点灯（ブルー）
平成29年4月2日（日）
18時15分～23時
・かごしま水族館ライトアップ（ブ
・アミュラン（アミュプラザ観覧車）：
ルー）
ＪＲ鹿児島中央駅
平成29年4月2日（日）～
・かごしま水族館
4月8日（土）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29年4月2日（日）
日没後～22時

鹿児島県，NPO法人鹿児島県自
イオンモール鹿児島
閉症協会

平成29年４月２日（日）13時～

主催：NPO法人鹿児島県自閉症
世界自閉症啓発デーに合わせ，
世界自閉症啓発デー２０１７講演会IN
協会
鹿児島県市町村自治会館大ホー
療育や支援の仕方についての講
平成２９年４月２日（日）１０時～
鹿児島
後援：鹿児島県，鹿児島県教育委 ル
演会を行う
員会，鹿児島市

鹿児島県

市民向け広報誌「市民のひろば」への 市民向け広報誌「市民のひろば」
鹿児島市
掲載
への掲載

市民のひろば３月号

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
市広報誌への掲載
週間の広報

鹿屋市

平成29年３月28日発行

市広報紙等への掲載

枕崎市

3月号お知らせ版

市広報紙等への掲載

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓
市広報誌への掲載
発週間の広報

阿久根市

市報への掲載

市報への掲載

出水市

ポスター掲示

ポスター掲示

出水市

参加者（対象者）
参加（募集）人数

市報４月号

市庁舎、保健センター、出水総合
３月下旬から４月中旬まで
医療センター等の市施設

県障害福祉課，県こども総合療育
センター及び県自閉症協会会員
等

障害児とその家族，支援者
約３００名

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

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
主催：子どもの家親の会
い児の関わり方を学び、情報交換
後援：日置市・日置市教育委員会 日置市中央公民館
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

啓発ポスター・リーフレットの掲示・配
布

啓発ポスター・リーフレットの掲示・
曽於市
配布

広報誌掲載

広報誌掲載

霧島市

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
広報誌掲載
週間の広報

霧島市

おしらせ版掲載

南さつま市

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障 市広報誌へ掲載
害啓発週間」の普及啓発
ポスター掲示

平成29年1月25日（水）
９時～12時半

市役所（本庁・支所）

平成29年4月3日（月）～4月7日
シビックセンター（霧島市役所本 （
金
）
庁）内メディアセンター前ＴＶ
上映期間 1日3回（10時・13時・15
時）約30分

3月16日発行

大口ふれあいセンター3F多目的 2月11日（土）
ホール
10：00～12：00

鹿児島県
4/1号市報への掲載

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
市広報誌への掲載
週間の広報

ポスター及びリーフレットの掲示

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）

志布志市

発達障害について、メディア等に
多くの情報があふれるようになっ
発達障がいセミナー「発達障がいの理 た今、「知 りた い 」 気持 ち を 入口
伊佐市
解と支援」
に、理解と支援の輪を広げるため
のセミナー開催。講師：土岐篤史
氏（児童精神科医・臨床心理士）

広報紙への掲載

参加者（対象者）
参加（募集）人数

曽於市

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

発達障害啓発週間等

開催日時

伊佐市

姶良市

厚労省より配付されるものを町内
十島村
施設に掲示

市広報誌（３月号）

役場本庁・出張所

保護者、教職員、保育士、幼稚園
教諭、民生委員・主任児童委員、
児童クラブ指導員、その他関心の
ある方

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

世界自閉症啓発デーポスター掲示

取組（イベント）の内容

厚労省より配布されるものを町内
湧水町
施設に掲示

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
町広報誌への掲載
週間の広報

鹿児島県

主催者・共催者等

開催場所

役場（本庁・支所）
内施設

湧水町

啓発リーフレットのポスターの掲示

啓発リーフレットのポスターを掲示 錦江町

広報誌（広報きもつき）掲載予定

世界自閉症啓発デー・発達障害
肝付町
啓発週間について

町

町広報誌3月号

役場（本庁・支所）

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
広報誌掲載
週間の広報

中種子町

広報なかたね3月号掲載

町広報誌への掲載

町広報誌への掲載

南種子町

町広報誌３月号

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
南種子町
施設に掲示

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
屋久島町
施設に掲示

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
屋久島町
啓発週間について

「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓 町広報誌への掲載
発週間」啓発普及活動
ポスターの掲示

瀬戸内町

・広報誌３月号
・平成29年4月1日～30日

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

役場（本庁・支所）

・町広報紙3月号に掲載
啓発週間H29.4.2～4/8

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
徳之島町
布
示、配布

役場（本庁・支所）

広報誌（広報とくのしま）掲載予定

瀬戸内町

世界自閉症啓発デー・発達障害
徳之島町
啓発週間について

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２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
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

主催者・共催者等

保健福祉課・保健センター・包括 平成29年４月２日～４月８日
月発行広報誌
支援センター・

「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
与論町
週間」啓発普及活動
トの掲示・配付

与論町役場、保健センター、こども
平成29年4月2日～4月8日
園、町立図書館

「世界自閉症啓発デー・発達障が
世界自閉症啓発デー・発達障がい啓
い啓発週間2017 in おきなわ」県
イオンモール沖縄ライカム
平成29年4月2日（日）
発週間2017 in おきなわ
世界自閉症啓発デー沖縄大会実
民向け啓発イベント
行委員会（沖縄県自閉症協会、
NPO法人わくわくの会、社会福祉
法人若竹福祉会、沖縄県発達障
イオンモール沖縄ライカム、北谷
害者支援センター）
町アメリカンビレッジ カーニバル
沖縄県障害福祉課
ブルーライトアップ
パーク・ミハマ、沖縄電力石川石
炭火力発電所 ※予定

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

全市町村を対象に、本イベントへ
の取り組みを推奨
（1）啓発冊子および社会資源リス
沖縄県発達障害者支援センター
トの配布、
（3）情報コーナー設置希望市町村
への実施協力

那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾
市、糸満市、豊見城市、南城市、
北谷町、南風原町、与那原町、嘉
手納町、久米島町、中城村、北中
城村、読谷村、今帰仁村、大宜味
村、伊是名村、座間味村、南部保
健所

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
浦添市
を作成し展示する

浦添市役所２階市民ロビー

広報ちゃたんへ関連記事掲載

町広報誌にて、世界自閉症啓発
デー・発達障害啓発週間について
の記事を掲載

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 広報誌掲載、ポスター・リーフレッ
知名町
週間」啓発普及活動
トの掲示・配付

県民ホール及び沖縄発達障害者
支援センター内に情報コーナーを
沖縄県発達障害者支援センター
設け、発達障がいへの理解を促
世界自閉症啓発デー・発達障がい啓 進するための冊子や社会資源に 沖縄県障害福祉課
発週間2017 in おきなわ
関する情報発信を行う

沖縄県

開催場所

平成29年4月2日（日）～8日（土）

平成29年3月31日（金）～
4月8日（金）

３

保健福祉課職員約30名

一般県民

一般県民

一般市民

平成29年4月号を予定

北谷町

町民

世界自閉症啓発デー２０１７ 自治体の啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

自閉症・発達障害に関する情報コー
ナー

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

自閉症・発達障害に関する啓発冊
子や社会資源リスト提供のブース
を設置

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

北谷町役場 町民ギャラリー

平成29年4月3日（月）～7日（金）

南城市役所大里庁舎

平成29年4月2日（日）～8日（土）

一般市民

久米島町役場

平成29年4月2日（日）～8日（土）

一般市民

発達障害、新サポートノートえい
ぶるの周知
発達障害啓発週間

南城市

市民向け啓発コーナー等の設置

沖縄県

町広報誌及び町のホームページ
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発
にて、世界自閉症啓発デーの周 久米島町
週間のお知らせ
知

