世界自閉症啓発デー関連情報について
機関名
1 大阪府高石市

①広報啓発の取組名（イベント名）
広報誌を通じての広報啓発
世界自閉症啓発デー

2 広島県広島市

3 広島県広島市

4

②取組（イベント）の内容

世界自閉症啓発デー in HIROSHIMA
ライト・it upブルー広島

合人社ウェンデイひと・ま
２０１９年３月３１日（日）
ちプラザ
１３時開会行事
広島県・広島市・特定非営利活動
（広島市まちづくり市民交
第１回１３時１０分～
法人広島自閉症協会
流プラザ）
第２回１６時２０分～

ライトアップ

広報誌等を通じた広報啓発

市広報「だいせん日和」
4月号に啓発記事を掲載

市の広報誌

8

チアアップチャ
イルドみさと

9

美郷町教育委員
会

館林のこいのぼりの里まつりのこい
のぼり展示に参加。自閉症協会館林
支部より依頼があり、本校名を入れ
世界自閉症啓発デー2019年 in館林
たこいのぼりと自閉症啓発デーの表
記を入れたこいのぼりの計2匹のこい
のぼりを制作、展示する。
発達障害啓発週間にあわせて、「癒
し」や「希望」などをあらわす青色
のＬＥＤイルミネーションを美郷町
内４つの小中学校で装飾・点灯す
ライト イット アップ ブルーでつな
る。また、このイベントについての
がろう！
チラシの回覧、美郷町内の小中学生
の保護者へ配布。ポスターはご協力
いただける町内事業所へ依頼・配布
→掲示→周知
発達障害啓発週間及び人権週間に合
発達障がい等に対する啓発活動事業 わせて、美郷町内４校でブルーライ
トアップを行う。

3月号

⑥参加者(対象者)参加(募集）人数
高石市民

県民・市民一般
２００名（１回１００人×２回）

⑦照会先
高石市（高齢・障がい福祉課）
電話：０７２（２７５）６２９４
広島県（担当：健康福祉障害者支
援課）
広島市（担当：子ども未来局子ど
も・家庭支援課）
非営利活動法人広島自閉症協会
理事長 小野塚 剛
電話：０８０-５６１８-０５３９

・広島駅南口ｴｰﾙｴｰﾙA館
・広島本通商店街ｱｰｹｰﾄﾞ
広島県・広島市・特定非営利活動
・大竹駅前ひろば
法人広島自閉症協会
・大竹市役所前
・廿日市市新宮中央公園

・広島駅南口ｴｰﾙｴｰﾙA館
4/2(火)・3(水)
・広島本通商店街ｱｰｹｰﾄﾞ4/2(火)
～4/8(月)
・大竹駅前ひろば 4/2(火)～
県民・市民一般
4/8(月)
・大竹市役所前 4/1(月)～
4/5(金)
・廿日市市新宮中央公園
4/2(火)～4/8(月)

広島県（担当：健康福祉障害者支
援課）
広島市（担当：子ども未来局子ど
も・家庭支援課）
非営利活動法人広島自閉症協会
理事長 小野塚 剛
電話：０８０-５６１８-０５３９

-

-

-

-

-

大仙市健康福祉部
社会福祉課

-

平成31年3月末に全戸配付

広報誌配付部数
31,500部

１ 小倉城及びショッピングモール
「チャチャタウン小倉」内観覧車の
１ ショッピングモール
ブルーライトアップ
「チャチャタウン小倉」
・北九州市消防音楽隊とカラーガー
北九州市教育委
平成31年度 「世界自閉症啓発デーに
北九州市保健福祉局精神保健福祉
6 員会特別支援教
ド隊の演奏
係る記念イベント」
課
２ 北九州市役所本庁舎1
・啓発グッズの配布
育課
階かがやきアートギャラ
リー
２ 自閉症・発達障害アーティスト
作品展

群馬県立館林高
7
等特別支援学校

⑤開催日時

映画上映

啓発ポスターを県立特別支援学校へ
山形県教育庁
配付し、各校において掲示を依頼し 特別支援教育課
た。

5 秋田県大仙市

④開催場所

高石市（高齢・障がい福祉課）

in HIROSHIMA

映画で知ろう発達障害
「ぼくと魔法の言葉たち」上映会

③主催者・共催者等

市の広報誌に記事を記載

１ 平成３１年４月６日㈯１
８：３０～１９：１０
※同施設観覧車及び小倉城のブ
ルーライトアップは、同日１９
時～２３時

特になし

北九州市保健福祉局精神保健福祉
課
電話：０９３（５８２）２４３９

本校美術班・部を中心に約20名に
て制作

本校担当：福田優子
群馬県自閉症協会 館林事務長
沼美樹さん
090（ 1998 ）6592

２ 平成３１年４月１日㈪～４
月２６日㈮
９時～１７時 ※最終日は１５
時まで
館林さくらまつり 3/25～4/8
こいのぼりの里まつり 3/25～
5/6
4/2 ライトアップデー

大仙市健康福祉部
社会福祉課
電話：0187-63-1111（内線１６
２）

菅

群馬県自閉症協会

館林・鶴生田川周辺

【主催】チアアップチャイルドみ
さと
【後援】美郷町、美郷町教育委員
会、美郷町社会福祉協議会、邑智
郡ことばを育てる親の会、美郷町
校長会

・美郷町立邑智中学校
・美郷町立邑智小学校
・美郷町立大和中学校
・美郷町立大和小学校

【期間】平成31年４月２日
（火）～４月８日（月）
【時間】17：00～22：00

どなたでも参加が可能

チアアップチャイルドみさと 代
表 木村 忍
電話：070（4485）7501
美郷町立邑智中学校通級指導教室
芦田
電話：0855（74）6280

チアアップチャイルドみさと

美郷町内小中学校４校

平成31年４月２日～８日

町民

チアアップチャイルドみさと
長 木村 忍
0855（75）1229

会

世界自閉症啓発デー関連情報について
機関名

①広報啓発の取組名（イベント名）

広島県教育委員
「世界自閉症啓発デー2019
10 会事務局特別支
HIROSHIMA」
援教育課

in

道南特別支援教
育ネットワーク
協議会
（北海道函館養
護学校、北海道
七飯養護学校、
北海道七飯養護
学校おしま学園
分校、北海道
函館盲学校、北
海道函館聾学
校、北海道函館
世界自閉症啓発デー IN HAKODATE
11 五稜郭支援学
校、北海道北斗
高等支援学校、
北海道八雲養護
学校、北海道今
金高等養護学
校、北海道教育
大学附属特別支
援学校、北
海道函館高等支
援学校開校準備
室）

②取組（イベント）の内容
１ ライトit up ブルー広島
啓発シンボルカラーの”ブルー”で
ライトアップを次の日にち・場所で
行います。

③主催者・共催者等

④開催場所

⑤開催日時

・広島駅南口エールエールＡ館
４月２日（火）・３日（水）
・広島本通商店街アーケード
４月２日（火）～８日（月）
・大竹駅前ひろば
４月２日（火）～８日（月）
（主催 子育てと発達障害を考える
会ハートとハート）
・大竹市役所前
４月１日（月）～５日（金）
広島県，広島市，特定非営利活動 ※②取組(イベント内容)を
※②取組(イベント内容)を参照
・廿日市市新宮中央公園
法人広島自閉症協会
参照
４月２日（火）～８日（月）

⑥参加者(対象者)参加(募集）人数

⑦照会先

映画で知ろう発達障害2019「ぼく 健康福祉局 障害者支援課
と魔法の言葉たち」は各回100名。 生活・発達障害グループ
その他は参加者等に制限なし。
電話：082（513）3157

地域

２ 映画で知ろう発達障害2019「ぼ
くと魔法の言葉たち」
○映画「ぼくと魔法の言葉たち」上
映
・日時
平成３１年３月３１日（日）
第１回13時10分～
第２回16時20分～
・場所
合人社ウェンディひと・まちプラザ
マルチメディアスタジオ（北棟６
階）
３ 講演会等について

第６回自閉症啓発デー・アート展
・発達相談
・キャンドルナイト

主催 世界自閉症啓発デー函館地
域実行委員会
共催 函館医師会、北海道自閉症
函館市芸術ホール
協会道南分会、
南北海道知的障がい福祉協
会

４月２日（火）～４日（木）

北海道教育大学
函館市芸術ホール地下１階ギャラ
世界自閉症啓発デーin HAKODATE 自
世界自閉症啓発デー函館地域実行 函館市芸術ホール地下１階 ４月２日（火）～４日（木）
12 付属特別支援学
リーを会場として、アート作品を展
閉症啓発デー・アート展への協力
委員会事務局
ギャラリー
10:00～20:00
校
示

制限なし

ゆうあい会石川診療所
電話：080－9686－5764

出品者資格は道南地域在住の自閉
症スペクトラムの方及びその他の
障がいのある方、障害のある人た
ちを応援したいと思っている方

041-0806
北海道函館市美原３丁目-４８-１
北海道教育大学付属特別支援学校
電話：0138-46-2515

世界自閉症啓発デー関連情報について
機関名
①広報啓発の取組名（イベント名）
②取組（イベント）の内容
函館市芸術ホール地下１階ギャラ
北海道教育大学
世界自閉症啓発デーin HAKODATE 発 リーで行われるアート展の一角に発
13 付属特別支援学
達相談への協力
達相談ブースを設置して、発達障が
校
いに関する個別相談を実施する。
発達障がい者総合支援ゾーンとして
啓発に取り組む。・本校校舎屋上へ
の横断幕の設置（３/１３～４/１
３）
「知ってください 発達障がいのこ
徳島県立みなと 「知ってください 発達障がいのこ と
14
４/２は世界自閉症啓発デー
高等学園
と」横断幕の設置 他
４月２日～８日は発達障害啓発週
間」
・本校校舎のブルーライトアップ
（４/２の夜間に予定）
・ちらしの配布
①発達障害啓発週間に学内でライト
アップをする。
①Light It Up Blue MUKOJO!
②本学教授中井昭夫と情報通信研究
武庫川女子大学
15
②市民公開講座：発達障害の世界を 機構脳情報通信融合研究センター・
教育研究所
感じてみよう！
主任研究員 長井志江氏による市民
公開講座と当事者体験ワークショッ
プを行う。
茨城県立大子特
ブルーのシャツ等，青色のものを着
16
青色のものを着用しよう
別支援学校
用する
17

③主催者・共催者等

⑤開催日時

⑥参加者(対象者)参加(募集）人数

世界自閉症啓発デー函館地域実行 函館市芸術ホール地下１階 ４月２日（火）～４日（木）
委員会事務局
ギャラリー
10:00～20:00

地域の方

主催：徳島県発達障がい者総合支
発達障がい者総合支援ゾー
上記のとおり
援センター
ン

未定

武庫川女子大学教育研究所
大学院臨床教育学研究科
子ども発達科学研究センター

①中央キャンパスマルチメ
ディア館前 もみの木広場 ①4月2日～4月8日 18:30～
教育研究所棟
②4月27日 13:00～17:00
②マルチメディアホール

茨城県立大子特別支援学校教職員 茨城県立大子特別支援学校

教育職員としての服務と指導力向上
平成31年度新規採用教諭及び県採用
東海村教育委員
研修の中で，発達障害への理解，
常勤講師並びに東海村教育関係非常
東海村教育委員会
会
「世界自閉症啓発デー」に関する周
勤職員等研修会
知を行う。

発達障がい啓発週間と世界自閉症啓
発デーに合わせて発達障がいに関す
る最新トピックスをお届けしている
講演会
浜松医科大学子
どものこころの 第１７回『子どものこころの発達研 プログラム：第１部講演『発達障が
18
いのある子を育てるということ、一
究』講演会withルピロ
発達研究セン
緒に育っていくこと～母と子のニー
ター
ズ～』
第２部対談『当事者のニーズ・支援
者のニーズ』

④開催場所

平成31年４月２日（火）～４月
５日（金）

東海村舟石川コミュニティ
平成31年４月２日（火）
センター

主催：浜松医科大学子どものここ
ろの発達研究センター
共催：浜松市
クリエート浜松（浜松市中 ２０１９年４月６日（土）
後援：特定非営利活動法人 アス
区早馬町２番地の１）
ペ・エルデの会、静岡県、浜松市
教育委員会、静岡新聞社・静岡放
送、静岡県自閉症協会

⑦照会先
041-0806
北海道函館市美原３丁目-４８-１
北海道教育大学付属特別支援学校
電話：0138-46-2515

徳島県立みなと高等学園
担当：伊丹 三郎
電話番号：０８８５－３４－９１
０１

②対象：一般（シミュレータ体験
は13歳以上）
参加人数：200名

武庫川女子大学教育研究所
電話：0798（45）9913

教職員４５名

茨城県立大子特別支援学校
電話：0295（74）1444

新規採用教諭，講師，村教諭，ス
タディサポーター，生活指導員，
幼稚園講師，生活指導員，教育支
援センター相談員，発達支援セン
ター相談員

東海村教育委員会指導室
電話：029（219）7451

１６歳以上

浜松医科大学
子どものこころの発達研究セン
ター事務局
Email:kodomo＠hama-med.ac.jp
電話：053（435）2331

３００人程度

