世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デー・発達障
害啓発週間パネル展

・作品の展示
・パネルの展示
北海道
・啓発用パンフレットの設置
（予定）

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）

平成30年4月5日（木）
～
平成30年4月6日（金）
（予定）

点灯式～青いものを身に
つけて、みんな集まれ♪

函館美術館前広場での
点灯式
自閉症当事者による
「当事者メッセージ」

道立函館美術館前広場

平成30年4月2日(月)
18:00～

カウントダウンで
ブルーライトアップ！

五稜郭タワーの
ブルーライトアップ

五稜郭タワー

平成30年4月2日(月)
18:30～

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

一般住民向け

北海道保健福祉部福祉局
障がい者保健福祉課制度グ
ループ
011-204-5899

一般市民

世界自閉症啓発デー函館地
域実行委員会事務局
発達障害者支援センター
あおいそら 内
電話：0138-46-0851

北海道
主催：世界自閉症啓発デー
函館地域実行委員会
BLUEの音楽祭2018

第5回自閉症啓発デー・
アート展

福祉事業所や啓発イベント
を応援するプロのバンドに 共催：函館市医師会・渡島 五稜郭タワーアトリウム
医師会・北海道自閉症協会
よる音楽イベント
道南分会・南北海道知的障
がい福祉協会

個性的で少数派の独創的な
作品と、それを応援する
サポーターたちの作品展

平成30年4月1日(日)
13:00～16:00

平成30年
4月2日(月)13:00～19:30
4月3～7日(土)10:00～19:00
函館市芸術ホール
地下ギャラリー

発達相談

発達の相談に対応できる
支援者による相談窓口

平成30年4月2日～7日(土)
(※時間は当日、会場内に掲
示します)

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

特別親子参加企画
羊毛フェルトで作る「地球玉」

カラーリーディング

青いものづくり講座

北海道

verdeCHIOSCO フラワー
ワークショップ

西川司氏講演

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

羊毛フェルトワークショップ

函館市芸術ホール
地下リハーサル室

平成30年4月2日(月)
14:00～17:00
(※材料がなくなり次第、終
了)

満席の際は席が空くまで
お待ちいただく場合がありま
す

カラーセラピストによる
カウンセリング。『色』を通し
て自分と向き合ってみませ
んか？

函館蔦屋書店
２F 文化教室

平成30年4月1日(日)
11:00～16:00

予約優先
(※席に余裕があれば
当日予約も可能です)

子どもとおとなのものづくり
①キラキラブルースライム作
り
②色で作る不思議な幾何学
模様
主催：世界自閉症啓発デー
③木で作る本格派輪ゴム鉄 函館地域実行委員会
砲
共催：函館市医師会・渡島
医師会・北海道自閉症協会
道南分会・南北海道知的障
青いハーバリウムづくり
がい福祉協会
(※ハーバリウム：花をガラス
ボトルに閉じ込める新しい鑑
賞方法)

函館蔦屋書店
２F スクリーン前ステージ

函館蔦屋書店
１F クラフトまるテーブル

公開座談会
「西川司氏×太田千佳子氏
(北海道教育大学附属特別
支援学校副校長)」

平成30年4月1日(日)
予約優先
①キラキラブルースライム作
※席に余裕があれば
り：11:00～・11:40～・12:20～
当日予約も可能です
②色で作る不思議な幾何学
※幼児さんの参加は保護者
模様：11:00～・11:40～・
の同伴をお願いします。
12:20～
各講座の定員
世界自閉症啓発デー函館地
③木で作る本格派輪ゴム鉄
①10名／②10名／③5名
域実行委員会事務局
砲：11:00～・12:00～
発達障害者支援センター
あおいそら 内
電話：0138-46-0851
平成30年4月1日(日)
13:00～14:00

予約のみ
定員12名

平成30年4月1日(日)
14:00～16:00

西川司氏サイン会
函館蔦屋書店
２F スクリーン前ステージ

DVD・書籍特設コーナー

自閉症に関するDVDと書籍
を集めたコーナーを設置

照会先

一般市民

平成30年4月1～2日(月)
※予定

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

にじいろギャラリー

北海道小鳩会函館分会との
共催企画。ダウン症と自閉
症のパネル展示

にじいろミニコンサート

南坪あゆみ氏の
ハープ演奏
(ダウン症のハープ奏者)
YUKA氏のバイオリン演奏

アートバルーンづくり
キャンドルすくい
金森赤レンガ倉庫Bay Gallery
小田桐陽一氏カリンバライ
×世界自閉症啓発デーイベント
ブ
啓発グッズ販売

北海道

こどもイベントサークル
「ハッピー」
ポスター展示「自閉症の子
どもたちの日常」／雑貨＆
棒二森屋店ふらっとDaimon
啓発デーグッズ販売／ハッ
×世界自閉症啓発デーイベント ピーワークショップ／自閉症
クイズ
カポ ライブ
LD・ADHD等の疑似体験プ
ログラム

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

照会先

平成30年
3月24日～4月1日(日)
※予定

金森赤レンガ倉庫
Bay Gallery
(BAYはこだて1号管内)

平成30年3月24日(土)
11:00～11:30 南坪氏演奏
11:40～12:00 YUKA氏演奏

平成30年4月1日(日)
10:00～16:00 アートバルー
ンづくり
12:00～16:00 キャンドルすく
い
15:00～15:30 小田桐陽一氏
カリンバライブ

主催：世界自閉症啓発デー
函館地域実行委員会
共催：函館市医師会・渡島
医師会・北海道自閉症協会
道南分会・南北海道知的障
がい福祉協会
棒二森屋店
ふらっとDaimon
(アネックス６F)

平成30年4月1日(日)
こどもイベントサークル
「ハッピー」10:00～16:00
カポ ライブ
13:00～みんなで歌おう
歌声ライブ
14:00～あおいろライブ

青森FLY!BIRDの発達障がい
サポートグッズ見本市場

自閉症の子どもに人気の
おもちゃ紹介＆販売

棒二森屋店
Studio_b
(アネックス５F)

平成30年
3月3日～25日：見本展示・
予約受付
4月1日：予約商品をふらっと
Daimonで送料無料で引き渡
し

世界ダウン症の日
啓発ティッシュ配布

啓発デーティッシュ配布
ダウン症のパンフレット配布

丸井今井前

平成30年3月21日(水)
10:30～11:30頃

一般市民

世界自閉症啓発デー函館地
域実行委員会事務局
発達障害者支援センター
あおいそら 内
電話：0138-46-0851

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

めぐる市×
世界自閉症啓発デーinテー
オー

福祉事業所製品や
啓発デーグッズの販売

新函館北斗駅×
世界自閉症啓発デーイベント

啓発デーグッズ販売
おしま菌床きのこセンターの
新鮮なシイタケ販売
パネル展示
マジシャンイベント

青をテーマ色にした
安積徹氏日本画展「青の世界」
日本画展

北海道

函館市中央図書館×
世界自閉症啓発デーイベント

シネマアイリス×
世界自閉症啓発デーイベント

発達障害関連書籍の
特設コーナー設置
パネル展示
ペアレントメンターおしゃべり
企画～先輩お母さんと楽しく
お話ししませんか？～

（上映作品未定）

北陸銀行
知的障がいのある方などの
×世界自閉症啓発デーイベント
作品展
「ゆうあい」アート展

主催者・共催者等

開催場所

テーオーデパート
1階サンシャワーひろば

新函館北斗駅
2階通路

画廊一花
主催：世界自閉症啓発デー
函館地域実行委員会
共催：函館市医師会・渡島
医師会・北海道自閉症協会
道南分会・南北海道知的障
がい福祉協会

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

平成30年4月1日(日)
10:00～15:00

平成30年4月1日(日)
9:30～15:00
マジシャンイベント
11:00～

平成30年
3月30日～4月5日(木)
11:00～16:00
一般市民
平成30年
3月28日～4月8日(日)
書籍コーナー／パネル展示

函館市中央図書館
4月1～2日(月)(※時間未定)
ペアレントメンターおしゃべり
企画

シネマアイリス

平成30年4月7日～15日(日)
※予定

北陸銀行五稜郭支店
アートギャラリー

平成30年
2月5日～4月6日(金)

世界自閉症啓発デー函館地
域実行委員会事務局
発達障害者支援センター
あおいそら 内
電話：0138-46-0851

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

函館市内の飲食店：
「かぜまち軒」「ビストロやま
主催：世界自閉症啓発デー くろ」「五稜郭・代志川」「キッ
函館地域実行委員会
チン中華あじたか」「TAKA五
五稜郭タワー周辺のレストラ
稜郭」「二代目・佐平次」「魚 平成30年4月1日～2日(月)
Candle Night around Goryokaku ンや居酒屋で、青い手作り
共催：函館市医師会・渡島 まさ総本店」「GALA」「肉と牡 ※お店の定休日・営業時間 一般市民
Tower in Blue
キャンドルが静かにゆらめき
医師会・北海道自閉症協会 蠣」「バーミリオン・ラウンジ」 をご確認ください
ます
道南分会・南北海道知的障 「奥芝商店函館本店」「深夜
がい福祉協会
喫茶銀色のグラス」「rocco」
「Bar BAMBOO」「ポケットピ
ザ」「Jolly Jelly fish」ほか

Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ Ｂｌｕｅ Ａ
sahikawa 2018 in Cocode

北海道

主催：旭川自閉症児者親の
会
旭川市市民活動交流セン
後援：旭川市、旭川教育委
ターＣＯＣＯＤＥ（ココデ）の外
員会、北海道発達障害者支
壁を青いライトでともし啓発
援道北地域センターきたの
活動を行なう。
まち、旭川手をつなぐ育成会
他

世界自閉症啓発デーイベント＆
ライト・イット・アップ・ブルーイ
ン・十勝 、開催案内はチラシ・
ポスターの作成、新聞・会報掲
載

・自閉症に関するリレー研修
会
・ブルー風船等啓発物品の
配布・イレネー像ライトアップ
（帯広市長・十勝町村会会
長）

北海道自閉症協会十勝分
会ライトイットアップブルー実
行委員会
帯広競馬場、とかち村
北海道発達障害者支援道
東地域センターきら星

世界自閉症啓発デー函館地
域実行委員会事務局
発達障害者支援センター
あおいそら 内
電話：0138-46-0851

旭川自閉症児者親の会
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０１６６－３５－２７８０

平成30年4月2日

主催：世界自閉症啓発デイ 旭川市市民活動交流セン
旭川実行委員会 旭川市 ターＣＯＣＯＤＥ（ココデ）
自閉症児者親の会
旭川市市民活動交流セン 共催：一般社団法人 旭川市
ターＣＯＣＯＤＥ（ココデ）でコ 手をつなぐ育成会、ドンマイ
自閉症啓発イベント＆コンサート ンサートを開催する。会場に の会、北海道発達障害者支
ブルーライトで飾ったツリー 援道北地域センターきたの
を設置する。
まち
後援：旭川市、旭川教育委
員会、 北・北海道知的障が
い福祉協会 他

照会先

福祉関係者、家族、一般な
ど

平成30年4月7日

旭川自閉症児者親の会
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０１６６－３５－２７８０

平成３０年４月１日（日）～２
日（月）
２００名程度
１日 リレー研修会、２日コン
サート 点灯式

北海道自閉症協会十勝分
会事務局
電話・FAX 0155-37-0909
waiwaiclub@bb.wakwak.com

点灯式（緑ヶ丘公園展望台）

ライト・イット・アップ・ブルー
2018 in とまこまい

①北海道自閉症協会苫小
自閉症啓発ウォーキング（シ 牧分会（あじさいの会）
ンボルストリート）
②苫小牧市
○ライトアップ
③シンボルストリートライト
緑ヶ丘公園展望台
アップ実行委員会
苫小牧信用金庫本店
①～③の三者による共催
ふれんど高齢者複合施設
シンボルストリート

○ライトアップ予定施設等
・シンボルストリート街路灯
・緑ヶ丘公園展望台
・苫小牧信用金庫本店
詳細未確定
・ふれんど高齢者複合施設
○自閉症ウォーキング
シンボルストリート

市民延べ約２００人程度

苫小牧市障がい福祉課
（0144）32-6356

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

○北見ハッカ記念館をブ
ルーにライトアップ
ライトイットアップブルーｉｎ北見
２０１８
○親子参加型イベント
○自閉症啓発書籍展示

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

〔主 催〕
北海道自閉症協会オホーツ
ク分会
〔後 援〕
北見市・北見市教育委員
会・北見観光協会・北見市
手をつなぐ育成会
〔協 賛〕
株式会社グリーンズ北見
〔協 力〕
北見ハッカ記念館・北見市
立中央図書館

○北見ハッカ記念館ブルー
ライトアップ
・北見ハッカ記念館（北見市
南仲町１丁目７番２８号）

○北見ハッカ記念館ブルー
ライトアップ
平成３０年４月２日１８：００
～１９：００

○親子参加型イベント
「ボッチャ体験＆ゲーム」
・薄荷蒸溜館（同上）

○親子参加型イベント
平成３０年４月２日１８：２０
～１９：００

○自閉症啓発書籍展示
・北見市立中央図書館（北
見市泉町１丁目２番２１号）

○自閉症啓発書籍展示
平成３０年３月３１日～４月７
日（開館時間内）

幣舞橋四季の像 ライトアップ

・幣舞橋四季の像 ライト
アップ
※その他ブルーライト設置
機関
メディカルモールシロアム、
主催：幣舞橋ライトアップ実 幣舞橋四季の像「春」と「夏」
おひさまクリニック、サロン・
行委員会
の間
ド・イフ、釧路町保健福祉セ
ンターあいぱーる、堀口クリ
ニック、旧日本銀行釧路支
店、釧路製作所ＳＬ雄別
8722号

Light It Up Blue

世界自閉症啓発デー（4月2
日）、発達障害啓発週間（4
月2日～8日）にあわせ、自 釧路町健康福祉部福祉課
閉症や発達障害を理解して 障がい福祉係
もらうためのシンボルカラー
である青色のライトアップ

庁舎外壁電光掲示板による周
知啓発

役場庁舎外壁の電光掲示
板に、期間中、メッセージ
（青バックに白抜の文字）を
表示し、地域住民への周知
啓発を図る。
〈メッセージ内容〉
「毎年４月２日は、国連が定
めた『世界自閉症啓発デー』 別海町福祉部福祉課社会・
別海町役場
です。また日本では、毎年４ 障がい福祉担当
月２日から８日までの期間を
『発達障がい啓発週間』とし
ています。自閉症などの発
達障がいへの理解を深める
機会とし、地域全体で、共に
暮らしやすいまちづくりを目
指しましょう。」

北海道

釧路町保健福祉センター

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般市民

北海道自閉症協会オホーツ
ク分会
ohotukuasj@gmail.com

一般市民

幣舞橋ライトアップ実行委員
会
電話（0154）42-0810

・幣舞橋四季の像 ライト
アップ
平成30年4月2日（月）18：15
～21：15
・青い森のコンサート
平成30年4月1日（日）14:00
～14:50

照会先

釧路町健康福祉部福祉課
障がい福祉係
電話0154-40-5208

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

町民
平成３０年３月２６日（月）か
ら平成３０年４月８日（日）ま
で（予定）

別海町福祉部福祉課社会・
障がい福祉担当

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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2018・
Light It Up Blue Japan 2018

北海道

ポスター掲示

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2018
・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
・クイズ/疑似体験/青い
千羽鶴プロジェクト等の 北海道自閉症協会札幌分
参加イベント
会札幌ポプラ会
・作品展示/応援グッズ販
売/募金
等
②Light It Up Blue Japan
2018
・さっぽろテレビ塔、時計台
等のライトアップ

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

開催場所

①世界自閉症啓発デー2018
平成30年４月２日（月）
新札幌 サンピアザ光の広
①世界自閉症啓発デー2018
場
10時～18時
（札幌市厚別区中央２条５丁
目７－２）
②Light It Up Blue Japan
2018
さっぽろテレビ塔
時計台
等

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

市民、観光客等

②Light It Up Blue Japan
2018
18時～

札幌市保健福祉局障がい保 市内小・中学校、各区役所、
平成30年3月～
健福祉部障がい福祉課
市営地下鉄駅等

照会先

札幌市保健福祉局障がい保
健福祉部障がい福祉課
電話：０１１（２１１）２９３６

市民

主催：青森県、青森県発達
障害者支援センター、青森
青森県観光物産館アスパム 県自閉症協会
青森県観光物産館アスパム
平成30年4月2日(月)
のブルーライトアップ
共催：青森県精神保健福祉
18:00～22:00
士協会
協力：公益財団法人青森県
観光連盟

一般県民

弘前城天守のブルーライト
アップ

市民

青森県健康福祉部障害福
祉課
電話：017（734）9309

県内各地のブルーライトアップ

青森県

世界自閉症啓発デー記念イベ
シンポジウム
ントin弘前

世界自閉症啓発デー・発達障
害啓発週間in青森

・研修会
・ペアレントメンター相談会
・映画上映「ぼくはうみがみ
たくなりました」
・パネル展示
・グッズ展示、販売

弘前公園弘前城天守
弘前市
弘前市教育委員会
弘前大学大学院医学研究
科精神医学講座、附属子ど
ものこころの発達研究セン
ター、保健学研究科
弘前大学教育学部

弘前市健康福祉部福祉政
策課
電話：0172(40)7036

平成30年4月2日(月)
18:00～21:00
弘前大学医学部保健学科
講義室

主催：青森県自閉症協会、
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、 県民福祉プラザ 4階
青森LD親の会「こんぺいと
う」、発達障害サポート企画
「BIRD」

発達障害に関心のあるすべ
ての人 150人程度

平成30年4月5日（木）
１０：００～１６：００
一般県民
平30年4月8日（日）
１０：００～１６：００

青森県発達障害者支援セン
ター「ステップ」
電話: 017(777)8201

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

2018自閉症啓発デーin西北五

世界自閉症啓発デ－2018

青森県

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

・自閉症者のアート作品展
示
・相談機関の情報提供
・ヘルプマーク、ヘルプカー
ド配布

主催：発達障害者支援セン
ター「わかば」
つがる総合病院 ２階
共催：五所川原市、つがる
西北五広域連合

・キャラバン隊公演
・啓発ＤＶＤ上映「自閉症の
子どもたち」
・映画上映「ぼくはうみが見
たくなりました」
・作品展示、支援グッズ展示
・ミニ相談会

主催：八戸市自閉症児（者）
親の会
八戸ポータルミュージアム
共催：八戸市、発達障害者 はっち
支援センター「Doors」（県南
地域）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成30年4月2日(月)～数日
津軽西北五地域住民
間

平成30年４月6日（金）～4月
8日（日）
一般市民

県ホームページに啓発情報 青森県健康福祉部障害福
を掲載
祉課

障害福祉課ホームページ

・広報ろっかしょ4月号に啓
発記事を掲載
六ヶ所村福祉課
・発達障害啓発パンフレット
作成・配布

広報誌：毎戸配布
広報誌：3月下旬
パンフレット：役場庁舎内に
パンフレット：4月上旬
掲示

平成30年3月下旬

照会先

青森県発達障害者支援セン
ター「わかば」
電話：0173(26)5254

八戸市福祉部障がい福祉課
電話: 0178（43）9106

県民

青森県健康福祉部障害福
祉課
電話：017（734）9309

村民

六ヶ所村福祉課
電話：0175(72)2111

県民

青森県健康福祉部障害福
祉課
県各地域県民局地域健康
福祉部
各市町村障害福祉主管課

広報誌等を通じた広報啓発

ポスター掲示

宮城県

ブルーライトアップinみやぎ

世界自閉症啓発デーポス
ター掲示

仙台城跡伊達政宗公騎馬
像のブルーライトアップ

青森県健康福祉部障害福
祉課
県地域県民局地域健康福
祉部
県内全市町村
発達障害者支援センター
その他関係機関

平成30年2月上旬より

【主催】
宮城県
平成30年4月2日（月）～平
宮城県発達障害者支援セン
成30年4月8日（日）
宮城県仙台市青葉区川内１
ター「えくぼ」
伊達政宗公騎馬像
仙台市北部発達相談支援セ
日没から23時まで
ンター

県民

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

啓発物品等の作成・配布

取組（イベント）の内容

メモ帳等の配布

(プレイベント）
3月24日、25日
ワークショップ開催

宮城県

（本イベント）
萬画館ＬＩＵＢ（青く照らす）
ライト・イット・アップ・ブルーin石巻
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

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

発達障害(自閉症を中心とした）
講演
研修

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

宮城県
宮城県発達障害者支援セン セミナー等での配布
ター「えくぼ」

通年

県民

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
チャークラブ、手をつなぐ親
石ノ森萬画館
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）、女
川高等学園（予定）

4月2日～4月8日

市民、県民、どなたでも

宮城県保健福祉部障害福祉課
市町村障害福祉担当課
各保健福祉事務所
子ども総合センター
各児童相談所
リハビリテーション支援センター
精神保健福祉センター
障害者職業センター
特別支援学校
発達障害者支援センター
障害福祉サービス事業所 等

平成３０年２月上旬より

どなたでも

秋田県・秋田県発達障害者
秋田県庁第２庁舎
支援センター

平成３０年４月６日(金）

２００人

平成29年12月1日

市民

秋田県

理解促進事業

発達障がいに対する理解促
湯沢市
進用チラシの全戸配布

湯沢市内

照会先

事務局
フリースペース“ＳＯＲＡ”
０２２５－２４－８３４１

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

市広報「だいせん日和」４月 大仙市健康福祉部社会福
号に啓発記事を掲載
祉課

・障がい児(者）の発表会
仙北市障がい者ふれあい文化
・作品展示即売
芸能発表会
・活動紹介ブース

・仙北市障がい者ふれあい
芸能文化発表会実行委員
角館広域交流センター
会
・仙北市等

広報美郷
発達障害に関する記事を掲
平成３０年４月号に啓発記事を
美郷町役場福祉保健課
載
掲載

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年３月末に全戸配
布

広報誌配布部数３１，５００部

平成３０年１０月２７日(土）
１０:００～１３：００

対象者１６０人
一般等１２０人

平成３０年４月１日発行号

秋田県

健康祭

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

羽後町活性化センター

平成３０年１０月頃

一般住民

ミニ学校展

特別支援学校児童生徒の
作品展示

北都銀行鹿角支店

①９月上旬～１か月間
②２月上旬～１か月間

市民

栗田支援学校地域学校展

学校紹介パネルや児童・生
徒作品の展示、世界自閉症
秋田県立栗田支援学校
啓発デー２０１８ポスターの
掲示

秋田県社会福祉会館
北部市民サービスセンター
雄和市民サービスセンター

１月～３月の予定

一般県民

比内支援学校かづの校

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

第１６回わくわく美術展

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

県内特別支援学校並びに特 秋田県特別支援学校文化
別支援学級児童生徒の美 連盟（同美術部局事務局
術作品の展示
秋田県立ゆり支援学校）

開催場所

秋田市にぎわい交流館AU

秋田県立大曲支援学校せんぼく校

ポスター掲示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年１２月７日(金）～
※平成２９年度来場者数約
平成３０年１２月１０日(月）９
５６０名
時３０分～１３時

平成３０年２月上旬より

市民

北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部

平成３０年２月～４月

県民

秋田地域振興局福祉環境部

平成３０年１月より

由利地域振興局福祉環境部

平成３０年２月～４月

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

北秋田地域振興局大館福祉環境部

秋田県

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

県民

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

知識や理解を深めるための啓
発

啓発用資料・パンフレットの
平鹿地域振興局福祉環境部
配布

開催場所

仙北地域振興局福祉環境部

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月

照会先

県民

秋田県

山形県発達障がい者支援セ
ンターＨＰに世界自閉症啓
ホームページを通じた広報啓発
発デー・日本実行委員会ＨＰ
公式サイトのリンクを設定

山形県

平成３０年３月～４月

山形県
（山形県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）

山形県発達障がい者支援セ
ンター
電話：023－673－3314

置賜総合支庁ニュース（４月 山形県置賜総合支庁
号）への掲載
子ども家庭支援課

山形県置賜総合支庁
子ども家庭支援課
電話：0238－22－3205

町報『広報しらたか』（３月
号）への掲載

白鷹町健康福祉課
健康推進係
電話：0238－86－0210

広報誌を通じた広報啓発

「世界自閉症啓発デー」及び
最上総合支庁来庁者への
「発達障害者啓発週間」の普及
普及・啓発
啓発

白鷹町

山形県最上総合支庁
子ども家庭支援課

平成30年３月

山形県最上総合支庁
正面玄関ロビー

平成30年
４月２日（月）～６日（金）
８：３０～１７：１５

地域住民
（最上総合支庁来庁者）
約150人

山形県最上総合支庁
子ども家庭支援課
電話：0233－29－1361

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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
（予定）

福島県

茨城県

啓発物品等の作成・配布

福島駅前
平成３０年４月２日（月）
郡山駅前
いわき市内ショッピングセン
ター内

世界自閉症啓発デー・発達障
害者週間作品展

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

茨城県庁内
２F県政広報コーナー２

水戸芸術館ライトアップ

４月２日（月）の18:00～
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更す 水戸市
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

公開講座

（仮）自閉症の理解とかかわ 主催：看護局
り方について
講師：当院の医師

友五郎塾研修会

音楽祭＆ライト・イット・アップ・
ブルー２０１７

・発達障害者の当事者又は
関係者からの体験談を聞く
ことにで，発達障害への理
解を促進し，支援体制を推
進する。
・講演会及び座談会

県立友部特別支援学校（主
催）
笠間公民館
笠間市教育委員会（共催予
定）

世界自閉症啓発デー及び
発達障害者週間にあわせ、
自閉症児者による音楽祭及
茨城県自閉症協会
びライトアップイベントを行う
ことで、自閉症の理解と啓発
を図る。

イオンモール水戸内原
１Fメインコート

照会先

（予定）

福島県自閉症協会
ポケットティッシュ等啓発物 福島県児童家庭課
品の配布
福島県発達障がい者支援セ
ンター

集会ホール

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県民

福島県児童家庭課

2018/3/30（金）～4/8（日）

県庁来訪者

茨城県保健福祉部障害福
祉課
（029-301-3368）

平成30年4月2日（月）
18:00～22:00

水戸市民対象

水戸市役所障害福祉課
（029-232-9173）

９月（検討中）

・県内の医療機関職員
・地域ケアに関わる方
・一般県民

茨城県立こころの医療セン
ター
看護局
（0296-77-1151）

平成30年８月４日（土）

県民，幼稚園，保育所，小・
中学校，高等学校，特別支 県立友部特別支援学校
援学校教教職，,関係機関職 （0296-77-0001）
員，保護者（400名程度）

2017/4/2（日） 11：30～16：
イオンモール来訪者
00

茨城県自閉症協会
（0299-62-2820）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

自閉症啓発コンサート

ブルーライトアップ

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

・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
オリオンスクエア
手）との二重唱、太鼓、サッ
(宇都宮市オリオン市民広
クスアンサンブルなど
場）
・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 栃木県自閉症協会、栃木県
等の配布

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成３０年４月８日（日）
１３：００～１６：００

栃木県保健福祉部障害福
祉課
電話：０２８（６２３）３４９２

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

JR宇都宮駅において、啓発
リーフレット等を配布する。

JR宇都宮駅

平成３０年４月２日（月）～８
日（日） １８：００～２１：００
県民等

栃木県
啓発チラシ等の配布

平成２９年４月５日（水）
８：００～９：００予定

栃木県自閉症協会、栃木県

ポスターの掲示等

発達障がいに関するパネル展

発達障がい啓発講演会

ポスターの掲示、
啓発リーフレット等の配布

とちぎリハビリテーションセン 平成３０年３月下旬から平成
ター
３０年４月８日まで

とちぎリハビリテーションセン
ター相談支援部
電話：０２８（６２３）６１１１

発達障がいに関するパネル
やポスター展示 ，リーフレッ 宇都宮市，共催 宇都宮市
ト等啓発物品の配布
自閉症児者親の会

宇都宮市役所 市民ホール
予定

平成30年4月2日（月）～4月
約1000名予定
6日（金）予定

宇都宮市子ども発達セン
ター
電話： 028（647）4720

未定

平成30年4月7日（土）予定

一般市民向けの発達障がい
宇都宮市，共催 宇都宮市
の
自閉症児者親の会
理解啓発講演会

未定

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

Light It Up Blueとちぎ2018

・市民に対し自閉症等につ
いての関心を高めるため、
栃木駅前広場をブルーライ
トで照らす
PowWow実行委員会・栃木
・施設利用者等による歌や 市
ダンス等の発表
・障害者施設による物販
・自閉症の疑似体験(予定)

栃木駅北口広場

平成30年4月7日(土)14時～
21時

「直人のスケッチ」展示会

発達障害のある会社員「川
「直人のスケッチ」展示会
島直人」さんが描いた絵画
事務局
作品を展示するとともに世
界自閉症啓発デーポスター
足利市
の掲示を行う

足利市役所１Ｆロビー

平成30年4月2日から4月27
日

照会先

栃木市保健福祉部障がい福
祉課 電話：0282-21-2203

市民等

足利市障がい福祉課
電話：０２８４（２０）２１６９

栃木県
市民に自閉症や発達障害へ
の理解を促進するよう、足利
足利学校のブルーライトアップ
足利市
学校の施設をブルーにライト
アップする。

足利学校

平成30年4月2日～4月8日

パネル展

パネル展

鹿沼市役所本館１階ロビー

平成３０年４月２日（月）～６
来庁者等
日（金）

県西自閉症児者親の会（あ
ゆみの会）
電話：０２８９（６４）１８８９

行政情報番組での周知

市役所内に設置されている
行政情報をお知らせするテ
真岡市社会福祉課
レビにて、発達障害に関す
る理解について啓発を実施

平成３０年４月１日～４月１５
市民
日

真岡市社会福祉課
電話：０２８５（８３）８１２９

ホームページでの啓発

発達障害に関する情報を掲
載

自閉症児あゆみの会

真岡市社会福祉課

平成３０年４月１日～

市民

真岡市社会福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

真岡市社会福祉課

栃木県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時
平成３０年４月１日～

啓発ポスターを担当課窓口
にて掲示する

庁舎

世界自閉症啓発ポスターの
野木町健康福祉課
提示

庁舎、社会福祉協議会、公
平成30年2月上旬より
民館等

市民

照会先
電話：０２８５（８３）８１３０

啓発ポスターの掲示

野木町健康福祉課
電話：０２８０（５７）４１９６

町民

庁舎窓口等でのポスター掲
ポスター掲示、リーフレット配布
那珂川町健康福祉課
示

（前橋会場）
・発達障害啓発のための映
画上映
「アイム ヒア 僕はここに
いる」

那珂川町健康福祉課
社会福祉係
電話：0287（92）1119

本庁、健康管理センター、包 平成30年.3月～平成30年４
括支援センター
月

群馬会館

平成３０年３月２５日（日）
１３：３０～１５：００
（１３：００開場）

県民
群馬県障害政策課発達支
（定員 ２６２名（車いす席４ 援係
席含む））
０２７－８９７－２６４８

・発達障害に関するミニ講座

群馬県

主催：群馬県、群馬県自閉
症協会
共催：館林市、みどり市

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間INぐんま

（みどり会場）
・作品展示
・DVD上映
・クイズコーナー
・ミニ講演会

平成３０年３月２９日（木）～
平成３０年４月１日（日）
１０：００～１７：００
（1日のみ１５：００まで）
大間々ショッピングセンター ・イベント開催、啓発ミニ講
さくらもーる
演会は
４月１日
※自閉症の人たちの作品展
示、世界自閉症啓発デー等
ポスターは全日展示

県民

群馬県自閉症協会

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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・発達障害啓発週間INぐんま

取組（イベント）の内容

（館林会場）
①自閉症の人たちの作品展
示
②市職員が青いワッペンを
付ける
③自閉症関連DVD上映
④ご当地マスコットキャラク
ターの応援
⑤クイズに答えて記念品を
プレゼント
主催：群馬県、群馬県自閉
⑥啓発リーフレット・風船・
症協会
ティッシュの配布
共催：館林市、みどり市
⑦自閉症協会と関東短期大
学の学生が共同で作成し
た、青色のこいのぼりを設置
する
⑧横断幕の掲示
⑨啓発ミニ講演会の開催
⑩板倉東洋大学生ボラン
ティアによるジャグリング・バ
ルーンアートなどのパフォー
マンス

ポスターの作成・配布
群馬県

第２６回福祉講演会

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

平成３０年４月１日（日）～
平成３０年４月７日（土）
１０：００～１７：００
（７日のみ１５：００まで）
県民
館林市役所1階市民ホール ・啓発ミニ講演会は４月５日
（来場者見込み１０００名）
・イベント開催は４月７日

照会先

館林市役所社会福祉課
障がい福祉係
０２７６－７２－４１１１
（内線６４５）

※自閉症の人たちの作品展
示、世界自閉症啓発デー等
ポスターは全日展示

前橋市子育て支援課
こども発達支援センター
前橋市こども発達支援セン 保健センター
ター
公立保育所

「発達が気になる子のライフ 太田市こども早期療育委員
太田市宝泉行政センター
ステージに合わせた支援」 会

前橋市子育て支援課
０２７－２２０－５７０１

平成３０年２月下旬配布
平成３０年３月から４月８日
までの掲示を依頼

平成３０年３月１９日（月）
午後２時～４時

前橋市こども発達支援セン
ター
０２７－２２０－５７３５

定員２８０人

太田市障がい福祉課
０２７６－４７－１８２８

市広報に啓発記事を掲載

ライトイットアップブルーINたて
ばやし

太田市

「館林さくらとこいのぼりの里
まつり」で、鶴生田川のこい 館林市（社会福祉課・商業
のぼりをブルーライトアップ 観光課）
する

平成３０年４月１日号掲載

館林市城町（鶴生田川周
辺）

平成３０年４月２日（月）
１８：００～２２：００

館林市役所社会福祉課
障がい福祉係
０２７６－７２－４１１１
（内線６４５）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

埼玉県庁内での啓発活動

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

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 共催 ＪＤＤｎｅｔ埼玉
埼玉の加盟団体の案内

開催場所

①埼玉県庁本庁舎第２庁舎
間わたり廊下
②埼玉県庁本庁舎東側壁
面

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

①平成３０年３月１９日～４
月１３日
埼玉県福祉部障害者福祉
推進課
電話：０４８－８３０－３３１０

②懸垂幕の掲示

大宮ソニックシティビルブルーラ
ブルーライトアップ
イトアップ

彩の国だより３月号掲載

照会先

主催 大宮ソニックシティ株
大宮ソニックシティビル
式会社

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

県広報紙

平成３０年４月７日又は８日

埼玉県発達障害総合支援セ
ンター
電話：０４８－６０１－５５５１

平成３０年３月１日発行

埼玉県

対象：埼玉県民

２０１８世界自閉症啓発デーin
埼玉
「もっと知ってください。自閉症
のこと。」

啓発用チラシ・ポケットティッ
シュの配布

主催 埼玉県
埼玉県自閉症協会
協力 さいたま市

ＪＲさいたま新都心駅
コンコース

主催 埼玉県

埼玉県発達障害総合支援セ 平成３０年２月２４日
ンター研修室
１３時３０分～１６時

県民向け講演会
「発達障害と感覚・運動～子ど
もの困難さを理解する～」

県民向け講演会

川越駅構内での啓発活動

・啓発チラシ及び啓発用の
青い風船を配布
・世界自閉症啓発デーのポ 主催：埼玉県発達障害者支
川越駅構内
スター掲示
援センター「まほろば」
・スタッフは青いブルゾンを
着用

平成３０年４月２日
１３～１５時

平成３０年 ４月７日

埼玉県発達障害総合支援セ
ンター
電話：０４８－６０１－５５５１
埼玉県自閉症協会
事務局：０９０－６１４４－２７
９３

埼玉県発達障害総合支援セ
ンター
電話：０４８－６０１－５５５１

埼玉県発達障害者支援セン
ター「まほろば」
電話：０４９－２３９－３５５３

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

２０１８世界自閉症啓発デーin
埼玉
「もっと知ってください。自閉症
のこと。」

すまいる作品展
（子どもたちの作品展示・自
主催 埼玉県自閉症協会
閉症の説明掲示・会の活動
掲示）

自閉症啓発デーの普及啓発

①広報あさか（４月号）での
朝霞市
広報

広報紙へ掲載し、周知をはかる 加須市

開催場所

開催日時

平成３０年３月２７日１３時
埼玉県障害者交流センター
～４月８日（日）１５時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

対象：埼玉県民

照会先

埼玉県自閉症協会
事務局 ０９０－６１４４－２７
９３

①平成３０年４月１日～４月
対象：朝霞市民
３０日※広報配布期間

朝霞市役所障害福祉課
電話：０４８－４６３－１５９８

平成３０年３月１日発行

加須市福祉部障がい者福祉
課
電話：０４８０－６２－１１１１

加須市

加須市広報

対象：加須市民

久喜市

①ふれあいセンター久喜（予
①平成３０年５月予定
定）
対象：久喜市民
②平成３０年４月２日～８日
②未定

久喜市障がい者福祉課
TEL：０４８０－２２－１１１１

狭山市障害者福祉課

平成３０年２月１日～

狭山市福祉こども部障害者
福祉課
電話：０４－２９５３－１１１１

②３月５日は、ふれあいプラ
ザ（志木駅丸井８階）、４月２
日は、西原ふれあいセン
ター（志木市健康増進セン
ター２階）
③児童発達相談センター
（秋ヶ瀬スポーツセンター３
階）

志木市児童発達相談セン
②平成３０年３月５日、４月２
ター「すきっぷ」
日
対象：志木市在住の未就学
志木市上宗岡４－２５―４６
③４月３日～４月６日の午前 児と保護者
秋ヶ瀬スポーツセンター３階
か午後の半日（予定）
電話：０４８－４８６－５５１１

埼玉県

久喜市内での啓発活動

①講演会
②掲示やチラシ配布等（予
定）

狭山市役所内での啓発活動

①ポスター掲示

狭山市

志木市内での啓発活動、発達
相談事業

①広報しき３月号に発達障
害啓発週間に関する記事を
掲載
②「出張おひさま広場」（未 志木市
就学児対象の発達相談）を
実施
③「おひさま広場」を実施

対象：狭山市民

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

所沢市発達障害啓発事業２０１ ① パネル展示
８
② 講演会

主催者・共催者等

主催 所沢市

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

所沢市こどもと福祉の未来
対象：
①平成３０年４月２日～４月
館
保護者、関係者、市民、な
８日
①１階ガレリア
ど
②平成３０年 ４月７日
②体育館
②講演会 募集200名
所沢市こども未来部こども
福祉課
電話：０４－２９９８－９２２３

ライト・イット・アップ・ブルー所
沢２０１８

日本初国産旅客機ＹＳ－１１ 主催 ライト・イット・アップ・
の
ブルー所沢実行委員会
ライトアップ
後援 所沢市

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

西武新宿線 航空公園駅東
口
平成３０年 ４月７日
駅前広場

主催 吉川市こども福祉部
障がい福祉課

吉川市役所庁舎内

平成３０年２月上旬より

①ステージ発表
②模擬店
高麗郷古民家ブルーライトアッ ③アート展
プ
④パネル展示
⑤関連図書紹介
⑥映画上映

主催 ライト・イット・アップ・
ブルー日高実行委員会

①②③高麗郷古民家
④市役所
⑤⑥図書館

①②③平成３０年３月３１日
④⑤平成３０年３月２６日～
４月２５日（予定）
⑥平成３０年４月１５日

平成２９年度発達障害に関する
講演会
講演会の実施
「発達障害とその支援の心理
学」

さいたま市

与野本町コミュニティセン
ター

平成30年3月17日

対象：
保護者、関係者、市民、な
ど

対象：市民

吉川市こども福祉部障がい
福祉課
電話：０４８－９８２－５２３８

埼玉県

啓発パンフレット等の作成、配
布及びのぼり旗の掲揚

市独自の啓発パンフレット、
リーフレット、ポスター、ポ
ケットティッシュを作成し、市
さいたま市
民や関係機関に配布する。
市独自に作成したのぼり旗
を１０区役所で掲揚する。

ライト・イット・アップ・ブルー
日高実行委員会
電話：080-4005-8676

２５０名

障害政策課
０４８－８２９－１３０６

障害者総合支援センター
０４８－８５９－７４２２

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

・自閉症の方々のミニコン
サート・疑似体験や寸劇を
通して自閉症の特性理解を
第１０回世界自閉症啓発デーin
伝える「キャラバン隊」の公
ちば～みんな大切な仲間です
演・障害のある方々の劇団
～
公演・ポスター掲示・DVD
「自閉症の子どもたち」上
映・

主催者・共催者等

開催場所

主催：世界自閉症啓発デー
inち
ば実行員会（千葉
県自閉症協会、千葉県発達
千葉市ビジネス支援セン
障害者支援センター、千葉
ター「きぼーる」
市発達障害者支援セン
ター）
共催：千葉県、千葉市

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成30年4月7日(土) １１：０
３００名
０～１６：３０

JR千葉駅前、JR成田駅前、
JR木更津駅前、JR柏駅前、
平成30年3月2日(金) から
JR我孫子駅前、JR松戸駅
県民
平成30年3月24日(土)のうち
前、ツクバエクスプレス流山
各回３００名（部）
９日間
おおたかの森駅前、JR船橋
駅前、旭市道の駅

CARAVAN STATION 2018
駅前啓発活動（計９回）
（駅前通行人への啓発チラ
シの配布）
啓発チラシの配布
CARAVAN STATION 2018
in ジェフユナイテッド市原・
千葉
（サッカーJ２の試合観戦に
来た方への啓発チラシの配
布）

主催：世界自閉症啓発デー
inちば実行員会（千葉県自
閉症協会、千葉県発達障害 フクダ電子アリーナ
者支援センター、千葉市発
達障害者支援センター）

照会先

千葉県発達障害者支援セン
ター
電話：043－227－8557
メール：
cas@mue.biglobe.ne.jp

平成30年3月１7日(土)未確
定
１３：００～１５：０ ２０００名（部）
０

千葉県

ブルーライトアップ

広報誌等を通じた普及啓発

千葉ポートタワーをブルーラ
イトアップする

・市の広報に「世界自閉症啓
発デー」「発達障害啓発週 八街市
間」の概要を掲載
障がい福祉課
・のぼりを立てての啓発活動

千葉ポートタワー

平成30年4月2日～8日
毎日１８：００～２１：００

八街市総合保健福祉セン
ター
１階 ロビー

・広報誌
平成30年4月1日号掲載予
定
・のぼり立て
平成30年4月2日～
平成30年4月8日

八街市障がい福祉課
担当：荒井
電話：０４３－４４３－１６４９
市民

広報誌等を通じた普及啓発

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 浦安市
とともに、期間中、庁舎の電
光掲示板で周知を図る。

浦安市庁舎内

平成３０年４月１日予定

浦安市障がい事業課
担当：柿崎
電話：０４７－３５１－１１１１

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デー、発達
障害啓発週間について、市 八千代市
の広報誌「広報やちよ」、及 健康福祉部障害者支援課
びホームページに掲載予定

開催場所

庁舎内

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

八千代市障害者支援課
障害支援班２
担当：秋山
電話：０４７－４８３－１１５１

広報 4月1日号
ホームページ4月1日～4月8
日
市民

千葉県

広報誌等を通じた普及啓発

・市役所外壁にて懸垂幕の
掲示（予定）
習志野市健康福祉部
・庁内にてのぼり旗の設置 障がい福祉課
・広報紙への掲載（予定）

・懸垂幕の設置（庁舎内２か
所）
千葉県
・広報誌（千葉県民だよりへ
の掲載）

ブルーライトアップ

東京都

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都庁舎のプルーライトアッ
プの実施

①ハートのモチーフ製作、展
世界自閉症啓発デーおよび発 示
港区
達障害啓発週間
②啓発パネルの展示
③啓発グッズの配布

広報誌による啓発

広報たいとうに啓発記事「発
達障害を知っていますか」を 台東区
掲載

習志野市役所内

・市役所外壁にて懸垂幕の
掲示
（時期未定）
・庁内にてのぼり旗の設置
（時期未定）
・広報紙への掲載（予定）
（４月１日号）

千葉県庁舎

・懸垂幕の設置
４月１日～４月８日（予定）
県民
・広報誌への掲載
県民だより３月号

千葉県健康福祉部
障害福祉事業課
地域生活支援班 担当 花
見
電話：０４３－２２３－２３３５

①東京ゲートブリッジ
②東京都庁第一本庁舎

①平成３０年４月２日（月曜
日）
日没から深夜０時まで
②平成３０年４月２日（月曜
日）から８日（日曜日）まで
１８時から２３時まで

東京都福祉保健局障害者
施策推進部精神保健医療
課
電話： ０３（５３２０）４４６４

習志野市役所健康福祉部
障がい福祉課
担当 林
電話：０４７（４５３）９２０６

一般都民

①作成：障害保健福祉セン
ター
①障害保健福祉センター利
展示：同センター及び区
用者（協力者：アーティスト） 港区保健福祉支援部障害
平成３０年３月２７日(火)から
役所
②一般区民（協力：（社）日 者福祉課
平成３０年４月６日（金）まで
②区役所
本発達障害ネットワーク）
電話：03（3578）2694
③区役所・支所・保健所ほ
③一般区民
か

平成３０年４月５日号

台東区福祉部障害福祉課
松が谷福祉会館
電話： ０３（３８４２）２６７１

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

パネル展示

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

発達障害啓発パネルの展示

開催場所

目黒区総合庁舎

開催日時

区報掲載

発達障がいシンポジウム

区民向けの発達障がいの理
解、啓発事業
第1部：基調講演 テーマ「発
達障がいの理解と対応～求
められる支援～」（講師：日
本自閉症協会 会長 市川 大田区
宏伸氏）
大田区教育委員会
第2部：シンポジウム テー
マ「支援の繋がりを考える」
（シンポジスト：3名、療育機
関、学校教育、支援機関関
係者）

東京都

大田区産業プラザ 4階コン 平成30年1月21日（日）
ベンションホール
13:30～16:00

区民等

大田区福祉部障害福祉課
児童発達支援係
電話：０３（５７４４）１３１６

平成３０年３月２６日（月）～
一般区民
４月６日（金）

世田谷区障害福祉担当部
障害者地域生活課
電話：03（5432）2227

平成30年3月22日（木曜日）
から平成30年4月6日（金曜
日）
まで

仮庁舎第一外壁等のブルー
デコレーション

渋谷区

ハンドアート制作

一般区民

目黒区健康福祉部障害福
祉課
電話： ０３(５７２２)９５１０

平成３０年３月２５日号

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

WarmBlue2018キャンペーン

照会先

平成３０年３月２７日（火曜
日）から４月８日(日曜日)ま
で (予定)

目黒区
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」に関する記事を掲
載

参加者（対象者）
参加（募集）人数

区職員、渋谷区内障害者支
渋谷区福祉部障害者福祉
援施設で働く方など
課福祉計画推進係
※一般区民やその他来庁者
電話：03-3463-1923
の当日参加も歓迎

区役所仮庁舎第一

平成30年3月22日（木曜日）
10時から15時

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

中央図書館特集展示

区立図書館の特集展示コー
ナーにおいて、発達障害、
豊島区
自閉症についての書籍紹
介、パネル展示を行う

ブルーライトアップ

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

開催場所

開催日時

豊島区立中央図書館

平成30年3月24日（土）～4
月26日（木）
平日：午前10時～午後10時
土日祝：午前10時～午後6
時 休館日：第2月・第4金
曜日

タワーホール船堀

平成30年４月２日（月曜日）
から８日（日曜日）まで
日没から23時まで

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

豊島区保健福祉部障害福
祉課政策推進グループ
電話：０３（３９８１）１７６６
FAX：０３（３９８１）４３０３

一般区民

パネル展示

江戸川区
発達障害に関するパネル展
福祉部発達障害相談セン
示
ター

発達障害者啓発週間

青梅市障がい者サポートセ ・青梅市障がい者福祉課
平成３０年4月4日（水曜日）
青梅市障がい者サポートセ
ンターで図書の展示、DVD ・青梅市障がい者サポートセ
～平成３０年4月7日（土曜 市内在住・在勤
ンター
上映、作品展示等を実施
ンター
日）

江戸川区福祉部発達障害
相談センター事務係
電話：03（5662）7209

平成30年４月２日（月曜日）
区役所本庁舎１階多目的ス
から６日（金曜日）まで
ペース
９時から17時まで

東京都

東京都青梅市・健康福祉部
障がい者福祉課・相談支援
係

発達障害者啓発週間

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

青梅市中央図書館

小平市立中央図書館におい
て特設コーナーを設置し、発
発達障がい関連図書資料の展 達障がいに関する図書資料 小平市健康福祉部障がい者
小平市立中央図書館
示
の提示・貸出を実施。あわ 支援課
せて市内の親の会やＮＰＯ
の活動を展示。

平成３０年4月上旬予定

市内在住・在勤・在学
近隣市町村在住

平成３０年３月３１日（土）か
ら４月１８日（水）まで
一般市民
※４月６日、１３日は休館
日

小平市健康福祉部障がい者
支援課
電話：０４２（３４６）９５４０

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

東京都

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

取組（イベント）の内容

発達障害に関するパネル展
東村山市
示等

世界自閉症デー in 横須賀2018 未定

第２９回自閉症児・者作品展

主催者・共催者等

自閉症児・者が製作した作
品を展示し、障害理解を促
進する。

開催場所

東村山市役所 いきいきプ
ラザ１階ロビー

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月２日（月曜日）
から４月６日（金曜日）
一般市民
８時３０分から１７時まで

照会先

東村山市健康福祉部障害
支援課事業係
電話：042-393-5111（内線
3152）

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
横須賀市教育委員会（共
催）

横須賀市総合福祉会館（予 平成30年12月15日（土）（予
未定
定）
定）

国立特別支援教育研究所
電話：046-839-6803

（主催）茅ヶ崎地区自閉症
児・者親の会
（共催）茅ヶ崎市

茅ヶ崎市役所本庁舎１階
市民ふれあいプラザ

茅ヶ崎地区自閉症児・者親
の会 上杉（090-84781925）

平成３０年１２月７日（金）～
１２月１４日（金）

市民

神奈川県

座間市自閉症児・者作品展2018

自閉症児・者の作品やパネ 座間市地区自閉症児・者親
座間市役所内
ルの展示
の会「座間やまびこ」

世界自閉症啓発デーにあた
り、直接市民へ自閉症につ
「世界自閉症啓発デー」啓発活動
いての理解を求めるため啓
発活動を実施

啓発物品等の作成・配布

厚木市自閉症児・者親の会
厚木市障害者福祉事業所
本厚木駅北口広場
連絡会
厚木市

大和駅 小田急線改札口
ポケットティッシュ等啓発物
大和市自閉症児・者親の会 （南口）・相鉄線改札口（北
品の配布
口）

平成30年11月末
平成30年3月末

座間やまびこ
電話：046-254-4971（外川）

調整中（発達障害者週間の
いずれかの日に１時間程度
約15人
実施予定）

厚木市福祉部障がい福祉課
電話（046）225-2221

平成30年４月２日（月）１４：０
一般市民
０～１５：００

※外部の協力者を募る行事
ではありませんが、何かあ
れば照会先は大和市障がい
福祉課
（電話：046-260-5665）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

神奈川県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

発達障害週間イベント

主催：茅ヶ崎地区自閉症児・
フレンドリー上映会「ぼくと魔 者親の会（茅ヶ崎・寒川やま
寒川総合体育館
法の言葉たち」を開催
びこ）
後援：寒川町

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
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
③関連書籍及び簡易相談
コーナー設置
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
①平成３０年４月２日（月）～
協力：県自閉症児・者親の ららぽーと湘南平塚１階トモ ８日（日）
一般県民 ５００名程度
会
ズ前
②～⑤平成３０年４月１４日
後援：平塚市障害福祉課(予
（土）
１1時～１６時
定)

江の島シーキャンドル・ブルー
ライトアップ

自閉症啓発のためのライト
アップイベント

藤沢市、藤沢市自閉症児・
者親の会共催

江の島シーキャンドル

平成30年4月1日

一般町民 150人

自閉症に対する理解促進の
ため、自閉症の方が作成さ 藤沢市、藤沢市自閉症児・
れた絵画等の展示と障がい 者親の会共催
特性のパネル掲示を行う。

①市民向け講演会
演題：「発達障害の正しい理
解とライフステージを見通し
た支援‐医師として、支援者
として、父親として、大切にし
てきたこと‐」
講師：市川宏伸氏（日本自
相模原市発達障害啓発講演会
閉症協会会長ほか）
②相模原市自閉症児・者親
の会による作品展示コー
ナー
③市立図書館による発達障
害に関する書籍の紹介・展
示コーナー

藤沢駅北口地下道展示場

主催：相模原市
共催：相模原市教育委員会
協力：相模原市自閉症児・ 相模原市立あじさい会館
者親の会、相模原市立図書
館

０４６７－７４－７７０１（小川
原）

神奈川県立中井やまゆり園
地域支援課地域・発達障害
支援班（神奈川県発達障害
支援センターかながわA)
電話：0465（81）0288

2018年4月2日（月）18時～
22時

一般
第12回藤沢市自閉症児・者作
品展
～ミロより優しく、ゴッホより激し
く、ピカソより純真～

照会先

藤沢市障がい福祉課
担当：鈴木（隆）
電話：0466-50-3528

2018年3月24日（土）～4月2
日（月）

平成３０年３月４日（日）
１３時３０分～１６時３０分
（開場は１２時３０分～）

市民等
定員：約３００名

相模原市立療育センター陽
光園
相模原市発達障害支援セン
ター
042-756-8411

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

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

発達障害啓発週間に伴う啓発
横断幕の掲示

「毎年４月２日は世界自閉症
啓発デー ４月２日～８日は
発達障害啓発週間です」の
横断幕を市役所本庁舎に掲
示

開催場所

市立図書館
相模大野図書館
橋本図書館

相模原市役所本庁舎

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年３月９日（金）～
４月４日（水）

市民

照会先

相模原市立療育センター陽
光園
相模原市発達障害支援セン
ター
042-756-8411

平成３０年３月１０日（土）～
市民
４月９日（月）

神奈川県

ブルーグッズの作成及び配布

オーティズム・ブルーに因ん
だブルーグッズ（缶バッジと
クリアファイル）を作成し、相
相模原市
模原市発達障害啓発講演
会等で配布

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

啓発用グッズ配布

発達障害の理解促進のため
の啓発グッズを配布

相模原市発達障害支援セン 平成３０年３月４日（日）～
ター
４月８日（日）

市民等

相模原市役所関係各課及
び相模原市内の学校・駅・
病院・大学など

市民

平成３０年２月中旬～

平成30年４月７日（土）11:00
県民
～14:00
新潟県福祉保健部障害福
祉課
電話：025-280-5228

新潟県（新潟県発達障がい
リバーサイド千秋（長岡市）
者支援センターRISE）

新潟県

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・関係者からのメッセー
ジ等を提示

相模原市立療育センター陽
光園
相模原市発達障害支援セン
ター
042-756-8411

平成30年３月28日（水）～４
県民
月８日（日）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

ブルーライトアップ

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

照会先

県民

新潟県福祉保健部障害福
祉課
電話：025-280-5228

・新潟県（新潟県発達障がい
デンカビッグスワンスタジア 者支援センターRISE）
デンカビッグスワンスタジア 平成30年４月２日（月）17:30
ムのブルーライトアップ
・新潟市（新潟市発達障がい ム（新潟市中央区）
～21:30
支援センターJOIN）

県ホームページに啓発情報
新潟県
を掲載

平成30年３月下旬～

世界自閉症啓発デー・発達
湯沢町
障害啓発週間のお知らせ

平成30年３月25日発行

町民

湯沢町福祉介護課
電話：025-784-4560

新潟県庁（新潟市中央区）

平成30年４月

県民

新潟県福祉保健部障害福
祉課
電話：025-280-5228

認定NPO法人にいがた・
オーティズム（新潟市中央
区）

平成30年４月２日（月）～４
月８日（日）

地域住民、関係者

認定NPO法人にいがた・
オーティズム
電話：025-250-7365

来庁者（市民）

新潟市福祉部
障がい福祉課 管理係
電話：０２５（２２６）１２３７

広報誌等を通じた広報啓発

新潟県

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

フォトジェニックスポット設置

・逆さバイバイ君の顔抜き看
板を設置。
認定NPO法人にいがた・
・施設利用者にインスタ映え オーティズム
する絵を描いてもらい設置。

東区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
いの基本的な知識・当事者 ・新潟市
東区役所
平成３０年４月２日～８日
や家族向けの情報・県内の ・新潟市発達障がい支援セ （新潟市東区下木戸１丁目４ （土日は閉庁日のため、実
発達障がい児者支援に関わ ンター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
番１号）
際は２日～６日の展示）
る関係者からのメッセージな
どをパネル展示する。

新潟県

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

「市報にいがた」への掲載

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

３月１８日号に「世界自閉症
啓発デー」「発達障害啓発週 ・新潟市
間」ならびに「発達障がい支 ・新潟市発達障がい支援セ
援センター（ＪＯＩＮ）」の紹介 ンター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
などを掲載予定。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年３月１８日［予定］
新潟市福祉部
障がい福祉課 管理係
電話：０２５（２２６）１２３７

新潟県
世界自閉症啓発デーに併せ
アピタ新潟西店［予定］
て、アピタ新潟西店におい ・新潟市
平成３０年３月３１日（土曜
アピタ新潟西店での啓発グッズ
（新潟市西区小新5丁目7番
て、啓発グッズ（ポケット
・新潟市発達障がい支援セ
日）
配布
21号）
ティッシュ・ボールペン・パン ンター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
１１時～１３時［予定］
フレット等）の配布を行う。

世界自閉症啓発デーin富山
ブルーライトアップ富山城

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

富山城址公園

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、ＪＲ富山駅
にて啓発リーフレット等の配
布（街頭啓発活動）

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

市民

平成30年4月2日～4月8日

富山県

富山県

照会先

広く一般県民

ＪＲ富山駅

平成30年4月2日 7:40～
8:10

富山県厚生部障害福祉課
電話：076(444)3213 川西
①ライトアップ：南砺五箇山
菅沼合掌造り集落
②ワークショップ：五箇山菅
沼合掌造り食事処与八（南
砺市菅沼１７７）

①平成30年4月2日
時～20:00
②平成30年4月2日
～21:00

日没
①広く一般県民
19:15 ②先着５０名

世界自閉症啓発デー（４月２
日）にあわせて、ＪＲ富山駅
㈱AIGジャパン・ホールディ ライトアップ：「タワートリプル
ライト・イット・アップ・ブルー・富 前にあるビル㈱スカイイン
平成30年4月2日～4月8日
ングス、㈱スカイインテック ワン」ビル（富山市牛島新町
山「タワートリプルワン」
テックの「タワートリプルワ
日没時～22:00
合同開催（後援 富山県 ） 5-5）
ン」ビルを青くライトアップす
る。

広く一般県民

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

富山県

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

世界自閉症啓発デー（４月２
日）にあわせて、クロスランド
ライト・イット・アップ・ブルー・富
クロスランドおやべ
おやべの「クロスランドタ
山「クロスランドおやべ」
（後援 富山県 ）
ワー」を青くライトアップす
る。

石川門ブルーライトアップ・
啓発ウォーキング

開催場所

ライトアップ：クロスランドお
やべ（小矢部市鷲島10番
地）

自閉症啓発パネル展

みんなでブルーライトアップ
実行委員会

作品展

参加者（対象者）
参加（募集）人数

広く一般県民

富山県厚生部障害福祉課
電話：076(444)3213 川西

主催者、後援者、当事者等
石川県自閉症協会
自由参加

図書館利用者など広く一般 みんなでブルーライトアップ
市民
実行委員会

・金沢市役所
平成３０年３月２７日～
４月６日
・石川県庁ロビー
平成３０年３月３０日～
４月７日

社福）つくしの会「はぎの郷」
主催者、後援者、当事者等
自閉症啓発作品展係
自由参加
076-288-0339

・金沢市役所1階ホール
・石川県庁19階展望ロビー

輪島市、珠洲市、穴水町、
能登町に居住している自閉
のと里山空港
症及び発達障害児者の方
２階 PRコーナー
平成３０年４月２日（月）午後 地域住民
の会が、書道、工作などの 能登北部保健福祉センター
～４月９日（月）午前
のと里山空港利用者
作品を展示し、展示コー
輪島市三井町洲衛１０－１
ナーをブルーのLEDでデコ
１－１
レーション
講演『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 石川県発達障害支援セン
に－』
ター
笹森 理恵氏（発達障害ダ
イバーシティサポーター）

照会先

金沢市立玉川こども図書館
金沢市立玉川図書館
金沢海みらい図書館
平成３０年３月２７日～
金沢市立泉野図書館
４月７日
津幡町文化会館シグナス
石川県庁
金沢市役所

石川県

公開講演会

平成30年4月2日～4月8日
日没時～22:00

予定
開会式
世界啓発デー2018in石川企 ：金沢市役所前広場
画委員会
ウォーク
金沢大学子どものこころの
：金沢市役所前発
発達研究センター
石川門三の丸広場着
点灯
：石川門三の丸広場

世界自閉症啓発デー2018in石川

自閉症及び
発達障害児者の作品展示
（心のバリアフリー作品展）

開催日時

石川県地場産業振興セン
ター

平成３０年３月１０日（土）
１４：０００～１６：３０

能登北部保健福祉センター
健康推進課
0768-22-2011

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 石川県発達障害支援セン
事業所職員、就労支援機関 ター
職員、県市町職員、保護
者、一般
076-238-5557
定員 ２４０名

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

啓発映画の上映

主催者・共催者等

白山市

珠洲市、能登北部保健所

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

白山市福祉ふれあいセン
ター

啓発映画の上映
日時 平成３０年４月２日
（月）
① 「発達障害（自閉症）につ
いて」基礎編
1回目 13時
～13時30分
2回目 15時10分～15時40 市民１００人
分
② 「ぼくはうみがみたくなり
ました」
自閉症の青年を描いた発達
障害の映画です。
13時40分～15時10分

珠洲市立中央図書館

平成３０年４月２日～８日

かほく市役所健康福祉課内
子ども発達相談支援セン
・かほく市立中央図書館
ター

照会先

白山市発達相談センター
076-276-8819

珠洲市福祉課

かほく市子ども発達相談支
援センター

平成３０年４月２日～８日
市民

076-283-7120

石川県
発達障害関連図書の紹介

図書館にて、自閉症等に関
する書籍の特設コーナーを
設置
白山市

白山市福祉ふれあいセン
ター

金沢市立玉川図書館
みんなでブルーライトアップ 金沢海みらい図書館
実行委員会
金沢市立泉野図書館
津幡町文化会館シグナス

自閉症及び発達障害に関す
る図書紹介コーナー
平成３０年３月２６日
～４月２６日
松任図書館
（１階リファレンス前）
図書館開館時間に合わせ
て開催予定。

平成３０年３月２７日～
４月７日

・かほく市役所
市役所、子育て支援セン
かほく市役所健康福祉課内
ポスターの掲示・リーフレットの
・宇ノ気保健福祉センター
ター等にブルーの台紙で作 子ども発達相談支援セン
平成３０年４月２日～８日
設置
・宇ノ気子育て支援センター
成したポスターの掲示
ター

白山市発達相談センター
076-276-8819

図書館利用者など広く一般 みんなでブルーライトアップ
市民
実行委員会

市民

かほく市子ども発達相談支
援センター
076-283-7120

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

南加賀保健福祉センター
石川中央保健福祉セン
ター
ポスターの掲示・リーフレットの ポスターの掲示・リーフレット
能登中部保健福祉セン
設置
による普及啓発
ター
能登北部保健福祉セン
ター

七尾市福祉課

開催場所

庁舎

七尾市健康福祉部庁舎内

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

石川県健康福祉部障害保
健福祉課

概ね
平成３０年３月上旬～平成３
０年４月末

TEL ０７６－２２５－１４２７

七尾市健康福祉部福祉課
障害者福祉グループ

平成３０年３月～４月８日

0767-53-8464

羽咋市市民福祉部健康福
祉課

庁舎等

平成３０年３月～４月上旬

羽咋市市民福祉部健康福
祉課健康推進係

市民

0767-22-1115
石川県

ポスターの掲示・リーフレットの ポスターの掲示による普及 野々市市福祉総務課
設置
啓発
発達相談センター

発達相談センター等

野々市市健康福祉部福祉
総務課 発達相談センター

平成３０年２月から

076—248-1333

川北町福祉課

川北町保健センター

川北町福祉課（保健セン
ター）

平成３０年４月

076－277-8388
町民

志賀町健康福祉課

庁舎等

平成３０年２月より

志賀町健康福祉課 保健福
祉センター
0767-32-0339

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

ポスターの掲示・リーフレットの ポスターの掲示による普及
設置
啓発

主催者・共催者等

穴水町

開催場所

穴水町役場

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

穴水町住民福祉課

世界自閉症啓発デーに含む
発達障害啓発週間

0768-52-3650
町民

ポスターの掲示・リーフレットの ポスターの掲示による普及
設置
啓発

石川県

能登町健康福祉課
能登町健康福祉課

庁舎等

平成３０年下旬～４月上旬
0768-72-2504

広報誌（４月号）による広報
輪島市福祉課
啓発

平成３０年４月号

広報誌（３月号）による広報
能登町健康福祉課
啓発

平成３０年３月号

輪島市福祉課

広報誌を通じた広報啓発

野々市市福祉総務課
発達相談センター

能登町健康福祉課
広報配布部数 ７，０００
0768-72-2504

発達相談センター等

平成３０年３月下旬に市ホー
ムページに啓発記事を掲載
市民
予定

野々市市健康福祉部福祉
総務課 発達相談センター
076—248-1333

ホームページに啓発記事を
ホームページを通じた広報啓発 掲載
南加賀保健福祉センター
南加賀保健福祉センター

庁舎等

平成３０年３月～

県民
0761-22-0796

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

石川県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

「発達障害について」～市民
からのメッセージ～
日時 平成３０年３月２８日
市民
（水）～４月８日（日）
９時～２１時

照会先

白山市発達相談センター

発達障害に関する普及・啓
白山市
発展示

白山市福祉ふれあいセン
ター

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

福井県、各市町

各庁舎内

平成３０年２月下旬～４月上
県民
旬

福井県、各市町障害福祉担
当課

チラシの窓口設置

世界自閉症啓発デー
チラシの窓口設置

敦賀市地域福祉課

敦賀市 地域福祉課

Ｈ３０年１月から２月頃、福
井県より届き次第

市民

敦賀市地域福祉課

福井県立図書館
多目的ホール

平成３０年４月７日（土）
講演会 １０：３０～１６：３０

県民
150名

福井県発達障害児者支援セ
ンタースクラム福井

織田コミュニティセンター

平成30年3月17日

100人

越前町福祉課

啓発メッセージ展

（主催）
福井県
発達障害児者支援センター
スクラム福井

福井県

自閉症をはじめとする発達
障害関連の講演会「自閉症
啓発セミナー2018」の開催 （後援）
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

076-276-8819

講演会の開催

発達障害についての講演会
越前町福祉課
の開催

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

福井県

広報啓発の取組名（イベント名）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県民

福井大学子どものこころの
発達研究センター

福井県立図書館

平成３０年３月下旬～４月上
旬

福井県立図書館

越前市中央図書館

４月１日（日）～４月３０日
（月）

越前市子ども福祉課 子ど
も・子育て総合相談室内
越前市児童発達支援セン
ターなないろ

発達障害に関すると図書の
美浜町立図書館
特集コーナーの設置

美浜町立図書館

平成３０年３月１４日（水）～
平成３０年４月８日（日）

発達障がい関連映画の上映

越前市中央図書館

４月２８日（土）

県民

美浜町立図書館

越前市子ども福祉課 子ど
も・子育て総合相談室内
越前市児童発達支援セン
ターなないろ

越前市

福井県

照会先

平成30年4月2日

発達障害関連図書コーナーの
発達障がい関連の絵本や図書
越前市
設置

映画上映会

開催場所

福井大学文京キャンパス

発達障害関連図書の紹介、
福井県立図書館
パネルの設置

福井県

福井県

主催者・共催者等

（主催）
福井大学子どものこころの
プロジェクションマッピングに
発達研究センター
県内施設のブルーライトアップ よる総合研究棟のブルーラ
イトアップ
（協力）
福井大学 明石研究室

福井県

福井県

取組（イベント）の内容

越前市広報３月号に啓発記
事を掲載

３月１５日発行

越前市民約83,000人

広報えちぜん４月号に啓発
越前町福祉課
記事を掲載

平成３０年４月上旬に全戸
配布

広報誌配布部数：7,300

広報誌等を通じた広報啓発

福井県

越前町福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

・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

キャンペーン

開催場所

山梨中銀スタジアム

山梨県
山梨県自閉症協会
・甲府駅南口、北口２か所で 山梨LD・発達障害児者の支
援を考える会
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
JR甲府駅
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、絵画等の
展示

・富士吉田道の駅で啓発
グッズの配布等

山梨県自閉症協会

富士吉田道の駅

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

平成３０年４月７ 日（土）
１１：４５～

山梨県障害福祉課

平成２９年４月２日（月）
１１：３０～１３：３０

平成３０年４月２日(月)

対象：不特定多数
啓発グッズの配布

山梨県自閉症協会
(富士吉田支部)

山梨県

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 山梨県
の掲示を依頼

県内の市町村、学校、金融 配付時期 平成３０年２月中
機関、商業施設等約500機 旬
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口
山梨県
の電光掲示板（デジタルサ
山梨県自閉症協会
イネージ）での広告

山梨文化会館

ライト・イット・アップ・ブルー

山梨県庁及び近隣商業施
設のライトアップ

山梨県
山梨県自閉症協会
山梨県庁及びココリ
山梨LD・発達障害児者の支
援を考える会

平成３０年４月２日～同月８
日

平成３０年４月１日～同月５
日
（ココリは４月２日～８日）

山梨県障害福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

ライト・イット・アップ・ブルー

富士急ハイランド観覧車等
のライトアップ

市町村の取組み
【ライト・イット・アップ・ブルー】

市町村の取組み
【キャンペーンの実施】

主催者・共催者等

開催場所

ライト・イット・アップ・ブルー
富士急ハイランド
in Japan 2018 実行委員会

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成３０年４月２日（日）

ライト・イット・アップ・ブルー
in Japan 2018 実行委員会

富士吉田市庁舎および富士
富士吉田市
富士吉田市役所
山レーダドーム館のライト
富士吉田観光振興サービス 富士山レーダードーム
アップ

平成３０年４月２日 日没か
市民、他
ら

富士吉田市 福祉課
富士吉田観光振興サービス

山梨市駅において啓発グッ
ズの配布等

平成30年4月2日

山梨市 健康増進課

山梨市駅

山梨市

山梨県

市町村の取り組み
【広報等による周知啓発】

広報４月号（全戸配布）に啓
発記事を掲載

広報４月号全戸配布

広報、CATV(文字放送）での
南アルプス市
周知啓発

広報：４月号
ＣＡＴＶ：３月末～４月上旬

広報いちかわみさと4月号に
市川三郷町
啓発記事を掲載予定

平成３０年４月１日に全戸配
町民
布
市川三郷町 福祉支援課
（広報配布部数：約6000部）
各支所等に設置

市民

山梨市 福祉課

南アルプス市 障害福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

広報みのぶに発達障害・自
身延町発達障害者等支援
閉症に関する啓発記事を掲
連携協議会
載（年３～４回程度予定）

平成３０年度に３～４回

町広報誌3月号において、啓
南部町役場福祉保健課
発記事の掲載

町民
平成３０年３月第２週に各戸
町内各戸・企業等に配布（広 南部町 福祉保健課
配布
報配布部数：3,000部）

広報4月号の「健康メモ」欄
富士川町子育て支援課母子
にて発達障害の理解と啓発
保健担当
週間の周知を行う予定

広報平成３０年４月号（３月２ 町民
５日配布）
（約6,000世帯に配布）

広報 おしの３月号へ世界
自閉症
忍野村役場福祉保健課
・発達障害啓発週間の周知
啓発

平成３０年３月号へ掲載

町民
（広報配布部数：2,700部）

市町村の取り組み
【発達障害に関する学習会】

学童保育・児童館の支援員
に対する、発達障害の理解
と対応方法の周知
北杜市
２回コースで２クール開催
し、全員参加を促した。

長坂総合支所

平成２９年
9月～10月に2回コース２
クール開催

学童保育・児童感の支援員
北杜市 福祉課
（50人）

ＣＡＴＶを通じた広報啓発

ＣＡＴＶを通じた広報啓発

王滝村内

平成30年4月2日～4月8日

町民

身延町 福祉保健課

市町村の取り組み
【広報等による周知啓発】

山梨県

長野県

王滝村福祉健康課

富士川町
福祉保健課、子育て支援課

忍野村 福祉保健課

王滝村福祉健康課保健衛
生係電話 0264-48-3160

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

自閉症啓発デー周知

ポスター掲示

飯島町健康福祉課

庁舎内

平成30年4月2日～4月8日

ポスター掲示

保健センターロビーにポス
ターを掲示し周知する。

下諏訪町

下諏訪町保健センター

平成30年2月～4月予定

町の広報にて啓発

町の広報にて啓発

軽井沢町保健福祉課
健康推進係

発達障がいに関わる啓発

①ブルーライトアップ
伊那中央病院の壁に青いイ
上伊那圏域障がい者総合支
ルミネーションを飾ります
援センターきらりあ
伊那中央病院
②啓発コーナーの設置
伊那中央病院
ポスターやリーフレットの掲
示

「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

2018発達障害啓発週間
「結」プロジェクト
チャリティーセミナー

ペアレントメンター
相談会

参加者（対象者）
参加（募集）人数

来庁者

照会先

飯島町健康福祉課
0265-86-3111

下諏訪町保健センター

軽井沢町保健福祉課
健康推進係

長野県
平成30年4月2日～4月8日
一般住民
＊ブルーライトアップは4月2
病院来院者や病院関係者
日のみ

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課

・ＪＤＤnetながの
・発達障害啓発週間「結」プ 検討中
ロジェクト実行委員会

平成30年4月2日～4月8日

一般住民

北信ペアレントメンター
金井はるみ

日本発達障害ネットワーク
ながの
（JDDnetながの）

平成30年２月11日
10：30～16：00

セミナー参加者

JDDnetながの事務局

信州大学医学部附属病院
外来棟４階

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

「結」プロジェクト

結マークの掲示

日本発達障害ネットワーク
ながの
（JDDnetながの）

善光寺ブルーライトアップ

善光寺のライトアップ
（ブルー）

Light it Up Blueながの
実行委員会

開催場所

合同庁舎
市役所
なんぷくプラザ

平成30年4月2日～4月8日

善光寺

平成30年4月2日

長野県
Light It Up Blue ちの実行委
◆関連企画：アートワーク
員会、茅野市民館指定管理
ショップ 「みんなでつくろう 者 株式会社地域文化創造 茅野市民館
光る！まぜこぜドーム」
（並び主催）
参加者全員で段ボールドー
ムにアートします。
◆関連企画：啓発パネル展
示
自閉症の障がい特徴を記載
したパネルと作品展示、長
野県発達障がい者支援シン
ボルマーク「結」の紹介とメッ
セージボードの展示、茅野
市民館の活動の紹介

点灯式
ブルーライトアップ高島城2018
ミニコンサート

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般の方

照会先

松本圏域障害者総合相談
支援センター Wish

北信地区
いとぐるまの会

◆点灯「Light It Up Blueち
の2018」
平成30年4月2日（月）18:30
～22:00
Light It Up Blue：
地域住民（誰でも）
◆点灯式
平成30年4月1日（日）18:00
～
平成30年4月1日（日）18:30
～22:00

◆点灯「Light It Up Blueち
の2018」
◆点灯式
カウントダウンセレモニー
「みんなで奏でるリズム！」

Light It Up Blue ちの 2018

開催日時

世界自閉症啓発デー
ライトアップ委員会

諏訪市高島城

平成30年4月1日（日）
13:00～15:00

地域住民（誰でも）
20名程度

平成30年3月19日(月)
～4月15日(日)

地域住民（誰でも）

未定

茅野市民館指定管理者
株式会社地域文化創造
Tel：0266-82-8222
Fax：0266-82-8223

世界自閉症啓発デー
ライトアップ委員会
miyomiyo@po20.lcv.ne.jp

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

発達障がい者サポーター養成
講座

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

未定

勉強会

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

ボランティア
世界自閉症啓発デー
ライトアップ委員会
miyomiyo@po20.lcv.ne.jp

世界自閉症啓発デー
ライトアップ委員会

長野県

みんなでつなごう信濃路
レイルウェイプロジェクト

ポスター掲示

照会先

県内主要駅

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

２月以降

平成３０年３月２１日（水・祝）
岐阜県健康福祉部障害福
祉課発達障害支援係
電話：058-272-8314

岐阜県健康福祉課障害福
祉課

岐阜県

JR岐阜駅前広場２階デッキ
平成３０年４月２日（月）
（岐阜市）

啓発物品等の作成・配布

県民
JR大垣駅南口周辺及び
ポケットティッシュ等啓発物 西濃県事務所福祉課
JR大垣駅南北自由通路
品の配布
大垣市福祉部障がい福祉課
（水都ブリッジ）

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３０年４月２日（月）
１７：００～１８：００

西濃県事務所福祉課
電話：0584-73-1111（234）

平成３０年３月２８日（水）
１０：００～１１：００

揖斐県事務所福祉課
電話:0585-23-1111（242）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

中濃県事務所福祉課
関市福祉政策課

啓発物品等の作成・配布

開催場所

サンサンシティ マーゴ
（関市）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成３０年4月５日（木）

中濃県事務所福祉課
電話：0575-33-4011（258）

可茂県事務所
可児市
坂祝町
御嵩町

スーパーセンターオークワ
可児坂戸店

平成３０年３月１６日（金）
１０：００～１１：００

可茂県事務所福祉課地域
福祉係
電話：0574-25-3111（内
243）

ポケットティッシュ等啓発物 東濃県事務所
品の配布
多治見市

JR多治見駅南北連絡通路

平成３０年４月２日（月）
１７：００～１８：００予定

東濃県事務所福祉課
電話：0572-23-1111(271）

岐阜県

県民

JR岐阜駅信長ゆめ広場の
県内各地のブルーライトアップ
ブルーライトアップ

恵那県事務所

スーパーマーケットバロー
恵那店

平成３０年４月２日（月）
１０：３０～１１：３０

恵那県事務所福祉課
電話：0573-26-1111（227）

飛騨県事務所

バロー高山ショッピングセン
平成３０年４月１日（日）
ター（高山市）

飛騨県事務所福祉課
電話：0577-33-1111（272）

岐阜県健康福祉課障害福
祉課

JR岐阜駅信長ゆめ広場（岐 平成３０年４月２日（月）～
阜市）
４月８日（日）

岐阜県健康福祉部障害福
祉課発達障害支援係
電話：058-272-8314

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

ソフトピアジャパンのブルー 岐阜県健康福祉課障害福
ライトアップ
祉課

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

ソフトピアジャパン（大垣市）

県民

照会先

岐阜県健康福祉部障害福
祉課発達障害支援係
電話：058-272-8314

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）
大垣市福祉部障がい福祉課
電話：0584-47-7298

大垣城のブルーライトアップ 大垣市福祉部障がい福祉課 大垣城

県内各地のブルーライトアップ

市民

市役所駅北庁舎のブルーラ
多治見市福祉課
イトアップ

多治見市役所駅北庁舎

人道の丘｢命のビザ｣モニュ
八百津町健康福祉課
メント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３０年４月２日（月）～
４月８日（日)
１７:００～２２:００

多治見市役所福祉課
電話：0572-23-5812

岐阜県

自閉症児・者の作品展及び
障がい者への理解や配慮に 岐阜県自閉症協会
世界自閉症啓発デー記念作品 関するパネル展等
岐阜市ブロック
みんなの森ぎふメディアコス
展及び
4/2日から8日の「発達障害
モス
障がい者理解啓発イベント
啓発期間」中、市庁舎前の 岐阜市福祉部障がい福祉課 （岐阜市）
噴水をブルーカラーでライト
アップ。

町民

八百津町健康福祉課福祉
係 電話：0574-43-2111
（2563）

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）
岐阜県自閉症協会岐阜市ブ
ロック長
電話：058-252-5331
岐阜市福祉部障がい福祉課
電話：058-214-2138
市民

作品展

海津市健康福祉部社会福
海津総合福祉会館ひまわり 平成３０年４月２日（月）～
祉課（海津市発達支援セン
１階 談話室（海津市）
２７日（金）
ターくるみ）

海津市健康福祉部社会福
祉課（発達支援センターくる
み）
電話:０５８４－５３－１１３９

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

郡上市社会福祉課

ケーブルテレビでの啓発

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

郡上市役所・振興事務所

平成３０年２月上旬

市民

東白川村全村域

平成３０年３月下旬～４月上
村民
旬

照会先

郡上市社会福祉課障がい福
祉係
電話：0575-67-1811

文字放送による「世界自閉
症デー」及び「発達障害啓発
週間」の周知
東白川村

広報ぎふ３月１５日号に啓発
記事と作品展等の情報を掲 岐阜市福祉部障がい福祉課 広報ぎふ
載

平成３０年３月中旬より配布 広報配布部数140,000

広報おおがき4月1日号に
啓発記事掲載

H３０年３月末全戸配布

東白川村国保診療所
保健福祉部門保健係
電話：0574-78-2100

岐阜市福祉部障がい福祉課
電話：058-214-2138

岐阜県

大垣市福祉部障がい福祉課 広報おおがき（4月1日号）

広報誌配布部数：56,700

大垣市福祉部障がい福祉課
電話：0584-47-7298

広報誌による啓発

広報たじみ４月号での啓発 多治見市福祉課

広報たじみ

多治見市福祉課
電話：0572-23-5812

広報みので「世界自閉症啓
発デー」「発達障害啓発週 美濃市
間」を掲載

広報みの

美濃市健康福祉課
電話：0575-33-1122

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報はしま４月号に啓発記
羽島市健幸福祉部福祉課
事を掲載

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

羽島市健幸福祉部福祉課
広報誌配布部数：２１，２００ 障がい福祉係
電話：058-392-1111（2512）

広報はしま

平成３０年３月末に全戸配
布

広報えな

広報えな３月１５号
※掲載予定

広報かに３月号及び市ホー
可児市役所福祉課
ムページへの啓発の掲載

広報かに

（広報かに）平成30年3月号
（ホームページ）期間中に新
着情報欄へも掲載
広報配布部数：32,550部
※ホームページはH27年度
から継続して掲載中

可児市役所福祉課障がい福
祉係
電話：0574-62-1111（3172）

広報やまがた４月号に啓発
山県市福祉課
記事を掲載

広報やまがた

広報やまがた４月号

山県市福祉課
電話：0581-22-6837

平成３０年３月１６日発行予 市内全戸配布
定
広報配布部数：７，８３０部

飛騨市市民福祉部障がい福
祉課
電話：0577-73-7483

広報えなに啓発記事を掲載 恵那市社会福祉課

岐阜県

開催場所

市民

恵那市役所社会福祉課障
がい福祉係
電話：0573-26-2111（181）

広報誌による啓発

広報ひだ3月号(3月16日発
行予定)に啓発記事を掲載

広報もとす３月号に啓発記
事を掲載

飛騨市市民福祉部障がい福
広報ひだ
祉課

本巣市福祉敬愛課

広報もとす

広報もとす３月号

本巣市福祉敬愛課社会福
広報誌配布部数：１１，５００ 祉係
電話：058-323-7752

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報げろ３月号に啓発記事
下呂市社会福祉課
を掲載

開催場所

広報げろ

海津市健康福祉部社会福
市報かいづ３月号に啓発記
祉課（海津市発達支援セン 市報かいづ
事を掲載
ターくるみ）

岐阜県

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

下呂市社会福祉課
電話：0576-52-3936

平成３０年３月１日に発行

広報誌配布部数：１２，５００

平成３０年３月１日発行

海津市健康福祉部社会福
祉課（発達支援センターくる
広報誌配布部数：１１，６００
み）
電話０５８４－５３－１１３９

広報ようろう３月号に啓発記
養老町福祉課
事を掲載

広報ようろう

平成３０年３月１日発行

養老町役場住民福祉部健
広報誌配布部数：約9,500部 康福祉課
電話：0584-32-1105

広報たるい4月号に啓発記
事を掲載

広報たるい

広報４月号

広報誌配付部数：8,400

垂井町健康福祉課社会福
祉係
電話：0584-22-1151（279）

広報あんぱち３月号に啓発
安八町福祉課
記事を掲載

広報あんぱち

平成３０年３月１日発行

広報誌配布部数：5,000部

安八町福祉課
電話：0584-64-7104

広報おおの4月号に啓発記
大野町民生部福祉課
事を掲載

広報おおの

平成３０年３月末に全戸配
布

広報誌配布部数：7、500

大野町役場民生部福祉課
電話:0585-34-1111

広報誌による啓発

垂井町健康福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

広報誌による啓発

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

平成30年度版健康生活カレ
八百津町健康福祉課
ンダー掲載予定

中津川市障害援護課

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

平成30年度版健康生活カレ
平成３０年３月２日発行予定 町民
ンダー

八百津町健康福祉課福祉
係 電話：0574-43-2111
（2563）

中津川市健康福祉会館

平成３０年２月上旬～

中津川市障害援護課障害
福祉係
電話：0573-66-1111

瑞浪市社会福祉課

瑞浪市役所庁舎内

平成２９年２月上旬より

瑞浪市社会福祉課障がい福
祉係
電話：0572-68-2113（直通）

羽島市健幸福祉部福祉課

羽島市役所庁舎内

平成３０年３月下旬～４月上
市民
旬

羽島市健幸福祉部福祉課
障がい福祉係
電話：058-392-1111（2512）

可児市役所福祉課

可児市庁舎内・市連絡所

平成３０年３月下旬～４月上
旬

可児市役所福祉課障がい福
祉係
電話0574-62-1111（3172）

山県市福祉課

市役所、支所、関係機関

平成３０年４月８日まで

山県市福祉課
電話：0581-22-6837

岐阜県

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

飛騨市市民福祉部障がい福 飛騨市庁舎内及び関係機
祉課
関

岐阜県

ポスター掲示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成３０年３月上旬より

飛騨市市民福祉部障がい福
祉課
電話：0577-73-7483

郡上市社会福祉課障がい福
祉係
電話：0575-67-1811

市民

郡上市社会福祉課

郡上市役所・振興事務所

平成３０年２月上旬

下呂市社会福祉課

下呂市庁内及び関係機関

平成３０年２月上旬より

下呂市社会福祉課
電話： 0576-52-3936

岐南町民生部福祉課

岐南町役場庁舎内

平成３０年３月～４月

岐南町民生部福祉課
電話：058-247-1348(直通)

平成３０年３月下旬～４月上
町民
旬

笠松町住民福祉部福祉子ど
も課民生係
電話：058-388-1116

平成３０年２月上旬より

垂井町健康福祉課社会福
祉係
電話：0584-22-1151（279）

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

笠松町住民福祉部福祉子ど
笠松町役場庁舎内
も課

垂井町健康福祉課

垂井町役場庁舎内

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

岐阜県

広報啓発の取組名（イベント名）

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

照会先

神戸町役場健康福祉課福
祉係
電話：0584-27-3111(126)

神戸町健康福祉課

神戸町役場・保健センター

平成３０年２月上旬より

揖斐川町福祉課

揖斐川町庁舎及び関係機
関

平成３０年２月上旬より

川辺町住民課

川辺町保健センター

平成３０年３月

川辺町住民課保健センター
電話：0574-53-2515

東白川村

東白川村保健福祉センター

平成３０年３月下旬～４月上
村民
旬

東白川村国保診療所
保健福祉部門保健係
電話：0574-78-2100

開催場所未定

三島市 社会福祉部
４月１日（日）
静岡県自閉症協会 三島支
障がい福祉課 (松田)
午前９時３０分～１０時３０分 部 会員 １０人
電話：０５５（９８３）２６１２

町民

揖斐川町福祉課
電話：0585-22-2111

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

会場でリーフレット、ポケット
静岡県自閉症協会三島支
世界自閉症啓発デー啓発活動 ティッシュ等啓発グッズを配
部
布
静岡県

ブルーライトアップ

藤枝市中心部を流れる瀬戸
藤枝市子ども発達支援セン ふれあい大橋
川ふれあい大橋のブルーラ
４月２日（月）～４月５日（木）
ター
(藤枝市志太４丁目３－２８)
イトアップ

藤枝市子ども発達支援セン
ター
電話：０５４（６６７）３９８８

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

静岡県自閉症協会、静岡県 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
発達障害者支援センター、 （静岡市清水区入船町13覧車のブルーライトアップ
株式会社ドリームプラザ
15）
４月２日（月） 日没より
静岡県自閉症協会、静岡県
大型展望水門「びゅうお」の 発達障害者支援センター、
ブルーライトアップ
沼津市産業振興部観光交
流課

沼津港大型展望水門「びゅ
うお」
（沼津市本字千本1905番地
の27）
静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

静岡県自閉症協会、静岡県
掛川城
掛川城のブルーライトアップ 発達障害者支援センター、
（掛川市掛川1138-24）
掛川市
静岡県

４月２日（月）～４月８日（日）

ブルーライトアップ
富士川サービスエリア「大観
富士川楽座の大観覧車フジ 静岡県自閉症協会、静岡県
覧車 フジスカイビュー」
スカイビューのブルーライト 発達障害者支援センター、
４月２日（月） 日没より
（富士市岩淵字北吉野
アップ
泉陽工業株式会社
1500）

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

４月２日（月）～４月８日（日）
静岡県自閉症協会
電話：０８０-３６２０-８７１１
（小長井）

静岡県自閉症協会、静岡県
駿府城公園 坤櫓、巽櫓の
駿府城公園坤櫓・巽櫓
発達障害者支援センター、
ブルーライトアップ
（静岡市葵区駿府城公園）
静岡市障害者福祉課

４月２日（月）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

静岡県自閉症協会、静岡県
静岡県富士山世界遺産セン 発達障害者支援センター、 静岡県富士山世界遺産センター
４月２日（月） 日没～19時
ターのブルーライトアップ
静岡県富士山世界遺産セン （富士宮市宮町5－12）
ター

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

静岡県自閉症協会、静岡県 浜松城
浜松城のブルーライトアップ 発達障害者支援センター、 （浜松市中区元城町100－
浜松市
2）

静岡県自閉症協会
電話：０８０-３６２０-８７１１
（小長井）

ブルーライトアップ

４月２日（月）

図書館に自閉症をはじめと
藤枝市子ども発達支援セン
する発達障害関連図書の特
ＢＩＶＩ藤枝３階 駅南図書館 ４月３日(火)～４月８日(日)
ター、藤枝市駅南図書館
設コーナーを設置
静岡県

図書館・書店における啓発活動
藤枝市子ども発達支援セン
ター
電話：０５４（６６７）３９８８

自閉症、発達障害関連図
協力図書館、書店
書、書籍特設コーナー設置

４月２日（月）～４月８日（予
定）

世界自閉症啓発デー、発達
静岡県教育委員会、静岡県 「Ｅジャーナルしずおか」第
障害啓発週間について教育
発達障害者支援センター
197号
広報誌へ情報を掲載

３月５日（月）発行

教職員

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」、発達障害 伊豆市
の啓発についての情報を掲
載

４月２日（月）～４月８日（予
定）

伊豆市民
その他

広報誌等を通じた広報啓発

伊豆市ホームページ

伊豆市
社会福祉課
電話：０５５８(７２）９８６３

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

「世界自閉症啓発デー」及び
「発達障害啓発週間」の概
湖西市
要を湖西市公式ウェブサイト
で紹介

静岡県

開催場所

湖西市公式ウェブサイト

開催日時

広報いず

広報いず4月号

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
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

4月1日号の広報やいづへの
啓発記事の掲載、ホーム
ページによる発達障害につ 焼津市
いての啓発、庁内掲示板で
の啓発

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

照会先

湖西市
地域福祉課
電話：０５３（５７６）４５３２

３月１日（木）～４月８日（日）

市の広報誌に「世界自閉症
啓発デー」及び「発達障害啓
伊豆市
発週間」、発達障害の啓発
についての情報を掲載

広報誌等を通じた広報啓発

参加者（対象者）
参加（募集）人数

伊豆市民
その他

伊豆市
社会福祉課
電話：０５５８(７２）９８６３

磐田市民

磐田市
子育て支援課 発達支援室
電話：０５３８（３７）４８５３

磐田市内

広報誌「いわた」３月号（予
定）

出先庁舎（アトレ庁舎）

庁内掲示板の啓発
４月２日（月）～４日（水）

焼津市
こども相談センター
電話：０５４-６２６-２７７４

SBSラジオ：3/26（月） 放送
K-mix：3/29（木） 放送
コミュニティFM：3月第４週

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

イベント等における啓発活動

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

第34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

静岡県草薙陸上競技場

ジュビロ磐田VS清水エスパ
ルスの試合会場における啓 静岡県、株式会社ジュビロ
発メッセージの掲出

小笠山総合運動公園
ECOPAスタジアム
（袋井市愛野2300－1）

アスルクラロ沼津VSカター
レ富山の試合会場における
愛鷹広域公園多目的競技
啓発ブース設置、啓発リー 静岡県発達障害者支援セン
場
フレット・青い風船配布、ふ ター、アスルクラロ沼津
（沼津市足高202）
じっぴーとのふれあいタイム
の実施

開催日時

４月１日（日）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

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

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

４月７日（土）

４月１日（日）

静岡県

講演会とシンポジウム

アクトシティー 研修交流セ
３月１８日(日）
ンター

参加者 広く一般の方
募集人数 180人

静岡県自閉症協会、静岡県
自閉症の理解と支援のため
発達障害者支援センター、
に講演会を行い、その後シ
静岡県コンベンションアーツ
静岡市発達障害者支援セン
３月２５日(日）
ンポジウム形式で討論をす
センター グランシップ
ター、浜松市発達障害者支
る
援センター

参加者 広く一般の方
募集人数 200人

サンウェル沼津

３月３１日(土）

参加者 広く一般の方
募集人数 100人

静岡県自閉症協会
電話：０８０-３６２０-８７１１
（小長井）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

厚生労働省が作成した世界
自閉症啓発デーのポスター 静岡県自閉症協会
を県内の主要ヵ所に掲示
静岡県

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

県内各主要ヵ所

２月１日(木）～４月８日(日） 参加者 広く一般の方

静岡県自閉症協会
電話：０８０-３６２０-８７１１
（小長井）

県本庁舎、出先庁舎

４月２日（月）～４月８日（予
定）

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

ポスターの掲示等

発達障害啓発週間ののぼり
静岡県
を県庁舎に設置

商業施設にて発達障害に関
啓発用パネル展示及び啓発物
するパネル展示とビラ入りの
品等の配布
ポケットティッシュの配布

イオンモール豊田店
平成３０年３月下旬
イオンモール木曽川店
～４月上旬
の指定されたイベントブース

県民

あいち発達障害者支援セン
ター
支援者、一般県民向けの講
演会を開催する。内容は医
支援者、一般県民向けの講演会
師による「大人の発達障害
について」の講演。

大府市勤労文化会館

平成３０年３月２４日
１６時から１８時

支援者
県民

あいち発達障害者支援セン
ター
〒480-0392
愛知県春日井市神屋町
713-8
愛知県心身障害者コロニー
内
電話0568-88-0811(内線
2222)

愛知県
４月号広報に発達障害者週
間及び世界自閉症啓発デー
４月２日～８日は発達障害啓発
に関する記事を掲載し、自 一宮市
週間
閉症を始めとする発達障害
について啓発を行う。
一宮市役所福祉部福祉課
電話：0586-28-8619

ブルーライトアップ

１３８タワーをブルーにライト
一宮市
アップする。

１３８タワー

４月２日（月）
１７時３０分から２１時３０分

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

①障がいのある人・応援す
る人の夢を描いた青色の
ガーランドを公共施設、民間
みんなの夢で、まちを飾ろうプロ
主催：豊田市
事業者店舗等に掲示
ジェクト
※市民活動団体等と共働
②図書館に特設コーナーを
設け関連図書と啓発ボード
を設置

世界自閉症デーinとよた２０１８ 自閉症を知る映画上映会

主催：発達障がい児支援く
らっぷ（市民活動団体）
※豊田市後援予定

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

豊田市内

３月２１日～４月８日

市民
参加人数：500人

豊田市障がい福祉課

とよた市民活動センター

4月1日

市民
参加人数：４０人程度

発達障がい児支援くらっぷ

名古屋市発達障害者支援セ
ンター

世界自閉症啓発デー
映画無料上映会

映画
「僕と世界の方程式」
無料上映

名古屋市発達障害者支援セ
ンターりんくす名古屋主催 名古屋市東文化小劇場
JDDネット愛知共催

３月２２日（木）
①１３：３０〜
②１８：３０〜

対象者：一般市民
定員：各回３００名

図書館特集展示

｢発達障がい」って何？

福祉課障がい福祉係

尾張旭市図書館

３月(日程調整中）

市民

市立図書館への展示（予定）

図書館の展示スペースに発
達障害の啓発関連の資料を 名古屋市
展示

名古屋市北図書館

３月３０日（金）〜４月２７日
（金）を予定

愛知県

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

名古屋市発達障害者支援セ
ンター

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

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３月号に啓発記事を掲
愛西市社会福祉課
載予定

平成３０年２月末日に全戸
配布

広報あま４月１日号に啓発
記事を掲載

平成３０年４月１日（日）まで
に
広報配布部数：約36,500
全戸配布

あま市福祉部社会福祉課

照会先

広報配布部数22,000

世界自閉症啓発デーについ 春日井市健康福祉部障がい
て広報掲載
福祉課

平成30年４月広報掲載

市民

広報やとみ4月号に啓発記
事を掲載

平成30年4月号に掲載

広報紙配布部数16,069

愛知県

弥富市民生部福祉課

広報ひがしうら４月１日号に
東浦町健康福祉部福祉課
啓発記事を掲載予定

広報なごやへの特集記事の掲 市広報誌の特集ページへ、
名古屋市
載（予定）
啓発デー等の記事を掲載

（広報ひがしうら）平成３０年
広報紙配布部数１６，０６０
４月１日号に掲載予定

広報誌配布部数：約100万
部

名古屋市子ども青少年局子
ども福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

「世界自閉症啓発デーポス
国作成のポスター及びリー
岡崎市
ター・リーフレット」の掲示、配布 フレットの掲示、配布

開催場所

【予定】
岡崎市役所（本庁、福祉会
館）
岡崎市こども発達センター
岡崎市保健所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

【予定】
平成30年３月下旬（届き次
第準備）～平成30年４月８日

照会先

岡崎市福祉部障がい福祉課
TEL：0564-23-6155

市内関係機関へ配布し掲示 平成３０年３月から4月まで
を依頼

春日井市健康福祉部障がい
福祉課

愛知県

ポスター掲示による啓発

ポスター掲示

平成30年２月下旬より

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

市民

清須市社会福祉課

平成30年3月中旬～4月上
旬

長久手市役所福祉課

平成30年2月上旬より

大治町福祉部保健センター 役場・保健センター等

平成３０年２月上旬

町民

大治町保健センター

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

第10回三重県自閉症協会
作品展
世界自閉症啓発デー特別企画
・作品展
『第10回三重県自閉症協会作
・コラージュ体験教室
品展』
・ミニコンサート
・啓発DVD上映

世界自閉症啓発デー Light It
Up Blue みえ（2018）

主催者・共催者等

主催：三重県自閉症協会
後援：三重県 ほか

・自閉症スペクトラムギャラ
リー（津センターパレス地下
津市民活動センター研修
室）
・セミナー・トークサミット（津
センターパレス２階 津市民 主催：Light It Up Blueみえ
中央公民館会議室）
実行委員会
・ライトアップ（津城跡、津ま 後援：三重県 ほか
ん中広場等）
・メッセージ展・ポスター掲示
（県内各所）
・推薦図書・資料PR（県内図
書関連施設、教育関連施
設）

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

津リージョンプラザ3階展示 平成30年3月29日（木）～平
場
成30年4月1日（日）

限定なし
※一部イベントには人数限
定等がある。
津城跡地、津市民活動セン
平成30年4月1日（日）～平
ター、津市民中央公民館、
成30年4月2日（月）
県内図書関連施設等

市ホームページに啓発情報
を掲載

三重県

鳥羽市健康福祉課高齢・障
害係

広報啓発

平成30年2月～4月8日（日） 市民

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

広報誌を通じた広報啓発

広報しま３月号に啓発記事
志摩市地域福祉課
を掲載

平成30年3月1日に全戸配布 広報発注部数：20,000

広報誌等を通じた広報啓発

町民カレンダーに掲示

平成30年4月1日（日）までに
配布数：9445（世帯数）
全戸配布

東員町役場 地域福祉課

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

三重県

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

取組（イベント）の内容

広報あさひ3月号に啓発記
事を掲載

主催者・共催者等

開催場所

朝日町役場子育て健康課

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成30年3月に配布

広報配布戸別数3,540

国宝彦根城…4月2日イベン
世界自閉症啓発デー滋賀県
ト開始6時30分、点灯7時(予
世界自閉症啓発デー2018滋賀 国宝彦根城等のﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｱｯ ブルーライトアップ実行委員 国宝彦根城（彦根市運動公 定)
県民
県ブルーライトアップ
ﾌﾟ、点灯イベント
会
園） 他
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

市民公開講座の開催
「発達障害をともに考える」

滋賀県・滋賀県小児保健協 滋賀県立県民交流センター 4月7日(土)
会・塩野義製薬株式会社
ピアザ淡海
午後1時～5時

照会先

世界自閉症啓発デー
滋賀県実行委員会
事務局
0748-72-7810

県民
200人(先着順）

県健康医療福祉部障害福
祉課
077-528-3542

市民

草津市発達支援センター
（tel:569-0353)

県民

滋賀県健康医療福祉部
障害福祉課社会活動係
077-528-3542

講演会の開催

市民啓発のために講演会を
草津市
実施予定

滋賀県

啓発物品等の配布・設置

啓発物品等の配布・設置

発達障害県民啓発事業
（街頭啓発活動）

滋賀県
協力：市町、発達障害者支
援センター、滋賀県自閉症
協会、ＪＤＤnet滋賀 他

啓発用クリアファイル、啓発
用ポケットティッシュの配布 彦根市
啓発用のぼり旗の設置

草津市立アミカホール

10月頃

4月3日朝
ＪＲ駅前（大津、草津、野洲、
平和堂あどがわ店は４月２
近江八幡、長浜、貴生川）
日
平和堂あどがわ店 (予定）

啓発物品：平成30年3月下
市立図書館、市役所、各地
旬～4月中
区公民館、障害者センター、
のぼり旗：平成30年3月下旬 市民他
福祉センター、保健センター
～4月8日
等

彦根市発達支援室
0749-26-8282

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

彦根市立図書館

市立図書館のカウンター前
大津市
に関連図書を提示。

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３０年４月２日～８日

野洲図書館

発達障がい啓発週間で調整
調整中
中

野洲市発達支援センター
077-587-0033

東近江市立八日市図書館
他市内図書館

平成３０年３月下旬～４月中

東近江市立八日市図書館
０７４８－２４－１５１５

市内図書館の資料展示コー
ナーで、発達障害に関する
東近江市
図書や新聞記事・パンフレッ
トなどの紹介を行う

町立図書館のイベントコー
ナーにおいて昨年度実施し
た世界自閉症啓発デー展示
により貸出のあった図書に
ついてランキング形式で展
示。またショーケースを使い
町内事業所による作品の展
示を行い発達障害等に関心
のない方にも視覚的に興味
を持ってもらえるコーナーを
設置。

作品展示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

市立図書館のイベントコー
ナーに発達障害関連の図書
を配置、啓発パネルやポス
彦根市
ター展示、啓発グッズの配
布等

市立図書館のイベントコー
ナーに発達障害関連の図書 野洲市
を配置、
図書館でのイベントコーナー開設

滋賀県

開催場所

公民館において発達障害お
よび発達支援についてパネ
ル展示を行うと共に町内福
祉事業所による作品の展示
を行い発達障害等に関心の
ない方にも視覚的に興味を
持ってもらえるコーナーを設
置。

平成30年4月1日～8日（予
定）

市民
図書館利用者

彦根市発達支援室
0749-26-8283

各図書館利用者

大津市立図書館
大津市立北図書館
大津市立和邇図書館

竜王町立図書館

竜王町

竜王町立図書館

平成３０年３月下旬～４月中旬

竜王町立公民館

竜王町発達支援課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報誌「滋賀プラスワン」3・4
月号、広報誌「教育しが」4月
滋賀県
号、県ホームページに情報
掲載予定

「広報ひこね」3月15日号に
関連記事を掲載、FMひこね 彦根市
による放送

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

FMひこね：平成30年3月下
旬～4月8日

照会先

県民

竜王町発達支援課

市民他

彦根市発達支援室
0749-26-8282

一般市民

近江八幡市障がい福祉課

広報くさつ配布部数：59,000

草津市発達支援センター
（tel:569-0353)

市民

高島市健康推進課発達支
援グループ （0740-258065）

近江八幡市の『広報おうみ
はちまん』4月号に「世界自
広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等
閉症啓発デー」と「発達障害
を通じた広報啓発
啓発週間」の周知啓発記事
を掲載
滋賀県

近江八幡市
近江八幡市のＨＰに「世界
自閉症啓発デー」と「発達障
害啓発週間」に因んだブ
ルーライトップの周知チラシ
をアップ。

広報くさつ4月1日号に、4/2
の「自閉症啓発デー」と4/2
～4/8の「発達障害啓発週 草津市
間」について啓発記事を掲
載予定

広報４月号掲載

高島市
健康推進課発達支援グルー
プ

広報くさつ4月1日号

４月

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報に啓発デーについての
竜王町
記事を掲載。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月

照会先

竜王町政策推進課

町民
自閉症啓発デーおよび発達
広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等
障害啓発週間についての周 豊郷町
を通じた広報啓発
知

広報「もりやま」および市
ホームページに世界自閉症 守山市発達支援センター発
啓発デー・発達障害者啓発 達支援課
週間について掲載

広報3月号（3月9日発行予
定）

豊郷町
保健福祉課（０７４９－３５－
８１１６）
医療保険課（０７４９－３５－
８１１７）

平成30年３月中旬全戸配布
平成30年３月中旬ホーム
ページ掲載

守山市発達支援センター発
達支援課
077-582-1158

滋賀県

市民
世界自閉症啓発デー、発達
障害者啓発週間の周知啓 甲賀市発達支援課
発

横断幕掲出

横断幕掲揚

滋賀県

世界自閉症啓発デー
啓発ポスターの掲示

世界自閉症啓発デーポス
ター
彦根市
国宝彦根城ブルーライトアッ
プポスターの掲示

大津合同庁舎
（ＪＲ琵琶湖線沿線）

市役所他

平成３０年３月末に配信予
定

甲賀市発達支援課
0748-69-2178

4月2日～8日

県民

滋賀県健康医療福祉部
障害福祉課社会活動係
077-528-3542

市民

彦根市発達支援室
0749-26-8282
世界自閉症啓発デー滋賀県
実行委員会事務局
0748-72-7810

ポスター完成後～4月上旬

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

長浜市

平成30年３月下旬～４月中

長浜市児童発達支援セン
ター
0749-65-6904

野洲市

ポスターが届き次第～4月上
旬

野洲市発達支援センター
077-587-0033

湖南市社会福祉課

滋賀県

開催場所

市役所他

平成30年２月上旬より

市民

湖南市社会福祉課
0748-71-2364

世界自閉症啓発デー
啓発ポスターの掲示

栗東市子ども発達支援課

平成30年３月下旬～４月中

栗東市子ども発達支援課
077-554-6152

米原市発達支援センター

ポスター届き次第～４月中

米原市発達支援センター
0749-55-8117

平成30年３月下旬～４月中 町民

日野町福祉保健課
0748-52-6573

日野町

庁舎内掲示板
地区公民館等

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

滋賀県

京都府

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

照会先

愛荘町

庁舎内掲示板

愛荘町地域福祉課
0749-42-7691
同 子育て包括支援セン
ター
0749-42-4690

多賀町

多賀町子ども家庭応援セン
ター

多賀町子ども家庭応援セン
ター
0749-48-8137

甲良町

庁舎内掲示板

滋賀県
（各市町）

県内各機関

平成30年３月下旬～４月中 町民

世界自閉症啓発デー
啓発ポスターの掲示

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
・京都女子大学チアリーディ
ング部 GALAXIE
・京都市障害者相談員（発
達）による相談
・写真（フォトフロップス）コー
ナー
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、二条城東南隅
櫓

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

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、二条城東南隅
櫓

甲良町保健福祉課
0749-38-5151

平成30年2月下旬～4月中

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

県民

滋賀県健康医療福祉部
障害福祉課社会活動係
077-528-3542

①啓発イベント
観衆500人見込み

京都府自閉症協会
TEL:075-813-5156

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

発達障がいシンポジウム
世界自閉症啓発デー
ｉｎ ＯＳＡＫＡ 2018

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

講演
第１部
「パネルディスカッション 発
達障がいへの理解 ご家族
の子育てから学ぶ」
パネリスト
大阪府ペアレント・メンター
コーディネーター
大阪府発達障がい者支援セ
ンター アクトおおさかセン
主催：大阪府
ター長 松上 利男 氏
共催：塩野義製薬（株）

開催場所

開催日時

大阪府男女共同参画・青少 平成30年４月６日（金）
年センター（ドーンセンター） １４：００～１６：３０

第２部
「発達障がいのある人の大
学進学と合理的配慮 家族
で進める自立への準備」

参加者（対象者）
参加（募集）人数

＜対象者＞
発達障がい者、家族、支援
者、大学関係者、行政、府
民
＜募集人数＞
５００人
大阪府
福祉部 障がい福祉室
地域生活支援課
担当：平井
電話：０６（６９４１）０３５１
内２４６８

信州大学 学術研究院教育
学系 教授 高橋 知音
氏

大阪府

大阪府内主要建物のライトアッ
ブルーライトアップ
プ

照会先

主催：大阪府、大阪市、
大阪自閉スペクトラム
症協会
共催：JDDネット大阪
協力：塩野義製薬（株）

・大阪城天守閣
・通天閣
・天保山大観覧車
・万博記念公園太陽の塔

平成30年４月２日（月）
日没（１８：３０頃）～２３：００
※天保山大観覧車は２２：０
０まで
＜対象者＞
府民

府政だより3月号に啓発記
事とイベント周知記事掲載

広報誌等を通じた広報啓発

大阪府

平成３０年３月１日発行号

箕面市

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（3月号）予定

＜対象者＞
市民

箕面市障害福祉課

＜対象者＞
市民

池田市発達支援課

平成３０年３月発行号

池田市

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

市町村の広報誌に啓発記事
能勢町
掲載（４月号）予定

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

平成３０年４月発行号

照会先

能勢町福祉課
＜対象者＞
町民

大阪府

市町村の広報誌に啓発記事
豊能町
掲載（３月号）予定

平成３０年３月発行号

豊能町福祉課

市町村の広報誌に啓発記事
吹田市
掲載（４月号）予定

平成３０年４月発行号

吹田市障がい福祉室

広報誌等を通じた広報啓発

茨木市

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（３月号）予定

茨木市障害福祉課

平成３０年３月発行号

島本町

市町村の広報誌に啓発記事
枚方市
掲載（３月号・4月号）予定

＜対象者＞
市民

島本町福祉推進課

平成３０年３月・4月発行号

枚方市障害福祉室

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

交野市

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（３月号）予定

大阪府

照会先

交野市障がい福祉課

平成３０年３月発行号

四條畷市

四條畷市障がい福祉課

大東市

大東市障害福祉課
＜対象者＞
市民

広報誌等を通じた広報啓発

寝屋川市

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（４月号）予定

寝屋川市障害福祉課

平成３０年４月発行号

門真市

門真市障がい福祉課

守口市

守口市障害福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

市町村の広報誌に啓発記事
八尾市
掲載（４月号）予定

大阪府

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

平成３０年４月発行号

照会先

八尾市障がい福祉課

柏原市

柏原市障害福祉課

松原市

松原市障害福祉課

広報誌等を通じた広報啓発

市町村の広報誌に啓発記事
藤井寺市
掲載（３月号）予定

平成３０年３月発行号

＜対象者＞
市民

藤井寺市福祉総務課

富田林市

富田林市障がい福祉課

河内長野市

河内長野市障がい福祉課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

大阪狭山市

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

平成３０年３月発行号

照会先

大阪k狭山市福祉グループ

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（３月号）予定

太子町

太子町福祉課
＜対象者＞
町民

河南町

大阪府

広報誌等を通じた広報啓発

河南町高齢障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（４月号）予定

千早赤阪村

平成３０年３月発行号

＜対象者＞
村民

泉大津市

千早赤阪村健康福祉課

泉大津市障がい福祉課
＜対象者＞
市民

市町村の広報誌に啓発記事
掲載（３月号）予定

泉佐野市

泉佐野市障害福祉総務課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

＜対象者＞
市民

泉南市

広報誌等を通じた広報啓発

参加者（対象者）
参加（募集）人数

市町村の広報誌に啓発記事
熊取町
掲載（３月号）予定

照会先

泉南市障害福祉課

熊取町介護保険・障がい福
祉課

平成３０年３月発行号
＜対象者＞
町民

田尻町

田尻町福祉課

大阪府
ポスターの掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

自閉症児者、家族、支援
者、市民が大阪市役所～大
世界自閉症啓発デー2018
阪大阪府庁周辺まで、啓発
啓発ウォーキング
の目印（旗、青いものなど）
「大阪から共に支え合い、共に
を持って歩くことで自閉症を
生きる」
はじめとする発達障がいに
ついて広く啓発する。

大阪府
（関係各機関、各市町村）

府内関係各機関

平成30年2月下旬～4月中

＜対象者＞
府民

大阪市役所～大阪府パス
ポートセンター前

平成30年4月1日（日曜日）
10時～12時

自閉症児者、家族、支援
者、市民

大阪府
福祉部 障がい福祉室
地域生活支援課
担当：平井
電話：０６（６９４１）０３５１
内２４６８

主催：大阪自閉スペクトラム
症協会
後援：大阪府、大阪市、堺
市、大阪市教育委員会、日
本自閉症協会

一般社団法人 大阪自閉ス
ペクトラム症協会
電話：06-4862-4144

世界自閉症啓発デー2018
アール・ブリュット展

自閉症児者の作品（さをり 主催：大阪自閉スペクトラム 大阪市立中央図書館
織、絵画、陶芸、手芸、書道 症協会、大阪市（中央図書 1階エントランスホールギャ
など）の展示会を開催
館）
ラリー

平成30年4月20日（金曜日）
市民、他
～5月16日（水曜日）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

主催；大阪自閉スペクトラム
症協会、大阪府、大阪市
ライト・イット・アップ・ブルー
2018
in大阪

大阪市内のランドマークのブ 共催；日本発達障害ネット
ルーライトアップ（3か所）
ワーク大阪

平成30年4月2日（月曜日）
大阪城天守閣、通天閣、天
日没～23時まで（天保山大 市民、他
保山大観覧車
観覧車は22時まで）

協力；通天閣観光株式会
社、株式会社海遊館

広報紙を通じた啓発

インターネットＴＶを通じた啓発

広報紙3月号に啓発記事を
大阪市
掲載（全市版・浪速区版）

広報紙3月号

インターネットＴＶを通じた啓 大阪市
発
ＦＣ大阪

平成30年3月7日（水曜日）
12時～13時40分のうち20分
程度の生放送
（放送終了後もアーカイブに
ていつでも視聴可能）

大阪府

ホームページを通じた啓発

市ホームページに啓発記事
大阪市
を掲載

大阪市営地下鉄駅構内掲
示版（22駅）、大阪市役所、
大阪市営地下鉄駅構内、各 大阪市、関係機関
各区役所（24区）、各図書館
区役所、図書館、学校園や （市立小中高等学校へは大
平成30年3月～4月
（24区）、市立小中高等学
関係機関でのポスター掲示 阪府と連携）
校、保育所（園）、認定こども
園など

啓発チラシ、三つ折りリーフ
レットを印刷し、大阪市営地
啓発チラシ、リーフレットの印刷 下鉄駅構内、各区役所、図
大阪市、関係機関
および配布による啓発
書館で広く市民へ配布。
その他、学校園や関係機関
へも配付。

大阪市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター発達
障がい者支援室

大阪市ホームページ（「世界
自閉症啓発デー（4月2日）の
ブルーライトアップ及び発達
障がいに係る啓発活動を実
平成30年2月23日（金曜日）
施します）
～
http://www.city.osaka.lg.jp/f
ukushi/page/0000255029.ht
ml

啓発ポスター掲示による啓発

市民

大阪市営地下鉄駅構内（22
駅）、大阪市役所、各区役所
（24区）、中央図書館にて広
平成30年3月上旬
く市民へ配布。
保育所（園）、認定こども園
などへの配付。

電話：06-6497-6560

市民、他

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

旧堺燈台、龍女神像を世界
発達障害啓発週間ブルーライト 自閉症啓発デーのシンボル
アップ
カラーである青（ブルー）でラ
イトアップ。

発達障害啓発週間講演会

広く発達障害についての理
解と支援を呼びかけるた
堺市子ども青少年育成部
め、当事者を迎えて講演会 子ども家庭課
を実施
堺市発達障害者支援セン
ター

堺市立西文化会館ウェス
ティ ７階セミナールーム

平成30年4月15日 午後2時 市民
～午後4時
100名

堺市立健康福祉プラザ1階
エントランスロビー

平成30年4月2日～4月8日

市民

イオンモール堺鉄砲町２階
「赤レンガ広場入口」付近
※パネル展示のみ

発達障害啓発週間関連ブック
フェア

堺市立中央図書館

平成30年4月1日～30日

啓発パネルの展示

発達障害支援に係る啓発パ
ネル等を展示する

神戸市役所前 地下街 さ
んちか アドウィンドウ

平成３０年４月

市民

堺市立中央図書館
電話：072-244-3811

神戸市保健福祉局障害福
祉部発達障害者支援セン
ター
担当：古
川
電話：０７８（３８２）２７６０

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

堺市子ども青少年育成部
子ども家庭課
電話：072-228-7331
堺市発達障害者支援セン
ター
電話：072-275-8506

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。
堺市立中央図書館
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。

ポスター展示

照会先

堺市役所高層館北側１階ロ
ビー

発達障害の特徴、支援の方
法、堺市発達障害者支援セ
ンターの紹介などをパネル
展示。
あわせて支援グッズの展示
を行う。

兵庫県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

旧堺燈台（堺市堺区大浜北
町５丁地先）
平成30年4月2日 日没～午
市民
龍女神像（堺市堺区北波止 後9時
町１５）

大阪府

発達障害啓発週間パネル展

開催場所

神戸市役所花時計ギャラ
リー

平成３０年3月２２日～４月1
日

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

発達障害支援に係る啓発ポ
スター・世界自閉症啓発
デーポスター展示

神戸市生涯学習支援セン
ター

平成３０年４月1日～4月30
日

世界自閉症啓発デーポス
ター展示

神戸市営地下鉄全駅

平成３０年3月

発達障害支援講演会

兵庫県看護協会ハーモニー
平成30年1月24日
ホール

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

ポスター展示

チラシの配布

神戸市保健福祉局障害福
祉部発達障害者支援セン
ター
担当：古
川
電話：０７８（３８２）２７６２

神戸市保健福祉局障害福
祉部発達障害者支援セン
ター

兵庫県

月刊こうべグーへの啓発記
事掲載

広報誌への掲載

平成３０年3月号

職員向け広報誌への啓発記
事掲載

ホームページへの掲載

ホームページに世界自閉症
啓発デーのチラシを掲載

２５０人

平成３０年３月１日～

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

奈良県障害福祉課
県内市町村
奈良県発達障害支援セン
ター
その他関係機関

平成３０年２月上旬より

自閉症啓発ウォーク

啓発ウォークの開催

非特定営利活動法人
奈良県自閉症協会

ＪＲ奈良駅周辺

平成３０年３月３１日（土）
９時３０分集合 １０時出発

啓発展示の開催

企画展
奈良県
「知っていますか？自閉症・ 奈良県発達障害支援セン
発達障害」
ター「でぃあー」

奈良県図書情報館

平成３０年３月２７日（火）～
平成３０年４月５日（木）

広報を通じた広報啓発

広報たわらもとに啓発記事
を掲載

田原本町健康福祉課

県内各地のブルーライトアップ

郡山城天守台
ブルーライトアップ

大和郡山市
都市計画課・厚生福祉課

ポスター掲示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県民

郡山城天守台

町民

平成３０年４月２日（月）

県民

関連書籍紹介

自閉症関連書籍の紹介

大和郡山市立図書館

平成３０年３月２６日（月）
～平成３０年４月９日（月）

特定非営利活動法人
奈良県自閉症協会
0743-55-2763

奈良県発達障害支援セン
ター「でぃあー」
0742-62-7746

奈良県

平成３０年３月号に掲載予
定

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

大和郡山市
都市計画課・厚生福祉課
市立図書館

広報紙等を通じた広報啓発

広報つながりに
関連イベントを掲載予定

広報及びホームページでの啓発

広報への掲載及び町ホーム 平群町
ページへの掲載
福祉課障害福祉係

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

広報つながり３月１５日号に
市民
関連イベントを掲載予定

奈良県

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：教育における合理的
配慮について
講師：宮崎英憲氏（東洋大
学名誉教授）

H30.4号広報への掲載及び
町民
町ホームページへの掲載

和歌山県
和歌山県勤労福祉会館 プ
和歌山県教育委員会
平成３０年４月８日（日）
ラザホープ ４階ホール
ＮＰＯ法人和歌山県自閉症
１３：３０～１５：４５
協会

「世界自閉症啓発デー」であ
和歌山城ブルーライトアップ事
る４月２日に和歌山城をブ
業
ルーにライトアップ

定員：２５０名

和歌山県障害福祉課
電話：０７３－４４１－２５３３
ＦＡＸ：０７３－４３２－５５６７
Mail：
e0404001@pref.wakayama.lg.
jp
NPO法人和歌山県自閉症
協会
電話：０９０－３３５５－２２９
４
ＦＡＸ：０７３９－２５－３８２３
Mail：ohkubo@vm aikis or jp

市民

和歌山市福祉局社会福祉
部
障害者支援課
TEL:073-435-1060（直通）
FAX:073-431-2840

平成３０年４月２日（月）
１８時００分～２３時００分

和歌山県
和歌山市
和歌山県自閉症協会

啓発物品等の配布

平成３０年４月２日（月）
１８時００分～１９時００分

チラシ等啓発物の配布

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

和歌山城

西牟婁圏域自立支援協議
会
発達支援部会

未定

150人程度
当事者・家族は対象外とし、
支援者向けとした内容

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報いわで４月号に啓発記
岩出市福祉課
事を掲載

広報紙等を通じた広報啓発

3月広報への掲載

紀の川市保健福祉部障害
福祉課

平成３０年４月に全戸配布

紀の川市内

ホームページに啓発情報を
田辺市障害福祉室
掲載

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

広報紙配布部数：２３，０００

平成30年3月

平成30年４月

田辺市障害福祉室

和歌山県

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

かつらぎ町住民福祉課

役場庁舎内

ポスター届き次第

町民

海南市社会福祉課

海南市庁舎

平成30年2月上旬より

市民

岩出市福祉課

平成３０年３月下旬～４月上
市民
旬

海南市社会福祉課
℡073-483-8602

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

紀美野町保健福祉課

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成30年3月下旬～4月上
旬

町民

和歌山県

ポスター掲示

九度山町福祉課

平成３０年２月～４月７日

和歌山県子ども・女性・障害
者相談センター

平成３０年１月４日（木）～４
県民
月８日（日）

新宮市福祉課

平成30年2月上旬より

市民

西牟婁振興局健康福祉部
保健福祉課

平成30年2月上旬より

県民

太地町住民福祉課

平成30年1月下旬以降

町民

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

田辺市障害福祉室

和歌山県

ポスター掲示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成30年４月

市民

日高町住民福祉課

役場庁舎内掲示板

平成３０年３月～４月頃

町民及び来庁者

北山村住民福祉課

役場内

平成３０年２月～

村民

平成30年3月下旬～
4月中旬

有田市民

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

有田市福祉課

紀の川市保健福祉部障害
福祉課

和歌山県有田振興局
健康福祉部保健福祉課

紀の川市役所本庁

平成30年2月～4月8日まで 市民

平成３０年２月上旬より

県民

照会先

田辺市障害福祉室

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

とっとりブルーハート

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

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、イオン鳥取北店
内の会場を青い光で照らす
とともに、観客参加型の光の
描画イベント等を行う。

開催場所

イオンモール鳥取北（鳥取
市晩稲３４８）

照会先

平成３０年４月２日（月）
１８：３０～２１：００

鳥取県
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、イオン日吉津店内
読み聞かせイベント（発達障害
の会場において発達障がい
啓発週間関連イベント）
理解のためのデジタル絵本
の読み聞かせや、映像上映
を行う。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県民

鳥取県子育て王国推進局子
ども発達支援課
電話 0857-26-7865

イオンモール日吉津（西伯
平成２９年４月８日（日）
郡日吉津村日吉津１１６０－
１１：００～１５：３０
１）

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
デーについて知らせる記事 鳥取市
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３０年４月号

鳥取市こども発達・家庭支
援センター
電話 0857-33-4012
（担当 麻木）

広報誌を通じた広報啓発

広報いわみ４月号に啓発記
岩美町住民生活課
事を掲載

平成３０年３月３０日に各集
広報配布部数：約3,900
落代表者に配布

岩美町住民生活課
子育て支援係
TEL:０８５７－７３－１４１５

広報4 月号での掲載
告知端末での放送

広報、告知端末で、世界自
閉症デーについて周知啓発 智頭町保健センター
をし、町民の理解を図る。

広報４月号掲載
告知端末器で平成３０年３
月３１日に放送を流す。

智頭町保健センター 福祉
課
電話 0858-75-4101

鳥取県

世界自閉症啓発デーin鳥取
2018
図書館での「世界自閉症啓発
デー」コーナー設置

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

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
報館
倉吉市立図書館
世界自閉症啓発デー前後に
対象者 どなたでも
町立みささ図書館
開催予定
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

鳥取県自閉症協会
電話 0857-30-2776

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デーin鳥取
2018
横断幕設置予定

「世界自閉症啓発デー」の周
知と自閉症発達障がいの理 鳥取県自閉症協会
解啓発のために、横断幕を
設置

世界自閉症啓発デーin鳥取
2018withふらっと

啓発展示

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

鳥取駅前けやき広場

世界自閉症啓発デー前後に
市民
開催予定

困り感を抱える子を支援す
る親の会／らっきょうの花

県立人権ひろば21ふらっと

4月1日〜4月14日

島根県障がい福祉課

県庁舎、関係機関 等

照会先

鳥取県自閉症協会
電話 0857-30-2776

鳥取県

島根県

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー
ポスター掲示

県民

安来市福祉課

H30.3月下旬

出雲市福祉推進課

平成30年4月

雲南市健康福祉部
長寿障がい福祉課

rakkyou87@yahoo.co.jp

市役所ロビー、各支所窓口 平成30年3月下旬～4月上
等
旬

市民

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

浜田市地域福祉課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

江津市 健康医療対策課

平成30年3月下旬～4月上
旬

市民

川本町役場健康福祉課

平成30年4月上旬～8日
（日）

町民

邑南町福祉課

邑南町役場本庁・支所等

平成３０年３月下旬～４月上
旬

島根県

益田市障がい者福祉課

市民

隠岐の島町役場福祉課

町民

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報誌等を通じた広報啓発

島根県

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

県のホームページに掲載

島根県障がい福祉課

平成３０年３月下旬

県民

山陰中央新報
「県民だより」に掲載

島根県障がい福祉課

平成３０年３月２２日（木）

県民

市報4月号に啓発情報掲載

雲南市健康福祉部
長寿障がい福祉課

平成30年3月下旬～4月上
旬に全戸配布

市報配布世帯：約12,000
他、交流センター等に配備

広報おおなん3月号に
啓発記事を掲載

邑南町福祉課

平成３０年３月末に全戸配布 広報誌配布部数：４，４００

ＯＨＴＶおおなんケーブルテ
レビ
による広報
広報啓発

おおなんケーブルテレビ
加入世帯４，５００戸

邑南町福祉課

防災行政無線による広報

平成３０年３月末に放送

防災行政無線
加入世帯５，３００戸

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

邑南町役場庁舎の
ブルーライトアップ

主催者・共催者等

邑南町福祉課
協力：邑南町中野
株式会社トリコン
※ＬＥＤ製造

開催場所

邑智郡邑南町矢上６０００
邑南町役場

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

町民

県民

山陰中央テレビ テレビ塔の 島根県自閉症協会
〒690-8666
山陰中央テレビジョン放送株式会
ブルーライトアップ
松江市向島１４０－１
社

県内各地のブルーライトアップ

ハートピア出雲での
ブルーライトアップ

島根県自閉症協会
社会福祉法人 創文会

〒693-0014
出雲市武志町６９３－４

あゆみの里での
ブルーライトアップ

島根県自閉症協会
〒699-5132
益田市障害者福祉センター 益田市横田町2087-1

平成３０年４月２日（月）

啓発物品の配布

啓発チラシの配布活動

島根県自閉症協会
（出雲部会・雲南部会）

平成３０年４月１日（日）

啓発映画上映会

自閉症の青年が主人公の
映画「ぼくはうみがみたくな 島根県自閉症協会
平成３０年４月８日（日）
りました」の上映
益田市障害者福祉センター １４時（１３時半開場）
当事者作品等の展示・販売

島根県

未定

平成３０年４月８日（日）午後

照会先

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

県庁における啓発展示

島根県

主催者・共催者等

平成３０年４月2日（月）～９日

島根県障がい福祉課福祉課 （月）

大田市
島根県自閉症協会

啓発展示

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月2日（月）～８日
（日）

照会先

県民

平成３０年４月2日（月）～８日
（日）

図書館における
啓発展示

市民

益田市
島根県自閉症協会

自閉症啓発のチラシ及び啓
主催：岡山県発達障害児・
発物品を配布することで、よ
者の親の会連携協議会
り多くの方に自閉症を理解し
共催：岡山県、岡山市
てもらう機会とする

平成３０年４月2日（月）～８日
（日）

ＪＲ岡山駅西口付近

平成３０年４月１日（日）
１０：００～１２：００
対象：一般
チラシ等2,000部を配布予定

岡山県

街頭啓発活動

岡山県発達障害児・者の親
の会連携協議会参加団体 主催：岡山県発達障害児・
の会員・子ども達と着ぐるみ 者の親の会連携協議会
キャラクターが一緒になっ 共催：倉敷市
て、チラシ等を配布する。

岡山県発達障害児・者の親
の会連携協議会事務局
（ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
協会）
電話：086-801-4010

ＪＲ倉敷駅北口付近

平成３０年４月２日（月）
１０：００～１２：００
自閉症啓発のチラシ及び啓
発物品を配布することで、よ
り多くの方に自閉症を理解し
てもらう機会とする

主催：岡山県発達障害児・
者の親の会連携協議会
共催：赤磐市・岡山県自閉
症児を育てる会

山陽マルナカ山陽店

対象：一般
チラシ等500部を配布予定

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デーに併せ
て、観光名所のライトアップ 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
（ブルー）を行い、自閉症を 閉症協会
岡山市 岡山城天守閣
はじめとする発達障害につ 協力：岡山市
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併せ
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。

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
協会
電話：086-801-4010

平成３０年４月２日（月）
日没後～２４時

主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
平成３０年４月２日（月）～３
閉症協会
津山市 津山鶴山公園備中
日（火）
共催：津山地域自立支援協 櫓
１８：３０～２２：００
議会、津山市

津山市こども保健部健康増
進課療育センター
電話：0868-32-2174

世界自閉症啓発デーに併せ
て、観光名所のライトアップ 主催：総社市
平成３０年４月２日（月）～８
（ブルー）を行い、自閉症を 共催：ＮＰＯ法人 岡山県自 総社市 備中国分寺五重塔 日（日）
はじめとする発達障害につ 閉症協会
１９：００～２２：００
いて、広く啓発する。
岡山県

照会先

総社市福祉課障がい福祉係
電話：0866-92-8269

一般

パネル展示

子どもたちの作品展示

自閉症についての啓発パネ 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
平成３０年４月４日（水）～６
ルと子ども達の絵・作品展 閉症協会
岡山市役所１階市民ホール
日（金）
示、ＤＶＤ放映等
共催：岡山市

児童発達支援事業所通所
児の作品展示

主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
閉症協会
平成３０年３月２６日（月）～
津山市役所１階市民ロビー
共催：津山地域自立支援協
６日（金）
議会、津山市

自閉症啓発デー（発達障害啓
主催：総社市地域自立支援
自閉症（発達障がい）当事者
発週間）展示会
協議会
総社市役所１階ロビー
による作品展示
「セントラルロビーアート展 虹」
共催：総社市

平成３０年４月２日（月）～６
日（金）

ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
協会
電話：086-801-4010

津山市こども保健部健康増
進課療育センター
電話：0868-32-2174

総社市地域自立支援協議
会事務局
電話：0866-92-8578

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

電光掲示板へ情報掲載

世界自閉症啓発デー・発達障
害啓発週間啓発事業
（ONE POINT BLUE活動）

主催者・共催者等

新見市

イメージカラーである青いも
のを当該期間において、身
倉敷市
に着けることで、啓発活動を
する。

開催場所

新見駅前広場

倉敷市庁舎他

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

一般

平成３０年４月２日（月）～８
倉敷市職員
日（日）

啓発物品の着用

ブルーリボンの着用予定

赤磐市

赤磐市庁舎他

赤磐市職員

自治体の広報媒体等による啓
発

市町村広報誌等への啓発
記事掲載

市町村

県全域

平成２９年３月または４月号

岡山県庁舎

平成３０年４月２日（月）～８
一般
日（日）

県全域

平成３０年３月１日（木）～３
１日（土）

照会先

新見市福祉部福祉課 障害
者福祉係
電話：0867-72-6126

倉敷市障がい福祉課
電話：086-426-3305
総合療育相談センター
電話：086-434-9882

赤磐市役所社会福祉課福
祉推進班
電話：086-955-1116

岡山県

懸垂幕の掲出

岡山県

自治体の広報媒体等による啓
発

県内コンビニエンスストア等
への啓発チラシ設置

岡山県保健福祉部障害福
祉課
電話：086-226-7362

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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・発達障害に関する
本の展示とリーフレット等の
設置
主催：岡山市立中央図書館
①知ればつながる、青でつ 共催：ＮＰＯ法人 岡山県自 岡山市立中央図書館１階
ながる。－自閉症・発達障害 閉症協会
のことを知っていますか－
②未定

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

①平成３０年４月１日（日）～
５月３１日（木）
②平成３０年１１月１日（木）
～１２月２８日（金）

照会先

岡山市立中央図書館
電話：086-223-3373

連携展示
主催：岡山県
関連図書の展示、啓発パネ
協力：ＮＰＯ法人 岡山県自 岡山県立図書館１階エントラ 平成３０年３月２０日（火）～
一般
ル、ポスター等の掲示、ＤＶ
閉症協会
ンス
４月１５日（日）
Ｄ放映等

岡山県

発達障害への理解を深めて
主催：岡山県発達障害児・
世界自閉症啓発デー記念講演 もらうために、当事者による
者の親の会連携協議会
会
講演と、専門家との対談を
共催：岡山県
開催

ライト・イット・アップ・ブルー広
島

きらめきプラザ３０１

岡山県立図書館
電話：086-224-1286

岡山県発達障害児・者の親
の会連携協議会事務局
（ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
協会）
電話：086-801-4010

平成３０年４月２８日（土）
１３：３０～１６：００

広島城，本通商店街アー
広島県，広島市，広島自閉 広島城，本通，エールエー
ケード，エールエールA館の
症協会
ルA館
のブルーライトアップ行う。

広島県障害者支援課
讃岐
082-513-3155
平成30年4月2日～8日

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」）

広島県

（主催）ハートとハート～子
育てと発達障害を考える会
～
（共催）NPO法人「ハローの 大竹駅前ひろば
仲間」Oh!バンブー倶楽部
放課後等デイサービスフー
レイ

一般市民等

大竹市福祉課
小川
0827-59-2146

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 ハートとハート～子育てと発
市役所
で彩る
達障害を考える会

平成30年4月2日～4月6日

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

各庁舎にてポスター掲示，
チラシ・リーフレット配架を行 広島県，広島市
う。

県庁，広島市役所，広島市
平成30年3月～4月
区役所

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

呉市中央４丁目１－６
呉市役所 ほか

市庁舎・支所・保健センター
等関連施設でチラシ掲示・ 安芸高田市
リーフレット配架

市庁舎・支所・保健センター
平成30年4月2日～8日
等関連施設

安芸高田市社会福祉課
金井
0826-42-5615

本庁舎・支所へ啓発ポス
江田島市
ターを掲示し，チラシを配架

江田島市役所，各支所

江田島市社会福祉課
吉田
0823-43-1638

平成30年4月2日～8日

来庁者

来庁者

呉市障害福祉課
高浜
0823-25-3523

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架

平成30年4月2日～4月9日

一般市民等
本庁舎１階掲板および保健
福祉センター掲示板に啓発 三原市
ポスターを掲示

三原市役所，サン・シープラ
ザ，本郷・久井・大和保健福 平成30年4月2日～8日
祉センター

三原市保健福祉課
辰己
0848-67-6359

市役所庁舎へポスターを掲
示。
尾道市
情報コーナーへチラシを配
架。

尾道市社会福祉課
因島福祉課

尾道市社会福祉課
佐藤
0848-38-9124

平成30年3月1日～5月2日

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

庁舎内で啓発ポスター・チラ
福山市
シの掲出。

福山市障がい福祉課

庁舎内，東広島市子育て・
障害総合支援センターへポ
東広島市
スター掲示，チラシ・リーフ
レット配架

庁舎内，東広島市子育て・
障害総合支援センター

福祉課窓口にてポスターの
掲示、パンフレットを配架す 府中町
る。
広島県

開催場所

府中町役場福祉課窓口

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

平成30年4月2日～8日

福山市障がい福祉課
小島
084-928-1062

平成30年3月～4月

東広島市障害福祉課
篠原・田坂
082-420-0180

平成30年3月～4月

府中町福祉課
掛谷
082-286-3161

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架

一般市民等

本庁、各支所での啓発ポス
福祉課
ターの掲示、ちらしの配架

庁舎内ポスターを掲示。
庁舎内でチラシを配架。

庁舎掲示スペースへポス
ター掲示。窓口カウンター
に，リーフレットを配架。

廿日市市

海田町

安芸太田町役場、各支所

廿日市市役所

海田町役場

平成30年4月2日～4月8日

安芸太田町福祉課
郷田・加藤
0826-25-0250

平成30年3月1日～5月2日

廿日市市障害福祉課
加島
0829-30-9152

平成30年4月2日～4月２7日

海田町こども課
井口
082-823-9227

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

庁舎1階

主催者・共催者等

庄原市

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

一般市民等

庄原市社会福祉課
栄
0824-73-1210

本庁舎・支所・保健福祉セン
平成30年4月2日～4月30日 一般町民等
ター・社協等

神石高原町福祉課
中野
0847-89-3335

竹原市役所

庄原市役所

平成30年3月中旬～4月中
旬

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架
本庁舎・支所・保険福祉セン
ター・社協等でのポスター掲 福祉課
示やチラシの配布

ポスター掲示

庁舎へポスターを掲示。

竹原市

広報たけはら4月号に関連
記事を掲載。

竹原市

～平成30年5月2日

一般市民等

竹原市健康福祉課
齋藤
0846-22-7743

平成30年4月5日発行

一般市民等
約10,500部

竹原市健康福祉課
齋藤
0846-22-7743

一般町民等

大崎上島町福祉課
住友
0846-62-0301

一般市民等

東広島市障害福祉課
篠原・田坂
082-420-0180

広島県

広報誌掲載

広報大崎上島３月号に関連
大崎上島町
記事を掲載

東広島市広報4月合に図書
館特設コーナー設置の紹介 東広島市
案内をする。

平成30年3月2日配布

平成30年4月日

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

広報「えたじま」4月号に関連
江田島市
記事を掲載

平成30年4月1日発行

広報さか2月号に「世界自閉
症啓発デー」「発達障害啓発
週間」の周知記事及び講演
会について掲載
坂町民生課
広報さか3月号に展示会及
び図書館の特設展示につい
て掲載

平成30年2月1日発行
平成30年3月1日発行

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般町民等（11,600部）

照会先

江田島市社会福祉課
吉田
0823-43-1638

坂町民生課
秋津
082-820-1505
一般町民等

広島県

「広報かいた」4月号に関連
海田町
記事を掲載。

平成30年4月配布

「広報ふちゅう」4月号に関連
府中町
記事を掲載する。

平成30年4月1日発行

海田町こども課
井口
082-823-9227

広報誌掲載

広報おのみち3月号に関連
記事を掲載。

尾道市

一般町民等（22,450部）

府中町福祉課
掛谷
082-286-3161

尾道市社会福祉課
佐藤
0848-38-9124

平成30年3月10日発行

一般市民等
広報ふちゅうへ市民向け
に、発達障害啓発期間に合
わせ、発達障害への理解を 府中市
深めるための啓発記事を掲
載する。

平成30年4月1日発行

府中市地域福祉課
皿海
0847-43-7148

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

三次市（三次市障害者支援
ネットワーク連絡会議 療
育・発達支援部会）

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般市民等
（23,550世帯）

三次市健康推進課
奥川
0824-62-6257

一般町民等

北広島町福祉課
開本
050-5812-1851

広報誌掲載

「広報みよし」４月号に関連
記事を掲載

広報誌掲載，ポスター掲示

広報市掲載，ポスター掲示
北広島町
による啓発

本庁，各支所

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 世羅町 福祉課
よる啓発活動

平成30年4月2日～6日（この
世羅町役場・世羅保健福祉
日を含み前後する可能性あ
センター・せらにし支所・相
全町民
り）
談支援事業所 等
（広報せらは３月15日発行）

広報紙・ホームページ掲載

「広報あきたかた」4月号や
市ホームページに、「世界自
閉症啓発デー」及び「発達障 安芸高田市
害啓発週間」に関する記事
を掲載する。

平成30年3月末発送
平成30年4月2日～8日

坂町地域自立支援協議会
坂町民生課
子ども部会「ふーぷ」に属し
坂町地域自立支援協議会こ 坂町立図書館
ている保護者のおすすめす
ども部会「ふーぷ」
る図書の展示

平成30年4月1日（日）～4月 一般市民等
28日（土）
100名

県立図書館所蔵の発達障
害関連図書を特設コーナー
広島県，広島市，広島自閉
を設置し、パネル等での説
広島県立図書館
症協会
明とともに、図書貸出の促進
を行う。

平成30年3月13日～5月2日 図書館来館者

平成30年4月1日～30日

平成30年3月～4月

照会先

世羅町福祉課
爲清
0847-25-0072

広島県

一般市民等

図書館の特設展示

安芸高田市社会福祉課
金井
0826-42-5615

坂町民生課
秋津
082-820-1505

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

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
呉市
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
発活動を実施。

呉市中央３丁目１０－３
呉市中央図書館

平成30年4月2日～8日

図書館の特集コーナーを設
府中市
置

府中市立図書館

平成30年3月下旬～4月上
旬

参加者（対象者）
参加（募集）人数

図書館来館者者約5,500人
（H29実績）

照会先

呉市障害福祉課
高浜
0823-25-3523

図書館来館者
市立図書館（中央館），君田
特設コーナーに発達障害に 三次市（三次市障害者支援 図書館，布野図書館，作木
関連する書籍配置，チラシ ネットワーク連絡会議 療
図書館，吉舎図書館，三良 平成30年4月1日～8日
配置，ポスター掲示
育・発達支援部会）
坂図書館，三和図書館，甲
奴図書館
広島県

三次市健康推進課
奥川
0824-62-6257

図書館の特設展示

図書館でパネル展示や本の
廿日市市
紹介による啓発活動

図書館の特集コーナーでパ
ネル展示や本の紹介による 生涯学習課
啓発

はつかいち図書館

図書館

未定

一般市民等

廿日市市障害福祉課
加島
0829-30-9152

大竹市福祉課
小川
0827-59-2146

平成30年4月2日～10日

図書館来館者
図書館に特設コーナーを設
置し，パネル展示，関係図
書の紹介，子育て・障害総 東広島市
合支援センターのパンフレッ
ト配架。

東広島市図書館（配置場所
平成30年4月～
調整中）

東広島市障害福祉課
篠原・田坂
082-420-0180

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

図書館に特設コーナーを設 主催:安芸高田市
置し，ポスターの掲示・関連 共催:安芸高田市教育委員
図書を紹介。
会

図書館の特設展示

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，パ
ネル展示や，発達障害を
扱った幅広いジャンルの図
書の紹介。
相談コーナーを2回程度開
設。
町内の障害福祉サービス事
業所の紹介。

開催場所

安芸高田市中央図書館

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・高齢者支援課・学 熊野町立図書館
校教育課）・熊野町立図書
館

安芸太田町立図書館におい
て特設コーナーを設置し，図
福祉課
書の紹介をするとともに，ポ
教育委員会
スター掲示等による啓発活
動を実施。

開催日時

平成30年4月1日～15日

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般市民等

平成30年4月1日～4月30日

町内各図書館

平成30年4月2日～6日（この
日を含み前後する可能性あ
り）

安芸高田市社会福祉課
金井
0826-42-5615

熊野町民生課
木村
082-820-5635

平成30年4月3日～4月27日

安芸太田町立図書館

照会先

図書館来館者

安芸太田町福祉課
郷田・加藤
0826-25-0250

広島県
図書館に特設コーナーを設
福祉課(教育委員会 社会
置し、発達障害関連図書の
教育課と連携）
紹介

講演会

講演会～守りたいのはこの
笑顔～「地域に広げよう！
発達障害の理解と支援の
輪」
発達障害に対する理解を地
域に促すため，「基礎から学
坂町民生課
ぶ発達障害」「特性を理解す
るということ」をテーマとし，
講演会を開催する。
講師：広島県立障害者療育
支援センターわかば療育園
園長兼医療科主任医長 河
野 政樹 氏

坂町町民センター1F
視聴覚教室

平成30年3月18日（日）
13:00～15:30

発達障害を含む障害者の権
利擁護について考える講演
平成30年4月7日
会を実施する。
広島県，広島市，広島自閉 合人会社ウェンディひと・ま
13:00～
講師:横藤田 誠 氏（広島 症協会
ちプラザ北棟６階スタジオ
16:00
大学大学院社会科学研究
科教授）

世羅町福祉課
爲清
0847-25-0072

対象
保護者等，保健師，保育
士，教職員，福祉医療の専 坂町民生課
門職，その他発達障害につ 秋津
いて知りたい人ならどなたで 082-820-1505
も
定員:70名

約100人

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

メールマガジンの発行

取組（イベント）の内容
障害者福祉課メールマガジ
ン「スマイル通信」に世界自
閉症啓発デー日本実行委員
会公式サイト，特定非営利
活動法人広島県自閉症協
会のホームページの紹介及
び図書館特設展示コーナー
配置の案内

主催者・共催者等

開催場所

平成30年3月15日

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

メールマガジン対象者
100通程度
東広島市障害福祉課
篠原・田坂
082-420-0180

東広島市

親子で楽しめる子育て応援
イベント「こども未来フェス
タ」において，発達障害，自
こども未来フェスタ パネル展示
閉症の理解を深めるため普
及啓発に関するパネル展示
を行う。

東広島芸術文化ホールくら
平成30年3月25日
ら

市内各世帯に設置している
IP告知端末（おたすけフォン）に
IP告知端末（おたすけフォ
よる啓発
ン）による啓発放送を実施。
広島県

開催日時

平成30年4月2日～8日

子育て世帯等

一般市民等
安芸高田市社会福祉課
金井
0826-42-5615

安芸高田市

行政担当職員のシンボリック
マーク着用による啓発

世界自閉症啓発デーのシン
ボリックマークを名札につけ
業務に従事

作品展示会

坂町地域自立支援協議会
坂町民生課
子ども部会「ふーぷ」に属し
坂町自立支援協議会子ども 坂町町民センター1Fロビー
ている子ども達の作品の展
部会「ふーぷ」
示

平成30年3月18日（日）～平 一般町民等
成30年4月8日（日）
100名

坂町民生課
秋津
082-820-1505

ケーブルテレビ放映

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 竹原市
障害啓発週間」について取
り上げる。

3月下旬または4月初旬の放
一般市民等
送を予定

竹原市健康福祉課
齋藤
0846-22-7743

社会福祉課

平成30年4月2日～8日

社会福祉課職員（16人）

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

特設コーナー設置

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

発達障害啓発にかかる展示 福祉課（「町内事業所」より
物の特設コーナーを設置
展示物等の協力）

開催場所

世羅保健福祉センター

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成30年4月2日～6日（この
日を含み前後する可能性あ 保健福祉センター利用者
り）
世羅町福祉課
爲清
0847-25-0072

広島県

園内へのポスター掲示
園児作品展示

園内でのポスター掲示，保
護者への啓発（手紙の配
町内保育所，認定こども園
布），児童による制作物の提
示

サビエル記念聖堂やＪＲ新
山口駅南北自由通路のブ
ライトアップ及び関連イベントの
ルーライトアップ、山口市立
実施
図書館での関連図書の展
（ＬＩＧＨＴ ＩＴ ＵＰ ＢＬＵＥ ｉｎ
示、就労支援事業所による
山口 2018）
マーケットの開催、スヌーズ
レンルームの設置 等

町内保育所，認定こども園

主催：LIGHT ＩＴ UP BLUE
in 山口 実行委員会
共催：山口市、山口市市民 山口市内
活動支援センターさぽらん
て

福祉支援課窓口付近のポス
ター掲示、福祉支援課職員
発達障害啓発週間における市 および相談支援事業所相談
萩市
役所内での啓発
員がブルーの小物を身につ
ける。福祉支援課窓口をブ
ルーに彩る。

平成30年4月2日～14日（こ
の日を含み前後する可能性
児童・保護者及び来園者
あり）

平成３０年４月１日（日）～
４月８日（日）
（一部除く）

市民

山口市健康福祉部障がい福
祉課
083-934-2794

萩市役所福祉支援課

平成30年3月26日～4月8日 来庁者

萩市役所福祉支援課
0838-25-3523

山口県庁１階エントランス
ホール

平成３０年４月２日（月）～６
県民
日（金）

山口県健康福祉部障害者
支援課
083-933-2764

山口県

発達障害の子どもたちの作品展 自閉症児・者の作品展

山口県健康福祉部障害者
支援課
NPO法人山口県自閉症協
会

市内施設のブルーライトアッ
県内各地のブルーライトアップ
下関市障害者支援課
プ

はい！からっと横丁大観覧
車
平成３０年４月２日（月）
亀山八幡宮参道
消防局庁舎

市民

下関市福祉部障害者支援
課
083-237-4199

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

下関市長による大観覧車の
下関市障害者支援課
ブルーライトアップ点灯式

はい！からっと横丁

平成３０年４月２日（月）

市民

下関市福祉部障害者支援
課
083-237-4199

永源山公園「夢風車」の
ブルーライトアップ

周南市大字富田
永源山公園

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

市民

周南市障害福祉課
0834-22-8463

県民

山口県健康福祉部障害者
支援課
083-933-2764

県内各地のブルーライトアップ

周南市障害福祉課

広報誌等を通じた広報啓発

山口県健康福祉課障害者
県ホームページに啓発情報
支援課
を掲載

平成３０年３月下旬～

広報誌等を通じた広報啓発

「市報やまぐち」３月１５日号 山口市健康福祉部障がい福
に啓発記事を掲載
祉課

平成３０年３月１５日（木）ま
市民
でに全戸配布

山口市健康福祉部障がい福
祉課
083-934-2794

広報誌等を通じた広報啓発

広報4月号に啓発記事掲載 長門市市民福祉部福祉課

Ｈ30年4月に全戸配布

広報配布部数 15,540部

長門市市民福祉部福祉課
0837-23-1243

広報誌等を通じた広報啓発

広報「げんきみね」4月1日号
美祢市市民福祉部地域福
に
祉課
啓発記事を掲載

平成30年4月1日までに
全戸配布

広報配布部数：約9800

美祢市市民福祉部地域福
祉課
0837-52-5227

山口県

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

取組（イベント）の内容

ポスター掲示

パンフレットの展示

香川県

世界自閉症啓発デー・発達障
害啓発週間啓発イベント

開催場所

周南市広報４月１日号に啓
発記事と永源山公園「夢風
周南市障害福祉課
車」ブルーライトアップの情
報を掲載

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

山口県

主催者・共催者等

山口県健康福祉課障害者
支援課

県内

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成３０年４月１日（日）まで
発行部数：６０，０００部
に配布

周南市障害福祉課
0834-22-8463

平成３０年２月～４月７日
（土）

山口県健康福祉部障害者
支援課
083-933-2764

県民

世界自閉症啓発デー ポス 山口市健康福祉部障がい福
市内
ターの掲示
祉課

平成３０年３月下旬～４月上
市民
旬

山口市健康福祉部障がい福
祉課
083-934-2794

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

市内

平成３０年３月下旬～４月上旬市民

柳井市健康福祉部社会福
祉課
0820-22-2111

はい！からっと横丁

平成３０年４月２日（月）
～４月８日（日）

下関市福祉部障害者支援
課
083-237-4199

柳井市健康福祉部社会福
祉課

発達障害などの啓発パンフ
下関市障害者支援課
レットの展示

香川県庁ギャラリーでの啓
発資料・作品等の展示

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
香川県庁
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

市民

①平成３０年４月２日（月）～
４月９日（月）
③平成３０年４月２日（月）～
４月８日（土）
参加者４０人（予定）
⑤平成３０年４月２日（月）～
４月６日（金）
⑥平成３０年２月６日（火）～
２５日（日）

香川県健康福祉部障害福
祉課 精神保健・人材育成
グループ 塩﨑
電話：０８７－８３２－３２９４
高松市健康福祉局福祉事
務所 障がい福祉課 管理
係 大津
電話：０８７－８３９－２３３３

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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・発達障
害啓発週間啓発イベント

①啓発パレード
②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）
③啓発用懸垂幕掲示（高松
市がパレードに合わせて）

①発達障害週間に合わせ、
市役所ロビーに啓発ブース
を設け、パネル展示を実施。
②自閉症啓発デーや発達障
害啓発週間に先立ち、自閉
症/発達障害をテーマに作
品やパネルの展示、また関
連書籍や県内支援機関を紹
介

主催者・共催者等

開催場所

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
①高松市街
香川県発達障害者支援セン ②高松市内商業施設
ター「アルプスかがわ」
③高松市役所
高松市障がい福祉課
香川県障害福祉課

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

①・②平成３０年４月２日
（月）
参加者４０人（予定）
③平成３０年４月２日（月）～
４月６日（金）

照会先

①、②香川県健康福祉部障
害福祉課 精神保健・人材
育成グループ 塩﨑
電話：０８７－８３２－３２９４
③高松市健康福祉局福祉
事務所 障がい福祉課 斉
藤
電話：０８７－８３９－２３３３

①平成３０年４月２日（月）～
①観音寺市社会福祉課障
①観音寺市役所１階ロビー ４月８日（日）
がい福祉係
①来庁者
②香川県立図書館展示コー ②平成３０年２月６日（火）～
②香川県発達障害者支援セ
②図書館利用者
ナー
２月２５日（日）
ンター「アルプスかがわ」

①観音寺市社会福祉課障
がい者福祉係
電話：０８７５（２３）３９６３
②香川県発達障害者支援セ
ンター「アルプスかがわ」
電話：０８７（８６６）６００１

４月２日の世界自閉症啓発
デーに国指定重要文化財の
旧金毘羅大芝居（金丸座）を
ブルーライトアップ（県内6か所） 初めとした県内観光名所等
をブルーライトアップし、自
閉症について理解を図るこ
とを目的とする。

①琴平町・琴平町教育委員
会
②観音寺市社会福祉課障
がい者福祉係
③善通寺市
④瀬戸大橋記念館
⑤四国学院大学

①琴平町福祉課
電話：０８７７（７５）６７０６
②観音寺市社会福祉課障
がい者福祉係
電話：０８７５（２３）３９６３
③善通寺市社会福祉課
電話：０８７７（６３）６３３９
④、⑤香川県健康福祉部障
害福祉課 精神保健・人材
育成グループ 塩﨑
電話：０８７－８３２－３２９４

2018年世界自閉症啓発デー/
丸亀シンポジウム

・NPO法人地域は家族・コ
ミュニケーション
・丸亀市こども未来部幼保
丸亀市ひまわりセンター
運営課
・丸亀市発達障害児支援協
働事業推進委員会

自閉症に関するパネル展示

香川県

取組（イベント）の内容

広報誌による啓発

シンポジウムの開催
（演題 未定）

発達障害啓発週間に合わせ
て、市の広報誌4月号に窓 三豊市
口等のお知らせを掲載

①旧金毘羅大芝居（金丸
座）
①平成３０年４月２日（月）
②琴弾公園内銭形砂絵
②～⑤平成３０年４月２日
③善通寺市庁舎・旧善通寺 （月）～４月８日（日）
偕行社
④瀬戸大橋記念館
⑤四国学院大学「チャペル」

未定

①～⑤一般県民

丸亀市こども未来部幼保運
一般市民及び保育士・教員 営課
電話：０８７７（３５）８８９２

三豊市
子育て支援課：０８７５（７３）
３０１６
福祉課：０８７５（７３）３０１５
学校教育課：０８７５（７３）３
１３１

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

愛媛県

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

ブルーライトアップ

県内自治体庁舎のブルーラ
市町（一部）
イトアップ

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポス
ターの掲示

県・市町

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

四国中央市子ども若者発達 平成30年4月2日（月）～8日
支援センター
（日）

一般県民等

各自治体庁舎・学校等

平成30年3月～4月

広報誌等を通じた広報啓発

自治体ホームページ・広報
誌に啓発情報を掲載

高知城ライト・イット・アップ・ブ
ルー

高知城のブルーライトアップ

県・市町（一部）

高知城
(高知市丸ノ内1丁目2-1）

2018年4月2日(月)日没～
22：00

一般県民

高知県

発達障害の理解を深めるパネ
ル展示

発達障害に関するパネル、 高知県
高知県自閉症協会
リーフレットの展示

発達障害の理解を深めてい
「世界自閉症啓発デー・発達障
ただくための映画上映会の
害啓発週間」記念映画上映会
実施

照会先

高知県庁1階正面玄関ホー
2018年4月2日(月)～4月6日
ル
（金）
（高知市丸ノ内1丁目2-20）

高知県立県民文化ホール
グリーンホール
（高知市本町4丁目3-30）

2018年4月14日(土）
一般県民
1回目 10:00～（開場9:30）
定員：500名
2回目 13:30～（開場13:00）

愛媛県保健福祉部生きがい
推進局障がい福祉課在宅福
祉係

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デーリーフ
世界自閉症啓発デー街頭啓発
レット、ボールペン等啓発物
活動
品の配布

開催場所

高知市中央公園付近

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

2018年4月1日(日）
12:00～1時間程度

一般県民

世界自閉症啓発デーのポス
ター掲示

県庁舎でのポスター掲示及
び県内市町村、県広報協力
企業などに掲示を依頼

県庁舎、県内市町村、県広
発達障害啓発週間前後
報協力企業など

ショッピングモール「チャチャ
タウン小倉」での観覧車ブ
ルーライトアップ

ショッピングモール「チャチャ
平成３０年４月７日（土）
タウン小倉」（福岡県北九州
１８：３０～１９：１０
市小倉北区砂津3-1-1）

ブルーライトアップの点灯式
と消防音楽隊・カラーガード
隊による演奏・演舞
福岡県

世界自閉症啓発デーに係る記
念イベント

「世界自閉症啓発デー」北九
州市実行委員会

一般市民
約５００人

チラシと記念グッツ（クリア
ファイルとボールペン）の配
布

小倉城のブルーライトアップ

小倉城（福岡県北九州市小 平成３０年４月７日（土）
倉北区城内2番1号）
１９：００～２２：００

北九州市役所保健福祉局
障害者支援課

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デーに係る記
チラシの作成、配布
念イベント

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

モノレール駅（９ヶ所）、市内
「世界自閉症啓発デー」北九
小･中･特別支援学校、市民 概ね平成３０年３月中
州市実行委員会
センター、など

照会先

一般市民
約５００人
北九州市役所保健福祉局
障害者支援課

福岡県

長崎県

北九州市
北九州市身体障害者福祉
協会アートセンター

北九州市役所１階「かがや
きアートギャラリー」（福岡県
北九州市小倉北区城内1番
1号）

平成３０年４月２日（月）～４
月２７日（金）※平日のみ
一般市民
９：３０～１７：００※最終日の 約１，０００人（延べ人数）
み１５：００まで

福岡市役所
（福岡市中央区天神）

平成３０年３月３０日～４月９日

自閉症･発達障害アーティスト
作品展

発達障害者の作品展示

発達障がいのある方の美術展

発達障がいのある方のアー
ト作品を市役所にて展示

啓発デー前日イベント

発達障がいのピアニスト・野 福岡市，福岡市発達障がい
福岡市中央市民センター
田あすか氏の演奏及び，そ 者支援センター，「親の会」４
（福岡市中央区赤坂）
団体
の母恭子氏の講演

平成30年4月1日

福岡タワーライトアップ

福岡タワーをブルーにライト
アップ

福岡タワー
（福岡市早良区百道浜）

平成30年4月2日

自閉症児者の作品展＆ミニ
長崎県自閉症協会
コンサート

作品展
平成30年3月30日（金）～4
月1日（日）
初日は12時から
アルカス佐世保交流スクエ
最終日は15時まで
ア

啓発デーイベント

ミニコンサート
平成30年4月1日（日）11時
～

５００名

県民

長崎県自閉症協会
０９５－８４９－６３２２

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

世界自閉症啓発デー講演会

手話歌ライブinかわたな

市民講座

一般市民向けに発達障害の
理解促進につながるような
講演会の開催

主催者・共催者等

発達障害に関する講演
手話歌

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

川棚町中央公民館

4月1日（日）
13時 開場
13時30分 開演

150人（予定）

佐世保市保健所

4月（詳細は未定）

１００～120名

啓発イベント

みんなでワハハ
０９０－８３９４－６４２４(藤
田）

佐世保市障がい福祉課
(代表）０９５６－２４－１１１１

佐世保市
図書館でのポスター掲示と
発達障害に関する本の特設
コーナーの設置

照会先

佐世保市立図書館

未定
図書館利用者
(平成29年は、12月に実施）

長崎県

県内各地のブルーライトアップ

ハウステンボス
ドムトールン

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
ハウステンボス株式会社
長崎県

平成30年4月2日

みらい長崎ココウォーク
観覧車

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
長崎バスクループ株式会社
みらい長崎
長崎県

平成30年4月2日～4月8日

稲佐山電波塔

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
長崎市
長崎県

平成30年4月2日

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

女神大橋

県内各地のブルーライトアップ ボートレース大村広告塔

ブルーライトin川棚

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

照会先

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
長崎県
平成30年4月2日

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

平成30年4月2日～4月8日

みんなでワハハ
０９０－８３９４－６４２４(藤
田）

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
大村市
長崎県

ブルーライトinかわたな実行
JR川棚駅前
委員会

長崎県

広報誌等を通じた広報啓発

県広報誌「つたえる県ながさ
き」3月号にイベント情報を掲
載

平成30年3月号に掲載

県広報誌4月号すくすくいき
いきのコーナーに啓発記事 長崎県
を掲載

平成30年4月号に掲載

ながさきプレス３月号に啓発
記事を掲載

平成30年３月号に掲載

県民

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

照会先

広報誌等を通じた広報啓発

佐世保市市政だよりに啓発
佐世保市
の特集記事を掲載

平成30年4月号に掲載

市民

佐世保市障がい福祉課
(代表）０９５６－２４－１１１１

世界自閉症啓発デーポスター
の掲示

県内各市町及び保育所・幼
稚園・こども園・小学校・中
学校・高等学校・特別支援 長崎県
学校、社会福祉協議会など 各施設
県関係施設（保健所、福祉
事務所など）

平成30年3月～4月上旬

県民

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

長崎県

別府タワーのライトアップ

大分県

タイホーレジャーグループ

別府タワー（別府市）

県内各地のブルーライトアップ

一般県民

ホルトホール「百年の樹」ラ 「100年の樹」ブルーライト
イトアップ
アップ実行委員会

啓発デーイベント

別府観光開発株式会社
0977-21-3939

4月2日

大分いこいの道「100年の
樹」（大分市）

「100年の樹」ブルーライト
アップ実行委員会
090-4350-1711

４月２日～４月８日

・第１部 発達障がいか立場
平成３０年４月７日（土）
「当事者とみんなで語 主催：世界自閉症啓発デー・
ウエルパルくまもと１階大会
第１部：１０：００～１２：０
らんね」
発達障がい啓発inくまもと実
議室
０
・第２部 出発式（街頭啓発 行委員会
第２部：１２：３０～
活動）

熊本県

熊本県自閉症
協会 坂口
090‐8624‐5063
県民

発達障がい啓発パネル展

発達障がいの子どもたちの くまもと発達支援親の会
作品や啓発パネルを展示 「めだか」

県庁新館一階ロビー

平成３０年３月２７日～４月６日

熊本発達
支援親の会
「めだか」
090‐2856－9492

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

啓発掲示

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

啓発ポスターの掲示、作品展熊本県自閉症協会

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県庁地下通路展示コーナー 平成３０年３月２６日～４月１３

県民

図書館・書店啓発

照会先

熊本県自閉症
協会 坂口
090‐8624‐5063

自閉症・発達障がい関連図
主催：世界自閉症啓発デー・
書の期間限定コーナーを設
県内の公立図書館、学校図
平成３０年３月後半～４月前半
発達障がい啓発inくまもと実
置し、啓発のためのポスター
書館、各書店
行委員会
等の展示を行う

熊本市発達障がい者支援セ
ンター
「みなわ」
096-366-1919

熊本市発達障がい者支援セ
ウエルパルくまもと１階大会 平成３０年４月８日、９日
ンター
議室
１０：００～１６：００
「みなわ」

自閉症関連の作品展示

アールブリュットパートナー
ズ作品展示

講演会

「発達障がいがあっても働き
熊本県自閉症協会
続ける職場をめざして」

熊本県

第１部：講義「発達障がいの
理
解と取り巻く環境」
第２部：疑似体験「発達障が
「自閉症啓発デー２０１８in八代」
い
の方の見え方や聞
こえ
方等の体験」

DVD上映会

熊本県自閉症
協会 坂口
090‐8624‐5063

くまもと県民交流館パレア１ 平成３０年４月１日（日）
０階会議室８
９：３０～１１：３０

県民
北部発達障がい者支援
センター「わっふ
る」
南部発達障がい者支援
センター「わる
つ」

熊本市発達障がい者支援
発達障がい関連のDVDを上
センター「みな
映
わ」

平成３０年４月７日（土）
第１部： ９：３０～１０：０
八代市厚生会館

０
第２部：１０：００～１１：３
０

ウエルパルくまもと１階大会 平成３０年４月８日（日）
議室
１０：００～１６：３０

北部発達障がい者支援
センター「わっふる」
096-293-8189
南部発達障がい者支援
センター「わるつ」
0965-62-8839

熊本市発達障がい者支援セ
ンター
「みなわ」
096-366-1919

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

かごしま水族館のブルーラ
イトアップ

甲突川の橋梁のブルーライ
県内各地のブルーライトアップ
トアップ

鹿児島県

ドルフィンポート「なぎさタ
ワー」のブル-ライトアップ

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

県民

鹿児島県保健福祉部障害
福祉課
電話：099-286-2744

かごしま水族館

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）
１８時４５分～２１時

甲突川の橋梁：高見橋，西
田橋

平成３０年４月２日（月）
日没後～２２時

ドルフィンポート「なぎさタ
ワー」のブル-ライトアップ

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）
日没後～２４時

鹿児島県青少年会館３F

平成３０年４月８日（日）
１０時～１１時１５分

障害児の家族，支援者

平成30年1月27日（土）
９時半～12時

日置市内のこどもを持つ保
護者等（療育施設や幼稚
子どもの家療育クラブ
園・保育園・小中学校に通園 日置市福祉課障害福祉係
通学する子どもの保護者
電話：099-248-9416
等）

鹿児島県

世界自閉症啓発デー2018講演 発達障害についての公開学 NPO法人鹿児島県自閉症
会IN鹿児島
習会
協会

子どもの家親の会講演会

世界自閉症啓発デーにおける
DVD上映

こどもの発達段階や育ち
に悩みを持つ保護者を対象
主催：子どもの家親の会
に発達障がい児の関わり方
後援：日置市
を学び、情報交換を行う。
講師：レクリエーション協会
代表 西尾スマ子

自閉症に関するDVD上映

日置市中央公民館

シビックセンター(霧島市役
霧島市保健福祉部長寿・障
所本庁)内メディアセンター
害福祉課
前TV

平成30年4月2日(月)～4月6
日(金)

NPO法人鹿児島県自閉症
協会

霧島市保健福祉部長寿・障
害福祉課
電話：0995-45-5111

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

発達障害児についての研修 そお地区自立支援協議会こ
そお地区自立支援協議会研修会
未定
会
ども部会

未定（年2回）

コミュニティFMを通じた広報啓
発

平成30年4月2日～4月8日
（一日4回）

ＦＭうけんを通して行政情報
宇検村役場保健福祉課
番組での広報

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

50人

そお地区自立支援協議会こ
ども部会

村民

宇検村保健福祉課
電話：0997-67-2212

講演会の開催

地域住民等への自閉症等
の発達障害に関する理解の
促進の為の研修会
講師：中京大学 現在社会
学部 教授 辻井正次氏

主催：宇検村
共催：（公財）地域社会振興
宇検村地域福祉センター
財団
後援：自治医科大学

平成30年1月20日（土）

町内定時放送を通じた広報啓
発

町内定時放送

与論町

平成30年4月2日～4月6日

与論町町民福祉課
電話：0997-97-4930

平成30年３月31日発行

鹿児島県保健福祉部障害
福祉課
電話：099-286-2744

鹿児島県

福祉のまちづくり広報誌「あ
りば」への掲載

広報誌等を通じた広報啓発

与論町役場、保健センター

広報誌配布部数：5,000部

鹿児島県
新聞インフォメーション（南日
本新聞，南海日日新聞）へ
の掲載

平成30年３月18日掲載

鹿児島県保健福祉部障害
福祉課
電話：099-286-2744
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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

照会先

市民のひろば３月号

鹿児島市健康福祉局福祉
部
障害福祉課ゆうあい係
電話：099-216-1272

広報３月13日発行分に啓発 鹿屋市福祉政策課障害者
記事を掲載予定
福祉係

平成30年３月中旬～下旬に
広報誌配布部数：約41,600
町内会加入世帯等へ配布

鹿屋市福祉政策課障害者
福祉係
電話0994-43-2111（内線
3179）

お知らせ版3月号に啓発記
事を掲載予定

枕崎市福祉課障害福祉係

平成30年3月号に掲載予定 お知らせ版回覧部数：1,100

枕崎市福祉課障害福祉係
電話：0993-72-1111

市広報への掲載

阿久根市

市広報３月号

阿久根市福祉課
電話0996-73-1240

お知らせ版3月25日号に啓
発記事を掲載

西之表市福祉事務所

平成３０年３月２５日に全戸
広報誌配布部数：７，７００
配布

西之表市福祉事務所
電話 0997-22-1111

市広報誌への掲載

日置市

平成30年3月23日掲載

日置市福祉課障害福祉係
電話：099-248-9416

市民向け広報誌「市民のひ
鹿児島市
ろば」への掲載

鹿児島県

開催場所

広報誌等を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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月号に啓発記事を掲
曽於市福祉事務所
載

鹿児島県

開催場所

開催日時

平成３０年２月末に配布

参加者（対象者）
参加（募集）人数

広報誌配布部数：12,143部

照会先

曽於市福祉事務所
社会福祉係
電話：0986-72-0936

広報誌3月号に啓発情報を 霧島市保健福祉部長寿・障
掲載
害福祉課

平成30年3月号に掲載予定

霧島市保健福祉部長寿・障
害福祉課
電話：0995-45-5111

おしらせ版掲載

南さつま市

平成30年３月15日発行

南さつま市福祉課
電話：0993-53-2111

市広報誌へ掲載

志布志市

平成30年3月号に掲載予定

志布志市役所福祉課
障害福祉係
電話：099-474-1111

広報誌等を通じた広報啓発

広報南九州４月号に啓発記
南九州市福祉課
事を掲載予定

平成３０年３月末に全戸配
布

広報いさ４月１日号に啓発
記事を掲載

平成30年4月上旬に全戸配
広報紙配布部数：10,900
布

伊佐市福祉課
伊佐市こども課

広報誌配布部数：１６，８００

南九州市役所福祉課
電話：0993-56-1111

伊佐市こども課
電話：0995-23-1311

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

姶良市長寿・障害福祉課障
広報誌配布部数：２７，５００ 害者福祉係
電話：0995-66-3251

広報あいら「アイラヴュー」３
姶良市長寿・障害福祉課
月号に啓発記事を掲載

平成３０年３月号に掲載予
定

村広報誌への掲載

十島村住民課

平成30年3月号に掲載予定 広報誌

十島村住民課
電話：099-222-2101

町広報誌への掲載

湧水町

町広報誌３月号

湧水町役場 福祉課
電話：0995-74-3111

肝付町

広報きもつき３月号掲載

肝付町役場
福祉課 障害福祉係
電話（直通）：0994-65-8413

南種子町

町広報誌３月号掲載

南種子町役場 保健福祉課
福祉年金係
0997-26-1111

宇検村役場保健福祉課

平成30年3月中旬配布

広報誌等を通じた広報啓発

町広報誌への掲載

広報「うけん」への掲載

広報誌配布部数：1600部

宇検村保健福祉課
電話：0997-67-2212

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

瀬戸内町保健福祉課

開催場所

瀬戸内町

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

平成３０年３月号掲載予定

５，２００部

瀬戸内町
保健福祉課
0997-72-1068

平成３０年３月号に掲載予
定

広報誌配布部数：4,880部

喜界町保健福祉課
電話：0997-65-3685

町広報誌への掲載

広報誌等を通じた広報啓発

喜界町役場保健福祉課

広報誌（広報とくのしま）掲
載
予定

徳之島町

徳之島町役場介護福祉課
電話：０９９７－８２－１１１１

役場（本庁・支所）

鹿児島県

知名町

広報誌等を通じた広報啓発

町広報誌３月号掲載

知名町役場保健福祉課
0997-84-3153

平成30年4月2日～4月6日

与論町町民福祉課
電話：0997-97-4930

平成30年３月下旬～４月上
市民
旬

鹿屋市福祉政策課障害者
福祉係
電話0994-43-2111（内線
3179）

町広報誌への掲載

与論町

世界自閉症啓発デーポスターの掲示予定

鹿屋市福祉政策課障害者
福祉係

与論町役場、保健センター

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月２日から
平成３０年４月８日まで

阿久根市

市役所（本庁・支所）

西之表市福祉事務所

平成30年3月下旬～4月上旬 市民

垂水市福祉課

鹿児島県

開催場所

平成30年2月上旬より

照会先

阿久根市福祉課
電話0996-73-1240

西之表市福祉事務所
電話 0997-22-1111

市民

垂水市福祉課
電話 0994-32-1111

世界自閉症啓発デーポスターの掲示予定
曽於市福祉事務所
社会福祉係
電話：0986-72-0936

曽於市福祉事務所

平成３０年４月

市民

南九州市福祉課

伊佐市福祉課
伊佐市こども課

平成30年２月上旬より

南九州市役所福祉課
電話：0993-56-1111

伊佐市こども課
電話：0995-23-1311

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

十島村住民課

鹿児島港本港区南埠頭 待
合所内
平成30年3月下旬～4月上旬 住民及び利用者
村営定期船フェリーとしま船
内

十島村住民課
電話：099-222-2101

湧水町

役場（本丁・支所）
町内施設

湧水町役場 福祉課
電話：0995-74-3111

錦江町

役場（本庁・支所）

平成３０年１月下旬（厚労省
からのポスター配布後）

錦江町役場保健福祉課
電話：0994-22-3042

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

宇検村役場保健福祉課

宇検村保健福祉課
電話：0997-67-2212

瀬戸内町保健福祉課

瀬戸内町
保健福祉課
0997-72-1069

喜界町役場保健福祉課

瀬戸内町

平成３０年４月１日から

町民

平成３０年３月下旬～４月上
町民
旬

喜界町保健福祉課
電話：0997-65-3685

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

開催場所

徳之島町

役場（本庁・支所）

与論町

与論町役場、保健センター

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

徳之島町役場介護福祉課
電話：０９９７－８２－１１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

美ら島沖縄４月号への掲載

世界自閉症啓発デー及び発
達障害啓発週間についての 沖縄県
広報

与論町町民福祉課
電話：0997-97-4930

平成30年4月2日～4月6日

平成30年4月1日（日）発行

一般県民
（発行部数：16，200部）
沖縄県子ども生活福祉部
障害福祉課
電話：098－866－2190

「沖縄県情報掲示板」へのポ
沖縄県
スターの掲示（予定)

沖縄県

県提携掲示店舗

平成30年3月1日（木）
～同年4月３０日（月）

世界自閉症啓発デー沖縄大
会実行委員会（沖縄県自閉
「世界自閉症啓発デー・発達 症協会、NPO法人わくわくの 沖縄県総合福祉センターゆ
平成30年3月31日（土）
障がい啓発週間2018 in お 会、社会福祉法人若竹福祉 いホール（3/31）、イオン
世界自閉症啓発デー・発達障
モール沖縄ライカム（4/1） ・同年4月1日（日）
きなわ」県民向け啓発イベン 会、）・沖縄県障害福祉課
がい啓発週間2018 in おきな
ト（２日間）
（実施機関：沖縄県発達障
わ
害者支援センター）

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デー沖縄大
会実行委員会（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（実施機関：沖
縄県発達障害者支援セン
ター）

イオンモール沖縄ライカム、
北谷町アメリカンビレッジ
カーニバルパーク・ミハマ、
沖縄電力石川石炭火力発
電所

平成30年4月2日（月）
※イオンモール沖縄ライカム
については、平成30年4月２
日（月）から８日まで

一般県民
大会実行委員会（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、沖縄県発達障害者支
援センター）
電話：098-（982）-2113

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
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

県民ホール及びセンター内
に情報コーナーを設け、発
沖縄県（実施機関：沖縄県
達障がいへの理解を促進す
発達障害者支援センター）
るための冊子や社会資源に
関する情報発信を行う。
世界自閉症啓発デー・発達障
がい啓発週間2018 in おきな
わ

開催場所

県民ホール（沖縄県庁1階）

開催日時

平成30年4月2日（月）
～同年4月6日（金）

照会先

一般県民

沖縄県発達障がい者支援セ
ンター
電話：098-（982）-2113

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 沖縄県（実施機関：沖縄県
源リストの配布、
発達障害者支援センター）
（2）情報コーナー設置希望
市町村への実施協力

世界自閉症デー及び発達障害
情報コーナーの設置
啓発週間展

参加者（対象者）
参加（募集）人数

市町村

那覇市役所1階ロビー

平成30年4月2日（月）
～同年4月7日（土）

沖縄県

なは市民の友（平成30年3月
号）への掲載

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

那覇市

那覇市障がい福祉課基幹相
談支援グループ
電話：098（ 862 ）3275

平成30年3月1日（木）

一般市民
庁内広告モニターで世界自
世界自閉症デー及び発達障害
閉症啓発デー及び発達障害
啓発週間啓発運動
啓発週間の広報を行う

発達障害啓発週間パネル展

● 発達障害について解説
したパネルを作成し展示す
る。
● 自閉症・発達障害に関
豊見城市
する啓発冊子や社会資源リ
ストを提供するブースを設置
する。

那覇市役所

平成30年4月2日（月）
～同年4月7日（土）

豊見城市 障がい・長寿課
豊見城市役所1階ロビー

平成30年4月2日(月)
～同年4月8日(日)

電話：098（850）5320

世界自閉症啓発デー2018 自治体等啓発取り組み一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

発達障害啓発週間

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

発達障害、新サポートノート
えいぶるの周知
市民向け啓発コーナー等の 南城市
設置

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

南城市役所
福祉部 生きがい推進課
電話：098（946）8985

南城市役所大里庁舎

町広報誌及び町のホーム
ページにて、世界自閉症啓
発デーの周知を行う。
「世界自閉症啓発デーについて
町役場エントランスホールに 嘉手納町
(案)」
てのぼりとパネルの設置を
行う。

嘉手納町役場

照会先

平成30年4月2日(月)
～同年4月8日(日)

一般市民

嘉手納町役場 福祉課 障
害福祉係
電話： 098（ 956 ）1111
(内線277)

沖縄県
自閉症・発達障害に関する
自閉症・発達障害に関する情報 啓発ポスター掲示及びパン
コーナー
フレット等の提供ブースを設
置

北谷町役場 町民ギャラ
リー
北谷町役場 福祉課 障害
福祉係
電話：098（982）7719

北谷町

広報紙等への掲載

町広報紙及び町ホームペー
ジにて、世界自閉症啓発
デー・発達障害啓発週間の
周知記事掲載

平成30年4月

一般町民

