世界自閉症啓発デー２０１８ 自治体等啓発取り組み一覧（教育関係）
都道府県名
(施設等機関名）

横浜市教育委員会

宇部市教育委員会

宇部市教育委員会

宇部市教育委員会

金沢大学子どものここ
ろの発達研究センター

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

３００人
※ 入場無料事前申込み不
世界自閉症啓発デー ｉｎ 横浜 ・講演会
横浜市教育委員会事務局・ かなっくホール （横浜市神
平成３０年３月２５日（日） １ 要。当日会場にお越しくださ
～障害者の生涯を通じた多様 ・障害当事者を含む団体等 健康福祉局・こども青少年 奈川区東神奈川１－１０－
３：１５～１６：００
い。（先着順）
な学習活動の推進～
のエアロビック、合唱
局
１）
※ 手話通訳・筆記通訳あ
り。 ※車椅子席あり。

発達障害啓発ときわウォーク

ブルー（青色）のものを身に 宇部市発達障害児を支える
ときわ公園
着けて、ときわ公園内を２キ ネットワーク協議会
（宇部市則貞３丁目４－１）
ロ程度ウォーキングし、発達 宇部市障害福祉課
障害に関する啓発を行う。

発達障害に関連した図書など
の展示・映画の上映会

市立図書館に発達障害に
関する書籍展示するブース
を設け、図書による啓発を
行うほか、関連する映画の
上映も行う。また、ICT機器
を活用した発達障害の方へ
の支援について、機器展示
や体験コーナーを行う。さら
に、相談コーナーを設け、臨
床心理士等が相談対応を行
う。

観覧車ライトアップ

ときわ公園遊園地にある観 宇部市発達障害児を支える ときわ公園
覧車を夜間にブルーライトで ネットワーク協議会
（宇部市則貞３丁目４－１）
ライトアップする取組。
宇部市障害福祉課

4月2日 世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue Kanazawa

習志野市 健康福祉部
市民に向けた広報啓発活動
障がい福祉課

金沢市のランドマークのひと
つである石川門をブルーに
ライトアップし、自閉症啓発
の賛同者がブルーのものを
身につけて集まり、参加者
同士の思いを共有するとと
もに、自閉症について考え
るきっかけにする

宇部市発達障害児を支える
ネットワーク協議会
宇部市立図書館
宇部市障害福祉課
（宇部市琴芝町１丁目１）
宇部市教育委員会特別支
援教育推進室

主催：みんなでブルーライト
アップ実行委員会
（石川県自閉症協会、ＮＰＯ
法人アスぺの会石川、金沢
エルデの会、市民有志）、金
沢大学子どものこころの発
達研究センター
後援：石川県、金沢市、石川
県医師会

・市役所外壁にて懸垂幕の
掲示
習志野市障がい福祉課
・庁内にてのぼり旗の設置

平成３０年４月４日（水）
どなたでも参加可能
１０時３０分から１１時３０分 約１００名

横浜市教育委員会事務局
特別支援教育課
ＴＥＬ ０４５－６７１－３９５８
（平日８：４５～１７：１５）

宇部市障害福祉課
電話：０８３６（ ３４ ）８５２２

○図書などの展示…平成３
０年４月３日（火）から４月２
９日（日）まで
○映画の上映会…平成３０
年４月３日（火）から４月８日 一般（図書館利用者）
（日）１３時まで
○ＩＣＴ機器展示・体験…平 約１００名
成３０年４月３日（火）から平
成３０年４月８日（日）まで
○臨床心理士による相談…
平成３０年４月３日（火）から
平成３０年４月８日（日）まで

宇部市障害福祉課
電話：０８３６（ ３４ ）８５２２

平成３０年４月２日（月）から
平成３０年４月８日（日） 夜 一般
間

宇部市障害福祉課
電話：０８３６（ ３４ ）８５２２

集合場所：金沢市役所前広
場（仮）
ウォーク：金沢市役所前広
場～しいのき迎賓館前～広
坂側入口～兼六園横～石 2018年4月2日（月）18時45
川門
分～20時
点灯式：金沢城公園 石川門
前【観桜期と重なった場合
は石川門裏の三の丸広場
（五十間長屋前芝生）】

習志野市役所内

照会先

みんなでブルーライトアップ
参加者：どなたでも参加可
実行委員会
参加人数：150人程度（昨年
上野 usachikian@gmail.com
の実績から）
電話：090-5687-7414

・市役所外壁にて懸垂幕の
掲示（３月２６日～４月９日）
習志野市民
・庁内にてのぼり旗の設置
（３月２６日～４月９日）

講演（講師調整中）
渋谷教育学園幕張中学校・ 渋谷教育学園幕張中学校・
渋谷教育学園幕張中学 平成30年度第一回教職員研修
2018年4月4日（水）11時～
「ADHD、発達障害生徒の対 高等学校
高等学校
校・高等学校
会
（予定）
応（仮）」
渋谷教育学園浦安幼稚園 第一啓発室

約230人

習志野市健康福祉部障が
い福祉課
担当 林
電話：０４７（４５３）９２０６
教頭 深村 誠
043-271-1221

世界自閉症啓発デー２０１８ 自治体等啓発取り組み一覧（教育関係）
都道府県名
(施設等機関名）

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

浜松医科大学
子どものこころの発達
研究センター
浜松医科大学
子どものこころの発達
研究センター

センターでの研究成果を紹
介し、発達障害啓発週間中
の「世界自閉症啓発デー」
発達障害啓発週間
に合わせた講演会を開催い
世界自閉症啓発デー記念イベ
たします。
ント
以下講演プログラム
第1６回 『子どものこころの発達
① ペアレント・プログラム～
研究』講演会
楽しい親子関係づくりのた
withルピロ
めに～
② これからの発達支援・子
育て支援（Ⅱ）－ルピロの10
年から－

主催 浜松医科大学 子ども
のこころの発達研究セン
ター
共催 浜松市
後援 特定非営利活動法人
アスペ・エルデの会、静岡
県、
浜松市教育委員会、静岡新
聞社・静岡放送

北九州市教育委員会

消防音楽隊やカラーガード
隊による演奏や記念グッズ
の配布などのブルーライト
アップ点灯式の後、北九州
市のランドマークである小倉
城とチャチャタウンの観覧車
をブルーにライトアップし、自
閉症を含む発達障害につい
ての理解・啓発を図る。

「世界自閉症啓発デー」北
九州市啓発実行委員会、北
九州ＬＤ等発達障害親の会
「すばる」、北九州市自閉症
児者の未来を考える会、北
九州市自閉症協会、北九州
市、社会福祉法人北九州市
福祉事業団北九州市発達
障害者支援センター「つば
さ」

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

アクトシティ浜松 コングレス
平成30年4月1日（日曜日）
センター３１会議室
午後1時30分～午後3時30
（浜松市中区板屋町111-1
分
℡ 053-451-1111）

照会先

浜松医科大学
子どものこころの発達研究
対象 16歳以上
センター 浜松センター
定員 350人程度 先着順（予
電話： ０５３（ ４３５ ）２３３
約不要、託児無し）
１
※平日 午前９時～午後４時

・ショッピングモール「チャ
チャタウン小倉」イベント広
場（小倉北区砂津３－１－
１）
・小倉城（小倉北区城内２－
１）

平成３０年４月７日（土）
ブルーライトアップ点灯式１
８：３０～１９：１０
市民
ライトアップ １９：００～２３：
００

花園大学

世界自閉症啓発デー＆発達障 ブルーライトによる九輪塔ラ
花園大学
害啓発週間 in 花園大学
イトアップ

花園大学栽松館

4月2日～8日
※各日、日暮れからPM８：
00まで

花園大学総務課（庶務管理
担当）
電話 ０７５－８１１－５１８１

花園大学

世界自閉症啓発デー＆発達障 自閉症、発達障害関連資料
花園大学
害啓発週間 in 花園大学
の展示（図書、DVD等）

花園大学情報センター（図
書館）

4月2日～4月28日

花園大学関係者

花園大学情報センター（図
書館）
電話 ０７５－８２３－０５９２

姫路獨協大学から姫路駅

平成３０年４月1日
１３時～１５時頃

31名

姫路獨協大学医療保健学
部作業療法学科
電話 ０７９－２２３－９０２２

平成３０年度世界自閉症啓発
デー
「小倉城」「チャチャタウン観覧
車」ブルーライトアップ

姫路獨協大学医療保健
自閉症啓発イベント
学部作業療法学科

ウォーキングによる活動

姫路獨協大学医療保健学
部作業療法学科

北九州市発達障害者支援
センター「つばさ」
電話 ０９３－９２２－５５２３

