世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

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

発達障がい理解促進パネル展

・発達障がいに関するパネルを展示
・啓発パンフレットの配布

北海道

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）

未定

一般住民向け

北海道保健福祉部福祉局障がい者保健
福祉課発達支援係
電話011-231-4111（内線25-725）

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

北広島市保健福祉部福祉課

北広島市庁舎内

令和2年3月中旬～

市民

北広島市保健福祉部福祉課
障がい福祉担当
電話 011-372-3311（内線2141）

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

石狩市役所庁舎内

令和3年3月中旬～予定

市民

石狩市障がい福祉課
電話 （0133）72-3194

世界自閉症啓発
ブルーリボン配布・着用

ブルーリボン配布・着用

【配布場所】
石狩市障がい福祉課窓口
※石狩市役所全職員着用

令和3年
4月2日（金）～4月8日（木）

石狩市役所職員
施設関係者
市民

石狩市障がい福祉課
電話 （0133）72-3194

ライトアップ予定施設
・駅前シンボルストリート
・緑ヶ丘公園展望台
・苫小牧信用金庫本店
・ふれんど高齢者複合施設Ⅲ
・苫小牧市福祉ふれあいセンター

令和3年4月

来場者全て

苫小牧市福祉部障がい福祉課
（0144）32-6356

令和3年3月

来場者全て

苫小牧市福祉部障がい福祉課
（0144）32-6356

市内各地をブルーにライトアップ

石狩市障がい福祉課

石狩市障がい福祉課
石狩市地域自立支援協議会
①北海道自閉症協会苫小牧分会（あじさ
いの会）
②シンボルストリートライトアップ実行委員
会
③苫小牧市
以上の３者による共催

ライト・イット・アップ・ブルー2021 inとまこ
まい

北海道

自治体等啓発取組一覧

とまチョップをブルーにドレスアップしよ
う！（予定）
市役所内・福祉ふれあいセンターのとま
チョップパネルにブルーのビブスの下地を
着せ、来庁者が小さなブルーのリボンな
どを張り付け、リボンなどで敷き詰められ
たビブスを完成させる。
あじさいの会の方達との記念撮影の際に
とまチョップが着用する予定。

①北海道自閉症協会苫小牧分会（あじさ
いの会）
②シンボルストリートライトアップ実行委員 ・苫小牧市役所１Fロビー
会
③苫小牧市
・苫小牧市福祉ふれあいセンター
以上の３者による共催

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

松前町福祉課

松前町役場庁舎内

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

松前町福祉課
福祉担当
0139-42-2275

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

森町保健福祉課

森町役場庁舎内

未定

町民

森町役場
保健福祉課福祉係
電話：01374-7-1085

八雲町保健福祉課

八雲町総合保健福祉施設シルバープラ
ザ

令和3年3月下旬～4月上旬

町民

八雲町保健福祉課
障がい者福祉係
0137-64-2111

ポスター掲示、町広報・ホームページに記
世界自閉症啓発デーポスターの掲示
事掲載

世界自閉症啓発デー
Light up blue 2021 in 旭川
（ブルーライト点灯）

主催：世界自閉症啓発デー旭川実行委員
会・旭川自閉症児者親の会 共催：一般
社団法人旭川手をつなぐ育成会・ドンマイ
旭川市市民活動交流センターCoCoDe（コ の会・北海道発達障害者支援道北地域セ
旭川市市民活動交流センターCoCoDe（コ 令和３年４月３日（土）
コデ）の外壁をブルーにライトアップし，啓 ンターきたのまち・旭川市職親会・上川中
コデ）
18:00～20:30
発活動を行う
南部障害者就業・生活支援センターきた
のまち 後援：旭川市・旭川市教育委員
会・旭川市障害者連絡協議会・特定非営
利活動法人旭川NPOサポートセンター

参加者（対象者）：一般市民・自閉症支援
旭川自閉症児者親の会
関係の団体及び支援者・自閉症，発達障
TEL/FAX：0166-35-2780
害者本人及びその家族など

ここりん研修会

発達障がいの理解を促すことを目的とし
た研修会の開催

主催：NPO法人 ノーマライゼーションサ
ポートセンターこころりんく東川

東川町共生サロンここりん

未定

支援者・関係者。一般町民

NPO法人 ノーマライゼーションサポート
センターこころりんく東川
東川町共生サロンここりん内
電話 0166-82-2666

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

稚内市
（生活福祉部社会福祉課）

市庁舎１階掲示板

令和３年４月

市民

稚内市生活福祉部社会福祉課
障がい福祉グループ

世界自閉症啓発デー ライト・イット・アッ
プ・ブルー

十勝管内で協力いただける企業・団体等
北海道自閉症協会十勝分会・ライトアップ
にブルーにライトアップすることを実行して
イットブルーｉｎとかち実行委員会
いただき、YouTube、SNS等で配信

幣舞橋ライトアップ

幣舞橋・旧日本銀行釧路支店のライトアッ
幣舞橋ライトアップ実行委員会
プ

Right 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
閉症や発達障害を理解してもらうための 釧路町健康福祉部福祉課障がい福祉係 釧路町保健福祉センター
シンボルカラーである青色のライトアップ
及び資料の展示

世界自閉症啓発デーライトアップ

社会福祉法人旭川旭親会が運営するグ
ループホーム東旭川の外壁と樹木に青い 社会福祉法人旭川旭親会
ライトを点灯し啓発活動を行なう

帯広他十勝管内

幣舞橋及び、旧日本銀行釧路支店

【 配信予定日】令和３年４月２日～４月末
まで

令和３年４月２日～８日

令和３年４月２日（金）～
日（木）

４月８

グループホーム東旭川（旭川市東旭川町
2021年4月2日（金）夜間
下兵村425-1）

北海道自閉症協会十勝分会事務局 事
務局 電話・FAX 0155-37-0909

一般市民

幣舞橋ライトアップ実行委員会
電話：0154-42-0810

町民等

釧路町健康福祉部福祉課障がい福祉係
電話0154-40-5208

一般市民・関係団体・自閉症、発達障害
者本人及びその家族

青森県観光物産館アスパムのブルーライ 青森県、青森県発達障害者支援セン
トアップ（活動紹介等の展示あり）
ター、青森県自閉症協会

青森県観光物産館アスパム

令和3年4月2日（金）～8日（木）
18:00～21:00（展示15:00～19:00）

県民

青森県健康福祉部障害福祉課
電話017-734-9309
青森県発達障害者支援センター「ステッ
プ」
電話017-777-8201

弘前城天守ブルーライトアップ

弘前公園

令和3年4月2日（金）

弘前市民

弘前市福祉部障がい福祉課
電話0172-40-7036

県内各地のブルーライトアップ

講演会『自尊心を育てるポジティブシンキ
ング』
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
講師：小玉有子氏（弘前医療福祉大学
in青森
教授）、ARTIST GOMA 氏（株式会社
GOMALABO）

世界自閉症啓発デー2021 in八戸

社会福祉法人旭川旭親会
TEL：0166-38-1001

弘前市福祉部障がい福祉課

青森県
青森県自閉症協会
青森県発達障害者支援センター「ステッ
プ」

・発達障がいのこどもを持つ保護者を中
心としたキャラバン隊公演
・啓発DVD上映「自閉症の子どもたち」
・映画上映「ぼくはうみがみたくなりまし
た」
八戸市自閉症児（者）親の会
・自閉症児（者）作品展
八戸市
・発達障害のある方々に対する支援（サ
ポート）ツールの紹介展示
・自閉症を応援している会のパネル展示
・青森県発達支援センター「Doors」による
ミニ相談コーナー

・青森県ホームページに啓発情報掲載
・県内３紙（新聞）に情報掲載

対象者：県民
定員：50～100名

青森県発達障害者支援センター「ステッ
プ」
※新型コロナウィルス感染症の状況を見 電話017-777-8201
て人数は調整

県民福祉プラザ 県民ホール

令和3年4月17日（土）
10：00～12：00

八戸ポータルミュージアム

令和3年4月9日(金）～11日（日）

市民
参加予定者数200人

八戸市自閉症児（者）親の会
0178-28-8421（木村FAX兼）

青森県健康福祉部障害福祉課

－

令和3年3月～

県民

青森県健康福祉部障害福祉課
電話017-734-9309

世界自閉症啓発デー・発達障害者啓発週
青森市福祉部障がい者支援課
間の周知啓発

－

令和3年3月1日号に掲載予定

市内全世帯に配付

青森市福祉部障がい者支援課
電話017-734-2317

広報ひろさき３月１日号に啓発記事及び
ブルーライトアップの情報を掲載

弘前市福祉部障がい福祉課

－

令和３年３月１日（金）までに毎戸配布

広報配布部数：約５７，５００

弘前市福祉部障がい福祉課
電話0172-40-7036

市広報紙（令和3年3月号）において広報
啓発を実施する。

五所川原市

－

（広報ごしょがわら）令和３年３月号に掲
載予定

五所川原市民（対象）
発行部数：23,000部

五所川原市福祉部福祉政策課
電話：0173‐35‐2111
（内線番号：2494）

立看板による広報啓発

啓発用看板の作成・設置

青森県健康福祉部障害福祉課

青森県庁北棟正面玄関前

令和3年3月8日（月）～令和3年4月8日
（木）

県民

青森県健康福祉部障害福祉課
電話017-734-9309

世界自閉症啓発デーのシンボルカラー
「青」色のものを身に着ける

職員が、世界自閉症啓発デーのシンボル
カラーである「青」色のものを身に着けて 青森市福祉部障がい者支援課
従事する

市役所庁舎

発達障害啓発週間の期間中

取組の趣旨に賛同する職員、障がい者支 青森市福祉部障がい者支援課
援課の職員は必須
電話017-734-2317

世界自閉症啓発デーポスターno掲示

青森県健康福祉部障害福祉課

県庁内

令和3年2月頃～

県民

青森県健康福祉部障害福祉課
電話017-734-9309

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

青森市福祉部障がい者支援課

市役所庁舎

令和2年3月より

市民

青森市福祉部障がい者支援課
電話017-734-2317

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

黒石市健康福祉部福祉総務課

３月上旬～４月上旬

市民

黒石市健康福祉部福祉総務課
０１７２－５２－２１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

三沢市福祉部障害福祉課

令和３年２月上旬より

市民

三沢市福祉部障害福祉課
０１７６－５１－８７７２

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

平川市福祉課

－

－

市民

平川市福祉課
０１７２－４４－１１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

藤崎町福祉課

－

－

町民

藤崎町福祉課
０１７２－８８－８１９５

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

板柳町介護福祉課

－

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

板柳町介護福祉課
０１７２－７３－２１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

鶴田町 町民生活課

－

R3年2月上旬～

町民

鶴田町町民生活課
０１７３－２２－２１１１

広報誌等を通じた広報啓発

青森県

ポスター掲示

－

三沢市福祉事務所

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

岩手県

宮城県

秋田県

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

自治体等啓発取組一覧

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

町民

中泊町福祉課
０１７３－５７－２１１１

町民

野辺地町介護・福祉課
０１７５－６５－１７７７

令和3年３月下旬～４月上旬

町民

横浜町福祉課
0175-78-2111

－

令和３年２月下旬～令和３年４月上旬

村民

東通村いきいき健康増進課
０１７５－２８－５８００

上十三保健所（県）

－

令和3年4月

県民

上十三保健所
０１７６－２３－４２６１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

三戸地方保健所（県）

－

令和3年4月2日～令和3年4月8日

来所者

三戸地方保健所 健康増進課
０１７８－２７－５１１１（代）

世界自閉症啓発デーのポスター掲示

青森県発達障害者支援センター「わか
ば」（津軽地域）

令和３年４月２日〜８日

西北五地域住民

青森県発達障害者支援センター「わか
ば」
0173－26－5254

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

岩手県保健福祉部
障がい保健福祉課

令和３年２月上旬から

県民

岩手県保健福祉部
障がい保健福祉課
療育担当

ブルーライトアップinみやぎ

仙台城跡伊達政宗公騎馬像のブルーライ 宮城県・宮城県発達障害者支援センター
仙台城跡伊達政宗公騎馬像
トアップ
「えくぼ」・仙台市

令和３年４月２日（金）～８日（木）

県民

宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」
０２２－３７６－５３０６

LIUBin石巻

石ノ森漫画館の
ブルーライトアップ

LIUBin石巻実行委員会

石ノ森萬画館

令和３年４月２日（金）～８日（木）

県民

LIUBin石巻実行委員会事務局
（石巻市かもめ学園内)
０２２５－９５－９５６６

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーのポスター掲示

県，市町村等の関係機関

県，市町村等の関係機関

３月下旬～

県民

宮城県精神保健推進室
０２２－２１１－２５４３

世界自閉症啓発デー２０２１ （予定）

発達障害に関するパネル展示
当事者の作品展示
ミニ相談会

秋田県発達障害者支援センターふきのと
う秋田・株式会社OHANA・秋田県障害福 秋田拠点センターALVE
祉課

令和３年４月１０日（土）～４月１１日（日） 県民

秋田県発達障害者支援センターふきのと
う秋田

ブルーライトアップ

セリオンのブルーライトアップ

秋田県発達障害者支援センターふきのと
道の駅あきた港ポートタワーセリオン
う秋田

令和３年４月１日（木）～４月３０日（金）

県民

秋田県発達障害者支援センターふきのと
う秋田

リーフレット配布

リーフレット配布
（予定）

秋田県発達障害者支援センターふきのと
県内の関係機関
う秋田

令和３年２月～

県民

秋田県発達障害者支援センターふきのと
う秋田

広報誌等を通じた広報啓発

町広報「広報美郷」令和3年4月号へ啓発
美郷町福祉保健課
記事を掲載

令和3年4月上旬までに全戸配布

広報紙配布部数：約6,300部

町福祉保健課 福祉班
0187-84-4907

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

美郷町福祉保健課

役場庁舎

「発達障害啓発週間」期間中

町民

町福祉保健課 福祉班
0187-84-4907

ブルーライトアップ

山形県健康福祉部障がい福祉課

山形県郷土館 文翔館

令和３年４月２日～４月８日

県民

山形県健康福祉部障がい福祉課
障がい医療担当
ＴＥＬ 023-630-2240

ブルーライトアップ

荘銀タクト
鶴岡アートフォーラム

荘銀タクト
鶴岡アートフォーラム

令和３年４月２日～４月８日

市民

鶴岡市福祉課障害福祉係
ＴＥＬ 0235-25-2111

酒田市日和山公園
六角灯台のブルーライトアップ

酒田市福祉課

酒田市日和山公園

令和３年４月２日～４月８日

市民

酒田市福祉課発達支援室
ＴＥＬ 0234-26-6258

世界自閉症啓発デー・発達障害者啓発週
鶴岡市福祉課
間の周知啓発

―

令和３年４月号に掲載予定

市民
広報誌配布部数：47,260

鶴岡市福祉課障害福祉係
ＴＥＬ 0235-25-2111

市広報「私の街さかた」令和3年3月16日
号に啓発記事掲載

酒田市福祉課

―

令和3年3月中旬全戸配布

市民

酒田市福祉課発達支援室
ＴＥＬ 0234-26-6258

町広報（お知らせ版）に啓発記事を掲載

大石田町保健福祉課

―

令和2年3月に全戸配布

広報配布部数2,100枚

大石田町保健福祉課
ＴＥＬ 0237-35-2111

広報3月号4週目お知らせ版に啓発記事
を掲載予定

舟形町健康福祉課

―

令和3年3月第4週

広報配布部数1,900枚

舟形町健康福祉課
ＴＥＬ 0233-32-0810

県内各地のブルーライトアップ

広報誌を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

中泊町福祉課

－

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

野辺地町介護・福祉課

－

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

横浜町福祉課

－

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

東通村いきいき健康推進課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

置賜総合支庁ニュース（4月号）への掲載 置賜総合支庁

山形県

ポスター掲示

県内各地のブルーライトアップ

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

（株）津軽鉄道 五所川原駅他

２０２１．４．２～２０２１．４．８

－

置賜総合支庁
（山形県置賜保健所）
子ども家庭支援課
ＴＥＬ 0238-22-3205

―

令和3年4月

米沢市社会福祉課

米沢市役所

令和3年2月～令和3年4月

市民

米沢市社会福祉課
障がい者支援室
ＴＥＬ 0238-22-5111

酒田市福祉課

酒田市役所
福祉課窓口

令和3年3月中旬～
令和3年4月上旬

市民

酒田市福祉課発達支援室
ＴＥＬ 0234-26-6258

寒河江市健康福祉課

寒河江市ハートフルセンター

ポスター届き次第

市民

寒河江市健康福祉課生活福祉係
ＴＥＬ 0237-85-0395

上山市福祉課

上山市役所

未定

市民

上山市福祉課障がい福祉係
ＴＥＬ 023-672-1111

尾花沢市福祉課社会福祉係

尾花沢市庁舎内

令和3年2月～4月上旬

市民

尾花沢市福祉課社会福祉係
ＴＥＬ 0237-22-1116

舟形町健康福祉課

役場庁舎・保健センター

令和3年

町民

舟形町健康福祉課
ＴＥＬ 0233-32-0810

大石田町保健福祉課

大石田町役場町民ホール

令和3年3月～4月上旬

町民

大石田町保健福祉課
ＴＥＬ 0237-35-2111

鮭川村健康福祉課

鮭川村役場

令和3年3月下旬

村民

鮭川村健康福祉課福祉係
ＴＥＬ 0233-55-2111

飯豊町健康福祉課

役場庁舎

令和3年4月上旬より

町民

飯豊町健康福祉課福祉係
ＴＥＬ 0238-86-2233

遊佐町健康福祉課

役場庁舎

未定

町民

遊佐町健康福祉課福祉係
ＴＥＬ 0234-72-5884
村山総合支庁
（山形県村山保健所）
子ども家庭支援課保健支援担当
ＴＥＬ 023-627-1203
最上総合支庁
（山形県最上保健所）
子ども家庭支援課母子保健担当
ＴＥＬ 0233-29-1361
置賜総合支庁
（山形県置賜保健所）
子ども家庭支援課
ＴＥＬ 0238-22-3205
庄内総合支庁
（山形県庄内保健所）
子ども家庭支援課
ＴＥＬ 0235-66-5653
山形県発達障がい者支援センター
ＴＥＬ 023-673-3314

村山総合支庁子ども家庭支援課

山形県保健福祉センターロビー等

令和3年2月～4月

県民

最上総合支庁
子ども家庭支援課

最上総合支庁ロビー

令和３年４月２日～４月８日

県民

置賜総合支庁子ども家庭支援課

置賜総合支庁

令和3年3月下旬～4月上旬

県民

庄内総合支庁子ども家庭支援課

庄内総合支庁

令和3年2月～4月

県民

山形県立こども医療療育センター
（山形県発達障がい者支援センター）

山形県立こども医療療育センター

令和3年2月～4月上旬

県民

原町火力発電所等のブルーライトアップ

福島県児童家庭課
東北電力（株）

原町火力発電所
福島電力センター
会津若松電力センター
いわき電力センター

令和３年４月２日～４月８日（予定）

県民

鶴ヶ城天守閣のブルーライトアップ （予
定）

会津若松市観光課
会津若松市こども家庭課
（一財）会津若松観光ビューロー

鶴ヶ城

小峰城のブルーライトアップ

白河市社会福祉課
白河市手をつなぐ親の会

小峰城址

令和3年4月初旬（予定）

市民

ブルーライトアップを実施

世界自閉症啓発デー本宮実行委員会

本宮市役所敷地内

令和３年４月２日～令和３年４月８日

市民

世界自閉症啓発デー本宮実行委員
080-1823-6916

福島県児童家庭課
024-521-8382

会津若松市こども家庭課
0242-23-4545
令和３年４月２日～４月８日（予定）

市民
会津若松市観光課
0242-39-1251
白河市社会福祉課
代表 0248-22-1111
内線 2260

世界自閉症啓発デーのポスター配布・掲
会津若松市こども家庭課
示

市内小中学校、幼稚園・保育所・こども園 令和３年３月ごろ（ポスター到着後）

市民

会津若松市こども家庭課
0242-23-4545

市役所や関係機関でのポスターの掲示

田村市社会福祉課

市役所・関係機関

令和３年４月

市民

田村市社会福祉課
0247-81-2273

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

南相馬市 こども家庭課

南相馬市役所

令和３年３月より

市民

南相馬市こども未来部こども家庭課こども
総合相談室
0244-24-5407

ポスターと合わせて青い飾りを設置

世界自閉症啓発デー本宮実行委員会

商店街店舗、公共施設、会社又は個人宅
令和３年４月２日～令和３年４月８日
の玄関

市民

世界自閉症啓発デー本宮実行委員
080-1823-6916

ポスター配布・掲示

福島県

照会先

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

広報誌等を通じた広報啓発

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

令和3年3月下旬

市民

郡山市障がい福祉課
０２４－９２４－２３８１

広報こおりやま４月号に啓発記事を掲載 郡山市障がい福祉課

令和3年3月末に全戸配布

市民

郡山市障がい福祉課
０２４－９２４－２３８１

市広報紙に啓発情報を掲載

白河市社会福祉課

令和3年3月号に掲載予定

市民

白河市社会福祉課
代表 0248-22-1111
内線 2260

たむら市政だより４月号に啓発記事を掲
載する

田村市社会福祉課

令和３年４月１日発行

市民

田村市社会福祉課
0247-81-2273

市ホームページに啓発情報を掲載
福島県

自治体等啓発取組一覧

郡山市障がい福祉課

広報みなみそうま３月１５日号及び市ホー
南相馬市こども未来部こども家庭課
ムページに啓発記事を掲載予定

（広報みなみそうま）令和２年３月１５日号
に掲載予定
（ホームページ）令和２年３月下旬にトップ
市民
ページ新着情報に掲載予定
（げんきッズ！ネット）令和２年３月下旬に
トップページ新着情報に掲載予定

南相馬市こども未来部こども家庭課こども
総合相談室
0244-24-5407

令和３年４月

市民

南相馬市こども未来部こども家庭課こども
総合相談室
0244-24-5407

令和３年４月

市民

田村市社会福祉課￥
0247-81-2273

令和３年４月より

市民

南相馬市こども未来部こども家庭課こども
総合相談室
0244-24-5407

発達障がい関係図書の企画展示

南相馬市 こども家庭課
市中央図書館

ＬＩＮＥに啓発記事を掲載する

田村市社会福祉課

オリジナルバッチの作成・配布

南相馬市 こども家庭課

南相馬市役所

ブルーリボンを着用

世界自閉症啓発デー本宮実行委員会

本宮市役所、えぽか（本宮市民元気いき
令和３年４月２日～令和３年４月８日
いき応援プラザ）、白沢総合支所等

本宮市職員

世界自閉症啓発デー本宮実行委員
080-1823-6916

メッセージカードへの記入を依頼

世界自閉症啓発デー本宮実行委員会

市内の施設等

令和３年４月２日～令和３年４月８日

市民

世界自閉症啓発デー本宮実行委員
080-1823-6916

ブルーツリーを設置

世界自閉症啓発デー本宮実行委員会

本宮市役所、えぽか（本宮市民元気いき
令和３年４月２日～令和３年４月８日
いき応援プラザ）

市民

世界自閉症啓発デー本宮実行委員
080-1823-6916

水戸芸術館ライトアップ

令和３年4月2日（金）の18:00～22:00に，
「水戸芸術館シンボルタワー」をブルー基
調としたライトアップに変更することで，市 水戸市
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

令和3年4月2日（金）18:00～22:00

水戸市民

水戸市役所障害福祉課
（029-350-8053）

障害者週間のつどい

発達障害者の就労支援について

結城市

結城市民情報センター
3階多目的ホール

12月上旬

一般市民 40名程

結城市社会福祉課
直通：0296-34-0438

世界自閉症啓発デー及び発達障害者週
世界自閉症啓発デー・発達障害者週間作
間にあわせ、啓発ポスターの掲示や自閉 茨城県
品展
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

3月下旬から4月上旬ごろ

県庁来訪者

茨城県保健福祉部障害福祉課
（029-301-3368）

ブルーライトアップ

県民に対して、自閉症等の発達障害につ
いての関心を高めるとともに、考える機会
栃木県自閉症協会、栃木県
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

令和３年４月２日（金）～８日（木）
18：00～21：00

県民等

足利学校のブルーライトアップ

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

足利学校

令和３年４月２日（金）～８日（木）

市民等

足利市障がい福祉課
電話：０２８４（２０）２１６９

足利市役所１Ｆロビー

令和３年４月１日（木）～４月30（金）

市民等

足利市障がい福祉課
電話：０２８４（２０）２１６９

栃木県庁15階展望ロビー

令和３年３月下旬～４月上旬

県民等

宇都宮市役所 市民ホール（予定）

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）予
定

約1,000名予定

宇都宮市子ども発達センター
電話：０２８（６４７）４７２０

ＳＮＳを利用した広報活動

南相馬市役所

啓発物品の作成・配布

茨城県

「直人のスケッチ」展示会

パネル展示等

発達障がいに関するパネル展

栃木県

発達障害のある会社員「川島直人」さん
が描いた絵画作品を展示するとともに世
界自閉症啓発デーポスターの掲示を行う

自閉症啓発パネルの展示
ポスターの掲示
啓発リーフレット等の配布

足利市

「直人のスケッチ」展示会事務局
足利市

栃木県自閉症協会、栃木県

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

栃木県保健福祉部障害福祉課
電話：０２８（６２３）３４９２

栃木県保健福祉部障害福祉課
電話：０２８（６２３）３４９２

広報誌等を通じた広報啓発

発達障害者支援センターホームページに
栃木県発達障害者支援センター
啓発情報を掲載予定

－

令和３年３月下旬に掲載予定

県民等

栃木県障害者総合相談所
電話：０２８（６２３）６１１１

広報誌での啓発

広報誌4月号への啓発記事の掲載

－

令和3年4月1日～

市民

さくら市福祉課
障がい福祉係
電話：０２８（６８１）１１６１

広報での周知

３月広報に「世界自閉症啓発デー」と「発
野木町健康福祉課
達障害啓発週間」についての記事を掲載

－

３月号広報

町民

野木町健康福祉課
社会福祉係
電話：０２８０（５７）４１９６

ポスターの掲示等

ポスターの掲示、
啓発リーフレット等の配布

栃木県発達障害者支援センター

栃木県障害者総合相談所

令和３年３月下旬～４月８日（木）

県民等

栃木県障害者総合相談所
電話：０２８（６２３）６１１１

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

鹿沼市障がい福祉課

・本庁舎
・各コミュニティセンター
・その他市施設

令和３年３月中旬～４月８日

市民

鹿沼市保健福祉部
障がい福祉課
電話：０２８９(６３)２１２７・２１７６

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

那須烏山市健康福祉課

保健福祉センター等

令和３年３月下旬～４月中旬

市民

那須烏山市健康福祉課
社会福祉グループ
電話：０２８７（８８）７１１５

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

上三川町健康福祉課

本庁

令和２年３月～４月

町民

上三川町健康福祉課
福祉人権係
電話：０２８５（５６）９１２８

ポスター掲示

啓発ポスターを掲示

野木町健康福祉課

庁舎等

令和３年３月～４月

町民

野木町健康福祉課
社会福祉係
電話：０２８０（５７）４１９６

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーのポスター掲示

那珂川町健康福祉課

本庁、健康管理センター

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

那珂川町健康福祉課
社会福祉係
電話０２８７(９２)１１１９

ポスターの掲示、リーフレット配布

庁舎窓口等でのポスターの掲示、リーフ
レット配布

那須町保健福祉課

本庁、保健センター、湯本支所、芦野支
所、伊王野支所

令和３年３月～４月

町民

那須町保健福祉課
障がい者福祉係
電話：０２８７（７２）６９１７

県Youtubeチャンネル

令和3年3月19日（金）～
令和3年4月8日（木） ※予定

県民
公開動画

群馬県障害政策課発達支援係
０２７－８９７－２６４８

アゼリアモール

令和３年３月２４日(水）～４月４日（日）

市民

館林市役所社会福祉課
障がい福祉係
０２７６－７２－４１１１（内線６４５）

療育機関、相談支援事業所、協力団体等
高崎市こども発達支援センター
のパンフレット等の掲示

市役所1階 ロビー

令和3年3月26日～令和3年4月5日

市民、関係機関等

各関係機関
広報

群馬県庁昭和庁舎
ブルーライトアップ

群馬県庁昭和庁舎

令和３年４月２日(金）～４月８日（木）
午後５時半～午後９時

県民

群馬県障害政策課発達支援係
０２７－８９７－２６４９

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
ＩＮぐんまの開催

発達障害啓発週間ｉｎ高崎

県内各地のブルーライトアップ

ブルーリボンの着用

発達障害に関する啓発動画「誰もが暮ら
しやすい社会を目指して ～発達障害に
ついて知ろう～」の作成
（館林会場）
①自閉症の人たちの作品展示
②自閉症啓発のための情報掲示

さくら市福祉課

主催：群馬県、群馬県自閉症協会
共催：館林市

群馬県

ライトイットアップブルーINたてばやし
自閉症協会と高等特別支援学校の学生 群馬県自閉症協会
が共同で作成した、青色の鯉のぼりを掲 館林市（社会福祉課・商業観光課）
示

館林市城町（鶴生田川周辺）

４月

市民

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

市内焼却施設の煙突部分をブルーにライ 太田市障がい福祉課
トアップ
太田市発達相談支援センターにじいろ

市内清掃センター内

令和3年3月下旬～4月中旬

市民等

太田市障がい福祉課
こども課

・障がい福祉課・発達相談支援センターに
太田市障がい福祉課
じいろをはじめ市施設をブルーで装飾、
太田市発達相談支援センターにじいろ
ネームプレートにブルーリボン着用

太田市役所ほか市施設

令和２年４月２日～８日

市民等

太田市こども課

市職員が青いワッペンを付ける

館林市役所

館林市役所

【啓発】
令和３年３月２４日(水）～４月４日（日）

市民

館林市役所社会福祉課
障がい福祉係
０２７６－７２－４１１１（内線６４５）

市広報、ホームページへの掲載

太田市発達相談支援センターにじいろ

議会モニター、市民課待合モニターへの
掲示

太田市障がい福祉課
太田市発達相談支援センターにじいろ

群馬県
（広報）令和3年4月1日号掲載予定
（ホームページ）令和3年3月下旬にトップ 広報配布部数：78,000部
ページ新着情報に掲載予定

太田市こども課

太田市役所1階

（議会）令和3年4月上旬掲載予定
（市民課）令和3年3月中旬～4月中旬掲
載予定

市民等

太田市こども課

太田市役所ほか市施設

令和3年3月下旬～4月中旬

市民等

太田市こども課

令和3年3月号の町報に掲載予定

町民

みなかみ町

広報等を通じた普及啓発
障がい福祉課・発達相談支援センターに 太田市障がい福祉課
じいろ等で普及啓発リーフレットを配布
太田市発達相談支援センターにじいろ

町広報を通じた広報啓発

みなかみ町

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

群馬県健康福祉部障害政策課

配布先
・県・市町村関係課
・学校
・幼稚園、保育園
・障害福祉施設等

市施設に啓発ポスター掲示

太田市障がい福祉課
太田市発達相談支援センターにじいろ

太田市役所ほか市施設

世界自閉症啓発デー2021ポスターの掲
示

邑楽町健康福祉課

役場庁舎内
保健センター
社会教育施設

広報誌等を通じた広報啓発

広報川越１１月号に啓発記事を掲載

川越市障害者福祉課

Light it up blue川越

・講演会「災害時やコロナ禍における自閉
症支援の実態と今後の在り方について」
・Light it up blue川越実行委員会
・ウニクス川越にぎわい広場と施設のライ
・NPO法人チューリップ元気の会
トアップ、世界自閉症啓発デーの横断幕
掲示

広報誌等を通じた啓発活動

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

県民

群馬県障害政策課発達支援係
０２７－８９７－２６４８

令和２年４月２日～８日

市民等

太田市こども課

令和3年2月上旬～

町民

邑楽町健康福祉課
電話：0276－47－5024

令和２年１２月1日号を全戸配布

広報誌配布部数：169千世帯

川越市障害者福祉課
TEL 049-224-5785

・ウェスタ川越 多目的ホール
開催がコロナ禍により実施不可の場合、
NET配信の予定。
・ウニクス川越にぎわい広場

令和3年4月3日13:00～

発達障害当事者とその家族、教育・福祉
tulip.genki@gmail.com
関係者及び一般

市発行の年間カレンダー「くらしのカレン
ダー」に世界自閉症啓発デー及び発達障 熊谷市福祉部障害福祉課
害啓発週間の日程を掲載

-

通年

一般市民

熊谷市福祉部障害福祉課
電話 048-524-1111（内線489）

広報誌等を通じた啓発活動

市ホームページに啓発記事を掲載

熊谷市福祉部障害福祉課

-

通年

一般市民

熊谷市福祉部障害福祉課
電話 048-524-1111（内線489）

忍城のブルーライトアップ

忍城のブルーライトアップ

行田市健康福祉部福祉課

令和３年４月２日～８日

市民

行田市福祉課障害福祉担当
TEL 048-556-1111
（内線265）

広報誌を通じた広報啓発

市報ぎょうだ３月号に啓発記事を掲載

行田市健康福祉部福祉課

令和３年３月に全戸配布

広報誌配布部数 31,500

行田市福祉課障害福祉担当
TEL 048-556-1111
（内線268）

発達障害啓発のパネル展示
Web上のシンポジウム及び研修会

所沢市発達障害啓発事業2021：主催・所
沢市
所沢市役所１階市民ホール及びインター
令和3年4月2日～8日
Light it up blue所沢2021：主催・Light it up ネット上
blue所沢実行委員会 後援：所沢市ほか

一般市民／人数制限なし

所沢市こども未来部こども福祉課（担当：
宮武・長谷川）
〒359-8501所沢市並木1-1-1
☎04-2998-9223
e-mail:a9223@city.tokorozawa.lg.jp

県内各地のブルーライトアップ

飯能河原「割岩橋」のブルーライトアップ

飯能市健康福祉部障害者福祉課

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）（予
定）

市民

飯能市障害者福祉課
042-986-5072

広報誌等を通じた広報啓発

広報はんのう3月1日号及び市ホームペー
飯能市健康福祉部障害者福祉課
ジに啓発記事を掲載

（広報）令和3年3月1日号に掲載予定
（ホームページ）令和3年3月上旬に掲載
予定

市民

飯能市障害者福祉課
042-986-5072

Light It Up Blue いるま

ライトアップ等による広報啓発活動

入間市児童発達支援センター

自閉症啓発デーの普及啓発

広報あさか（4月号）での広報

朝霞市役所

広報誌等を通じた広報啓発

広報しき３月号及び市ホームページに発
志木市児童発達相談センター
達障がい啓発週間に関する記事を掲載

ポスター掲示

A.所沢市発達障害啓発事業2021
B.Light it up blue所沢2021
※A.Bを連携して実施

入間市健康福祉センター入口

入間市児童発達支援センター
電話 04-2968-7785

令和3年4月2日～4月8日
令和３年4月1日～4月30日
※広報配布期間

朝霞市役所障害福祉課
℡０４８－４６３－１５９８

朝霞市民

志木市共生社会推進課 障がい者福祉
グループ
電 話 048-473-1111（内線2414）

志木市児童発達相談センター

広報しき３月号及び市ホームページに掲
市民
載予定

市民（未就学児と保護者）

啓発週間おひさま広場

啓発週間おひさま広場相談会実施

志木市児童発達相談センター

志木市児童発達相談センター

令和３年４月２日（金）・５日（月）～８日
（木）
９：３０～１１：００
１４：００～１５：３０

パネル展示やポスター掲示・配布等

パネル展示やポスター掲示・配布等（予
定）

久喜市障がい者福祉課

未定

令和3年4月頃(予定）

久喜市民

発達障がいを考える講演会

講演会（予定）

久喜市障がい者福祉課（主催）
久喜市中央保健センター（共催）
久喜市教育委員会指導課（共催）

令和3年5月下旬頃に1日（予定）

久喜市内在住・在勤者
募集人数 80名程度（新型コロナウイルス 久喜市役所 障がい者福祉課
感染予防のため募集人数を減らす可能 電話：０４８０－２２－１１１１
性がある）

ﾗｲﾄ･ｲｯﾄ･ｱｯﾌﾟ･ﾌﾞﾙｰ日高2021

①展示ブース（発達障がい・自閉症啓発
に関するもの）
②ライトアップ
③座談会（自閉症の子をもつ親のよるも
の）
④DVD上映会（障害者ｲｽﾞﾑPart1）

①日高市総合福祉センター高麗の郷 4
主催：ﾗｲﾄ･ｲｯﾄ･ｱｯﾌﾟ･ﾌﾞﾙｰ日高実行委員 ①日高市総合福祉センター高麗の郷・図
月1日～4月15日
会
書館
図書館 3月29日～未定
②日高市総合福祉センター高麗の郷
②4月2日予定
後援：日高市社会福祉協議会
③日高市総合福祉センター高麗の郷
③4月14日
日高市教育委員会（予定）
④図書館
④4月18日10時～

WARM BLUE 2021 IN YOSHIKAWA

・市役所本庁舎等のライトアップ
・市役所本庁舎１階ロビーでアート展示等 主催：NPO法人日本ダイバーシティ・ス
・自閉症アーティストパフォーマンスステー ポーツ協会
ジ（オンライン）
共催：吉川市
など

吉川市役所
吉川駅

令和3年3月10日～令和3年4月9日

―

吉川市障がい福祉課
０４８－９８２－５２３８

自閉症啓発本の紹介及び展示

自閉症に関する本の紹介と展示

吉川市教育委員会

吉川市立図書館

令和3年3月22日～令和3年4月16日

―

吉川市立図書館

伊奈町内での啓発

・町ホームページへの掲載
・町広報誌への掲載
・ポスターの掲示

伊奈町

伊奈町福祉課

令和３年３月～４月

滑川町庁舎内での啓発活動

・サイネージ掲載
・ＨＰ掲載
・広報掲載

滑川町

滑川町役場ホール内

令和3年4月2日～令和3年4月8日（予定） 滑川町民

滑川町健康福祉課
電話 0493-56-2056

町広報紙

広報紙にて厚生労働省主催イベントの情
嵐山町健康いきいき課
報を掲載予定

町内全域

令和3年3月号

嵐山町健康いきいき課
0493-62-0716（直通）

東武東上線川越駅改札前コンコース

令和3年4月2日（金）午後2時～3時

埼玉県発達障害者支援センター「まほろ
ば」
電話 049-239-3553

オンライン講演会

「発達障害のある子ども達のこころとそだ
ちを支える～発達障害への「僕」のまなざ
しと希望～」
埼玉県
講師：田中康雄氏（医療法人社団倭会こ
ころとそだちのクリニックむすびめ院長）

ＷＥＢ開催
（YouTube限定公開）

県民等
令和３年３月２９日（月）９時から４月１２日
定員なし
（月）１５時まで限定公開

埼玉県発達障害総合支援センター
048-601-5551
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0
614/20200216.html

パネル展示

・「世界自閉症啓発デー」、「発達障害啓
発週間」の案内
・発達障害の説明
・ＪＤＤｎｅｔ埼玉の加盟団体の案内 等

県庁本庁舎と第二庁舎の渡り廊下

令和３年３月１５日（月）～４月９日（金）

懸垂幕の掲出（予定）

「世界自閉症啓発デー」、「発達障害啓発
埼玉県
週間」の周知・啓発

県庁本庁舎

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

大宮ソニックシティビル

令和３年４月４日（日）

未定

志木市共生社会推進課 障がい者福祉
グループ
電 話 048-473-1111（内線2414）
久喜市役所 障がい者福祉課
電話：０４８０－２２－１１１１

ﾗｲﾄ･ｲｯﾄ･ｱｯﾌﾟ･ﾌﾞﾙｰ日高実行委員会
090-9316-9379（乙部様）

埼玉県

１．青いブルゾンを着用
２．ポスターを首から下げる
世界自閉症啓発デー 啓発活動@川越駅 ３．青い風船(又はティッシュ）と リーフ
レット（200枚）を配る
４．開始と終了時に駅の係員に報告

埼玉県発達障害者支援センター「まほろ
ば」

埼玉県
JDDnet埼玉

大宮ソニックシティビルブルーライトアップ
ブルーライトアップ
（予定）

大宮ソニックシティ株式会社

埼玉会館ブルーライトアップ（予定）

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
埼玉会館
埼玉会館

ブルーライトアップ

小児医療センター前カリヨンの樹ブルーラ
ブルーライトアップ
イトアップ（予定）

埼玉県

埼玉県立小児医療センター前カリヨンの
樹

対象：伊奈町民

町民

伊奈町福祉課
ＴＥＬ 048-721-2111

県民等

埼玉県福祉部障害者福祉推進課
電話 048-830-3315

県民等

埼玉県福祉部障害者福祉推進課
電話 048-830-3315

令和３年４月２日(金）～
令和３年４月８日（木）

県民等

埼玉県福祉部障害者福祉推進課
電話 048-830-3315

令和３年４月２日(金）～
令和３年４月８日（木）

県民等

埼玉県福祉部障害者福祉推進課
電話 048-830-3315

主催 NPO法人ま・るーく Warm Blue
①旧本庄商業銀行煉瓦倉庫前ブルーライ Honjo実行委員会
①4月2日～4月11日まで
「Warm Blue Honjo」～やさしくつながり、は
①旧本庄商業銀行煉瓦倉庫
トアップ
②入り口階段：4月1日～4月11日まで
市民
じまるみらい～
②市民活動交流センターはにぽんプラザ
②はにぽんプラザ啓発展示
後援 本庄市 本庄市教育委員会 本庄
2階展示スペース：4月2日～4月8日まで
市社会福祉協議会 埼玉県自閉症協会

warmbluehonjo@gmail.com

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

Blue Love Saitama 2021
～僕の・私の“青”を集めよう～

取組（イベント）の内容

ブルーライトアップ

主催者・共催者等

当事者の作品等を当会HPでオンライン公
開
埼玉県自閉症協会
（家庭から思いを発信します。）

オンライン座談会
「タイトル未定」

自治体等啓発取組一覧

埼玉県自閉症協会

東京ゲートブリッジのブルーライトアップの
東京都福祉保健局
実施

zoomによるオンライン開催

令和３年４月で日程調整中

自閉スペクトラム症について知りたい方

埼玉県自閉症協会
事務局
090-6144-2793
info@as-saitama.com

東京ゲートブリッジ

令和3年４月２日（金曜日）日没から翌午
前０時まで

一般都民

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

東京都庁

令和3年４月２日（金曜日）から８日（木曜
日）まで
一般都民
午後６時から午後１１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

ブルーライトアップ

区内橋梁のブルーライトアップ

区内橋梁

パネル展示

発達障害に関する普及啓発パネルの展
示

港区役所1Fロビー

講演会

発達障害の専門家（本田秀夫氏、日戸由
刈氏）による対談形式の講演会

照会先

令和３年３月末～４月９日（金）

埼玉県自閉症協会HP

都庁舎のプルーライトアップの実施

広報誌及びホームページによる啓発

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

埼玉県自閉症協会
事務局
090-6144-2793
info@as-saitama.com

ブルーライトアップ

広報みなと3/21号及びホームページによ
る啓発

東京都福祉保健局

開催場所

4月2日（金）日没～午前零時

一般都民

4月2日（金）～8日（木）
※時間は庁舎開設時間に準ずる

一般都民

令和３年３月２0日（土曜日）

一般都民

港区
港区役所

港区立障害保健福祉センター（港区芝1- 4月2日（金）
8-23）
18：30～20：00

港区保健福祉支援部
障害者福祉課障害者支援係
TEL 03-3578-2825

区民（在住・在勤・在学）
事前申込制 先着50人
文京区保健衛生部
予防対策課 精神保健係
TEL：０３（５８０３）１８４７

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

文京保健所予防対策課

文京区役所

受領後～4月上旬

一般区民

パネル展示

啓発ポスター・パネル等の展示

目黒区

区役所総合庁舎

令和３年３月２２日(月）から
令和３年４月８日(木）まで

一般区民

目黒区健康福祉部障害者支援課
電話：03-5722-9510

ブルーデコレーション＆パネル展示

・区役所庁舎をマスキングテープでブルー
世田谷区及び一般社団法人Ｇet in touch
デコレーション
世田谷区役所第２庁舎
の共催（予定）
・理解啓発を目的としたパネル展示

令和３年３月２６日（金）～４月９日（金）

一般区民

世田谷区障害福祉部障害保健福祉課
電話：03（5432）2227

広報誌等を通じた啓発活動

①区広報紙への掲載
②庁内デジタルサイネージで啓発資料を 渋谷区
放映

渋谷区役所本庁舎
（宇田川町１－１）

＜予定＞
①3月15日号に掲載
②令和3年3月29日（月）～
4月9日（金）

一般区民等

渋谷区福祉部
障がい者福祉課
福祉計画推進係
電話：03-3463-1922

WarmBlue2021

①区役所ブルーデコレーション
②世界自閉症啓発デーポスターの掲示、
発達障がい・自閉症に関するパネル展示
渋谷区
③区ホームページ背景色を青色に変更
④世界自閉症啓発デー専用ブルー缶
バッジの着用

渋谷区役所本庁舎
（宇田川町１－１）

＜予定＞
①～③一般区民等
①②令和3年3月29日（月）～4月9日（金）
④障がい者福祉課職員他
（約100名）
③④令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

渋谷区福祉部
障がい者福祉課
福祉計画推進係
電話：03-3463-1922

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・自閉症についての書籍紹
介、パネル展示を行う。

豊島区

豊島区立中央図書館

令和3年3月下旬～4月下旬（予定）

一般区民

豊島区障害福祉課発達障害者相談グ
ループ
電話：０３（４５６６）２４４５

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスター掲示

豊島区

豊島区役所

令和3年3月下旬～4月下旬（予定）

一般区民

豊島区障害福祉課発達障害者相談グ
ループ
電話：０３（４５６６）２４４６

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

福祉部障がい福祉推進室

令和３年４月２日～（予定）

区民

ＳＮＳによる情報発信

区公式Facebookにより世界自閉症啓発
デー等の紹介文を投稿

福祉部障がい福祉推進室

令和３年４月２日（予定）

区民

・発達障害啓発週間、および江戸川区発
達相談・支援センターに関わる業務内容
の展示等
・タワーホール船堀ブルーライトアップ

・江戸川区発達相談・支援センターの事
業内容の紹介・説明のパネル展示
・発達障害についての展示
・タワーホール船堀のブルーライトアップ

江戸川区

江戸川区役所本庁舎

令和3年4月2日～8日

区役所来訪者

江戸川区発達相談・支援センター電話：
03（5875）5321

ブルーライトアップ

町田市庁舎のブルーライトアップの実施

町田市役所障がい福祉課

町田市庁舎

令和３年４月７日（水曜日）
１８時３０分から２１時まで

一般市民

町田市地域福祉部
障がい福祉課
電話：042-724-2145

発達障害啓発週間パネル展

発達障害に関するパネル展示等

東村山市

東村山市役所
いきいきプラザ１階ロビー

令和３年年４月２日（金曜日）から８日（木
曜日）
一般市民
８時３０分から１７時まで

国分寺市障害者センターがオススメする
発達障害啓発週間 書籍の紹介＆展示
ウィーク

国分寺市障害者センターの職員や家族
会等がオススメする書籍の展示と紹介

国分寺市福祉部障害福祉課

国分寺市障害者センター１階コミュニティ
令和３年４月２日（金）～８日（木）
広場

東京都

足立区役所

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発
世界自閉症啓発デー スカイタワー西東 週間に伴い、青（ブルー）を自閉症や発達
西東京市健康福祉部障害福祉課
京ライトアップ
障害を理解していただくため、スカイタ
ワー西東京のライトアップを行う。

絵画展示

瑞穂町役場において障がい者が描いた
絵画を展示する。

瑞穂町福祉部福祉課障がい者支援係

一般市民

足立区障がい福祉課
障がい施策推進担当
ＴＥＬ：０３−３８８０−５４０７

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

国分寺市
地域活動支援センターつばさ
電話 042-321-1136
FAX 042-321-1207

スカイタワー西東京

令和３年４月２日（金） 18時から24時まで 一般市民

西東京市健康福祉部障害福祉課 042420-2804

瑞穂町役場

令和3年3月15日(月)～
4月8日(木)

瑞穂町福祉部福祉課障がい者支援係
電話:042-557-0574

一般町民

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

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のチラシ及び啓発
物品の配架・配布

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

県所管域の自治体窓口等

令和３年３月下旬～

定めなし

神奈川県発達障害支援センター
電話：0465-81-0288

ポケットティッシュ等啓発物品の配布（配
架）

大和市自閉症児・者親の会

配架場所
大和市自立支援センター
大和市保健福祉センター

令和３年３月末～４月初旬

どなたでも

大和市自閉症児・者親の会

自閉症スペクトラムについての啓発を目
的としたパネル掲示

主催：藤沢市自閉症児・者親の会、神奈
川県自閉症協会
共催：藤沢市

藤沢市役所 本庁舎１階
ラウンジ

2021年4月1日（木）～4月13日（火）

一般

藤沢市障がい福祉課
電話：0466-50-3528

パネル展示

座間市自閉症児・者親の会
「座間やまびこ」

座間市役所内

令和３年３月２９日～４月２日

市民（来庁者）

パネル展示

座間市自閉症児・者親の会
「座間やまびこ」

座間市役所内

令和３年11月末予定

市民（来庁者）

神奈川県本庁舎（国指定重要文化財）の
神奈川県障害福祉課
ブルーライトアップ

神奈川県庁本庁舎

令和3年4月2日～8日
18時～20時

県民

神奈川県障害福祉課
電話：045-210-4720

主催：藤沢市自閉症児・者親の会
自閉症啓発のためのライトアップイベント 共催：藤沢市、NPO法人藤沢相談支援
ネットワーク、神奈川県自閉症協会

江の島シーキャンドル

2021年4月2日（金）18時～
2021年4月8日（木）

一般

藤沢市障がい福祉課
電話：0466-50-3528

定めなし

小田原市福祉健康部
障がい福祉課
☏ 0465(33)1446

自閉症児・者作品展

神奈川県

県内各地のブルーライトアップ

照会先

神奈川県発達障害支援センター

啓発物品等の作成・配布

藤沢市自閉症スペクトラム啓発展2021

自治体等啓発取組一覧

小田原城天守閣をブルーライトでライト
アップを行う。
あゆみ橋のブルーライトアップ

小田原市
県西地区自閉症児・者
親の会（県西やまびこ会）
厚木市障がい福祉課
海老名市障がい福祉課

小田原城天守閣広場

あゆみ橋

広報あやせ４月号及び市ホームページに
綾瀬市障がい福祉課
啓発記事を掲載予定
広報誌等を通じた広報啓発
町ホームページに啓発情報を掲載

開成町町民福祉部福祉介護課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

神奈川県障害福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

大和市

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

綾瀬市障がい福祉課

令和3年4月2日
20時～20時30分

令和３年４月２日～
令和３年４月８日
県民
時間未定
（広報あやせ）令和３年４月１日号に掲載
予定
市民
（ホームページ）令和３年４月上旬に掲載
予定

自閉症児・者親の会
「座間やまびこ」外川
電話：046-254-4971
自閉症児・者親の会
「座間やまびこ」外川
046-254-4971

厚木市障がい福祉課
TEL 046-225-2221
綾瀬市障がい福祉課
電話：0467-70-5623

令和３年３月中旬～４月上旬

町民

開成町町民福祉部福祉介護課
電話：0465-84-0316

掲示場所
神奈川県庁内各所
県内イオン各店舗（予定）

令和３年３月中旬～４月上旬

県民

神奈川県障害福祉課
電話：045-210-4720

市内公共施設、障がい者支援施設等

令和３年２月～４月上旬

一般市民

大和市障がい福祉課
電話：046-260-5665

令和３年４月上旬～

市民

綾瀬市障がい福祉課
電話：0467-70-5623

令和３年３月中旬～４月上旬

町民

開成町町民福祉部福祉介護課
電話：0465-84-0316

令和３年３月下旬～４月上旬

県民

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

開成町町民福祉部福祉介護課

パネル展示

発達障害の理解促進のためのポスター、
新潟県（新潟県発達障がい者支援セン
パンフレット、当事者・関係者からのメッ
ターRISE）
セージ等を提示

ブルーライトアップ

・新潟県（新潟県発達障がい者支援セン
デンカビッグスワンスタジアムのブルーラ ターRISE）
デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中 令和３年４月２日（金）～４月８日（木）
イトアップ
・新潟市（新潟市発達障がい支援センター 央区）
17:30～21:30
JOIN）

県民

県の広報番組を通じた広報啓発

県の広報番組「ほっとホット新潟」で啓発
情報を放送

新潟県
UX

令和３年３月20日(土)
17:55～17:59

県民

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

新潟県（県内29市町村に協力依頼）

令和３年３月～４月

県民

県ホームページに啓発情報を掲載
新聞に啓発情報を掲載

新潟県

令和３年３月下旬～

県民

広報見附３月号及び市ホームページに啓
見附市健康福祉課
発記事を掲載予定

広報誌：令和３年３月上旬に全戸配布
ホームページ：通年掲載

市民

見附市健康福祉課
障害福祉係

広報誌3月号に啓発記事を掲載

南魚沼市福祉課

令和3年3月15日

市民

南魚沼市 福祉課 障がい福祉係

広報きずな３月号に啓発記事を掲載

田上町保健福祉課

広報きずな３月号（令和３年３月１２日発
行）に全戸配布

広報誌配布部数：４，３００

田上町保健福祉課

広報あわしま４月号に啓発記事を掲載

粟島浦村保健福祉課

令和３年４月上旬に全戸配布

広報誌発行部数：１５０部

粟島浦村保健福祉課
0254-55-2111

新潟県

広報誌等を通じた広報啓発

富山県

リバーサイド千秋（長岡市）

新潟県庁（新潟市中央区）
県市町村関係機関にポスター掲示

新潟県福祉保健部障害福祉課在宅支援
係
電話：025-280-5228

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 富山県
イトアップする。

富山城址公園

令和3年4月2日～4月8日

広く一般県民

ライト・イット・アップ・ブルー・富山
「クロスランドおやべ」

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

ライトアップ：クロスランドおやべ（小矢部
市鷲島10番地）

令和3年4月2日 日没時～21:00

広く一般県民

世界自閉症啓発デー（４月２日）にあわせ
ライト・イット・アップ・ブルー・富山「タワー て、ＪＲ富山駅前にあるビル㈱スカイイン ㈱AIGジャパン・ホールディングス、㈱スカ ライトアップ：「タワートリプルワン」ビル（富
令和3年4月2日～4月8日 日没時～22:00 広く一般県民
トリプルワン」
テックの「タワートリプルワン」ビルを青くラ イインテック合同開催（後援 富山県 ）
山市牛島新町5-5）
イトアップする。

世界自閉症啓発デー啓発イベント

ネット活用による講演会（講師は当事者を
NGOダイバーシティとやま
予定）の開催、支援関係者からの動画メッ
（後援 富山県 富山県自閉症協会）
セージの配信等

特になし

令和3年4月2日～4月8日(予定）

広く一般県民

ＪＲ富山駅・高岡駅

令和3年4月2日 7:40～8:10

広く一般県民

七尾市内

令和3年3月上旬に全戸配布

広報誌配布部数：約21,200

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
富山県
配布（街頭啓発活動）

広報誌等を通じた広報啓発

広報ななお3月号に啓発記事を掲載予定 七尾市 福祉課

「世界自閉症啓発デー ポスター」
の掲示

福祉課窓口にてポスターを掲示する

広報誌への掲載

自閉症・発達障害への理解促進に関する
輪島市福祉課
啓発記事掲載

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

自閉症関連図書の展示

市立図書館に関連図書の展示コーナーを
設け、広く市民に関心を持ってもらう機会 かほく市健康福祉課
にする。

かほく市立中央図書館

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの展示

未定
(新型コロナウィルス感染拡大状況を見て
実施有無を判断予定)

小松市ふれあい福祉課

令和３年４月２日から４月８日

福祉課 ℡0767-53-8464

0761-24-8052

広報わじま
（令和3年4月号に掲載予定）

広報誌配布部数：約13,000部

令和3年4月2日～8日

市民

令和3年3月25日～4月8日

市民

健康福祉課
電話番号
076—283—7120

健康福祉課窓口、かほく市障害者相談支
令和3年3月25日～4月8日
援センターあおぞら等

市民

健康福祉課
電話番号
076—283—7120

-

加賀市ふれあい福祉課

かほく市健康福祉課

富山県厚生部障害福祉課
電話：076(444)3213 川村

電話 0768-23-1161

白山市障害福祉課
白山市発達相談センター

白山市

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
野々市市発達相談センター
設コーナーを設置

学びの杜ののいちカレード

令和3年4月1日～4月27日（予定）

図書館利用者

野々市市発達相談センター
076-248-1333

ポスターの掲示、リーフレットの設置

ポスターの掲示、リーフレットの設置によ
る普及啓発

野々市市発達相談センター

野々市市発達相談センター等

令和3年2月より

市民

野々市市発達相談センター
076-248-1333

ホームページを通じた普及啓発

市公式ホームページに啓発記事を掲載

野々市市発達相談センター

市公式ホームページ

令和3年2月より

市民

野々市市発達相談センター
076-248-1333

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

川北町福祉課

川北町保健センター

令和３年４月

町民

川北町福祉課（川北町保健センター）

広報啓発

ホームページ等にて啓発

津幡町健康福祉部福祉課

ホームページ等

令和3年3月中

町民

電話 076-288-2458

広報啓発

ポスター掲示

津幡町健康福祉部福祉課

庁舎、関係機関等

令和3年2月～4月

町民

電話 076-288-2458

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

志賀町健康福祉課

志賀町役場、富来支所、志賀町文化ホー
ポスター受領後
ル、町立図書館（志賀、富来）

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

宝達志水町子育て世代包括支援センター

令和3年4月

町民

広報誌等を通じた広報啓発

広報4月号に啓発記事掲載

中能登町長寿福祉課

令和3年3月25日全戸配布

発行部数：8,000

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

中能登町長寿福祉課

令和3年2月～

電話 0767-72-3135

世界自閉症啓発デーの
ポスターを掲示

世界自閉症啓発デーの
ポスターを掲示

穴水町

世界自閉症啓発デーを含む
発達障害者啓発週間

穴水町ふれあい福祉課
電話 0768-52-3650

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

能登町健康福祉課

穴水町役場

令和3年4月2日～8日

町民

町民

電話 0767-72-3135

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

開催場所

・世界自閉症啓発デー2021in石川企画委
世界自閉症啓発デーへの当事者や関係
員会
者、各種団体からのコメントやブルーにラ
WEB公開
・みんなでブルーライトアップ実行委員会
イトアップされた写真や動画をまとめSNS
・金沢大学子どものこころの発達研究セン
上に公開
ター

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

予定
令和３年４月２日（金）

照会先

主催者、後援者、当事者等自由参加

みんなでブルーライトアップ実行委員会
石川県自閉症協会

主催者、後援者、当事者等自由

みんなでブルーライトアップ実行委員会
石川県自閉症協会

石川県

石川門ブルーライトアップWEB配信
（検討中）
世界自閉症啓発デー2021in石川

・世界自閉症啓発デー2021in石川企画委
員会
（検討中）
・みんなでブルーライトアップ実行委員会 点灯 ：石川門三の丸広場
・金沢大学子どものこころの発達研究セン
ター
WEB公開

世界自閉症啓発WEB作品展

世界啓発デー2021in石川企画委員会

世界自閉症啓発WEB講演会

・大人の発達障害を明るく語る会ここらぼ
WEB開催
・世界啓発デー2021in石川企画委員会

自閉症啓発デーのチラシ・ポスター、リー
世界啓発デー2021in石川企画委員会
フレットを配布

広報啓発

ポスターの掲示

WEB公開

令和3年４月開催予定

作品募集（当事者）

令和3年４月開催予定

主催者、後援者、当事者等自由
（定員あり）

大人の発達障害を明るく語る会ここらぼ

R3.3月上旬～R3.4月末まで

県民

石川県南加賀保健福祉センター健康推
進課
電話：0761（22）0796

石川県南加賀保健福祉センター内、石川
県南加賀保健福祉センター加賀地域セン R3.3月上旬～R3.4月末まで
ター内

県民

石川県南加賀保健福祉センター健康推
進課
電話：0761（22）0796

施設を利用される住民等

石川中央保健福祉センター
健康推進課
TEL：076－275-2250

普及啓発

窓口にポスター等を掲示・配置し、啓発に
石川中央保健福祉センター
努める。

・石川中央保健福祉センター
・石川中央保健福祉センター
河北地域センター

ポスター等届き次第掲示・配置

ポスター掲示による広報啓発

世界自閉症啓発ポスター掲示

能登中部保健福祉センター

能登中部保健福祉センター
羽咋地域センター
（ポスター２枚配布の場合）

令和３年４月２日～令和３年４月８日まで 県民（来庁者）

・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に居住
している自閉症及び発達障害児者の方の
絵画、書道、工作などの作品を展示し、展
示コーナーをブルーのLEDでデコレーショ
ンする

＜主催＞
能登北部保健福祉センター
＜協力＞
管内の福祉サービス事業所

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）

石川県自閉症協会
社福）つくしの会「はぎの郷」
自閉症啓発作品展係
076-288-0339

主催者、後援者、当事者を含む幅広く市
石川県内に関係機関にリーフレット、ポス 日本自閉症協会にリーフレットやポスター
石川県自閉症協会
民一般の目に触れるような場所に配布予
ターを掲示
を依頼しているため到着次第配布予定
発達障害者支援センターパース
定

当センターのホームページに啓発情報を
石川県南加賀保健福祉センター
掲載
「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓
発週間」の
石川県南加賀保健福祉センター
ポスターの掲示

（検討中）
令和３年４月２日（金）
点灯 １９：３０

0767(53)2482

のと里山空港 ２階 ＰＲコーナー
住所：輪島市三井町洲衛１０－１１－１
能登空港ターミナルビル２階

令和年3月25日（木）～4月8日（木）予定

地域住民
のと里山空港の利用者

能登北部保健福祉センター
健康推進課
電話：０７６８（２２）２０１２

自閉症及び発達障害の
関連本コーナー設置

・輪島市、穴水町、能登町の図書館にて ＜主催＞
自閉症及び発達障害に関する図書の特
能登北部保健福祉センター
設コーナーもしくはミニコーナーを設置。 ＜共催＞
・各市町の広報誌において、図書館から
輪島市立図書館
のお知らせコーナーにてイベント案内と関 穴水町立図書館
連本の周知を図る。
能登町立中央図書館

協力医療機関の
ブルーライトアップ

＜主催＞
能登北部保健福祉センター
医療機関のブルーライトアップによる啓発 ＜協力医療機関＞
公立宇出津総合病院
まるおかクリニック

世界自閉症啓発デー
映画『道草』上映会

映画『道草』上映会

福井県
福井県発達障がい児者支援センター（ス 福井県生活学習館
クラム福井）

令和３年４月３日（土）

一般、支援者約80名

福井県
福井県発達障がい児者支援センター（ス
クラム福井）

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

令和３年２月下旬～４月上旬

県民

福井県、各市町障がい福祉担当課

発達障がい理解促進・啓発事業

講演会

福井市障がい福祉課
発達障がい相談支援事業所

未定

令和３年４月４日（日）予定

市民

福井市障がい福祉課

チラシの窓口設置

世界自閉症啓発デーのチラシを窓口設置 敦賀市地域福祉課

敦賀市地域福祉課

令和３年２月下旬～４月上旬

市民

敦賀市地域福祉課

輪島市立図書館（輪島市文化会館1F）
穴水町立図書館（穴水町さわやか交流館 令和3年4月2日（金）～4月8日（木）
プルート2F）
図書館によっては期間の変更あり
能登町立中央図書館（コンセールのと1F）

公立宇出津総合病院
まるおかクリニック

地域住民
図書館利用者

能登北部保健福祉センター
健康推進課
電話：０７６８（２２）２０１２

能登北部保健福祉センター
健康推進課
電話：０７６８（２２）２０１２

令和3年4月2日（金 ）～4月8日（木）
（具体的な時間等は要検討）

福井県

世界自閉症啓発デー・発達障害者啓発週
鯖江市社会福祉課
間の周知啓発

（広報さばえ）令和３年４月号に掲載予定
（ホームページ）令和３年３月下旬にトップ 広報誌配布部数：２３，６００
ページ新着情報に掲載予定

鯖江市社会福祉課

町ホームページに啓発情報を掲載

越前町福祉課

令和３年３月頃

町民

越前町福祉課

発達障がい関連図書コーナーの設置

発達障がい関連図書の紹介、パネルの
設置

福井県

令和３年４月上旬から

県民

福井県立図書館

発達支援講演会

オンライン会議ツールを活用した講演会

山梨県
山梨県自閉症協会
オンライン
山梨LD・発達障害児者の支援を考える会

発達障害者啓発週間期間中

県民・教育関係者等

山梨県子育て支援局
子ども福祉課

図書館特集展示

山梨県
発達障害・自閉症についての書籍紹介及
山梨県自閉症協会
山梨県立図書館
び発達障害者等の芸術作品の展示
山梨LD・発達障害児者の支援を考える会

令和２年３月中旬～同月８日

県民

山梨県子育て支援局
子ども福祉課

ライト・イット・アップ・ブルー

県庁及び近隣商業施設等のライトアップ

令和２年４月２日～同月８日

-

山梨県子育て支援局
子ども福祉課

ポスターの配付・掲示

県内市町村、学校、金融機関、商業施設
山梨県
等へのポスターの掲示

県内の市町村、学校、金融機関、商業施 配付時期 令和２年２月下旬
設等約500機関
掲示依頼期間 ３月～４月

-

山梨県子育て支援局
子ども福祉課

ライト・イット・アップ・ブルー

市庁舎及び富士山レーダードーム館のラ 富士吉田市
イトアップ
富士吉田観光振興サービス

富士吉田市役所
富士山レーダードーム館

令和３年４月２日
日没から

県民

富士吉田市 福祉課
富士吉田観光振興サービス

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

富士吉田市

富士吉田市役所

発達障害者啓発週間期間中

県民

富士吉田市 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

都留市福祉保健部福祉課

-

令和３年４月

市民

-

広報誌等を通じた広報啓発

広報つる４月号に啓発記事を掲載

都留市福祉保健部福祉課

-

令和３年４月に全戸配布

広報配布部数 ９，０００

-

広報誌に啓発記事を掲載

広報誌に啓発記事を掲載

山梨市

－

広報4月号に掲載

市民

健康増進課 健康支援担当

ブルーライトアップ

韮崎駅前広場のブルーライトアップ

韮崎市建設課・福祉課

韮崎駅前

令和3年4月2日～8日

市民

韮崎市福祉課福祉総合相談担当

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

韮崎市福祉課

市役所

令和3年3月上旬～4月上旬

市民

韮崎市福祉課福祉総合相談担当

広報を通じた広報啓発

広報にらさき3月号に啓発記事を掲載

韮崎市福祉課

-

令和3年3月末に全戸配布

広報誌発行部数：11,400部

韮崎市福祉課福祉総合相談担当

広報誌等を通じた広報啓発

広報誌に啓発記事を掲載

南アルプス市保健福祉部
障がい福祉課

－

令和3年４月

-

南アルプス市保健福祉部
障がい福祉課

広報誌等を通じた広報啓発

CATVでの放送による普及啓発

南アルプス市保健福祉部
障がい福祉課

－

令和３年３月下旬～４月上旬

-

南アルプス市保健福祉部
障がい福祉課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

北杜市福祉課

市役所・障害者総合支援センター

令和３年3月上旬～4月上旬

市民

障害者総合支援センター

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー ポスターの掲示

甲斐市福祉課

甲斐市役所内

令和3年3月～4月

市民

甲斐市福祉課障がい者自立支援係

広報等による周知啓発

町ホームページ及び広報誌に啓発記事を
市川三郷町
掲載

-

令和3年4月

町民広報配布部数 約6,000

市川三郷町役場
福祉支援課
福祉係

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
南部町 福祉保健課
のポスター掲示

南部町役場 本庁舎・分庁舎

令和3年3月中より4月8日まで

町民

南部町 福祉保健課 福祉係

広報等による周知啓発

広報誌等に啓発記事の掲載

-

令和3年4月

町民
広報発行部数6,000部

福祉保健課障害福祉担当

広報どうしへの掲載

自閉症についての理解、世界自閉症啓発
道志村
デーについて

－

広報４月号に掲載

村民

道志村役場住民健康課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

-

令和3年3月上旬～4月上旬

村民

忍野村役場 福祉保健課

広報誌等を通じた広報啓発

山梨県

福井県立図書館

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

富士川町

忍野村

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

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

広報誌に啓発記事を掲載

山中湖村

-

令和3年4月

村民

山中湖村福祉健康課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

山中湖村

-

令和3年3月～4月

村民

山中湖村福祉健康課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
小菅村役場住民課
のポスター掲示

小菅村役場庁舎

令和2年2月上旬から4月上旬まで

村民

小菅村役場住民課

Light It Up Blueながの

善光寺ブルーライトアップ

主催 Light It Up Blue実行委員会
共催 長野県自閉症協会北信地区いとぐ 善光寺 本堂前
るまの会

２０２１年４月２日 日没〜２１時

一般

Light It Up Blueながの実行委員会
liubnagano@gmail.com

ブルーライトアップ高島城2021（仮）

高島城のブルーライトアップ、横断幕掲
示、市役所ロビー展示

世界自閉症啓発デーライトアップ委員会

一般

世界自閉症啓発デーライトアップ委員会

◆アートワークショップ
「地域に広がれ！ブルーライト」
Light It Up Blue ちの 2021

◆Blue Light Up
「Light It Up Blueちの2021」茅野市民館を
ブルーにライトアップします。

諏訪市高島城、諏訪市役所、諏訪市駅前 ライトアップ 令和３年４月２日
交流テラス「すわっチャオ」
展示 令和３年３月下旬～４月上旬
◆アートワークショップ
「地域に広がれ！ブルーライト」
2021年4月2日(金）
13:30～18:00予定

主催：Light It Up Blue ちの実行委員会
共同主催：茅野市民館指定管理者 株式
会社地域文化創造

茅野市民館

◆点灯式
2021年4月2日(金）
18:15〜18:30

地域住民どなたでも
※アートワークショップ：定員30人(予定)

◆点灯
「Light It Up Blueちの2021」
2021年4月2日(金）18:30～22:00
4月3日（土）～10日（土）19:00～22:00

ブルーライトアップ

上伊那圏域障がい者総合支援センター
伊那中央病院の建物一部のブルーライト
きらりあ
アップ
伊那中央病院

2021ながの発達障害啓発週間「結」プロ
ジェクト
（チャリティセミナー）

チャリティーセミナー
「JDDnetながの」の正会員団体が、講演
やシンポジウム、研修会、相談会等を行
う。
（収益は「202１ながの発達障害啓発週間
「結」プロジェクトの活動支援金とする）

長野県

伊那中央病院

主催：JDDnetながの
共催：長野県LD等発達障害児・者親の会
「よつ葉の会」、長野県自閉症協会、長野
県公認心理師・臨床心理士協会、長野県 オンライン
言語聴覚士会、特別支援教育士S.E.N.S
の会長野支部会、長野県社会福祉士会
後援：長野県、長野県教育委員会

県下で一斉に行う啓発物の掲示を中心と
2021ながの 発達障害啓発週間「結」プロ したイベント。１０圏域5０カ所以上で、長 主催：JDDnetながの
ジェクト
野県発達障害啓発シンボルマーク「結」の 共催：長野県
（ポスター掲示・啓発ブース設置）
ロゴ入りののぼり、メッセージが書かれた 後援：長野県教育委員会
パネル、発達障がい啓発物品を掲示。

4月1日～4月8日

一般

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
Home Page：
http://www.chinoshiminkan.jp/ccc/index.
htm

上伊那圏域障がい者総合支援センター

令和３年２月６日(土)
JDDnetながの（日本発達障害ネットワー
クながの）

１２：００〜１７：００
一般
昨年9月のセミナー「家族支援と発達障
害」オンデマンド配信は
当日０：００〜２３：５０の1日限定

mail: jddnagano@gmail.com
https://jddnagano.jimdofree.com/

長野県庁、長野県合同庁舎、市町村役 令和３年４月２日(金)〜８日(木)
場、病院、障がい者総合支援センター、そ 地域によっては、変更・追加あり。
の他関係施設等
期間終了後の巡回パネル展示あり。

一般

JDDnetながの（日本発達障害ネットワー
クながの）ほか

2021ながの発達障害啓発週間「結」プロ
ジェクト in佐久
（講演会）

講演会：障害があっても幸せに生きる「幸
せになる」を目標にできる支援を考える
SAKUおむすびの会
講師：NPO法人えじそんくらぶ代表高山恵
子氏

佐久平交流センター大ホール

令和３年４月10日（土）13：30～16：00

一般（100名）

さく発達相談支援センター0267-64-1022

親と子学び育ちの会
「まねきneko」
～ お喋り会 ～

・保護者相談会
・市内の施設にポスター掲示
・保護者の会へチラシ配布
など

主催者：親の会
後援：駒ヶ根市教育委員会

駒ヶ根市
地域交流センター

令和３年４月４日（日）
10：30～15：30

グレーゾーンを含む保護者や支援者
参加申し込み制

親の会 ：
親と子学び育ちの会
「まねきneko」

広報いけだ3月号に啓発記事を掲載

池田町

令和3年2月末に全戸配布

町民

池田町健康福祉課多世代相談センター

市報掲載
・世界自閉症啓発デーの紹介

千曲市

令和3年4月

市民

千曲市福祉課障がい支援係

広報飯山３月号へ記事を掲載

飯山市

令和３年３月

市民

飯山市保健福祉課

広報誌等を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デー記念作品展及び発 自閉症児・者の作品展及び障がい者への 岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック
達障がい者等理解啓発イベント
理解や配慮に関するパネル展等
岐阜市福祉部障がい福祉課
JR岐阜駅信長ゆめ広場及びソフトピア
ジャパンのブルーライトアップ

県内各地のブルーライトアップ

広報誌等を通じた広報啓発

岐阜県

自治体等啓発取組一覧

岐阜県健康福祉部障害福祉課

みんなの森 ぎふメディアコスモス（岐阜
市）

令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
市民
（木）

JR岐阜駅信長ゆめ広場（岐阜市）・ソフト 令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
県民
ピアジャパン（大垣市）
（木）

岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック長
電話：058-232-5331
岐阜市福祉部障がい福祉課
電話：058-214-2138
岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8314

岐阜市役所庁舎前の噴水をブルーカラー
岐阜市福祉部障がい福祉課
でライトアップ

岐阜市役所庁舎前噴水（岐阜市）

令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
市民
（木）

岐阜市福祉部障がい福祉課
電話：058-214-2138

多治見市役所駅北庁舎のブルーライト
アップ

多治見市福祉課

多治見市役所駅北庁舎（多治見市）

令和３年４月２日(金)～８日(木)
１７:００～２２:００

多治見市福祉課
電話：0572-23-5812

人道の丘「命のビザ」モニュメントのブ
ルーライトアップ

八百津町健康福祉課

人道の丘「命のビザ」モニュメント（八百津 令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
町民
町）
（木）

八百津町健康福祉課
電話：0574-43-2111
（2563・2569）

広報ぎふ３月１５日号に啓発記事と作品
展等の情報を掲載

岐阜市福祉部障がい福祉課

広報ぎふ

令和３年３月中旬より配布

広報配布部数：140,000

岐阜市福祉部障がい福祉課
電話：058-214-2138

広報おおがき（4月1日号）に啓発記事掲
載

大垣市障がい福祉課

広報おおがき（4月1日号）

令和3年3月全戸配布

広報紙配布部数：68,000

大垣市障がい福祉課
電話：0584-47-7298

市民

広報たかやま４月１日号に啓発記事を掲
高山市子育て支援課
載

広報たかやま

広報たかやま４月１日号

市民

高山市子育て支援課
子ども発達支援センター
電話：0577-35-3179

広報せき4月号啓発記事を掲載

関市福祉政策課

広報せき

広報せき4月号

市民

関市福祉政策課
電話:0575-23-9032

広報みの３月号に啓発記事を掲載

美濃市健康福祉課

広報みの

広報みの３月号

市民

美濃市健康福祉課
電話：0575-33-1122

広報みずなみ3月15日号に啓発記事を掲
瑞浪市社会福祉課
載

広報みずなみ

令和3年3月15日号

市内全戸配布

瑞浪市民生部社会福祉課
電話：0572-68-2113

広報はしま4月号及び市ホームページに
啓発記事を掲載

広報はしま及び市ホームページ

令和3年3月末に全戸配布及びホーム
ページへの掲載

市内全戸配布

羽島市福祉課
058-392-1111（内線2512）

広報みのかも３月号に啓発記事を掲載予
美濃加茂市福祉課
定

広報みのかも

広報みのかも３月号

市民

美濃加茂市福祉課
電話：0574-25-2111（内線326）

広報とき3月15日号に啓発記事を掲載

広報とき

令和3年3月15日号

市内全戸配布

土岐市健康福祉部福祉課
電話：0572-54-1350

広報かに３月号及び市ホームページへの
可児市福祉支援課
啓発の掲載

広報かに

（広報かに）令和3年3月号
（ホームページ）期間中に新着情報欄へも 広報配布部数：およそ32,200部
掲載※H27年度から継続して掲載中

可児市福祉支援課
障がい福祉係
電話0574-62-1111（3174）

広報やまがた４月号に
啓発記事を掲載

山県市福祉課

広報やまがた

広報やまがた４月号

市内全戸配布

山県市福祉課
電話：０５８１－２２－６８３７

広報みずほ4月号に啓発記事を掲載

瑞穂市福祉生活課

広報みずほ

広報みずほ4月号

市民

瑞穂市福祉生活課
電話：058-327-4123

広報もとす３月号に啓発記事を掲載予定 本巣市福祉敬愛課

広報もとす

広報もとす３月号

市内全戸配布

本巣市福祉敬愛課障がい福祉係
電話：058-323-7752

広報誌、市ホームページ及び郡上ケーブ
ルテレビ文字放送にて、発達障害へ理解 郡上市社会福祉課
に関する記事を掲載

広報 郡上
郡上ケーブルテレビ文字放送
郡上市ホームページ

広報郡上４月号（予定）
令和３年４月１日～４月８日

市内全戸配布

郡上市社会福祉課
電話：0575-67-1811

広報かいづ３月号に啓発記事を掲載

海津市社会福祉課

広報かいづ

広報かいづ３月号

市内全戸配布

海津市社会福祉課
発達支援センターくるみ
電話：0584-52-2126

広報ようろう３月号に啓発記事を掲載

養老町健康福祉課

広報ようろう

令和３年３月１日より配布

広報発行部数：9400

養老町健康福祉課
電話：0584-32-1105

広報ごうど３月号に啓発記事を掲載

神戸町健康福祉課

広報ごうど

広報ごうど３月号

町内全戸配布

神戸町健康福祉課
電話：0584-27-0175(直通)

広報おおの4月号に啓発記事を掲載

大野町民生部福祉課

広報おおの

令和２年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：約7、500

大野町役場民生部福祉課
電話:0585-34-1111

令和3年度版
健康生活カレンダーに
掲載（予定）

八百津町健康福祉課

令和3年度版
健康生活カレンダー

令和3年3月4日
配布予定

町民

八百津町健康福祉課
電話：0574-43-2111
（2563・2569）

広報しらかわ３月号に啓発記事を掲載

白川町保健福祉課

広報しらかわ３月号

令和３年３月１日

町民

白川町保健福祉課福祉係
0574-72-2317

村内CHの文字放送による「世界自閉症啓
東白川村保健福祉課
発デー」及び「発達障害啓発週間」の広報

東白川村全域

令和３年３月下旬～４月上旬

村民

東白川村保健福祉課
電話:0574-78-2100

ほっとみたけ３月号に啓発記事掲載

御嵩町福祉課

ほっとみたけ

ほっとみたけ３月号

町民

御嵩町福祉課
電話：０５７４－６７－２１１１

広報しらかわ３月号に啓発記事を掲載

白川村村民課

広報しらかわ３月号

令和３年３月１２日発刊

村民

白川村村民課
電話：05769-6-1311

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

関市福祉政策課

関市役所庁舎内

令和3年3月～

市民

関市福祉政策課
電話:0575-23-9032

羽島市福祉課

土岐市健康福祉部福祉課

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

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

自治体等啓発取組一覧
開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

中津川市社会福祉課

中津川市健康福祉会館前

令和３年２月～４月

市民

中津川市社会福祉課
電話：0573-66-1111

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

瑞浪市社会福祉課

瑞浪市役所本庁舎他

令和3年2月上旬～4月上旬

市民

瑞浪市民生部社会福祉課
電話：0572-68-2113

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

羽島市福祉課

羽島市役所庁舎内

令和3年3月下旬から4月上旬

市民

羽島市福祉課
058-392-1111（内線2512）

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

美濃加茂市福祉課

美濃加茂市役所 本庁舎

令和３年２月上旬～４月上旬

市民

美濃加茂市福祉課
電話：0574-25-2111（内線326）

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

可児市福祉支援課

可児市庁舎内・市連絡所

令和3年3月下旬～４月上旬

市民（来場者）

可児市福祉支援課
障がい福祉係
電話0574-62-1111（3174）

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

山県市福祉課

山県市役所庁舎内

令和３年３月下旬～令和３年４月上旬

市民

山県市福祉課
電話：０５８１－２２－６８３７

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

瑞穂市福祉生活課

瑞穂市役所庁舎内

令和3年2月上旬～4月

市民

瑞穂市福祉生活課
電話：058-327-4123

世界自閉症啓発デーポスター、啓発文言
瑞穂市福祉生活課
等を庁舎望楼部分に映写

瑞穂市役所庁舎内

令和3年4月2日～4月8日

市民

瑞穂市福祉生活課
電話：058-327-4123

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

飛騨市役所庁舎内

令和３年３月～４月

市民

飛騨市障がい福祉課
電話：0577-73-7483

市民

郡上市社会福祉課
電話：0575-67-1811

岐阜県

ポスター掲示

公共施設等のライトアップ

飛騨市障がい福祉課

世界自閉症啓発デーポスターを公共施設
郡上市社会福祉課
等へ掲示する

郡上市内の公共施設

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

下呂市社会福祉課

下呂市役所各庁舎、振興事務所

令和3年3月～4月

市民

下呂市社会福祉課
電話：0576-52-3936

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

岐南町民生部福祉課

岐南町役場庁舎内

令和３年３月～４月

町民

岐南町民生部福祉課
電話：058-247-1348

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

笠松町役場住民福祉部福祉子ども課

笠松町役場庁舎内

令和３年３月下旬～令和３年４月上旬

町民

笠松町役場住民福祉部福祉子ども課
電話：058-388-1116

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

養老町健康福祉課

養老町役場庁舎内

令和３年２月～４月

町民

養老町健康福祉課
電話：0584-32-1105

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

関ケ原町住民課

関ケ原町役場庁舎内

令和３年２月上旬より

町民

関ケ原町住民課障がい福祉係
電話：0584-43-1113（直通）

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

神戸町健康福祉課

神戸町役場･保健センター

令和３年２月上旬～

町民

神戸町健康福祉課
電話：0584-27-0175(直通)

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

輪之内町福祉課

輪之内町役場庁舎

令和3年2月上旬～（予定）

町民

輪之内町福祉課
電話：0584-69-3128

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

安八町福祉課

安八町役場庁舎内

令和３年２月上旬～

町民

安八町福祉課
電話：0584-64-7104

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

池田町健康福祉課

池田町役場庁舎内

令和３年２月上旬～

町民

池田町健康福祉課
電話：０５８５－４５－３１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

北方町福祉健康課

北方町役場庁舎内

令和３年２月～予定

町民

北方町福祉健康課
電話：058-323-1119

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

坂祝町福祉課

坂祝町役場庁舎内

令和3年3月下旬～４月上旬まで

町民

坂祝町福祉課
電話：0574-66-2406

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

富加町福祉保健課

富加町各公共施設

令和３年４月上旬

町民

富加町福祉保健課
電話：0574-54-2183

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

川辺町健康福祉課

川辺町役場庁舎内

令和３年３月～４月

町民

川辺町役場健康福祉課
電話：0574-53-7216(直通)

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

七宗町住民課

七宗町役場庁舎内

令和３年３月～４月

町民

七宗町住民課
電話：0574-48-1112

世界自閉症啓発デーのポスター掲示

東白川村保健福祉課

東白川村保健福祉センター

令和３年３月下旬～４月上旬

村民

東白川村保健福祉課
電話:0574-78-2100

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

御嵩町福祉課

御嵩町役場庁舎内

令和3年3月～4月

町民

御嵩町福祉課
電話：０５７４－６７－２１１１

次の施設のブルーライトアップ
清水エスパルスドリームプラザ観覧車
三島スカイウォーク
静岡市役所あおいドーム
掛川城
富士川楽座の大観覧車フジスカイ
ビュー
浜松城

静岡県自閉症協会
静岡市障害福祉課
富士市
静岡県発達障害者支援センターアス
タ、ココ
浜松市発達障害者支援センタールピロ
等

清水エスパルスドリームプラザ観覧車
三島スカイウォーク
静岡市役所あおいドーム
４月２日または、
掛川城
４月２日～４月８日まで
富士川楽座の大観覧車フジスカイ
ビュー
浜松城

広く一般の方々

ブルーライトアップの企画意図の説明
と協力依頼
アスタ
実施中のブルーライトアップの広報

沼津港びゅうお
御成橋
三島スカイウォーク
富士山世界遺産センター

広く一般の方々

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

各所におけるブルーライトアップの実 ココ
施
自閉症協会

管内市町
（2019実績：ふれあい大橋；藤枝市、 4月上旬
掛川城）

広く一般の方々

静岡県中西部発達障害者支援センター
ココ
0547-39-3600

沼津校大型展望水門「びゅうお」のブ
沼津市観光戦略課
ルーライトアップ

沼津港びゅうお

4月2日～4月8日

広く一般の方々

沼津市障害福祉課

（ギネスブック認定！世界一長い木の
橋）
島田市福祉課（観光課協力）
蓬莱橋のブルーライトアップ

蓬莱橋

４月２日
日没から午後９時まで

広く一般の方々

島田市福祉課

藤枝市ふれあい大橋

４月２日～４月８日

広く一般の方々

藤枝市子ども発達支援センター
ＴＥＬ054-667-3988
ＦＡＸ054-631-6866
（R3.3.28～変更あり）

富士川サービスエリア内の観覧車のイ
泉陽興業株式会社
ルミネーションをブルーライトアップ

東名高速道路富士川サービスエリア
（上り）

４月２日から８日まで

広く一般の方々

富士市障害福祉課
0545-55-2761

県民だより（３月号）掲載
eジャーナル（３月号）掲載
ラジオ放送

静岡県
静岡県教育委員会
各放送局

広報誌
放送局

３月上旬から４月８日まで

広く一般の方々

静岡県障害福祉課
054-221-2367

広報伊豆4月号に啓発記事を掲載

伊豆市社会福祉課

広報誌

令和3年4月号に掲載予定

広報誌配布部数：11,200

伊豆市役所

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

湖西市公式ウェブサイト

3月1日から4月8日

広く一般の方々

湖西市地域福祉課
053-576-4532

市HP掲載

三島市公式ウェブサイト

３月から４月８日

広く一般の方々

三島市障がい福祉課

広報誌

3月

広報誌配布部数：6,700

森町保健福祉課

市内歯科診療所

R2.12.3～12.9

市民

裾野市障がい福祉課

広報しまだ３月号にイベント開催につ
島田市福祉課
いて周知、啓発記事を掲載

広報誌

３月15日に全戸配布

広報誌配布部数：38,500

島田市福祉課

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

磐田市ホームページ

発達障害啓発週間前後（３月中旬～４
磐田市民
月中旬）

ふれあい大橋
ブルーライトアップ

藤枝市

三島市

広報もりまち３月号に啓発記事を掲載 森町保健福祉課
広報誌等への掲載

4月2日～4月8日

静岡県自閉症協会
080-3620-8711（小長井）

障がい者週間啓発物品等の配布

裾野市自立支援協議会
裾野市障がい福祉課

磐田市こども未来課こども支援グルー
プ
0538（37）2012

広報誌等への掲載

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

市内全戸配布する、広報誌「いわた」
磐田市
へ啓発記事を掲載する。

広報誌

広報誌「いわた」３月号（予定）

磐田市民

磐田市こども未来課こども支援グルー
プ
0538（37）2012

広報ふじのみや４月号に啓発記事を掲
富士宮市
載

広報誌

4月初旬に全戸配布

広報誌配布部数：42,200

富士宮市役所
障がい療育支援課

アスルクラロ沼津とのタイアップ
ホームページ掲載
ホームゲームでのリーフレット配布
場内アナウンス
電光掲示板掲出

アスルクラロ沼津ホームスタジアム

4月2日～4月8日

広く一般の方々

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

アスタ
静岡県
後援
かの川キラキラ映画祭
沼津信用金庫
一般県民にASD及び発達障害について
三島信用金庫
広く知ってもらう機会の提供として、
富士信用金庫
ASDや発達障害をテーマとした映画を
富士宮信用金庫
６本上映する
沼津商工会議所
沼津法人会
静岡新聞社・静岡放送

プラサヴェルデ

４月２日～４月３日

広く一般の方々

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

ジュビロ磐田ホームゲーム戦
啓発イベント
ココ
ホームゲーム試合前の啓発ブース設置
ジュビロ磐田
チラシ配布、ポスター掲示
ビジョン啓発メッセージ掲出

ヤマハスタジアム

3月27日ホームゲーム
エコパスタジアム

広く一般の方々

静岡県中西部発達障害者支援センター
ココ
0547-39-3600

藤枝MYFCホームゲーム戦
啓発イベント
ココ
ホームゲーム試合前の啓発ブース設置
藤枝MYFC
チラシ配布、ポスター掲示
ビジョン啓発メッセージ掲出

藤枝市総合運動公園

4月10日ホームゲーム
藤枝総合運動公園

広く一般の方々

静岡県中西部発達障害者支援センター
ココ
0547-39-3600

発達障害に係るトークセッションの動
藤枝市子ども発達支援センター
画配信

藤枝動画チャンネルにて
配信予定

＜予定＞
３月中旬から５月末頃まで

一般市民

藤枝市子ども発達支援センター
ＴＥＬ054(667)3988
ＦＡＸ054（631）6866
（R3.3.28～変更あり）

富士市立図書館内

4月2日～4月8日

図書館に見えられた方

静岡県自閉症協会
080-3620-8711（小長井）

ポスター・リーフレットの配布と趣旨
説明
アスタ
自閉症・発達障害啓発ブースの設置の
自閉症協会
依頼
実施中の広報

静岡県東部地区
市町立図書館32館

4月2日～4月8日

広く一般の方々

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

書店及び図書館内に自閉症関連書籍の ココ
特設コーナーの設置
各書店、図書館

管内市町

3月下旬～4月中旬

広く一般の方々

静岡県中西部発達障害者支援センター
ココ
0547-39-3600

管内市町

3月下旬～4月上旬

広く一般の方々

静岡県中西部発達障害者支援センター
ココ
0547-39-3600

発達障害に関する本の紹介コーナーを 森町保健福祉課
作り、発達障害への理解を図る。
公立森町図書館

公立森町図書館

4月

町民

森町保健福祉課

市内相談支援事業所、作業所等の障が
裾野市自立支援協議会
い者への理解や配慮に関するパネル展
裾野市障がい福祉課
等

市役所地下多目的ホール

R2.12.3～12.9

市民

裾野市障がい福祉課

市内図書館において、啓発コーナーの 島田市福祉課・図書館課、中西部発達
島田図書館、金谷図書館
設置
支援センター

３月30日から４月８日（予定）

市民

島田市福祉課

発達障害関連書籍、自閉症啓発デーの
藤枝市図書課
登り旗、自閉症協会の紹介パネル、
藤枝市子ども発達支援センター
Wac.絵画展示等ののコーナー設置

藤枝市駅南図書館

＜予定＞
４月２日～４月８日

一般市民

藤枝市子ども発達支援センター
ＴＥＬ054-667-3988
ＦＡＸ054-631-6866
（R3.3.28～変更あり）

厚生労働省が作成した世界自閉症啓発
デーのポスターを県内の各主要ヵ所に 静岡県自閉症協会
掲示する

県内各主要ヵ所

２月10日～４月８日

広く一般の方

静岡県自閉症協会
080-3620-8711（小長井）

厚生労働省が作成した自閉症啓発の為
のリーフレットを県内の各主要ヵ所に
静岡県自閉症協会
設置又は配布し自閉症の理解を深めて
頂く

県内各主要ヵ所

４月2日～４月8日

広く一般の方

静岡県自閉症協会
080-3620-8711（小長井）

４月2日～４月8日

広く一般の方

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

イトーヨーカドー三島店
イトーヨーカドー沼津店
サントムーン柿田川
プラサヴェルデ
サンウェルぬまづ

４月上旬予定
※ポスターが送付され次第開催場所に 広く一般の方
て掲示予定

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

公共施設（市役所関係）

４月上旬

市民

伊豆の国市役所
福祉事務所 障がい福祉課
0558-76-8007

アスタ
アスルクラロ沼津

行事等での啓発

富士市立図書館

静岡県

銀行等のモニターへの啓発映像の掲出

静岡県自閉症協会
富士市

ココ
しまだかけがわ信用金庫

図書館等での展示による啓発

沼津信用金庫
三島信用金庫
富士信用金庫
富士宮信用金庫
沼津商工会議所
沼津法人会

信用金庫、その他企業等への資料配布
アスタ
と趣旨説明
沼津信用金庫
ポスター掲示、リーフレット配架

ポスターの掲示
リーフレットの配布

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

アスタ

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

福祉事務所

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

伊豆市社会福祉課

公共施設等

3月上旬より

市民

伊豆市社会福祉課

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

掛川市発達相談支援センター

公共施設等

３月上旬より

市民

掛川市発達相談支援センター
0537-28-8017

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

健康福祉部福祉課

市内・小中学校、関係機関（小笠支
所、図書館）

４月上旬予定
※ポスターが送付され次第開催場所に 市民
て掲示予定

菊川市福祉課
0537-37-1252

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

御前崎市福祉課

市役所内

2月から4月

市民

御前崎市福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

小山町住民福祉課

小山町庁舎内

２月から４月

町民

小山町住民福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

森町保健福祉課

公共施設等

3月

町民

森町保健福祉課

清水町役場
清水町保健センター
清水町福祉センター
地域交流センター
町内公立小・中学校（５校）

配布日～４月８日

町民

清水町役場
障害福祉係

国から配布されたポスターを４月８日
清水町役場
まで役場、学校などに掲示する。

障がい福祉課

その他啓発活動

福祉介護課

福祉介護課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

島田市福祉課

公共施設等

４月

市民

島田市福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

南伊豆町福祉介護課

公共施設等

３月（予定）

町民

南伊豆町福祉課介護課

ポスター掲示による啓発

熱海市

公共施設等

2月

市民

熱海市市役所

静岡県
県内学校、県職員、県内企業への周知 静岡県教育委員会
各市町教育委員会

県内学校、県庁、県内企業

３月上旬から４月８日まで

学校生徒、県職員、一般の方々

静岡県障害福祉課
054-221-2367

静岡県ＨＰ更新、県庁内でののぼり設
静岡県
置

Ｗｅｂ、県庁

３月上旬から４月８日まで

広く一般の方々

静岡県障害福祉課
054-221-2367

あっとオーディズムへの登録
センターの民間委託に係る登録の変更 アスタ

Ｗｅｂ

2月1日～4月8日

広く一般の方々

静岡県東部発達障害者支援センターア
スタ
055-957-9090

市役所職員がブルーの服を着用

伊豆市社会福祉課

伊豆市役所

4月2日

市役所職員

伊豆市社会福祉課

職員がブルーのものを着用

磐田市

磐田市役所

4月2日

市職員

磐田市 こども未来課
ループ
0538（37）2012

こども支援グ

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

「世界自閉症啓発デーポスター・リーフ
レット」の掲示・配布・周知

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

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】
令和３年３月下旬～４月８日
(届き次第準備)

照会先

国作成のポスター及び
リーフレットの掲示・配布
Twitterを利用しての周知

岡崎市障がい福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

一宮市

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

瀬戸市

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

半田市 子育て支援課

ポスター届き次第～令和3年4月8日

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

春日井市健康福祉部障がい福祉課

令和３年２月上旬より掲示予定

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

豊川市福祉課

令和３年２月（届き次第）～
令和３年４月８日

市民

豊川市役所福祉課障害福祉係
0533-89-2159

令和３年３月下旬より

市民

津島市健康福祉部福祉課
電話：0567-24-1115
FAX：0567-24-1138
e-mail：fukusi@city.tsushima.lg.jp

令和３年３月～４月上旬

市民

岡崎市福祉部障がい福祉課
TEL：0564-23-6155
一宮市福祉部福祉課
電話 0586-28-8619

瀬戸市役所、市内の関係機関

豊川市役所内

福祉課窓口

瀬戸市社会福祉課
TEL 0561-88-2612

令和３年３月上旬～４月中旬

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

津島市健康福祉部福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

碧南市福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

刈谷市福祉総務課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

安城市障害福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

西尾市健康福祉部福祉課

西尾市役所福祉課
家庭児童支援課
（療育センター）

令和２年３月～４月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

犬山市健康福祉部福祉課

犬山市役所

令和３年２月上旬より

市民

世界自閉症啓発デーポスター
の掲示

常滑市福祉課

令和３年２月上旬～

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

小牧市障がい福祉課

小牧市障がい福祉課窓口

令和３年４月～

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

稲沢市市民福祉部福祉課

市役所

令和３年３月から４月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

東海市健康推進課
東海市社会福祉課

しあわせ村保健福祉センター
東海市役所

令和３年３月下旬～４月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

高浜市介護障がいグループ

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

清須市健康福祉部社会福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

刈谷市役所（本庁舎）・刈谷駅（ＪＲ・名鉄）
未定
南北連絡通路・ＪＲ野田新町駅

市民

啓発ポスター及びリーフレットを収受以降
市民
令和３年４月８日まで

犬山市役所健康福祉部福祉課
0568-44-0321

ポスター掲示

愛知県

市民
市役所
社会福祉協議会

令和３年３月から４月上旬

市民

愛西市保険福祉部社会福祉課

令和3年4月

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示及
びリーフレットの配付

みよし市福祉課

ポスター：令和３年４月２日～８日
リーフレット：随時

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

あま市福祉部社会福祉課

令和３年３月～４月まで

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

長久手市福祉課

令和３年３月～４月

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

豊山町福祉課

令和３年３月～令和３年４月上旬

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

蟹江町民生部保険医療課

令和３年４月から

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

飛島村民生部福祉課

令和3年4月

村民及び来館者

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

東浦町健康福祉部障がい支援課

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

愛知県福祉局福祉部障害福祉課医療療 障害福祉課内
育支援室
庁舎内地下連絡通路

令和３年３月下旬～４月上旬

県民

愛知県福祉局福祉部障害福祉課医療療
育支援室

ポスター等の掲示

世界自閉症啓発デーポスター及び発達
障害への理解や配慮に関する情報の掲
示

あいち発達障害者支援センター

・ウィルあいち情報ライブラリー
・県内のイオンモール
（予定）

令和３年３月下旬～４月上旬

県民

あいち発達障害者支援センター

ツリー及び啓発パネルの設置

・青色LEDを用いたツリーの設置
・啓発パネルの設置

豊橋市福祉部障害福祉課

障害福祉課前

令和3年4月2（金）～8日（木）

市民

市役所ロビー展示

市役所のロビーにパネル展示等を行う

豊田市障がい福祉課、発達障がい児支
援くらっぷ

豊田市役所

2021年3月15日（月）～4月2日（金）（予
定）

市民

図書館における発達障害関連書籍の展
示

図書館等において発達障害関連書籍の
特設コーナーの設置

刈谷市生涯学習課

中央図書館ほか

未定

市民

自閉症児の作品展

市内在住の自閉症児の作品を展示する

岩倉市 健康福祉部 福祉課

未定

未定
（コロナウイスル感染症の影響により変更
になる場合があります）

岡崎城の近隣にある二つの橋（殿橋・明
代橋）のブルーライトアップ

岡崎市こども発達相談センター

殿橋・明代橋

令和３年４月２日（金）

ツインアーチ１３８の
ブルーライトアップ

一宮市

国営木曽三川公園
１３８タワーパーク

４月２日(金) 18：30～21：30

豊田スタジアムのブルーライトアップ

豊田市障がい福祉課、豊田スタジアム㈱ 豊田スタジアム

2021年4月2日（金）午後6時～9時（予定） 市民

豊田大橋のブルーライトアップ

豊田市障がい福祉課、豊田市道路維持
課

2021年4月2日（金）午後6時～9時（予定） 市民

とこにゃんのブルーライトアップ

常滑市福祉課

市役所ロビー展示

市役所のロビーにパネル展示等を行う

豊田市障がい福祉課、発達障がい児支
援くらっぷ

図書館における発達障害関連書籍の展
示

図書館等において発達障害関連書籍の
特設コーナーの設置

自閉症児の作品展

市内在住の自閉症児の作品を展示する

ブルーライトアップ

豊田大橋

市民

一宮市福祉部福祉課
電話 0586-28-8619

豊田市役所

2021年3月15日（月）～4月2日（金）（予
定）

市民

刈谷市生涯学習課

中央図書館ほか

未定

市民

岩倉市 健康福祉部 福祉課

未定

未定
（コロナウイスル感染症の影響により変更
になる場合があります）

岩倉市 健康福祉部 福祉課
0587-38-5809

（市政だよりおかざき）令和３年４月１日号
に掲載予定
広報誌配布部数：160,000
（ホームページ）令和３年３月に報道発表
予定

岡崎市こども部
こども発達相談センター
TEL：0564-23-7534

岡崎市こども発達相談センター

広報一宮４月号に啓発
記事を掲載予定

一宮市

一宮市福祉部福祉課
電話 0586-28-8619
３月15日広報（令和３年３月中旬に配布） 市民
に掲載予定
広報配布部数 約9万部

春日井市健康福祉部障がい福祉課

刈谷市民だより（広報誌）令和２年４月１
日号に掲載予定
ホームページは４月１日から８日まで

広報配布部数：６３，０００部

未定

市民

広報がまごおり４月号に啓発記事を掲載 蒲郡市福祉課

令和３年３月２５日に全戸配布

広報誌配布部数：28,781部

広報ほのか４月号に啓発記事を掲載予
定

広報ほのか 令和３年４月号に掲載予定 広報配布部数：16,650

サイネージ（庁舎・バス）を利用して啓発

岡崎市こども部
こども発達相談センター
TEL：0564-23-7534

市民

刈谷市民だより（広報誌）４月１日号及び
刈谷市福祉総務課
市ホームページに啓発記事を掲載予定

広報誌等を通じた広報啓発

岩倉市 健康福祉部 福祉課
0587-38-5809

令和３年４月２日（金）～６日（火）

広報（市政だよりおかざき）４月１日号に
啓発記事を掲載・市ホームページ等で報
道発表

広報春日井３月号に啓発記事を掲載

市内関係機関へ配布し掲示を依頼

福祉課 佐野
0561-32-8010

刈谷市福祉総務課

新城市健康福祉部福祉課

刈谷市役所（本庁舎）・市内循環バス

広報あいさい3月号に啓発記事を掲載予
愛西市保険福祉部社会福祉課
定

令和3年2月末に全戸配布

広報配布部数：約22,000部

広報やとみ４月号に啓発記事を掲載

弥富市健康福祉部福祉課

令和３年４月号に掲載

広報誌配布部数：16,950

市広報紙３月号に啓発記事を掲載予定

みよし市福祉課

令和３年３月１日から

市民

福祉課 佐野
0561-32-8010

広報誌等を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

広報ひがしうら３月15日号及び町ホーム
ページに啓発記事を掲載予定

広報とうえい４月号及び市ホームページ
に啓発記事をＡ４ページ半分掲載予定

第１２回三重県自閉症協会作品展
・津市生活支援ファイル「はっぴぃの-と」
紹介コーナー
世界自閉症啓発デー特別企画「第１２回
・防災コーナー
三重県自閉症協会作品展」
・書の実演
・ミニコンサート
・啓発DVDの上映等

自治体等啓発取組一覧

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

（広報ひがしうら）令和３年３月15日（月）
までに全戸配布
広報誌配布部数：３２，６５０
（ホームページ）令和３年３月中旬にトップ
ページ新着情報に掲載予定

東浦町健康福祉部障がい支援課

（広報とうえい）令和３年４月号に掲載予
定
（ホームページ）令和３年３月下旬にトップ 広報誌配布部数：約３,０００
ページ新着情報に掲載予定

東栄町

町内全域

主催：三重県自閉症協会
後援：三重県 ほか

津リージョンプラザ３F展示場

令和3年4月1日～4月4日

限定なし

三重県自閉症協会 事務局
090-8733-0609

Light It Up Blue みえ 2021

亀山城ライトアップ
啓発物品の配布

主催：Light It Up Blue みえ実行委員会
後援：亀山市

亀山城

2021/4/2

未定

Light It Up Blue みえ実行委員会

ライトアップキャンペーン広報掲載

広報かめやまへの記事掲載

亀山市 地域福祉課
障がい者支援グループ

無し

2021/4/1号掲載予定

無し

亀山市 地域福祉課
障がい者支援グループ

障がいを理解しよう（仮）

未定

亀山市 生涯学習課
図書館

亀山市図書館

2021/3/26～2021/4/22

未定

亀山市 生涯学習課
図書館

市ホームページに啓発情報を掲載

鳥羽市健康福祉課

令和3年2月頃～4月8日（木）

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

鳥羽市健康福祉課

令和3年2月頃～4月8日（木）

市民

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

志摩市

令和3年3月下旬～4月上旬

市民

カレンダーを通じた広報啓発

町民カレンダーに世界自閉症啓発デーを
東員町地域福祉課
掲載

令和３年３月末に全戸配布

発行部数：９，１００部

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

東員町地域福祉課

令和３年２月上旬より

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

菰野町 健康福祉課

菰野町役場

令和３年２月より

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

菰野町 子ども家庭課

菰野町役場
子育て支援センター

令和３年２月より

市民

広報誌を通じた広報啓発

広報あさひ３月号に啓発記事を掲載

朝日町子育て健康課

令和3年3月上旬に全戸配布

広報配付部数：４，０００

朝日町役場子育て健康課
（059-377-5652）

広報誌を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

朝日町子育て健康課

令和3年3月上旬より

町民

朝日町役場子育て健康課
（059-377-5652）

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

川越町役場 福祉課

令和３年3月下旬～4月上旬

町民

広報令和３年4月号に啓発記事を掲載

川越町役場 福祉課・企画情報課

令和３年3月末に全戸配布

町民

テレビ広報にて、啓発情報を放送

川越町役場 福祉課・企画情報課

令和３年3月中旬より放送予定

町民

ポスターの掲示

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

明和町健康あゆみ課

令和３年２月上旬より

町民

広報誌等を通じた広報啓発

広報おおだい３月号及び町ホームページ
大台町 町民福祉課
に啓発記事を掲載予定

（広報おおだい）令和３年３月号に掲載予
定（ホームページ）令和２年３月下旬に掲 広報誌配布部数：3,900
載予定

大台町役場町民福祉課
℡0598-82-3783

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

大台町 町民福祉課

令和３年２月上旬より

大台町役場町民福祉課
℡0598-82-3783

ポスター掲示

世界自閉症啓発でーポスターの掲示

度会町保健こども課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

紀北町役場 福祉保健課

発達障害等理解啓発イベント

世界自閉症啓発デーポスター・発達障害
御浜町健康福祉課
等Q&Aのパネル掲示

世界自閉症啓発デー2021
滋賀県ブルーライトアップ

国宝彦根城ブルーライトアップ

講演会の開催

自閉症理解のためのセミナー
「自閉症（ASD)の知識のアップデート」 全
5回
滋賀自閉症協会たんぽぽ
全国的に著名な、自閉症支援第一人者で
ある講師による講演会

ブルー・ツリーの展示

「世界自閉症デー」及び「発達障がい啓発
週間」に合わせ、子ども発達支援センター 近江八幡市
入り口にブルー・ツリー等を展示

広報啓発活動

市内公共施設・小中学校

ポスター掲示
三重県

朝日町保健福祉センター

志摩市地域福祉課
0599-44-0283

菰野町役場 健康福祉課
059-391-1123
fukusi@town.komono.mie.jp
菰野町役場 子ども家庭課
059-391-1226
kodomo@town.komono.mie.jp

広報誌などを通じた広報啓発

図書館での
イベントコーナー開設

町民

町民

令和３年２月上旬より

町民

令和３年４月２日～８日

町民

令和３年4月2日～4月8日

県民

世界自閉症啓発デー2021滋賀県ブルー
ライトアップ実行委員会事務局
0748-72-7810

オンライン

令和3年6月～

自閉症支援に関心のある方

滋賀自閉症研究会
たんぽぽ
０７７－５７５－３７９６

子ども発達支援センター

令和３年４月２日（金）～
令和３年４月８日（木）

市民

近江八幡市発達支援課
０７４８－３３－８１３１

御浜町役場

世界自閉症啓発デー2021滋賀県ブルー
国宝彦根城
ライトアップ実行委員会

市立図書館のカウンター前に関連図書を
大津市
掲示

大津市立図書館
大津市立北図書館
大津市立和邇図書館

令和３年４月２日（金）～
令和３年４月８日（木）

各図書館利用者

大津市立図書館
077-526-4600
大津市立北図書館
077-574-0145
大津市立和邇図書館
077-594-2050

市立図書館で発達障害に関するコーナー
を設置（関連図書、啓発グッズ配布、ポス 彦根市
ターやパネル展示）

市立図書館

令和3年4月2日～8日

市民

彦根市発達支援センター
0749-47-3445

市民図書館にて発達支援関連の図書を
展示

栗東市立図書館

令和3年３月下旬～4月中

市民

栗東市立図書館
077-553-5700

市民及び市職員が借りたり、その場で読
むことができる発達障害関連図書を集め 甲賀市
たコーナーを市役所庁舎内に設置

市役所庁舎

常時

市民・関係職員

甲賀市発達支援課
0748‐69‐2178

みんなで知ろう！「発達障害」のこと
市立図書館のイベントコーナーに発達障 野洲市
害関連の図書を配置、

野洲図書館

令和３年３月中旬～
４月中旬

市民
図書館利用者

野洲市発達支援センター
077-587-0033

栗東市教育委員会
栗東市立図書館

図書館のイベントコーナーで関連図書を
提示

日野町

日野町立図書館

令和３年３月下旬～４月中

図書館利用者

日野町福祉保健課
0748-52-6573
日野町立図書館
0748-53-1644

「広報ひこね」への関連記事掲載、FMひ
こねによる放送

彦根市

―

令和2年3月中旬～4月8日

市民他

彦根市発達支援センター
0749-47-3445

令和3年3月中

市民

長浜市しょうがい福祉課
発達支援室
0749-65-6904

草津市発達支援センター
077-569-0353

広報「ながはま」（令和2年9月号）の発達
しょうがいに関する特集記事を、市ホーム
長浜市
ページに掲載し、世界自閉症啓発デー、
発達障害啓発週間の周知を予定（3月中）

広報4月号掲載

草津市

広報くさつ

4月

市民

ホームページに「世界自閉症デー」及び
「発達障がい啓発週間」についての記事
を掲載

近江八幡市

－

令和３年４月

市民

近江八幡市の『広報おうみはちまん』４月
号に世界自閉症啓発デーと発達障がい 近江八幡市
啓発週間の周知啓発記事を掲載

広報もりやま３月15日号に情報掲載

守山市発達支援センター

―

「育ちと学びの話」として市の行政番組放
広報誌、ホームページ、SNS等を通じた広
送やSNS動画配信
報啓発
シリーズ出前講座（子どもの気になる姿や 甲賀市
困った行動の『わけ』と関わり方について）
等

市フェイスブックへの記事掲載

甲賀市

市フェイスブック

近江八幡市発達支援課
０７４８－３３－８１３１

一般市民

近江八幡市障がい福祉課
０７４８－３１－３７１１

広報もりやま３月15日号

市民

守山市発達支援センター
077-582-1158

令和2年11月ごろから随時

市民

甲賀市発達支援課
0748-69-2178

3月中

市民

甲賀市発達支援課
0748-69-2178

広報誌、ホームページ、SNS等を通じた広
報啓発

都道府県名
指定都市名

世界自閉症啓発デー2021

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

野洲市ホームページと市広報紙に「発達
障がい啓発週間」と「世界自閉症啓発
野洲市
デー」の啓発記事をアップ

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

市民

野洲市発達支援センター
077-587-0033

広報「たかしま」
４月号

一般市民

高島市子ども未来部
児童発達支援センター
「エール」
0740-28-7016

―

広報ひの４月号

町民

日野町福祉保健課
0748-52-6573

HP

令和2年3月から

県民

滋賀自閉症研究会
たんぽぽ
０７７－５７５－３７９６

市民

彦根市発達支援センター
0749-47-3445

―

令和３年４月

滋賀県

発達障がいに関する啓発

高島市

広報ひの４月号で「自閉症啓発デー」と
「発達障害啓発週間」についての啓発記
事を掲載

日野町

自閉症啓発デーHPとのリンク滋賀自閉症
研究会たんぽぽのHPでバナーを作成

市立図書館、市内小・中学校、各地区公 ポスター展示：令和3年3月中旬～4月中
民館、福祉センター、障害者福祉セン
旬
ター、発達支援センター等
のぼり旗：令和3年4月2日～4月8日

世界自閉症啓発デーおよび
発達障害啓発週間 関連事業

啓発用ポスター・ちらしの配布や啓発用
のぼり旗の設置

スポーツイベント等における
啓発活動（予定）

・プロバスケットボールチーム・滋賀レイク
スターズ ホームゲーム会場での啓発活
滋賀県
動
（協力：JDDnet滋賀）
（啓発リーフレットの配布）
・選手を起用したポスターの制作・配布

滋賀県立体育館
（ウカルちゃんアリーナ）

令和３年4月10日・11日

県民

滋賀県健康医療福祉部
障害福祉課
077-528-3542

障がい者理解啓発イベント

(未確定）
自閉症児・者の作品展

栗東市役所

令和３年３月下旬～４月上旬

市民

栗東市発達支援課
０７７‐５５４‐６１５２

令和3年4月1日に開所予定の児童発達支
援センターの開所にかかる見学会（仮称） 甲賀市
時、ポスター掲示とパンフレット設置

児童発達支援センター

3月末から4月上旬

市民・センター利用者

甲賀市発達支援課
0748-69-2178

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

長浜市

市役所他

ポスター到着後～４月中

市民

長浜市しょうがい福祉課
発達支援室
0749-65-6904

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

近江八幡市

子ども発達支援センター

令和３年４月

市民

近江八幡市発達支援課
０７４８－３３－８１３１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

草津市

発達支援センター

ポスター届き次第～4月中

市民

草津市発達支援センター
077-569-0353

ポスター掲示

守山市発達支援センター

すこやかセンター内

ポスターが届き次第～
４月上旬

市民

守山市発達支援センター
077-582-1159

世界自閉症啓発デーのポスター掲示

甲賀市

市役所庁舎・市公共施設・駅

3月末

市民

甲賀市発達支援課
0748-69-2178

世界自閉症デーポスターの掲示

野洲市

野洲市発達支援センター
野洲市役所
関係機関

令和３年３月下旬～4月中

市民

野洲市発達支援センター
077-587-0033

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

湖南市社会福祉課

令和３年３月～４月

市民

湖南市社会福祉課
0748-71-2364

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

東近江市

東近江市発達支援センター

令和３年４月2日～４月８日

市民

東近江市発達支援センター
ＴＥＬ0748-24-0664

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

米原市

市役所等

ポスター届き次第～4月中

市民

米原市発達支援センター
0749-55-8117

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

日野町

庁内掲示板
地区公民館掲示板等

令和３年３月下旬～４月中

町民

日野町福祉保健課
0748-52-6573

児童発達支援センター見学会
称）

（仮

彦根市

栗東市子ども青少年局
発達支援課

愛荘町福祉課
0749-42-7691
愛荘町子育て世代包括支援センター
0749-42-7661

世界自閉症啓発デー啓発ポスターの掲
示

愛荘町

庁舎内掲示板

令和３年３月下旬～４月中

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

各市町・滋賀県

県内各市町、機関、学校等

令和２年3月～4月中

県民等

滋賀県健康医療福祉部
障害福祉課
077-528-3542

世界自閉症啓発デーin京都

ブルーライトアップ

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」
京都タワー、京都府庁旧本館
京都市発達障害者支援センター「かがや
き」
の５者の共催

・令和３年４月２日(金)
18:30～24:00
・令和３年４月３日（土）
18:00～24:00

府民

京都府自閉症協会
TEL:075-813-5156

世界自閉症啓発デーin舞鶴

・保健所ライトアップ
・横断幕およびのぼりの設置
・保健所特設コーナーにてポスター、障害
理解を深めるパネル展示
・舞鶴総合庁舎、綾部総合庁舎にてポス
ター、障害理解を深めるパネル展示

・京都府
・れいんぼう（舞鶴自閉症児・者の住みよ
京都府中丹東保健所
い地域づくりを進めていく会）
・発達障害者中丹圏域支援センター

令和３年４月２日（金）～８日（木）
パネル展示は4月中

府民

京都府中丹東保健所
福祉課
電話：0773-75-0856

令和３年４月８日（木）
１４：００～１６：３０

＜対象者＞
発達障がい者、家族、支援者、学校関係
者、行政、府民
＜募集人数＞
５００人

京都府
京都市

講演
第1部
「全ての子どもたちの発達を支える仕組
みづくり～多様性を認め支えあう社会へ
～」

発達障がい講演会
世界自閉症啓発デー
ｉｎ ＯＳＡＫＡ 2021

公益社団法人子どもの発達科学研究所
主席研究員
大阪大学大学院連合小児発達科学研究
主催：大阪府
科 特任講師
共催：塩野義製薬（株）
和久田 学 氏

オンライン形式

第2部
「はじめて発達障がいの学生・就労者に
かかわっていく上での基礎知識」

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

はたらく人・学生のメンタルクリニック 院
長
西井 重超 氏

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）

大阪府内主要建物のライトアップ

大阪府内主要建物（５ヵ所）を「世界自閉
症啓発デー」のシンボルカラーであるブ
ルーにライトアップする。

世界自閉症啓発デー

世界自閉症啓発デーを記念し、市役所に
おいて啓発パネルの展示やブルーライト 高槻市
アップ等を実施する。

たかつき〇まるしぇ

本市庁舎内において市内障がい福祉事
業所による授産品販売会を開催するとと
もに、厚生労働省作成の発達障がい啓発 高槻市
ポスターの掲示等を行う。広報４月号に掲
載予定。

・大阪城天守閣
・天保山大観覧車
・万博記念公園太陽の塔
・大阪府咲洲庁舎
・大阪府男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）
＜予定＞

令和３年４月２日（金）
日没（１８：３０頃）～
※ 終了時刻は施設ごとに異なり、新型コ
ロナウイス感染拡大状況によって変更と
なる可能性があります。
＜施設ごとの終了時刻＞
・大阪城天守閣：24:00
・天保山大観覧車：営業終了時刻
・万博記念公園太陽の塔：23:00
・大阪府咲洲庁舎：23:00
・大阪府男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）：21:30

＜対象者＞
府民

＜対象者＞
市民
高槻市障がい福祉課
＜対象者＞
市民

高槻市庁舎

府政だより3月号に啓発記事とイベント周
大阪府
知記事掲載

令和３年３月１日発行号

＜対象者＞
府民

大阪府障がい福祉室地域生活支援課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（4月号）
高槻市
予定

令和３年４月発行号

＜対象者＞
市民

高槻市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（3月号）
東大阪市
予定

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

東大阪市福祉部障害施策推進課

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

大阪府

広報誌等を通じた広報啓発

ポスターの掲示

・県内各地のブルーライトアップ
・啓発イベント開催

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

市町村の広報誌に啓発記事掲載（3月号）
箕面市
予定

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

箕面市健康福祉部障害福祉室

市町村の広報誌に啓発記事掲載（４月
号）予定

池田市

令和３年４月発行号

＜対象者＞
市民

池田市子ども・健康部発達支援課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（４月
号）予定

能勢町

令和３年４月発行号

＜対象者＞
町民

能勢町福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

豊能町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

豊能町保健福祉部福祉課福祉相談支援
室

市町村のホームページに啓発記事掲載
予定

豊中市

＜対象者＞
市民

豊中市福祉部障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

吹田市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

吹田市障がい福祉室

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

茨木市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

茨木市障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

島本町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

島本町健康福祉部福祉推進課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

枚方市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

枚方市地域健康福祉室障害福祉担当

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

交野市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

交野市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

四條畷市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

四條畷市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（４月
号）予定

大東市

令和３年４月発行号

＜対象者＞
市民

大東市福祉・子ども部障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

寝屋川市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

寝屋川市福祉部障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

門真市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

門真市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

守口市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

守口市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（４月
号）予定

八尾市

令和３年3月20日発行号

＜対象者＞
市民

八尾市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

柏原市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

柏原市障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

松原市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

松原市障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

藤井寺市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

藤井寺市健康福祉部福祉総務課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

羽曳野市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

羽曳野市障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

富田林市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

富田林市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

河内長野市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

河内長野市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

大阪狭山市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

大阪狭山市健康福祉部福祉グループ

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

太子町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

太子町健康福祉部福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

河南町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

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（３月
号）予定

千早赤阪村

令和３年３月発行号

＜対象者＞
村民

千早赤阪村健康福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

高石市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

高石市高齢・障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

和泉市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

和泉市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

泉大津市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

泉大津市障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

忠岡町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

忠岡町地域福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

岸和田市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

岸和田市障害者支援課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（４月
号）予定

貝塚市

令和３年４月発行号

＜対象者＞
市民

貝塚市障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

泉佐野市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

泉佐野市地域共生推進課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

泉南市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

泉南市障害福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

阪南市

令和３年３月発行号

＜対象者＞
市民

阪南市市民福祉課

市町村のホームページに啓発記事掲載
予定

熊取町

＜対象者＞
町民

熊取町障がい福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

田尻町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

田尻町福祉課

市町村の広報誌に啓発記事掲載（３月
号）予定

岬町

令和３年３月発行号

＜対象者＞
町民

岬町福祉課

令和３年３月～４月

＜対象者＞
府民

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

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

大阪府
（関係各機関、各市町村）

・姫路城のブルーライトアップ
・光のパレードの開催

ライト・イット・アップ・ブルー姫路実行委員 ・姫路城
会
・姫路駅北にぎわい交流広場等

令和３年４月２日（金）

市民

ライト・イット・アップ・ブルー姫路実行委員
会

明石市立天文科学館のブルーライトアッ
プ

明石市福祉局生活支援室発達支援課

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

市民

明石市福祉局生活支援室発達支援課

「広報あかし」に啓発記事を掲載予定

明石市福祉局生活支援室発達支援課

4月1日号

広報配布部数：約100,000

明石市福祉局生活支援室発達支援課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

明石市福祉局生活支援室発達支援課

令和3年3月～4月上旬

市民

明石市福祉局生活支援室発達支援課

西宮市障害福祉課等

令和３年４月（予定）

市民

西宮市障害福祉課

府内関係各機関

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

ライトイットアップブルー

市役所玄関を青いライトで照らし自閉症
の啓発を行う(予定)

芦屋市

芦屋市役所

4月2日～4月8日
午後6時～午後10時(予定)

市民

芦屋市福祉部障がい福祉課
TEL:0797-38-2043
FAX:0797-38-2160

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

豊岡市社会福祉課

豊岡市役所本庁舎 等

2020年3月～4月上旬

市民

豊岡市社会福祉課
TEL 0796-24-7033

図書館での啓発活動

１．図書館に関連図書コーナーを作成
２．図書館に発達障害の方の絵画作品等 豊岡市
を掲示

豊岡市立図書館
（兵庫県豊岡市京町5-28）

１ヶ月間
（３月中旬～４月中旬予定）

市民

豊岡市社会福祉課
TEL 0796-24-7033

ブルーのリボン着用

関係課職員がブルーのリボンを着用

豊岡市こども教育課こども支援センター

豊岡市役所本庁舎 等

2020年4月上旬

市職員

豊岡市こども教育課こども支援センター
TEL 0796-21-9003

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスター掲示

たつの市

市役所（支所含む）
はつらつセンター、保健センター

４月２日～８日

市民

たつの市地域福祉課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

西脇市社会福祉課

西脇市福祉事務所他

令和３年３月下旬～令和３年４月8日まで 市民

西脇市社会福祉課

県内各地のブルーライトアップ

ひまわりの塔ブルーライトアップ

小野市社会福祉課
発達障がい児親の会

ひまわりの丘公園

4月2日～4月8日

市民

小野市社会福祉課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

小野市社会福祉課

市庁舎、コミュニティセンター

３月下旬～４月上旬

市民

小野市社会福祉課

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

「世界自閉症啓発デー」に
ブルーライトアップを実施

【実施者】
三木市発達障がい児親の会 ほわいとは ①三木市役所
市役所正面玄関前のオブジェや、市内に あと,
正面玄関前 オブジェ
ある時計台等に設置してある照明器具を その他関係者
②緑が丘さんさん広場
利用して、日没から午後10時までブルー 【協力】
時計台
ライトアップを実施予定。
三木市、
③岡田金属工業 ㈱
サンロード商店街振興組合、
正門 時計台
岡田金属工業㈱

令和3年4月2日（金）
日没より22時まで

市民

三木市障害福祉課
0794-82-2000 内線2304

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

令和３年２月～４月

市民

三田市障害福祉課

市ホームページによる啓発

世界自閉症啓発デーの周知

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

啓発物品の配布

３歳児健診と5歳児健診で発達障害への
南あわじ市健康課
理解に関するパンフレットを配布

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

淡路市健康福祉部地域福祉課

ポスター掲示

世界自閉啓発デーポスターの掲示

宍粟市

ブルーライトアップ

ランドマーク展望台のブルーライトアップ

啓発のぼりの掲出等

三田市障害福祉課

-

-

-

-

養父市社会福祉課

掲示場所：丹波市役所本庁第２庁舎、丹
令和２年３月下旬～４月上旬
波市健康センターミルネ

市民

丹波市健康福祉部障がい福祉課 電話
0795-88-5263

3歳児健診、5歳児健診の会場

各月1回

市民

南あわじ市健康課

令和3年3月下旬～4月中旬

市民

淡路市健康福祉部地域福祉課

市役所及び市民局

令和３年3月下旬～４月

市民

宍粟市

加西市健康福祉部地域福祉課

ランドマーク展望台

令和3年4月2日～4月8日

市民

加西市健康福祉部地域福祉課
0790-42-8725

啓発のぼりの掲出と啓発グッズの配布

加西市健康福祉部地域福祉課

庁舎内

令和3年4月1日～4月9日

市民

加西市健康福祉部地域福祉課
0790-42-8725

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

播磨町福祉グループ

～令和３年４月８日（水）

町民

播磨町福祉グループ

広報誌等を通じた広報啓発

広報はりま４月号に啓発記事を掲載予定 播磨町福祉グループ

令和３年３月下旬

町民
広報誌配布部数：１３，４００

播磨町福祉グループ

令和３年３月下旬

町民

福崎町役場 健康福祉課
町民福祉係
電話：0790-22-0560
ファックス：0790-22-5980
メール：fukushi@town.fukusaki.lg.jp

丹波市健康福祉部障がい福祉課

兵庫県

広報誌等を通じた広報啓発

町ホームページに啓発情報を掲載

健康福祉課 町民福祉係

町内施設のブルーライトアップ

町内の公共施設（町庁舎、保健福祉会
館）のライトアップを行う。

太子町生活福祉部社会福祉課
太子町社会福祉協議会

太子町役場
太子町保健福祉会館

令和3年4月2日（金）～令和3年4月8日
（木）

町民

太子町社会福祉課
079-277-1013

町内施設のブルーライトアップ

町内所在の寺院のライトアップを行う。

太子町手をつなぐ育成会
社会福祉法人 あすか会
太子町生活福祉部社会福祉課

斑鳩寺

令和3年4月2日（金）

町民

太子町手をつなぐ育成会
079-277-1060

広報かみごおり３月号に啓発記事を掲載
上郡町健康福祉課
予定

令和3年3月15日（月）から全戸配付及び
町内のパンフレットラック設置場所での配 広報誌配付部数：6,500部
付

上郡町健康福祉課

町ホームーページに啓発記事を掲載予定 上郡町健康福祉課

令和3年3月15日（月）～4月8日（木）を予
町民
定

上郡町健康福祉課

町のケーブルテレビ自主放送「えんしん
ネット」で文字放送により啓発予定

上郡町健康福祉課

令和3年3月15日（月）～4月8日（木）を予
町民
定

上郡町健康福祉課

ポスターの掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

上郡町健康福祉課

令和3年3月下旬～4月上旬を予定

町民

上郡町健康福祉課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

香美町福祉課

令和3年3月下旬～4月上旬

町民

香美町福祉課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

新温泉町健康福祉課

令和２年３月～令和２年４月上旬

町民

新温泉町健康福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

奈良県障害福祉課

令和３年２月～

県民

広報誌等を通じた広報啓発

ポスター掲示

啓発物品等の作成・配布

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

大和郡山市
都市計画課・厚生福祉課
市立図書館

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

天理市社会福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

五條市社会福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

川西町健康福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

奈良県障害福祉課内

令和３年３月上旬より

市民

令和3年2月～

県民

令和３年４月

市民

庁舎内掲示板

ポスター受理後すみやかに。

町民

田原本町役場健康福祉課

田原本町役場

令和３年３月下旬より

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

斑鳩町福祉子ども課

斑鳩町福祉子ども課窓口

ポスター届き次第

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

上牧町福祉課

上牧町役場
上牧町保健福祉センター

令和3年3月下旬～4月上旬まで

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

大淀町福祉課

大淀町役場 等

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

天川村健康福祉課

未定

未定

住民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

野迫川村住民課

野迫川村役場内

ポスター受取後

村民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

十津川村福祉事務所

十津川村役場内

随時

村民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

上北山村保健福祉課

令和２年４月

村民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

東吉野村住民福祉課

東吉野村役場内

県より啓発ポスターが届き次第掲示、発
達障害啓発週間終了まで

村民

啓発物品の配布

県発達障害者支援センター

県内

令和3年4月上旬より

県民

天理市役所内

市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

奈良県自閉症協会
大和郡山市厚生福祉課・都市計画課

郡山城天守台

令和３年４月２日（金）
０：００

広報啓発活動

動画配信による啓発活動

県発達障害者支援センター

オンライン

令和3年4月上旬より

１８：００～２

市民

奈良県

令和３年３月３１日（水）
～令和３年５月５日（水）

市民

発達障害の理解啓発に関するパネル展・ 県障害福祉課
書籍紹介
県発達障害者支援センター

県立図書情報館

令和3年4月上旬より

県民

こころとからだの健康パネル展示

自殺対策強化月間における心の健康に
関するパネル展示、関連図書などの展示
香芝市保健センター
等
香芝市市民図書館
（自閉症・発達障害関連ブ－ス有。自閉症
啓発デーのリーフレット配布予定）

香芝市市民図書館

令和３年３月４日～４月１日

市民

自閉症に関するコーナー設置

生駒市内図書館にて自閉症や発達障が
生駒市図書館
いに関する特集コーナーを設置

生駒市内図書館５か所

４月1日～４月30日

図書館利用者

発達障害に関するコーナー設置

発達障害啓発週間にあわせ図書館の特 宇陀市中央図書館
集コーナーにて関係図書を展示・ＰＲ
宇陀市介護福祉課

宇陀市中央図書館

4月1日から3週間程度

市民

障がい者理解啓発イベント

図書館にて、発達障がいに関する書籍を
田原本町役場 健康福祉課
集めたコーナーの設置

田原本町 青垣生涯学習センター

未定

町民

広報御所４月号に啓発記事掲載予定

御所市福祉課

御所市内

令和３年３月末に全戸配布予定

市民

広報令和３年４月号に啓発記事掲載

宇陀市介護福祉課

令和３年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：１２，４００

市民

自閉症発達障害関連書籍の紹介

啓発展示

広報誌等を通じた広報啓発

大和郡山市立図書館

上牧町福祉課

東吉野村住民福祉課

左記の取組みは、主催者側の開催判断
有無の確認が取れておりませんので、あ
くまでも例年通りの予定を掲載したもので
ありますことを念のため申し添えます。ま
た、中止の場合がありますことを合わせて
お伝えします。

県民

大和郡山市立図書館

関連書籍紹介

左記の取組みは、主催者側の開催判断
有無の確認が取れておりませんので、あ
くまでも例年通りの予定を掲載したもので
ありますことを念のため申し添えます。ま
た、中止の場合がありますことを合わせて
お伝えします。

左記の取組みは、主催者側の開催判断
有無の確認が取れておりませんので、あ
くまでも例年通りの予定を掲載したもので
ありますことを念のため申し添えます。ま
た、中止の場合がありますことを合わせて
お伝えします。

生駒市障がい福祉課

御所市福祉課障害福祉係

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

広報令和３年４月号に啓発記事掲載

平群町役場福祉こども課

令和２年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：７，２８３

広報かわにし３月号及び町HPに啓発記
事を掲載予定

川西町健康福祉課

（広報かわにし）令和3年3月号に掲載予
定
（ＨＰ）令和3年3月から掲載予定

広報誌配布部数：未定

広報あすか４月号に啓発記事を掲載

明日香村健康づくり課

令和３年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：約２，３００部
（世帯約２，２００件＋村内施設配架）

ツイッターでの啓発

自閉症啓発デーについてツイッターに掲
載する。

生駒市

―

啓発物品等の作成・配布

啓発リーフレットの配布

和歌山市障害者支援課
和歌山県自閉症協会和歌山市分会

和歌山城周辺

令和３年４月２日（金）

発達障害への理解や配慮に関するパネ
ル展等

和歌山県障害福祉課

和歌山県庁内

令和３年３月３０日（火）～４月１２日（月） 県民

和歌山市役所
本庁舎１階市民ギャラリー

令和３年３月２４日（水）～４月１日（木）

市民

和歌山市役所
本庁舎１４階食堂前

令和３年４月２日（金）

市民

和歌山城天守閣

令和３年４月２日（金）

市民

照会先

平群町福祉こども課

広報誌等を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デー記念作品展及び障 市役所１階市民ギャラリーに絵画等の作 和歌山市障害者支援課
がい者理解啓発イベント
品を展示する
和歌山県自閉症協会和歌山市分会

市役所１４階フロアを使用し、絵画等の作 和歌山市障害者支援課
品を展示する
和歌山県自閉症協会和歌山市分会

ブルーライトアップ

広報誌を通じた広報啓発

4月2日

生駒市障がい福祉課

市民

和歌山城天守閣のブルーライトアップ

和歌山市障害者支援課
和歌山県自閉症協会和歌山市分会

広報紀の川３月号に啓発記事を掲載

紀の川市障害福祉課

令和３年３月に全戸配布

広報誌配布部数：26,500

広報いわで４月号に啓発記事を掲載

岩出市地域福祉課

令和３年４月に全戸配布

広報誌配布部数：23,600

市ホームページに啓発記事を掲載

岩出市地域福祉課

広報４月号に啓発記事を掲載

紀美野町保健福祉課

-

市民

令和３年３月下旬に全戸配布

町民

広報ありだがわ４月号に啓発記事を掲載
有田川町やすらぎ福祉課
予定

令和３年３月末に配布

各戸配布

広報令和３年４月号に啓発記事を掲載予
美浜町健康推進課
定

令和３年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：2,887

広報（４月号）に掲載予定

みなべ町健康長寿課

令和３年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：4,756

県内各振興局健康福祉部

ポスター入手後～R３年４月上旬

県民

子ども・女性・障害者相談センター

ポスター入手後～R３年４月上旬

県民

紀南児童相談所・新宮分室

ポスター入手後～R３年４月上旬

県民

令和３年１月中旬より

市民

橋本市健康福祉部福祉課

令和３年２月上旬より

市民

有田市保健センター

令和３年度４月中

市民の方々

和歌山県

海南市社会福祉課

新宮市福祉課

ポスター掲示

「世界自閉症啓発デーポスター」の掲示

海南市庁舎

窓口に掲示

市民

岩出市地域福祉課

令和３年３月下旬～４月上旬

市民

紀美野町保健福祉課

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

九度山町福祉課

ポスター入手後～R３年４月上旬

町民

高野町福祉保健課

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

令和３年３月～４月頃

町民及び来庁者

由良町住民福祉課

ポスター入手後～R３年４月上旬

町民

上富田町役場 住民生活課

令和３年３月頃
（ポスターが届き次第、随時対応可能）

町民

那智勝浦町 福祉課

令和３年２月～４月上旬

町民

日高町住民福祉課

役場庁舎内掲示板

海南市社会福祉課
℡０７３－４８３－８６０２

世界自閉症啓発デー
ブルーライトアップイベント

バードハット（予定）のブルーライトアップと
鳥取県
横断幕の設置

バード・ハット
（鳥取市今町2丁目）

令和3年4月2日（金）～8日（木）

県民

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局
子ども発達支援課
電話 0857‐26‐7865

発達障がい啓発週間イベント

ショッピングモール（予定）にてパネル展
示、DVD上映、啓発グッズの配布

（未定）

令和3年4月4日（日）
14：00～16：00（予定）

県民

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局
子ども発達支援課
電話 0857‐26‐7865

発達障害啓発キャンペーン

町立図書館にて、発達障害啓発コーナー
を設置し、ポスター掲示や関連図書の展 岩美町
示を行う。

岩美町立中央公民館

令和3年4月1日（木）～30日（金）

町民及び図書館利用者

岩美町役場住民生活課
電話 0857‐73‐1415

広報誌等を通じた広報啓発

広報4月号に啓発記事を掲載する。

智頭町福祉事務所

町内

令和3年3月下旬(予定)

町民

智頭町福祉事務所
電話 0858‐75‐4102

図書館展示

発達障がいに関する関係書籍の展示コー 町立みささ図書館・
ナー設置
鳥取県自閉症協会

町内

令和3年3月～4月

来館者

町立みささ図書館
電話 0858‐43‐1145

町民

北栄町福祉課
電話 0858‐37‐5875
北栄町教育総務課
電話 0858‐37‐5870

令和3年3月末に全戸配布

配布部数：5,600部

北栄町福祉課
電話 0858‐37‐5875
北栄町教育総務課
電話 0858‐37‐5870

北栄町図書館
電話 0858‐37‐5515

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

鳥取県

北栄町福祉課・教育総務課

北栄町福祉課・教育総務課

町内

町内

令和3年2月上旬～4月

広報誌等を通じた広報啓発

広報ほくえい４月号に啓発記事を掲載

自閉症啓発パネル展

4月2日の「世界自閉症啓発デー」に合わ
せ、パネル展示をし、自閉症をはじめとす 北栄町図書館・
る発達障害への理解を深める機会とす
特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 北栄町図書館 玄関ロビー
る。併せて関連本の展示・貸出につなげ
る。

令和3年3月下旬～4月中旬

来館者

啓発チラシ配布

会員サポート会員へのチラシ等の配布

鳥取県自閉症協会

県内

令和3年3月下旬（定期発送時）

配布部数：300部

鳥取県自閉症協会
電話 0857‐30‐2776

ホームページを通じた啓発

ホームページにて啓発関係記事を掲載

鳥取県自閉症協会

―

随時

一般

鳥取県自閉症協会
電話 0857‐30‐2776

図書館展示

鳥取県自閉症協会
発達障がいに関するパネル・関係書籍等
各図書館（共催）
の展示

県内図書館 12カ所
県外（兵庫県） 1カ所

令和3年3月～4月

図書館来館者

鳥取県自閉症協会
電話 0857‐30‐2776

鳥取県

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

鳥取県自閉症協会
電話 0857‐30‐2776

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

鳥取県自閉症協会

協力関係機関（病院・医院・薬局・店舗
等）

令和3年3月～4月

一般

啓発展示

世界自閉症啓発デーin鳥取2021withふ
らっと

困り感を抱える子を支援する親の会／
らっきょうの花

鳥取県立人権ひろば21ふらっと

令和3年4月2日（金）～4月14日（水）

県民（延べ50～100人）

らっきょうの花
メール rakkyou87@yahoo.co.jp

大山町高麗コミュニティセンター

令和３年4月3日（土）10：00～

県民 20名程度

鳥取県ことばを育む会
tottorioyanokai@gmail.com

ポスターが届き次第

市民

障がい者福祉課
障がい者政策係 岩本
0852-55-5304

LD.ADHD等のある方が示す困難さについ
LD.ADHD等の心理的疑似体験プログラム て、心理的に体験を通してどのような支援 鳥取県ことばを育む会
が必要か考える

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

松江市障がい者福祉課
松江市教育委員会
発達・教育相談支援センター

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

出雲市福祉推進課

市役所本庁および行政センター

令和3年2～4月

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

益田市障がい者福祉課

市役所本庁・福祉事務所

令和３年３月～４月（予定）

市民（小・中学生を含む）

益田市障がい者福祉課
担当：田邊
yumi-tanabe@city.masuda.lg.jp

市役所各庁舎 等

令和３年４月より
※啓発ポスター受取り後

市民

安来市福祉課
（障がい者福祉係）
電話0854-23-3216

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

安来市福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

江津市 高齢者障がい者福祉課

令和2年3月下旬～4月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

雲南市障がい福祉課

令和２年３月下旬から４月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

奥出雲町福祉事務所

令和３年３月下旬～

町民

主催：チアアップチャイルドみさと
世界自閉症啓発デーポスターの掲示(ライ 後援：美郷町・美郷町教育委員会・美郷
町内事業所等
トイットアップでつながろう）
町社会福祉協議会・邑智郡言葉を育てる
親の会・美郷町校長会

令和3年3月15日～4月8日

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

邑南町福祉課

令和3年3月下旬～4月8日

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

島根県健康福祉部障がい福祉課

県庁舎、県立施設、県立学校等

令和３年４月

県民

世界自閉症啓発デーポスター掲示

島根県東部発達障害者支援センター
ウィッシュ

いきいきプラザ島根
島根県出雲合同庁舎

令和３年４月

県民

IP放送での周知(ライトイットアップでつな
がろう)

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
町内全戸
町社会福祉協議会・邑智郡言葉を育てる
親の会・美郷町校長会

調整中

町民

チアアップチャイルドみさと
代表木村忍
電話0855-74-6280

令和３年４月２日～４月８日

市民

益田市障がい者福祉課
担当：田邊
yumi-tanabe@city.masuda.lg.jp

ポスター掲示

島根県

お知らせ放送での周知

告知端末（お知らせ放送）を利用した周知
益田市障がい者福祉課
啓発

告知端末を設置しているご家庭

チアアップチャイルドみさと
代表木村忍
電話0855-74-6280

防災行政無線による広報

邑南町福祉課

令和3年3月末に放送

防災行政無線
加入世帯4,900戸

ＯＨＴＶ邑南ケーブルテレビによる広報

邑南町福祉課

令和3年3月末に放送

おおなんケーブルテレビ
加入世帯4,300戸

邑南町役場庁舎のブルーライトアップ

島根県自閉症協会 邑智部会
協力：邑南町中野
株式会社トリコン
ＬＥＤ製造

令和3年4月2日～4月8日

町民

ライトアップ(ライトイットアップでつながろ
う)

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 美郷町立大和中学校
町社会福祉協議会・邑智郡言葉を育てる 美郷町立邑智小学校
親の会・美郷町校長会

令和３年４月２日～８日

町民

広報おおなん３月号に啓発記事を掲載

邑南町福祉課

令和３年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：4,300部

機関紙の作成と発送

島根県東部発達障害者支援センター
ウィッシュ

令和３年４月

県東部関係支援機関

チラシ/リーフレット配布

世界自閉症啓発デーチラシ/リーフレット
配布

島根県東部発達障害者支援センター
ウィッシュ

令和３年４月

県東部関係支援機関

作品展示
啓発物展示

当事者の方の作品の展示 等

島根県東部発達障害者支援センター
ウィッシュ

令和３年４月

県民

小冊子の展示、販売

当事者本人が作成した発達障がいに関
する小冊子の展示、販売

島根県東部発達障害者支援センター
ウィッシュ

令和３年４月

県民

啓発物品等の作成、配布

クリアファイルの作成、配布
世界自閉症啓発デーチラシ/リーフレット
の配布

出雲地区／雲南地区自閉症協会

令和３年４月

市民

街頭啓発活動

自閉症啓発のチラシ及び啓発物品配布を
通じて多くの方に自閉症について理解し 主催：岡山県発達障害児・者の親の会連
JR岡山駅東口1階及び
てもらう機会とします。親の会、ボランティ 携協議会
西口連絡橋付近
ア、自治体職員及び自治体キャラクター 共催：岡山県、岡山市
が一緒に啓発活動を行います。

令和3年4月4日（日）10:00～12:00

一般
チラシ等2,000部配布予定

街頭啓発活動

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

主催：岡山県発達障害児・者の親の会連
携協議会
JR倉敷駅北口付近
共催：岡山県、倉敷市
後援；岡山市

令和3年4月2日（金）
10:00～12:00

一般
チラシ等2,000部配布予定

街頭啓発活動

チラシ及び啓発物品の配布

赤磐市
岡山県自閉症児を育てる会

赤磐市 山陽マルナカ山陽店

令和3年4月2日（金）

一般
チラシ等500部を配布予定

赤磐市役所社会福祉課福祉推進班
電話：086-955-1115

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーに併せて岡山城をラ
イトアップ（ブルー）することで自閉症をは 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
じめとする発達障害について広く啓発す 協力：岡山市
る。

岡山市 岡山城天守閣

令和3年4月2日（金）
日没後～24時

一般

ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
電話：086-801-4010

ブルーライトアップ

主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会、特
自閉症啓発デー城西浪漫館ブルーライト 定医療法人 和風会 中島病院
津山市 城西浪漫館（中島病院旧本館）
アップ
共催：津山地域自立支援協議会・津山市
後援：おかやま発達障害者支援センター

令和3年4月2日（金）・4月3日（土）18:30～
一般
（予定）

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

ブルーライトアップ

夢すき公園での親子孫水車をライトアップ
新見市
します。

新見市 夢すき公園

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

一般

新見市福祉部福祉課
障害者福祉係
電話:0867-72-6126

ブルーライトアップ

国指定重要文化財である「備中国分寺五 主催：総社市
重塔」をブルーライトアップします。
共催：NPO法人 岡山県自閉症協会

総社市 備中国分寺五重塔

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）19:00
～22:00

一般

総社市福祉課障がい福祉係
電話：0866-92-8269

パネル展示

自閉症についての啓発パネル及び子ども 主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
たちの絵、作品の展示、ＤＶＤ放映等
共催：岡山市

①市役所1階市民ホール
②エキチカひろば

①令和3年4月2日（金）・4月5日（月）
②令和3年4月4日（日）

一般

ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
電話：086-801-4010

パネル展

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

令和3年3月29日（月）～
4月5日（月）8:30～17:15

一般

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

岡山県立図書館 １階エントランス

令和3年3月16日（火）～4月18日（日）

一般

岡山市立中央図書館 １階

【申請中】令和3年4月 日～5月 日

一般

邑智郡邑南町矢上６０００番地邑南町役
場

ブルーライトアップ
チアアップチャイルドみさと
代表木村忍
電話0855-74-6280

広報誌等を通じた広報啓発

岡山県
岡山市

図書館との連携展示
連携展示

発達障害・自閉症に関する図書の展示と
啓発資材の配布をします。
自閉症・発達障害に関する本の展示と
リーフレット等の配置

主催：岡山県
協力：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会
主催：岡山市立中央図書館
協力：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会

いきいきプラザ島根
島根県出雲合同庁舎

県内ショッピングモール

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

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

岡山県保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7362
岡山市立中央図書館
電話：086-223-3373

啓発物品の着用

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）
イメージカラーである青いものを当該期間 倉敷市
において、身に着けることで、啓発活動を
行います。

倉敷市庁舎他

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

倉敷市職員

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

啓発物品の着用

ブルーリボンの着用

赤磐市

赤磐市庁舎他

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

赤磐市職員 500人

赤磐市役所社会福祉課福祉推進班
電話：086-955-1115

懸垂幕の掲出

懸垂幕の掲出

岡山県

岡山県庁舎

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

一般

岡山県障害福祉課
電話:086-226-7362

懸垂幕の掲出

懸垂幕の掲出

岡山市

岡山市庁舎

令和3年3月29日(月）～4月8日（木）

一般

岡山市発達障害者支援センター
電話:086-236-0051

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広島県
広島市

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

開催場所

自治体の広報媒体による啓発

世界自閉症啓発デーのポスターをデジタ
岡山市
ルサイネージを使って表示

岡山駅南地下道
岡山駅東西連絡通路

自治体の広報媒体による啓発

世界自閉症啓発デーのフライヤー等をデ
新見市
ジタルサイネージを使って表示

①新見市役所南庁舎
②新見市立中央図書館

レディオMOMO

世界自閉症啓発デーについてのFMラジ
オ放送

岡山市

ライト it up ブルー広島

広島城をブルーライトアップ

広島県，広島市，広島自閉症協会

図書館の特設展示

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

令和3年3月29日(月）～4月8日（木）

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

照会先

一般

岡山市発達障害者支援センター
電話:086-236-0051

一般

新見市福祉部福祉課
障害者福祉係
電話:0867-72-6126
岡山市発達障害者支援センター
電話:086-236-0051

令和3年3月30日（火）

広島城

令和３年４月２日～４月８日
予定

一般市民等

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

広島県立図書館

令和３年３月13日～５月22日

図書館来館者

県ホームページ等掲載

広島県ホームページに自閉症啓発デー・
発達障害週間について掲載する。
広島県
広島県フェイスブック・ツイッターに投稿予
定

－

令和３年３月～５月

一般市民等

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架

各庁舎にてポスター掲示，チラシ・リーフ
レット配架を行う。

県庁，広島市役所，広島市区役所

令和３年３月～５月

来庁者

図書館の特設展示

呉市中央図書館において，特設コーナー
を設置し，発達障害を扱った幅広いジャン
呉市
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

令和３年４月２日～８日

図書館来訪者 約1,730人
(R1実績)
呉市障害福祉課
※コロナ禍で3月より図書館の利用制限を
岩見
設けていた。
0823-25-3523

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架

庁舎内や各市民センターでポスターを掲
呉市
示または情報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

令和３年４月２日～８日

来庁者

ケーブルテレビによる広報啓発

たけはらケーブルネットワーク「タネット」に
おいて「世界自閉症啓発デー」及び「発達
たけはらケープルネットワーク「タネット」
障害啓発週間」について取り上げた番組
を放映。

令和３年４月１日～15日

一般市民等

ポスター掲示

庁舎へポスターを掲示。

竹原市

竹原市役所

～令和３年４月30日

一般市民等

広報誌掲載

広報たけはら3月号に関連記事を掲載。

竹原市

-

令和３年３月５日発行

一般市民等

図書館の特設展示

市立竹原書院図書館において啓発パネ
ルの設置及び発達障害を扱った図書の
紹介。

竹原市

市立竹原書院図書館

令和３年４月１日～15日

一般市民等

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架

本庁舎２階及び保健福祉センター掲示板
に啓発ポスターを掲示。同チラシ棚にチラ 三原市
シ・リーフレット配架。

三原市役所，三原市総合保健福祉セン
ター（サン・シープラザ），本郷・久井・大和 令和３年３月～４月
保健福祉センター

広報誌掲載

広報4月号に関連記事を掲載。

三原市

-

広報４月号に掲載

庁舎内でのポスター掲示
チラシ配架

市役所庁舎へポスターを掲示。
情報コーナーへチラシを配架。

尾道市

尾道市社会福祉課 因島福祉課

令和３年３月１日～４月２日

広報誌への掲載

広報おのみち3月号に関連記事を掲載。

尾道市

-

令和３年３月10日発行

庁舎内でのポスター掲示

庁舎掲示板へポスターを掲示。

福山市

福山市役所本庁舎

令和３年４月２日～８日

一般市民等

広報誌への掲載

市民向けに，発達障害啓発週間に合わ
せ，発達障害への理解を深めるための啓 府中市
発記事を広報ふちゅう４月１日号に掲載

広報誌

令和３年４月１日号

一般市民等

図書館の特設展示

特集コーナーの設置

府中市

府中市立図書館

令和３年４月１日より２週間程度

一般市民等

広報誌掲載

「広報みよし」3月号に関連記事を掲載

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）

-

令和３年３月1日～31日

一般市民等

広島県，広島市

広島県障害者支援課
讃岐
082-513-3157

一般市民

一般市民等
一般市民等

図書館の特設展示

特設コーナーに発達障害に関連する書籍 三次市（三次市障害者支援ネットワーク
配置，チラシ配置，ポスター掲示
連絡会議 療育・発達支援部会）

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配架

庁舎1階掲示版へポスターを掲示。情報
コーナーへチラシを配架。

庄原市役所

ブルーライトアップキャンペーン

（主催）ハートとハート～子育てと発達障
害を考える会～
大竹駅前ひろばをブルーライトアップで彩
（共催）NPO法人「ハローの仲間」Oh!バン 大竹駅前ひろば
る。
ブー倶楽部
放課後等デイサービスフーレイ

ブルーライトアップキャンペーン

市役所をブルーライトアップで彩る。

（主催）ハートとハート～子育てと発達障
害を考える会

大竹市役所

令和３年４月２日～４月８日

一般市民等

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配布

庁舎1階掲示版へポスターを掲示。情報
コーナーへチラシを配布。

大竹市

大竹市役所

令和３年３月初旬～５月上旬

一般市民等

図書館の特設掲示

図書館の特集コーナーでパネル展示や
本の紹介による啓発。

大竹市

図書館

令和３年４月１日～４月中旬

図書館来館者

メールマガジンの発行

障害者福祉課メールマガジン「スマイル通
信3月号」に世界自閉症啓発デー日本実
東広島市
行委員会公式サイト，特定非営利活動法
人広島自閉症協会の紹介を行う。

令和３年３月15日

メールマガジン対象者
(100通程度)

ポスター掲示
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
センターへポスター掲示，チラシ・リーフ 東広島市
レット配架。

庁舎内，東広島市子育て・障害総合支援
令和３年３月中旬～４月中旬
センター

一般市民等

図書館の特設展示

図書館に特設コーナーを配置し，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。

東広島市立中央図書館

令和３年４月２日～４月８日

図書館来館者

ブルーライトアップ

東広島市立美術館を青い光でライトアップ
東広島市
する。

東広島市立美術館

令和３年４月２日～４月８日

一般市民等

ライト it up ブルー広島ｉｎ廿日市市

自閉症・発達障がい啓発のシンボルカ
ラーとなっている青色のライトアップ

作品展示会

はつかいちＩ（あい）アート展～”発達障害
啓発週間”作品展～
・あいプラザ1階ロビー
・青色の手形・足型作品や，青色の折り鶴 はつかいち福祉ねっと”発達障害啓発週
・はつかいち美術ギャラリー
を賜与して作成した横断幕の掲示。
間”ワーキング
・市民ホール(はつかいち市民図書館前)
・障がいのある人たちの作品約150点（絵
画，陶芸，書道，写真等）の展示

令和３年4月７日～11日

一般市民等

広報誌・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

令和３年３月末発送
令和３年４月２日～8日

一般市民

はつかいち福祉ねっと”発達障害啓発週
新宮中央公園
間”ワーキング

図書館来館者

令和３年3月1日～5月1日

一般市民等

令和３年４月２日～４月８日

一般市民等

令和３年４月１日～４月13日

尾道市社会福祉課
佐藤
0848-38-9124
福山市障がい福祉課
小島
084-928-1062

府中市福祉課
柳田
0847-43-7148

三次市健康推進課
岩崎
0824-62-6257

庄原市生活福祉部 社会福祉課
栄
0824-73-1210

大竹市福祉課 障害福祉係
山近
0827-59-2146

東広島市
障害福祉課 障害福祉係
横藤田
082-420-0180

一般市民等

廿日市市障害福祉課
臼井
0829-30-9152

図書館の特設展示

安芸高田市中央図書館にてコーナーを設
安芸高田市
置。ポスターの掲示・関連図書を紹介

安芸高田市中央図書館

令和３年4月1日～11日

一般市民

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配布

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

市庁舎・支所・保健センター等関連施設

令和３年4月2日～8日

一般市民

ポスター掲示
チラシ・リーフレット配布

本庁舎・各支所にて，啓発ポスターの掲
示，チラシの配架。
江田島市
本庁舎にて，デジタルサイネージを活用し
た啓発。

江田島市役所本庁，各市民センター及び
令和3年4月1日～4月7日
支所

一般市民等

広報誌掲載

広報「えたじま」4月号に関連記事を掲載。 江田島市

―

令和3年4月1日発行

一般市民等(11,400部)

広報誌掲載

「広報ふちゅう」4月号に関連記事を掲載
する。

令和３年４月１日発行

一般町民等

ポスター掲示

府中町内5か所の施設でポスターを掲示
府中町
し、チラシを配架する。

府中町役場、府中町生涯学習センターく
すのきプラザ、老人福祉センター福寿館、
令和３年４月初旬
府中南交流センター、府中北交流セン
ター

一般町民等

図書館の特設展示

図書館に特設コーナーを設置し、発達障
府中町
害関連の本を紹介する。

府中町生涯学習センターくすのきプラザ
（図書館）

一般町民等

広報誌掲載

広報かいた４月号に「世界自閉症啓発
デー」「発達障害者支援啓発週間」啓発に
関する記事を掲載。

海田町

図書館の特設展示等

熊野町立図書館において，特設コーナー
「発達障害ってなんだろう？」を設置し，パ
ネル展示や，発達障害を扱った幅広い
熊野町社会福祉課・熊野町立図書館
ジャンルの図書の紹介。
町内の障害福祉サービス事業所の紹介。

熊野町立図書館

ポスター掲示

庁舎・各公民館等にてポスターを掲示し，
熊野町
チラシを配架。

熊野町庁舎

令和３年４月１日～４月30日

一般市民等

広報誌掲載

「広報くまの」4月号に関連記事を掲載。

熊野町

-

令和３年４月１日発行

一般町民等

図書館の特設展示等
作品展
（今後の新型コロナウイルスの状況を踏
まえて開催を検討予定）

・発達障害に関する図書展示
・子ども達の作品展

坂町
坂町教育委員会

坂町町立図書館

令和３年４月１日～４月30日

一般町民等

府中町

三原市保健福祉課発達支援係
辰巳
0848-67-6359

一般市民

市立図書館（中央館），君田図書館，布野
図書館，作木図書館，吉舎図書館，三良 令和３年３月19日～４月23日
坂図書館，三和図書館，甲奴図書館

庄原市

竹原市健康福祉課
濱岡
0846-22-7743

令和３年４月初旬

一般町民等

令和３年４月１日～４月28日

安芸高田市社会福祉課
日野
0826-42-5615

江田島市社会福祉課
濵先
0823-43-1638

府中町福祉課
掛谷
082-286-3161

海田町社会福祉課
後舎
082-823-9207

図書館来館者
熊野町社会福祉課
桐木
082-820-5635

坂町民生課
河野
082-820-1505

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

図書館の特設展示

安芸太田町立図書館において特設コー
ナーを設置し，図書の紹介をするととも
に，ポスター掲示等による啓発活動を実
施。

ポスター掲示

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

安芸太田町福祉課
教育委員会

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

安芸太田町立図書館

令和３年４月１日～４月30日

図書館来館者

本庁および支所にて啓発ポスターの提出 安芸太田町

一般町民等

令和３年4月1日～4月30日

一般町民等

庁舎内でのポスター掲示
チラシ配架

庁舎掲示板へポスター掲示
窓口にてチラシを配架

北広島町役場本庁
各支所

令和３年３月１日～４月30日

一般町民ほか来庁者

広報誌掲載

「広報きたひろしま」４月号に関連記事掲
北広島町
載予定

－

令和３年３月19日発行

一般町民

広報誌掲載

広報大崎上島４月号に関連記事を掲載
予定

－

令和３年４月２日

一般町民等
各戸配布 3.518世帯

ポスター掲示・リーフレット配架

庁舎内でのポスター掲示及びカウンター
大崎上島町
にリーフレットを配架予定

大崎上島町

令和３年４月１日～４月30日

一般町民

広報誌掲載、リーフレット配布

町広報、ケーブルテレビ、ポスター、リー
フレット等による啓発活動

世羅町福祉課

町報誌 3月15日発行
世羅町役場、世羅保健福祉センター、せ
ケーブルテレビ4月2日～4月8日
らにし支所等

特設コーナー設置

発達障害啓発にかかる展示物の特設
コーナーを設置

世羅町福祉課（町内事業者の協力未定） 世羅保健福祉センター

図書館の特設展示

図書館に特設コーナーを設置し、発達障
福祉課、教育委員会社会教育課
害関連図書の紹介

園内ポスター掲示
園児作品展示

北広島町

大崎上島町

照会先

安芸太田町福祉課社会福祉係
加藤
0826-25-0250

北広島町福祉課
沖野
050-5812-1851

大崎上島町福祉課
宮地
0846-62-0301

全町民

４月２日～４月９日

保健福祉センター利用者

町内各図書館

４月２日～４月９日

図書館利用者

園内にポスター掲示、保護者への手紙配
町内保育所、認定こども園
布、児童による製作物の展示

町内保育所、認定こども園

４月２日～４月30日

児童・保護者および来園者

ポスター掲示チラシ・リーフレット配架

庁舎内でのポスター掲示やチラシの配布 神石高原町 保健福祉課

本庁舎・支所等

令和３年４月１日～令和３年４月30日

一般町民等

広報誌掲載

「広報神石高原」３月号に関連記事を掲
載

－

令和３年３月

一般町民等

発達障害に関するリーフレットの配布（予
宇部市
定）

市内の幼稚園、保育所、小・中学校、福
祉サービス事業所等

令和3年3月中に配布予定

約16,900部配布予定

宇部市障害福祉課

発達障がい啓発に関するちらしを入れた
山口市健康福祉部障がい福祉課
ポケットティッシュを配布

山口市役所窓口等に設置

来庁者

山口市障がい福祉課

啓発物品等の配布

担当課職員のブルーの小物着用および
配布（萩自閉症児親の会作成）

萩市

萩市役所・図書館・児童館等

３月下旬～４月上旬

来庁者

萩市福祉支援課

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
NPO法人山口県自閉症協会

山口県旧県会議事堂
山口きらら倶楽部

３月下旬～４月上旬

県民

山口県障害者支援課

発達障害に関連した図書などの展示（予
宇部市
定）

宇部市立図書館

令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）期間内で開催予定

どなたでも

宇部市障害福祉課

発達障がい啓発展示

ブルーライトやまぐち

山口市役所山口総合支所、山口市保健
センター、山口市市民活動支援センターさ ３月中旬～４月上旬
ぽらんて

市民

山口市障がい福祉課

山口市立図書館での関連図書の展示

ブルーライトやまぐち

山口市立図書館（中央、小郡、秋穂、阿
知須、徳地、阿東）

３月中旬～４月上旬

市民

山口市障がい福祉課

関連図書の紹介

萩市

図書館

３月下旬～４月上旬

来庁者

萩市福祉支援課

メッセージを載せたブルーに光る小さなモ
ニュメントを先輩ママとの子育て勉強会の 下松市
ママたちと作り、市役所総合受付に飾る。

下松市市役所ロビー

3月29日(月)～4月9日(金)

市民

下松市福祉支援課

岩国駅西口前広場の照明を記念日のシ
ンボルカラーに合わせてライトアップし、テ
岩国市
ロップで内容を流すことで取り組みの啓発
を行う。

岩国駅西口駅前広場

令和3年4月2日

岩国市民

岩国市役所 健康福祉部
障害者支援課

山口県政資料館ブルーライトアップ

山口県政資料館

４月上旬

市民

山口県障害者支援課

はい！からっと横丁大観覧車のブルーラ
下関市障害者支援課
イトアップ

はい！からっと横丁

令和３年４月２日（金）

市民

下関市障害者支援課

亀山八幡宮参道のブルーライトアップ

亀山八幡宮参道

市民

下関市障害者支援課

神石高原町 保健福祉課

世羅町福祉課
三宅
0847-25-0072

神石高原町保健福祉課
仲山
0847-89-3335

啓発物品等の作成・配布

発達障害者理解啓発イベント

消防局庁舎のブルーライトアップ

県内各地のブルーライトアップ

山口県

下関市障害者支援課

消防局庁舎

令和３年４月２日（金）

市民

下関市障害者支援課

大観覧車または石炭記念館のブルーライ 宇部市発達障害児を支えるネットワーク
トアップ
協議会

ときわ遊園地
（ときわ公園内）

令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）

どなたでも

宇部市障害福祉課

サビエル記念聖堂のブルーライトアップ

サビエル記念聖堂

３月２７日（土）、４月２日（金）

市民

山口市障がい福祉課

ＪＲ新山口駅南北自由通路のブルーライト
ブルーライトやまぐち
アップ

ＪＲ新山口駅

３月下旬～４月上旬

市民

山口市障がい福祉課

ｔｙｓテレビ山口鉄塔ブルーライトアップ

ｔｙｓテレビ山口

４月２日（金）～８日（木）

市民

山口市障がい福祉課

萩市総合福祉センターのブルーライトアッ
萩市
プ

萩市総合福祉センター

３月下旬～４月上旬

来庁者

萩市福祉支援課

光市総合福祉センター「あいぱーく光」の
光市
ブルーライトアップ

光市総合福祉センター「あいぱーく光」

令和３年４月２日（金）から令和３年４月８
市民
日（木）まで

光市福祉保健部福祉総務課障害福祉係

山口県

長門市役所のブルーライトアップ

長門市役所 地域福祉課
発達障がいを考える会
ブルースター

長門市役所

4月2日を含む1週間程度
詳細未定

市民

長門市地域福祉課

ゆめ風車のブルーライトアップ

周南市障害者支援課

周南市永源山公園

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

市民

周南市こども・福祉部 障害者支援課
☎０８３４－２２－８４６３

広報誌「市報やまぐち」３月１５日号及び
市ウェブサイトに啓発記事を掲載

山口市健康福祉部障がい福祉課

広報誌を令和３年３月１５日（月）までに全
広報誌配布数：約７５，６００
戸配布

山口市障がい福祉課

広報「げんきみね」4月1日号及び市ホー
ムページに啓発記事を掲載

美祢市市民福祉部地域福祉課

【広報】
令和3年4月1日までに全戸配布
【ホームページ】
令和3年3月末から掲載

市民
広報発行部数：約10,700

美祢市地域福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

山口県

山口県庁舎内
県庁１階ロビー他

３月下旬～４月上旬

県民

山口県障害者支援課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

宇部市

宇部市
（障害福祉課等）

令和３年3月上旬頃

市民

宇部市障害福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

山口市健康福祉部障がい福祉課

山口市役所山口総合支所

２月下旬～４月上旬

市民

山口市障がい福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

萩市

萩市役所・図書館・児童館等

３月下旬～４月上旬

来庁者

萩市福祉支援課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

下松市

下松市市役所ロビー

3月上旬～4月下旬まで

市民

下松市福祉支援課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

柳井市健康福祉部社会福祉課

柳井市庁舎内

令和３年２月中旬～

市民

柳井市社会福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

美祢市市民福祉部地域福祉課

美祢市庁舎内

令和3年3月上旬より

市民

美祢市地域福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

周防大島町 福祉課
健康増進課

周防大島町役場 庁舎内

3月下旬～4月上旬

町民

周防大島町福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

和木町 保健福祉課

和木町役場庁舎内

3月下旬～4月上旬

町民

和木町保健福祉課

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

田布施町町民福祉課

田布施町庁舎内

町民

田布施町町民福祉課

長門市役所 地域福祉課

長門市役所
各保健センター

広報誌等を通じた広報啓発

ポスター掲示

のぼり旗の設置

のぼり旗を設置

映画上映会

「とくしま発達障がい啓発イベント２０２１」
～知ってください 発達障がいのこと～

4/2～4/8

来庁者

長門市地域福祉課

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

徳島県文化の森総合公園内 ２１世紀館 令和３年４月３日（土）
（イベントホール他）
１０：００～１６：００

県民

徳島県発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

作品展
「とくしま発達障がい啓発イベント２０２１」
～知ってください 発達障がいのこと～

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

開催場所

徳島県文化の森総合公園内 ２１世紀館 令和３年４月３日（土）
（イベントホール他）
１０：００～１６：００

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

啓発物品の配布

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

個別相談会

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

ブルーライトアップ

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン みなと高等学園・池田支援学校(美馬分
ター
校)・小松島西高等学校

懸垂幕・横断幕の設置

照会先

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター
協力：徳島県自閉症協会、みなと高等学
園等

パネル展示・図書・支援グッズ・防災グッ
ズの紹介

世界自閉症啓発デー連携事業

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県民

徳島県発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001

県民

徳島県発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001

令和３年４月２日（金）
１９：００～２１：００

東部県税局・南部総合県民局〈美波〉・西
主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
部総合県民局〈三好〉・みなと高等学園・ 令和３年３月中旬～４月中旬
ター
アミコビル

県庁・南部総合県民局〈美波〉・西部総合
県民局〈三好〉・徳島県障がい者交流プラ 令和３年３月中旬～４月中旬
ザ・貞光ゆうゆう館・鳴門病院
啓発パネル展

発達障がいに関する
啓発パネル展

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

県民
イオンモール徳島

令和３年３月中旬～１週間程度

徳島県

徳島県発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001

徳島県自治研修センター・徳島県総合教
育センター・美馬市子育て支援センターみ 通年
らい
イオンモール徳島
商業施設での街頭啓発

ポスター掲示

ブルーライトの人の輪をつなごう

商業施設での街頭啓発
（啓発物品の配布）

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

令和３年３月中旬
１０：００～１４：００
県民

フジグラン北島店・パワーシティ鴨島店・
マルナカ脇町店・アピカ阿南店

令和３年３月下旬

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

各県関係機関・各市町村庁舎・関係医療 各県関係機関・各市町村庁舎・関係医療
機関・学校・障がい福祉サービス(就労系) 機関・学校・障がい福祉サービス(就労系) 令和３年３月～４月
事業所・障害児通所支援事業所等
事業所・障害児通所支援事業所等

県民

徳島県発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001

オンラインセミナー

世界自閉症啓発デー2021徳島実行委員
会（徳島県自閉症協会、NPO法人オー
オンライン
ティの会、とくしま発達しあわせネット、か
もっこ）

県民

実行委員長 赤壁 ： 090-3787-0940

県民

四国大学 社会連携推進課 T-LAP事務
局：088-665-9953

令和３年４月２日(金)
１８：００～２０：００

自閉症啓発イベント

Light it Up Blue Tokushima 2021

令和３年４月４日(日)
１３：３０～１５：００

主催：四国大学

四国大学交流プラザ
令和３年４月２日（金）～８日(木)
１８：００～２２：００

自閉症啓発ライトアップ

「世界自閉症啓発デー」・「発達障害啓発
週間」普及啓発イベント

高松市障がい福祉課

高松市役所庁舎内

令和3年4月2日～4月8日

市民・来庁者

高松市 健康福祉局福祉事務所 障がい
福祉課
電話：（087）839-2333

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

丸亀市健康福祉部福祉課

丸亀市役所庁舎内

令和3年4月2日～4月8日

市民・来訪者

丸亀市健康福祉部福祉課
障がい福祉担当
TEL:0877-24-8805

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

市民

坂出市ふくし課
電話：0877-44-5007

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

市民

善通寺市社会福祉課
電話：０８７７（ ６３ ）６３３９

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

市民

観音寺市健康福祉部
社会福祉課障がい者福祉係
電話：０８７５-２３-３９６３

坂出市 ふくし課

善通寺市社会福祉課

善通寺市庁内

観音寺市

さぬき市障害福祉課

さぬき市役所寒川庁舎

令和３年３月～４月（予定）

市民

さぬき市障害福祉課
0879-26-9903

東かがわ市福祉課

本庁舎

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

市民

東かがわ市福祉課
電話：0879-26-1228

三豊市

本庁舎

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

三豊市住民

三豊市福祉課
（0875-73-3015）

土庄町健康福祉課

土庄町役場内

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

町民

土庄町健康福祉課
電話：0879-62-1234

小豆島町健康づくり福祉課

小豆島町役場内

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

町民

小豆島町健康づくり福祉課
障害者福祉係
電話：０８７９－８２－７０３８

直島町住民福祉課

直島町役場内

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

三木町福祉介護課

三木町役場内

令和3年3月下旬～4月上旬

町民

三木町福祉介護課
電話：087-891-3304

宇多津町保健福祉課

宇多津町役場内

３月下旬から４月中

町民

宇多津町保健福祉課
0877-49-8003

世界自閉症啓発デーポスター掲示

ポスター掲示

パネル展示及びリーフレット等啓発物の
配布

直島町住民福祉課
電話：087-892-2223

綾川町健康福祉課

①保健センター内
②綾川町役場内

①R3.4.2～

①②町民

①綾川町国保総合保健施設えがお
TEL：087-876-2525
綾川町国保総合保健施設いきいきセン
ター
TEL：087-878-2212
②綾川町健康福祉課

琴平町住民福祉課

琴平町役場内

令和3年3月下旬～4月上旬（予定）

町民

琴平町住民福祉課
電話：0877-75-6723

多度津町健康福祉課

多度津町役場内

令和3年4月～

町民

多度津町健康福祉課
電話番号：0877-33-1134

まんのう町福祉保険課

本庁舎ロビー等

令和２年２月上旬より

町民

まんのう町福祉保険課
電話：０８７７－７３－０１２４

香川県障害福祉課

本庁舎通路

令和２年３月中旬～４月８日（木）

県民・県職員

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
電話：０８７－８３２－３２９４

高松市障がい福祉課窓口

令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
市民・来庁者
（木）

高松市 健康福祉局福祉事務所 障がい
福祉課
電話：（087）839-2333

ひまわりセンターロビー、
丸亀市福祉課窓口（配布）

３月下旬から４月初旬（予定）

市民・来庁者

丸亀市健康福祉部福祉課
障がい福祉担当
TEL:0877-24-8805

庁舎内

４月中

市民・来庁者

坂出市ふくし課
電話：0877-44-5007

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

市民・来庁者

善通寺市社会福祉課
電話：０８７７（ ６３ ）６３３９

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

市民・来庁者

観音寺市健康福祉部
社会福祉課障がい者福祉係
電話：０８７５-２３-３９６３

寒川庁舎

３月下旬から４月初旬（予定）

市民・来庁者

さぬき市障害福祉課
0879-26-9903

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

市民・来庁者

東かがわ市福祉課
電話：0879-26-1228

普及啓発週間頃
２週間程度

三豊市住民

三豊市福祉課
（0875-73-3015）

３月下旬から４月初旬（予定）

町民

土庄町健康福祉課
電話：0879-62-1234

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

町民

小豆島町健康づくり福祉課
障害者福祉係
電話：０８７９－８２－７０３８

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

町民

直島町住民福祉課
電話：087-892-2223

三木町役場内

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

町民

三木町福祉介護課
電話：087-891-3304

県下各市町１７市町、香川県発達障害者 本庁舎電子掲示板、窓口
発達障害理解・啓発に関する情報を新聞 支援センター「アルプスかがわ」、香川県
形式で提供
自閉症協会、かがわこだま学園、ペアレ
ントメンターかがわ、香川県、
やすらぎプラザ、窓口

パネル展示及びリーフレット等啓発物の
配布

発達障害理解・啓発に関する情報を新聞 支援センター「アルプスかがわ」、香川県
形式で提供
自閉症協会、かがわこだま学園、ペアレ
ントメンターかがわ、香川県、

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

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

香川県

「世界自閉症啓発デー」・「発達障害啓発
広報高松４月号への掲載
週間」普及啓発イベント

自治体等啓発取組一覧
開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

宇多津町役場内

３月下旬から４月中

町民

宇多津町保健福祉課
0877-49-8003

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

町民

綾川町健康福祉課
電話：０８７－８７６－１１１３

庁舎内

３月下旬から４月初旬（予定）

町民

琴平町住民福祉
電話：0877-75-6723

庁舎内

令和3年4月～

町民

多度津町健康福祉課
電話番号：0877-33-1134

本庁舎

３月下旬から４月初旬（予定）

町民

まんのう町福祉保険課
電話：０８７７－７３－０１２４

広報紙4月号

市民

高松市 健康福祉局福祉事務所 障がい
福祉課
電話：（087）839-2333

高松市障がい福祉課

広報紙等を通じた広報啓発

広報かんおんじ４月号にて発達障害の窓
観音寺市
口紹介や特性の掲載

４月号

市民

観音寺市健康福祉部
社会福祉課障がい者福祉係
電話：０８７５-２３-３９６３

広報紙等を通じた広報啓発

広報さぬき４月号に啓発記事を掲載

広報紙４月号

市民

さぬき市障害福祉課
0879-26-9903

広報紙等を通じた広報啓発

広報みとよ4月号にて発達障害の窓口紹
三豊市
介や特性

広報４月号

三豊市住民

三豊市福祉課
（0875-73-3015）

広報紙を通じた広報啓発

広報ことひら4月号にて自閉症等の発達
障害の啓発に取り組むためブルーライト
アップを行うことを掲載

琴平町住民福祉課

令和3年4月号

町民

琴平町住民福祉課
電話：0877-75-6723

広報誌等を通じた広報啓発

広報たどつ４月号に啓発記事を掲載

多度津町健康福祉課

令和3年4月号に掲載予定

町民

広報誌等を通じた広報啓発

OHK県政広報テレビ「サン讃かがわ
PLUS」で発達障害への理解促進・啓発を 香川県健康福祉部障害福祉課
行う

令和３年３月１８日（木） 放送予定

県民

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
電話：０８７－８３２－３２９４

広報誌等を通じた広報啓発

県広報誌 みんなの便利帳で取り組みを
香川県健康福祉部障害福祉課
紹介

令和3年4月号に掲載予定

県民

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
電話：０８７－８３２－３２９５

県内各地のブルーライトアップ

丸亀城天守のブルーライトアップ

丸亀城

令和3年4月2日～4月8日
１７時－２４時（時間は予定）

市民・来訪者

丸亀市健康福祉部福祉課
障がい福祉担当
TEL:0877-24-8805

善通寺市庁舎・旧善通寺偕行社

4月2日～8日 19時～翌日5時

県民・来訪者

市民・来訪者

さぬき市障害福祉課

丸亀市健康福祉部福祉課

市庁舎・旧善通寺偕行社のブルーライト
アップをすることにより、4月2日の「世界自
閉症啓発デー」及び4月2日から8日の「発
市本庁舎・旧善通寺偕行社のブルーライ 達障害啓発週間」を、社会全体で自閉症
善通寺市
トアップ
等の発達障害の啓発に取り組む機会とす
る。
このイベントは直前にホームページで案
内する。

多度津町健康福祉課
電話番号：0877-33-1134

善通寺市社会福祉課
電話：０８７７（ ６３ ）６３３９

観音寺市健康福祉部
社会福祉課障がい者福祉係
電話：０８７５-２３-３９６３

ブルーライトアップ

琴弾公園内 寛永通寳（銭形砂絵）のブ
ルーライトアップ

観音寺市健康福祉部
社会福祉課障がい者福祉係

琴弾公園内 寛永通寳（銭形砂絵）のブ
ルーライトアップ

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）
日没から午後１０時

ブルーライトアップ

ＪＲ琴平駅のブルーライトアップ

琴平町住民福祉課

ＪＲ琴平駅

令和3年4月2日（金）から4月８日（木）まで
県民・来訪者
18：30から21：00まで（予定）

琴平町住民福祉課
電話：0877-75-6723

ブルーライトアップ

①瀬戸大橋記念館のブルーライトアップ
②四国学院大学チャペルのブルーライト
アップ
③サンポート高松シンボルタワーのブ
ルーライトアップ

協力施設

①瀬戸大橋記念館
②四国学院大学チャペル
③サンポート高松

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）
①日没後～21:00
②日没後～23:00
③日没後～22:00

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
電話：０８７－８３２－３２９５

「世界自閉症啓発デー」・「発達障害啓発
啓発用懸垂幕の掲示
週間」普及啓発イベント

高松市障がい福祉課

高松市役所

令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
市民・来庁者
（木）

高松市 健康福祉局福祉事務所 障がい
福祉課
電話：（087）839-2333

「世界自閉症啓発デー」・「発達障害啓発 市職員情報共有システム（掲示板）への
週間」普及啓発イベント
掲載

高松市障がい福祉課

令和３年３月下旬～令和２年４月８日
（木）

高松市 健康福祉局福祉事務所 障がい
福祉課
電話：（087）839-2333

職員に対する普及啓発

県職員ポータルサイトのバナー掲載

香川県障害福祉課

令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
県職員
（木）

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
電話：０８７－８３２－３２９４

電子掲示板にて啓発

電子掲示板にて発達障害等の特性につ
いて
情報提供

三豊市

普及啓発週間頃
２週間程度

三豊市住民

三豊市福祉課
（0875-73-3015）

防災無線等での周知（予定）

防災無線等で世界自閉症啓発デーであ
ることを周知

三豊市

令和３年４月２日（金）

三豊市住民

三豊市福祉課
（0875-73-3015）

タブレット放送

世界自閉症啓発デー周知

直島町住民福祉課

令和３年４月1日（木）～２日（金）

町民

直島町住民福祉課
電話：087-892-2223

防災無線等での周知

防災無線等で世界自閉症啓発デーであ
ることを周知

土庄町健康福祉課

令和３年４月２日（金）

町民

土庄町健康福祉課
電話：0879-62-1234

防災無線等での周知

防災無線等で世界自閉症啓発デーであ
ることを周知

小豆島町健康づくり福祉課

令和３年４月２日（金）

町民

小豆島町健康づくり福祉課
障害者福祉係
電話：０８７９－８２－７０３８

防災無線等での周知

防災無線等で世界自閉症啓発デーであ
ることを周知

綾川町健康福祉課

令和３年４月２日（金）

町民

綾川町健康福祉課
電話：０８７－８７６－１１１３

行政放送での音声による周知

行政放送で世界自閉症啓発デーであるこ
まんのう町福祉保険課
とを周知

令和３年４月２日（金）

町民

まんのう町福祉保険課
電話：０８７７－７３－０１２４

令和２年４月２日（木）～４月９日（木）

県民・来庁者

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
電話：０８７－８３２－３２９４

県民

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

県民

愛媛県発達障がい者支援センター あい
♥ゆう

香川県自閉症協会
NPO法人ペアレントメンターかがわ
香川こだま学園
香川県発達障害者支援センター「アルプ
スかがわ」
高松市障がい福祉課
香川県障害福祉課

本庁舎

直島町役場

香川県庁ギャラリーでの啓発資料・作品
等の展示

香川県庁ギャラリーでの啓発資料・作品
等の展示

図書館展示

県立図書館におけるパネル展示や関係
図書、関係機関の紹介

香川県発達障害者支援センター「アルプ
スかがわ」

世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週
間に関するブース設置

愛媛県発達障がい者支援センター あい 愛媛県発達障がい者支援センター あい
令和3年4月2日～4月8日
♥ゆう
♥ゆう（県立子ども療育センター1階）

啓発物品等の作成・配布
（ブースの設置）

県内各地のブルーライトアップ

今治市役所ロビーにて発達障害に関する
今治市健康福祉部障がい福祉課
啓発ブースの設置、ちらし等の配布

香川県庁

県立図書館

令和３年２月23日（火）～3月14日（日）

県民

市職員

今治市役所本館１階市民ロビー

令和3年4月1日～9日

市民

今治市発達支援センター

愛媛県庁本館ドームのブルーライトアップ

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障が
い福祉課

愛媛県庁本館
（松山市一番町４－４－２）

令和３年４月２日（金）～８日（木）

県民

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

松山市総合福祉センターのブルーライト
アップ

松山市社会福祉協議会

松山市総合福祉センター
（松山市若草町8－2）

令和3年4月2日（金）
日没～21時

市民

松山市社会福祉協議会

今治市公会堂のブルーライトアップ

今治市健康福祉部障がい福祉課

今治市公会堂（今治市別宮町1-4-1）

令和3年4月2日～8日

市民

今治市健康福祉部障がい福祉課

宇和島市ホームページに
啓発情報を掲載

宇和島市保健福祉部
福祉課

―

令和3年3月中旬～4月中旬

市民

宇和島市保健福祉部
福祉課

八幡浜市ホームページに啓発情報を掲載 八幡浜市市民福祉部社会福祉課

―

令和3年3月下旬～4月上旬

市民

八幡浜市市民福祉部社会福祉課

久万高原町ホームページに啓発情報を掲
久万高原町保健福祉課
載

―

令和3年3月下旬

町民

久万高原町保健福祉課

広報とべ3月号及び砥部町ホームページ
砥部町介護福祉課
に啓発記事を掲載

―

（広報とべ）令和3年3月号に掲載
（ホームページ）令和3年3月1日にトップ 町民
ページ新着情報に掲載（3月1日～4月8日 広報誌配布部数：8,247世帯
掲載）

砥部町介護福祉課

広報まつの4月号及び松野町ホームペー
松野町保健福祉課
ジに啓発情報を掲載

―

令和3年3月下旬

町民

松野町保健福祉課

令和３年３月～４月

県民

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

愛媛県

広報誌等を通じた広報啓発

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー2021ポスター掲示

県・市町

各自治体庁舎・学校等

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

高知駅三志士像ライト・イット・アップ・ブ
ルー

取組（イベント）の内容

高知駅三志士像のブルーライトアップ

発達障害の理解を深めるパネル・図書展 発達障害に関するパネル、リーフレット、
示
図書の展示

高知県

自治体等啓発取組一覧

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

高知県
高知県自閉症協会

高知駅前
（高知市栄田町）

2021年4月2日（金）
日没1時間前～21:00

高知県
高知県自閉症協会

①オーテピア高知図書館
（高知市追手筋2-1-1）
②高知県庁1階正面玄関ホール
（高知市丸ノ内1丁目2-20）

①パネル展示 2021年4月1日（木）～4月
28日（水）
図書展示 2021年4月17日（土）～4月29
一般県民
（木）
②パネル展示 2021年3月30日（火）～4
月12日（月）

高知市立自由民権記念館 民権ホール
（高知市追手筋2-1-1）

2021年6月20日（日）
10:00～12:00、14:00～16:00

一般県民
定員：各回65名

2021年4月2日（金）
16:00～

一般県民

「世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週
発達障害の理解を深めていただくための 高知県
間」記念映画上映会
映画上映会の実施
高知県自閉症協会
※予定

世界自閉症啓発デー街頭啓発活動

世界自閉症啓発デーリーフレット、ボール 高知県
ペン等啓発物品の配布
高知県自閉症協会

高知駅前
（高知市栄田町）

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、県広報協力企業な
発達障害啓発週間前後
ど

高知県
高知県自閉症協会

照会先

一般県民

一般県民

福岡県だより（3月号）に啓発記事を掲載
福岡県
（予定）

令和2年3月号

県民（全戸配布）

新聞定期広告の福岡県からのお知らせに
福岡県
啓発記事を掲載（予定）

令和2年2月下旬

県民

ラジオ・テレビ放送で啓発についてお知ら
福岡県
せ（予定）

令和2年2月中旬から3月中旬

県民

県ホームページに啓発講演会等の記事を
福岡県
掲載

令和2年2月下旬

県民

ポスターの掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

福岡県

2月上旬から

県民

ブルーライトアップ

旧福岡県公会堂貴賓館のブルーライト
アップ（予定）

福岡県

天神中央公園
旧福岡県公会堂貴賓館

令和3年4月2日

県民

啓発講演会を開催

発達障がい啓発講演会を開催

福岡県
福岡県発達障がい者支援センター

クローバープラザ（春日市）

令和3年4月4日
13時～16時

県民400人（予定）

広報おおむた2月1日号
作品募集の案内

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

令和3年2月1日～全戸配布

広報配布部数：約50,000部

広報おおむた3月15日号
啓発及びイベント周知

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

令和3年3月15日～全戸配布

広報配布部数：約50,000部

広報おおむた4月1日号
啓発及びイベント周知

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

令和3年4月1日～全戸配布

広報配布部数：約50,000部

ポスターの掲示

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

市内各所

令和3年3月上旬～

市民

・主催）
世界自閉症啓発デーinおおむた 「知って
世界自閉症啓発デー
ほしい ぼくのこと わたしのこと」 点灯
inおおむた実行委員会
式イベント、作品展示、企画事業
・共催） 大牟田市

大牟田市庁舎内

令和3年4月2日

市民

大牟田市庁舎のブルーライトアップ点灯
式イベント

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

大牟田市庁舎前

令和3年4月2日

市民

大牟田市庁舎の期間中ブルーライトアッ
プ

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

大牟田市庁舎前

令和3年4月2日～8日

市民

自閉症児・者による作品展

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

大牟田市庁舎内
玄関ホール

令和3年4月2日～8日

市民

当事者企画

余暇活動（相談会）

・主催）
世界自閉症啓発デー
inおおむた実行委員会
・共催） 大牟田市

大牟田市エコサンクセンター

令和3年4月下旬

市民

Warm Blue Kurume

・久留米市庁舎窓面ハート型点灯（点灯
式）
・庁舎LEDライト照射
・青い打ち上げ花火

一般社団法人アカルカ福祉会

久留米市役所

令和3年4月2日～9日

なし
（新型コロナ感染症対策のため）

Ｗａｒｍ Ｂｌｕｅ ＩＩＺＵＫＡ

・飯塚市役所庁舎ブルーライトアップ
・ライトアップ点灯式典
・啓発リーフレット配布

Warm Blue IIZUKA
実行委員会
（飯塚市共催）

飯塚市役所本庁舎
（飯塚市新立岩5番5号）

ライトアップ
令和3年4月2日～8日

・障がい当事者・家族・支援者
・地域住民

広報誌を通じた広報啓発

市報令和3年3月15日号に
啓発記事を掲載

大川市福祉事務所福祉係

令和3年3月中旬全戸配布

広報誌配布部数 約13,000部

大川市

広報誌等を通じた広報啓発

市報かすが3月号に啓発記事を掲載予定

春日市福祉支援部福祉支援課障がい担
当

令和3年3月に全戸配布

広報誌配布部数 約5万部

春日市

広報誌等を通じた広報啓発

広報紙及び市ホームページに関連記事を
太宰府市
掲載予定

・広報紙
令和3年4月号予定
・市ホームページ
令和3年3月下旬～予定

市民

太宰府市

広報紙等を通じた広報啓発

広報「宮若生活」3月号に啓発記事を掲載 宮若市子育て福祉課
予定
障がい者福祉係

令和3年度3月初旬に全戸配布

広報配布部数：12,400

宮若市

広報誌等を通じた広報啓発

令和3年4月号に啓発記事を掲載

令和3年4月中に全戸配布

広報誌配布部数：2,800

小竹町

広報紙を通じた広報啓発

広報令和3年4月1日号に啓発記事を掲載
宗像市健康福祉部福祉課
予定

令和3年4月1日までに自治会に入会して
広報紙配布部数：35,000
いる全世帯に配布

宗像市

広報誌等を通じた広報啓発

広報令和3年4月号に啓発記事を掲載

川崎町福祉課福祉係

令和3年3月3月末に全戸配布

広報配布部数：5655

川崎町

広報誌等を通じた広報啓発

町ホームページに啓発情報を掲載

糸田町役場福祉課

令和3年1月下旬～

町民

糸田町

市HP等を通じた広報啓発

市HP及び本庁舎デジタルサイネージに発
嘉麻市子育て支援課
達障害啓発週間に関する啓発情報を掲
発達相談支援係
載

令和3年3月下旬から4月上旬

市HP閲覧者及び本庁舎への来庁者

嘉麻市

ポスター配布次第

市町村民

各市町村

広報誌等を通じた広報啓発

福岡県福祉労働部
障がい福祉課

広報誌等を通じた広報啓発

世界自閉症啓発デーinおおむた
「知ってほしい ぼくのこと わたしのこと」
点灯式イベント、作品展示、企画事業
福岡県

佐賀県

小竹町役場 福祉課

直方市、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、行橋市、中間市、筑紫野市、春日市、
大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、 役所・役場内
那珂川市、宇美町、新宮町、久山町、水
巻町、鞍手町、大刀洗町、赤村、築上町

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佐賀イベント

・アトリエ ＳＡＮＫの紹介
・映画上映「描きたい、が止まらない」
・障がい者アート作品展示

県庁旧館のライトアップ

県庁旧館をブルーにライトアップする

佐賀県ホームページへの掲載

世界自閉症啓発デー（毎年4月2日）及び
発達障害啓発週間に関し、佐賀県ホーム 佐賀県
ページに掲載し、県民への周知を図る。

アート展

県内外の“がばいアーティスト”が作成し 主催 佐賀市障がい福祉課
た絵画作品を展示する展覧会を開催する 協力 Saga ArtBrut Network
（入場無料）。
Center

佐賀市役所１階窓口の
ブルーデコレーション

本庁舎1階の各窓口に啓発用ミニのぼり
を設置したり、ガーランドを使って窓口を
ブルーにデコレーションする。また、期間
主催 佐賀市障がい福祉課
中、障がい福祉課の職員は、ブルーのス
カーフやポケットチーフを身に着けて職務
に当たる。

主催：佐賀県自閉症協会

アバンセホール
（男女共同参画センター、生涯学習セン
ター）

令和3年4月3日（土）
13：00～

佐賀県

佐賀県庁旧館

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

-

佐賀市立図書館

佐賀市役所本庁舎１階

-

令和３年３月2６日（金）～４月８日(木)

令和３年３月2６日（金）～４月８日（木）

大牟田市

久留米市

Warm Blue IIZUKA実行委委員会
飯塚市

佐賀県自閉症協会

‐

佐賀県 健康福祉部
障害福祉課
電話：0952-25-7064

県民対象

佐賀県 健康福祉部
障害福祉課
電話：0952-25-7064
佐賀市障がい福祉課
佐賀市栄町１番１号
電話：(0952) -40 – 7248
佐賀市障がい福祉課
佐賀市栄町１番１号
電話：(0952) -40 – 7248

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

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

佐賀市立図書館1階ホールに「佐賀市発
発達障がいに関する書籍の特設コーナー 達障がい啓発週間」の期間中、発達障が 主催 佐賀市立図書館、
の設置
いに関する書籍の特設コーナーを設け
佐賀市障がい福祉課
る。

佐賀県

自治体等啓発取組一覧
参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

令和３年３月26日（金）～４月８日（木）

佐賀市立図書館
佐賀市天神3丁目2番15号
電話：(0952) -40 - 0001

筑後川昇開橋

令和３年４月２日（金）日没～２２時

【 公益財団法人 筑後川昇開橋観光財団
】
福岡県大川市大字小保614-6
電話：（ 0944 ）- 87 ‐9919

佐賀市役所南側
「平成栄の恵比寿」

令和３年4月２日（金）１７時～２２時

佐賀市障がい福祉課
佐賀市栄町１番１号
電話：(0952) -40 – 7248

佐賀市立図書館

筑後川昇開橋のブルーライトアップ

国指定重要文化財である「筑後川昇開
橋」を世界自閉症啓発デー（４月２日）に
合わせ、ブルーにライトアップする。

恵比寿像のブルーライトアップ

日本一の数を誇る佐賀市の「恵比寿像」
のうち、市役所南側にある「平成栄の恵比
主催 佐賀県自閉症協会
寿」とその周辺を世界自閉症啓発デー（４
佐賀市障がい福祉課
月２日）に合わせ、ブルーにライトアップす
る。

ホームページ掲載による周知活動

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓
発週間」に関する情報を市のホームペー 唐津市 障がい者支援課
ジに掲載している。

広報誌等を通じた広報啓発

広報かしま４月号に啓発記事を掲載

鹿島市福祉課

令和３年４月１日に全戸配布

広報配布部数：約８，５００

広報誌等を通じた広報啓発

広報４月号に啓発記事を掲載

小城市 高齢障がい支援課

令和3年3月20日頃に全戸配布

広報誌配布部数：16,100

小城市高齢障がい支援課

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

小城市 高齢障がい支援課

令和3年3月中旬より

市民

小城市高齢障がい支援課

広報誌等を通じた広報啓発

広報みやき4月号に
啓発記事を掲載予定

みやき町民生部健康増進課

（広報みやき）令和3年4月号に
掲載予定

広報誌配布部数：９，６００

世界自閉症啓発デーと発達障害啓発週
間の広報

・広報誌「広報玄海」に啓発記事を掲載す
る。
玄海町健康福祉課
・市町に送付されるポスター等の掲示

広報誌等を通じた広報啓発

広報ありた４月号に啓発記事を掲載

有田町 健康福祉課

令和３年４月１日（木）までに
全戸配布

広報配布部数：７，２００

ポスター掲示

世界自閉症啓発ポスターの掲示

大町町教育委員会

Ｒ３．３月より

町民

①啓発デーポスター展示
②親の会のパネル展示
③当事者の作品展示

主催：世界自閉症啓発デー2021in長崎実
行委員会
長崎県庁
共催：長崎県

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

県民

長崎県こども家庭課
095－895-2445

みんなのツリー（木製ツリー）のブルーリ
ボン装飾及び関連書籍の展示

松浦市

市役所１階ロビー

令和3年3月15日（月）～4月16日（金）

市民

松浦市役所 子育て・こども課
（代表）0956－72－1111

ブルーリボンミニツリーの設置

松浦市役所

子育て・こども課窓口

令和3年3月15日（月）～4月16日（金）

市民

松浦市役所 子育て・こども課
（代表）0956－72－1111

庁舎内におけるポスター展示、ブルー装
飾等

長崎県県央保健所

長崎県県央保健所

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

県民

長崎県県央保健所
（0957-26-3306）

ミライｏｎ図書館

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

県民

長崎県県央保健所
（0957-26-3306）

啓発デーイベント

主催 佐賀市障がい福祉課
協力 公益財団法人 筑後川
昇開橋観光財団

開催場所

発達障害に関するパネル展示、関連書籍 長崎県県央保健所
の展示
ミライｏｎ図書館

役場庁舎・公民館

ハウステンボス
ドムトールン

世界自閉症啓発デー2021in長崎実行委
員会
ハウステンボス株式会社
長崎県

令和3年4月2日（金）

長崎県こども家庭課
095－895-2445

みらい長崎ココウォーク
観覧車

世界自閉症啓発デー2021ｉｎ長崎実行委
員会
長崎バスグループ株式会社みらい長崎
長崎県

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

長崎県こども家庭課
095－895-2445

稲佐山電波塔

世界自閉症啓発デー2021in長崎実行委
員会
長崎市
長崎県

令和3年4月2日（金）

長崎県こども家庭課
095－895-2445

女神大橋

世界自閉症啓発デー2021ｉｎ長崎実行委
員会
長崎市
長崎県

令和3年4月2日（金）

長崎県こども家庭課
095－895-2445

ボートレース大村広告塔

世界自閉症啓発デー2021in長崎実行委
員会
大村市
長崎県

令和3年4月2日（金）

長崎県こども家庭課
095－895-2445

大村市市民交流プラザ
プラザおおむら

世界自閉症啓発デー2021in長崎実行委
員会
大村市
長崎県

令和3年4月2日（金）

長崎県こども家庭課
095－895-2445

川棚駅前広場

ブルーライトｉｎかわたな実行委員会

川棚駅前広場
川棚郵便局
川棚町栄町商店街

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

ブルーライトinかわたな実行委員会
実行委員長（藤田氏）
090-8394-6424

川棚町公会堂

川棚町教育委員会

川棚町公会堂

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

川棚町教育委員会
0956-82-2064

県内各地のブルーライトアップ

長崎県

広報誌等を通じた広報啓発

県広報誌3月号情報ひろばコーナーに啓
長崎県
発記事を掲載

令和3年3月号に掲載

県民

長崎県こども家庭課
095－895-2445

県広報誌4月号すくすくいきいきのコー
ナーに啓発記事を掲載

長崎県

令和3年度4月号に掲載

県民

長崎県こども家庭課
095－895-2445

ホームページへの掲載

長崎県庁ホームページ

令和3年3月～4月上旬

県民

長崎県こども家庭課
095－895-2445

啓発記事を掲載
●大村市こども未来部フェースブック

大村市こども家庭課

令和3年4月

市民

大村市こども家庭課
0957-54-9100

啓発情報を掲載
●松浦市子育て・こども課フェイスブック

松浦市

令和3年4月2日（金）

市民

松浦市役所 子育て・こども課
（代表）0956－72－1111

啓発記事を掲載
●広報いき４月号

壱岐市健康増進課

令和3年3月末に全戸配布

市民
広報誌配布部数：9,600部

壱岐市健康増進課
0920-45-1114

令和3年3月29日（月）～4月5日（月）

県民

長崎県県南保健所
0957-62-3289

①啓発デーポスターの掲示
②啓発コーナーの設置（関連リーフレット 長崎県県南保健所
の配置）
①スタッフのブルーリボンの着用
②ポスター掲示
③ホームページの掲載

長崎県発達障害者支援センターしおさい 長崎県立こども医療福祉センター

令和3年3月末～令和3年4月8日

県民

長崎県発達障害者支援センターしおさい
0957-22-1802

保健所ホームページによる周知啓発

長崎県対馬保健所

令和3年4月2日

県民

長崎県対馬保健所
0920-52-0166

長崎県対馬保健所

令和3年4月2日

県民

長崎県対馬保健所
0920-52-0166

対馬市ＣＡＴＶによる周知啓発

長崎県対馬保健所
対馬市

令和3年3月中旬～4月上旬

県民
市民

長崎県対馬保健所
0920-52-0166

ポスター掲示

大村市こども家庭課

令和3年4月

市民

大村市こども家庭課
0957-54-9100

令和3年4月

市民

松浦市役所 子育て・こども課
（代表）0956－72－1111

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
振興局Faceｂｏｏｋによる周知啓発
の周知啓発

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

長崎県県南保健所窓口カウンター

松浦市内保育・教育施設
子育て・こども課
福祉事務所
市内支所
保健センターへのポスター掲示

松浦市内保育・教育施設
子育て・こども課
福祉事務所
市内支所
健康センター

松浦市

ポスター掲示

長崎県県北保健所

令和3年3月～4月上旬

県民

長崎県県北保健所
0950-57-3933

ポスター掲示

長崎県壱岐保健所

令和3年2月～（予定）

県民

長崎県壱岐保健所
0920-47-0260

対馬振興局等へのポスター掲示

長崎県対馬保健所

ポスター送付後～4月上旬

県民

長崎県対馬保健所
0920-52-0166

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーに合わせて、サクラ
マチクマモトをテーマカラーのブルーにラ 熊本県自閉スペクトラム症協会
イトアップ

サクラマチクマモト

令和3年（2021年）4月2日（金）
午後6時30分～午後11時

県民

熊本県自閉スペクトラム症協会
090-8624-5063

啓発パネル展示

世界自閉症啓発デー、発達障がいに関す
る説明パネルや、シンボルカラーである 熊本県自閉スペクトラム症協会
青色を用いたディスプレイなどを展示

熊本県庁行政棟地下1階展示ケース

令和3年（2021年）3月22日（月）～31日
（水）

県民

熊本県自閉スペクトラム症協会
090-8624-5063

熊本県

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

県内各地のブルーライトアップ

大分いこいの道広場の
「１００年の樹」のライトアップ

「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委
員会

大分いこいの道広場
「１００年の樹」
（大分市）

令和３年４月２日～４月８日

一般県民

自閉症・発達障がいの啓発

発達障がいのセミナー

「１００年の樹」
ブルーライトアップ
実行委員会

検討中

令和３年４月２日～４月８日

一般県民

Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分
エントランスホール
（大分市）

令和３年４月２日～４月８日

一般県民

大分県

「１００年の樹」
発達障がい児者の作品展及び理解啓発 発達障がい児者のアート作品展及び理解
ブルーライトアップ
イベント
啓発に向けた写真、パネル展示
実行委員会

照会先
「１００年の樹」
ブルーライトアップ
実行委員会
090-4350-1711
「１００年の樹」
ブルーライトアップ
実行委員会
090-4350-1711
「１００年の樹」
ブルーライトアップ
実行委員会
090-4350-1711
大分県福祉保健部
障害福祉課
097-506-2729

ポスター掲示

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

県、各市町村等の関係機関

県、各市町村等の関係機関

令和３年３月上旬～

一般県民

県庁本館のブルーライトアップ

「発達障害啓発週間」に合わせて、県庁
本館をブルーにライトアップする。

宮崎県

宮崎県庁本館

令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）

観光客及び県民

県障がい福祉課
電話：０９８５－２６－７０６８

窓口での啓発

厚労省作成ポスターの掲示と、福祉課窓
都城市福祉課
口でのパンフレットの設置・配布

都城市福祉課

令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）

市民

都城市福祉課
電話 0986-23-2980

ポスターの掲示および啓発物品の配布

世界自閉症啓発デーポスターを掲示し、
小冊子等の啓発物を「ご自由にお取りくだ 西都市福祉事務所
さい」形式で配布する。

西都市立図書館

令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）

図書館利用者

西都市福祉事務所
0983-43-1206

広報誌等を通じた広報啓発

広報えびの令和３年３月号及び市ホーム
えびの市福祉課
ページに発達障がいに関する情報を掲載

市内

（広報えびの）
令和３年３月号に掲載予定
（ホームページ）
令和３年３月下旬に掲載予定

市民

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

えびの市役所、えびの市民図書館等

令和３年３月下旬より

市民

発達障がいの理解促進

啓発週間期間中、えびの市民図書館にお
いて、既存の発達障がいに関する書籍を
えびの市民図書館
集めた紹介コーナーを設置し、啓発リーフ
レット・相談窓口一覧を配布する。

えびの市民図書館

令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）

市民

広報誌を通じた広報啓発

広報くにとみ掲載

国富町 福祉課

町内

3月か4月の広報に依頼予定

町民

国富町 福祉課
電話 0985-75-9403

広報誌等を通じた広報啓発

お知らせたかなべに啓発記事を掲載

高鍋町福祉課

町内

令和３年３月下旬に全戸配布

配布部数：８，７８５部

高鍋町 町民福祉課 福祉係
電話 0983-26-2009

ポスター掲示

障がい者週間（発達障害等）
世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

新富町役場 福祉課

総合交流センター きらり
新富町役場 本庁舎

令和２年１２月３日（木）～令和２年１２月
９日（水）
町民
令和２年４月より

新富町 福祉課
電話 0983-33-6382

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

木城町役場 福祉保健課

庁舎ロビー等

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

町民

木城町 福祉保健課
電話 0983-32-4733

図書館を利用した発達障がいの理解促
進

図書館・福祉課窓口において、啓発リーフ 川南町立図書館
レットの配布、ポスター掲示
川南町役場福祉課

川南町立図書館

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

未定

川南町役場福祉課
担当 湯地
電話 0983-27-8007

町広報による啓発

発達障がいに関する情報を町広報誌に
掲載

美郷町 健康福祉課

町内

未定

未定

美郷町 健康福祉課
電話 0982-66-3610

パンフレット配布

定例会でパンフレット配布

高千穂町民生委員・児童委員協議会

高千穂町管理センター

令和３年３月１７日（水）

民生委員・児童委員

高千穂町 福祉保険課
電話 0982-73-7533

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

五ヶ瀬町 福祉課

町内

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

町民

五ヶ瀬町 福祉課
電話 0982-82-1702

アミュプラザ観覧車のブルーライトアップ

鹿児島県

アミュプラザ観覧車

令和３年４月２日（金）
１８時１５分～２３時

県民

かごしま水族館のブルーライトアップ

鹿児島県

かごしま水族館

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）
１８時４５分～２１時

県民

甲突川の橋梁のブルーライトアップ

鹿児島県

甲突川の橋梁：高見橋，西田橋

令和３年４月２日（金）
日没後～２２時

県民

ソラリア西鉄ホテル鹿児島

鹿児島県

ソラリア西鉄ホテル鹿児島

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）
日没後～２４時

県民

鹿児島県

調整中

調整中

県障害福祉課，県発達障害者支援セン
ター及び県自閉症協会会員等

県庁舎内等

令和3年3月～4月

県民

令和３年３月下旬

県民

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

村民

宇検村役場 保健福祉課
０９９７－６７－２２１２

調整中

保護者、教員、保育士、民生委員、病院
関係者、その他どなたでも

伊佐市こども課
0995-23-1328

西之表市

随時

幼稚園・保育園・小学校長子保護者、関
係機関
配布部数：1200冊

西之表市福祉事務所
☎：0997-22-1266

冊子配布（5歳児検診時、保護者へ）

中種子町

随時

就学前児童の保護者

中種子町役場福祉環境課
0997-27-1111

理解啓発イベント

市立図書館にて世界自閉症啓発デーや
発達障害についての特設コーナー設置

西之表市

西之表市立図書館

令和３年４月

市民

西之表市立図書館
☎：0997-23-4368

説明会

民生委員向けに各種障がいについての
説明会

伊仙町地域福祉課

伊仙町

令和3年2月上旬

民生委員

伊仙町役場地域福祉課
電話：０９９７－８６－３１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

鹿屋市役所保健福祉部福祉政策課

本庁舎及び総合支所

令和３年４月２日～４月８日

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

阿久根市福祉課

令和３年３月中旬～４月上旬

市民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

出水市 福祉課

市役所

令和3年3月～4月

市民

出水市役所 福祉課
電話 0996-63-4045

世界自閉症啓発ポスターの掲示

指宿市

市役所（本庁・支所）

令和3年3月下旬～4月上旬

市民

指宿市地域福祉課障害福祉係
電話 0993-22-2111

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

西之表市

令和２年３月～４月

市民

西之表市福祉事務所
☎：0997-22-1266

世界自閉症啓発ポスターの掲示

垂水市福祉課

令和３年４月

市民

垂水市福祉課児童障害者係
電話：0994-32-1115（直通）

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

日置市

R2.3月下旬～４月上旬

市民

日置市市民福祉部
福祉課障害福祉係
TEL:099-248-9416（直通）

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

曽於市福祉事務所

令和3年4月

市民

曽於市福祉事務所
電話：０９８６－７２－０９３６

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

いちき串木野市福祉課

市役所（本庁・支所）

令和３年３月下旬～４月上旬

市民

いちき串木野市福祉課
電話０９９６－３２－３１１１

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

南さつま市福祉課

南さつま市役所

令和３年３月～４月

市民

南さつま市福祉課障害福祉係
電話：0993-76-1537

世界自閉症啓発デー
ポスターの掲示

奄美市福祉政策課

奄美市役所

令和3年4月上旬

市民

奄美市福祉政策課
電話：0997-52-1111

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

南九州市福祉課

令和３年３月～４月

市民

南九州市役所福祉課
電話：0993-56-1111

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

伊佐市こども課・福祉課

令和2年3月・4月

市民

伊佐市こども課
0995-23-1328

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

姶良市長寿・障害福祉課

市役所本庁・支所

令和２年３月下旬～４月８日

市民

姶良市長寿・障害福祉課
電話：0995-66-3111

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

三島村民生課

役場出張所

令和3年3月頃

村民

三島村民生課
電話099-222-3141

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

十島村

鹿児島港本港区南埠頭待合所内及び村
令和3年3月下旬～4月上旬
営定期船内

村民及び定期船利用客

十島村役場 住民課
電話：099-222-2101

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

大崎町保健福祉課

令和３年３月上旬より

町民

世界自閉症啓発デー等ポスターの掲示

東串良町

令和３年下旬～４月上旬

町民

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

錦江町保健福祉課

令和３年下旬～４月上旬

町民

宮崎県

えびの市福祉課

担当課・係名：えびの市福祉課福祉係
担当 中山 かおり
電話 0984-35-1115

10：00

県内各地のブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーにおける啓発リーフ
啓発リーフレット等の配布
レットの配布活動
広報誌等を通じた広報啓発

福祉のまちづくり広報誌「ありば」や新聞
への掲載

鹿児島県

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

鹿児島県

ラジオを通じた広報啓発

鹿児島県

ラジオを通じた広報啓発

発達障がいセミナー

FMうけんを通じて行政情報番組による広
宇検村保健福祉課
報
調整中

発達障害理解普及啓発リーフレットの作
世界自閉症啓発デーにおける啓発リーフ 成・配布
レットの配布活動

伊佐市・伊佐市教育委員会

調整中

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

役場（本庁・支所）

鹿児島県くらし保健福祉部
障害福祉課
電話：099－286－2744

錦江町保健福祉課
電話：0994-22-3042

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

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

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

南大隅町介護福祉課

役場（本庁・支所）

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

南大隅町介護福祉課
電話：0994-24-3126

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

肝付町福祉課

肝付町役場本所・支所

令和３年３月下旬～４月上旬

町民

肝付町福祉課障害福祉係
電話：0994-65-8413

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

屋久島町福祉支援課

役場出張所

令和２年２月上旬より

町民

庁舎内でポスターの掲示

宇検村保健福祉課

役場庁舎内・村内施設等

令和３年３月下旬～４月上旬

村民

宇検村役場 保健福祉課
０９９７－６７－２２１２

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

瀬戸内町役場保健福祉課

役場・きゅら島交流館等

令和３年３月下旬から４月上旬

町民

瀬戸内町役場保健福祉課
２－１０６８

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

喜界町保健福祉課

Ｒ３．3月～4月

世界自閉症啓発ポスターの掲示

天城町 長寿子育て課

令和3年3月下旬～4月上旬

世界自閉症啓発デイ ポスターの掲示

伊仙町役場地域福祉課

伊仙町役場・町内施設

令和3年３月頃

世界自閉症啓発ポスターの掲示

知名町

知名町役場

令和３年３月末から令和３年４月

町民

知名町役場 子育て支援課
電話（０９９７－８４－３１７０）

広報誌及び市ホームページに
啓発記事を掲載予定

鹿児島市

₋

₋

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

広報かのや３月号及び市ホームページに
鹿屋市役所保健福祉部福祉政策課
啓発記事を掲載予定

広報かのや令和３年３月号に掲載予定

広報誌配布部数：４３，０００部

広報まくらざき３月号に啓発記事を掲載

令和３年３月上旬に全戸配布

広報誌配布部数：９，６００

広報あくね３月号に啓発記事を掲載予定 阿久根市福祉課

令和３年３月中旬に全戸配布

広報配布部数：１０，０００部

お知らせ版3月25日号及び市HPに啓発記
西之表市
事を掲載

お知らせ版：令和３年３月２５日に全戸配
布
広報誌配布部数：７，６００
HP：令和３年３月～掲載

西之表市福祉事務所
☎：0997-22-1266

広報たるみず４月号に啓発記事を掲載

垂水市福祉課

令和３年４月上旬に全戸配布

広報誌配布部数：6,400部

垂水市福祉課児童障害者係
電話：0994-32-1115（直通）

広報誌等への掲載

日置市

お知らせ版（3/26号）に掲載予定

市民

日置市市民福祉部
福祉課障害福祉係
TEL:099-248-9416（直通）

広報SOO CＩTY4月号に啓発記事を掲載 曽於市福祉事務所

（広報SOO CＩTY）令和3年4月号に掲載
予定。

広報誌配布部数：約11,200部

曽於市福祉事務所
電話：０９８６－７２－０９３６

広報きりしま３月お知らせ号
掲載予定

広報きりしま３月お知らせ号
掲載予定

鹿児島県

広報誌等を通じた広報啓発

₋

枕崎市福祉課

霧島市

喜界町保健福祉課
℡０９９７－６５－３５２２
町民
伊仙町役場地域福祉課
電話：０９９７－８６－３１１１

枕崎市福祉課障害福祉係
電話：0993-72-1111

霧島市長寿・障害福祉課
障害福祉グループ
電話：0995-64-0855

広報「南さつまお知らせ版」３月号に啓発
南さつま市福祉課
記事を掲載

令和２年３月下旬に全戸配布

市広報誌への掲載

奄美市福祉政策課

令和3年3月号に掲載予定

広報南九州３月号に啓発記事を掲載予
定

南九州市福祉課

令和３年３月１９日に全戸配布

広報誌配布部数：約15,000部

南九州市役所福祉課
電話：0993-56-1111

広報いさ4月号に啓発記事を掲載

伊佐市こども課・福祉課

令和2年3月末に全戸配布

広報誌配布部数：11,000世帯

伊佐市こども課
0995-23-1328

（広報誌）広報あいら「アイラヴュー」３月
号に啓発記事を掲載予定
姶良市長寿・障害福祉課
（ホームページ）３月下旬から4月8日まで
市ホームページに関連記事を掲載予定

令和２年３月号に掲載予定

広報誌配布部数：29,000部

姶良市長寿・障害福祉課
電話：0995-66-3111

村広報誌への掲載

十島村

令和3年1月号又は3月号
に掲載予定

広報誌配布部数：850

十島村役場 住民課
電話：099-222-2101

広報誌３月号への啓発記事を掲載予定

さつま町子ども支援課
子育て支援係

令和３年３月上旬より

町民

広報誌への掲載

大崎町保健福祉課

令和３年３月中旬に全戸配布

広報誌配布部数：４，０００

町広報誌への掲載

錦江町保健福祉課

令和２年３月上旬に全戸配布

広報誌配布部数：3,200

錦江町保健福祉課
電話：0994-22-3042

広報誌への掲載

南大隅町介護福祉課

令和３年３月末に全戸配布

広報誌配布部数：約3,050

南大隅町介護福祉課
電話：0994-24-3126

広報きもつきへの記事掲載

肝付町福祉課

令和３年３月下旬に全戸配布

広報誌配布部数：18,000部

南さつま市福祉課障害福祉係
電話：0993-76-1537
奄美市福祉政策課
電話：0997-52-1111

肝付町福祉課障害福祉係
電話：0994-65-8413

広報みなみたね４月号に啓発記事を掲載 南種子町 保健福祉課

令和3年4月初旬に全戸配布

広報誌配布部数：2,945

広報誌３月号に啓発記事を掲載

令和３年３月１０日に全戸配布

６，０００部

屋久島町福祉支援課

０９９７－７

・3月末発行広報誌に掲載予定
・2日は例年どうり保健福祉課職員にブ
ルーの服を身に着けてもらい自立支援協
議会内の活動内容に掲載していただく予 龍郷町
定。
＃世界自閉症啓発デー
＃発達障害啓発週間

喜界町保健福祉課

Ｒ３．３月頃

広報あまぎ令和3年度1月号に啓発記事
を掲載

天城町 長寿子育て課

令和3年2月中旬に全戸配布

広報誌配布部数：２，７００

令和3年4月1回目の週報へ掲載予定

町民全戸：2，400戸

－

令和３年４月１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
TEL：098-866-2190

－

令和３年３月27、28日放送

一般県民

沖縄県子ども生活福祉部
障害福祉課
TEL：098-866-2190

一般県民

沖縄県子ども生活福祉部
北部福祉事務所地域福祉班
TEL（0980)-52-0051

世界自閉症啓発デー・発達障害者啓発週
与論町町民福祉課
間の周知啓発

美ら島沖縄（県広報誌）４月号への掲載

喜界町保健福祉課
℡０９９７－６５－３５２２

町広報誌への掲載

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発
週間について
沖縄県

「うまんちゅひろば」（県広報番組）で放送

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発
週間について

主催：北部圏域障害者自立支援連絡会
議療育・教育部会世界自閉症啓発デー北
部圏域実行委員会（名護市、本部町、北
イオン名護ショッピングセンター（予定）
部管内委託相談支援事業所、多機能型
デイサービス スキップ）

令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

発達障害啓発週間パネル展

情報コーナーの設置（予定）

発達障害啓発講演会

沖縄県宮古圏域障害者自立支援連絡会
・発達障害啓発講演会
議（共催：沖縄県発達障害者支援セン
宮古島市未来創造センター多目的ホール 令和3年1月31日（日）14：00～16：00予定
・上記講演会にあわせ、図書館に啓発パ
一般県民
ター、障害者就業・生活支援センターみや ※オンライン併用
（パネル展：1/16～31）
ネルの展示やリーフレットを設置
こ、宮古島市、多良間村）

世界自閉症啓発デー・発達障害
啓発週間2021inおきなわ（中部圏域実行 疑似体験動画配信
委員会）

中部圏域自閉症啓発実行委員（沖縄市つ
くし園・グリンホーム・キッズワールドサ
沖縄県中部圏域
ポートオーシャン・沖縄市基幹相談）

沖縄県子ども生活福祉部
宮古福祉事務所
TEL：0980-72-3771

R3.3月～R3.4.8まで

一般県民

沖縄県発達障害者支援
センター がじゅま～る
TEL:098-982-2113

世界自閉症啓発デー及び
発達障害啓発週間

情報コーナーの設置

那覇市役所1階ロビー

令和３年４月２日（金）
～同年４月８日（木）

一般市民

那覇市障がい福祉課
相談グループ
電話：（098）－862-3275

世界自閉症啓発デー及び
発達障害啓発週間

庁内広告モニターで世界自閉症啓発デー
那覇市
及び発達障害啓発週間の広報を行う

那覇市役所内

令和３年４月２日（金）
～同年４月８日（木）

一般市民

那覇市障がい福祉課
相談グループ
電話：（098）－862-3275

－

令和３年４月１日（木）

一般市民

那覇市障がい福祉課
相談グループ
電話：（098）－862-3275

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発
なは市民の友（令和３年４月号）への掲載 週間についての説明記事及び情報コー
ナーの設置について掲載
沖縄県
世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 市広報誌・ＨＰによる普及啓発

宜野湾市

市広報誌・市ＨＰ

令和3年3月～4月

一般市民

宜野湾市役所福祉推進部
障がい福祉課 自立支援係
連絡先：098-893-4427（直通）

世界自閉症啓発デー
発達障害啓発週間

石垣市障がい福祉課

石垣市役所

令和3年4月

一般市民

石垣市役所福祉部障がい福祉課
電話：0980-82-9947

ポスター掲示
市広報誌・HP等での普及啓発

沖縄県

都道府県名
指定都市名

世界自閉症啓発デー2021
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

市庁舎でのパネル展示

主催者・共催者等

名護市こども支援専門部会

「世界自閉症啓発デー」、「発達障害啓発 市庁舎１階市民ホールにポスター掲示、
糸満市
週間」普及啓発活動
リーフレット設置、のぼり設置などを行う。

横浜市

名護市役所庁舎

令和3年3月

一般市民

名護市社会福祉課：仲里
0980-53-1212(209)

市庁舎１階市民ホール

令和３年４月２日～８日

一般市民

糸満市社会福祉課 障害福祉係☎098840-8103

宮古島市障がい福祉課

宮古島市図書館(未来創造センター)予定 令和３年３月２９日～令和３年４月９日

一般市民

世界自閉症啓発デー・
発達障がい啓発週間
パネルの展示

パネル展示、冊子やリーフレットの配置

本部町

本部町役場１階ロビー

令和３年４月２日から８日まで

一般町民

本部町役場 福祉課
福祉班
0980-47-2165

嘉手納町

嘉手納町役場

令和3年4月2日～令和3年4月8日

一般町民

嘉手納町役場 福祉課
障害福祉係
TEL：098-956-1111

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。
町役場のエントランスホールにてのぼりと
パネル設置を行う。

発達障害啓発週間

町ＨＰによる普及啓発

西原町

町ＨＰ

令和３年３月上旬～４月上旬

一般町民等

西原町役場
福祉部
健康支援課
障がい支援係
ＴＥＬ：０９８－９４５－５０１３

世界自閉症啓発デー

町役場ロビーにてパネル展示
・就労施設利用者による販売会

与那原町

与那原町役場1Fロビー

令和3年4月2日～令和3年4月8日

町職員
事業所職員
一般町民

与那原町役場福祉課
TEL；098-945-1525

八重瀬町

八重瀬町役場

令和3年4月2日～令和3年4月8日

一般町民

八重瀬町役場 社会福祉課
ＴＥＬ：998-9598

世界自閉症啓発デー

１．町広報誌
２．町ＨＰによる普及啓発

竹富町

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障 地下鉄駅、市立小・中・高校、各区役所、 令和３年３月
がい福祉課
関係機関等

１．町広報誌
２．町ホームページ

さいたま市

YouTubeによる動画の限定配信

広報誌：3月版にて掲載
ＨＰ：令和3年3月中旬～掲載

竹富町福祉支援課
福祉係障がい福祉担当
ＴＥＬ：０９８０－８３－７４１５
ＦＡＸ：０９８０－８２－３７４５
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

一般町民等

市民

令和３年３月１５日（月）～令和３年３月２
市民
１日（日）

障害政策課
048－829-1306

啓発物品等の作成・配布等

市独自の啓発パンフレット、クリアファイ
ル、ポスター、ポケットティッシュを作成
し、市民や関係機関に配布する

さいたま市

市内の行政機関、教育機関、NPO法人等 令和3年3月下旬～4月

市民

障害者総合支援センター
０４８－８５９－７４２２

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

さいたま市

市内の行政機関、教育機関、NPO法人等 令和3年3月下旬～4月

市民

障害者総合支援センター
０４８－８５９－７４２２

のぼり旗の掲揚

市独自に作成したのぼり旗を掲揚

さいたま市

障害者総合支援センター、市内10区役所 令和3年4月

市民

障害者総合支援センター
０４８－８５９－７４２２

広報誌等を通じた普及啓発

市政だよりへの掲載
市ＨＰ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Facebookへの掲載
障害者自立支援課
庁舎内にのぼり旗、啓発用パネルの設置

千葉市役所本庁舎

令和3年4月2日～8日

市民等

障害者自立支援課
企画班 𠮷川（よしかわ）
043-245-5175

発達障害に関する書籍の展示とパネル展 横浜市

①中央図書館
②神奈川図書館

①３月16日(火)～28日(日)
②３月30日(火)～４月８日(木)

世界自閉症啓発デーin横浜
ブルーライトアップ

横浜市、横浜市自閉症協会

「第１４回ようこそ自閉症ワールドへ」ラ
川崎市自閉症協会
チッタデッラのガラスのタワーのブルーラ 川崎市発達相談支援センター
イトアップ点灯
川崎市障害計画課
川崎市

ライト・イット・アップ・ブルーかわさき２０２
１
～第１４回ようこそ自閉症ワールドへ！～ アトレ川崎のブルーライトアップ
ラゾーナ川崎プラザ
ルーファ広場 大柱ライトアップ

さがみはら発達障害連続WEBセミナー
2020
「発達障害のある人にとっての豊かな人
生とは？」

第２回：相模原市発達障害啓発講演会
「発達障害があっても、ノープロブレム！
－すくすく育って就職した本人からのメッ
セージ－」
講師：綿貫愛子氏（ＮＰＯ法人東京都自閉
症協会・役員、ＮＰＯ法人リトルプロフェッ
サーズ・副代表、臨床発達心理士）

横浜市教育委員会事務局
特別支援教育課
TEL：０４５－６７１－３９５８
FAX：０４５－６６３－１８３１

①よこはまコスモワールド大観覧車「コス
モクロック21」
①、③、④ ４月２日(金)～８日(木)日没後
②日産スタジアム
から24時まで
③横浜市開港記念会館
②４月２日(金) 日没後から24時まで
④象の鼻パーク スクリーンパネル

ラ チッタデッラ 中央噴水広場

・ブルーライトアップ
令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

市民

川崎市障害計画課

川崎市港湾管理課
川崎市障害計画課

アトレ川崎

・ブルーライトアップ
令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

市民

川崎市障害計画課

川崎市障害計画課

ラゾーナ川崎プラザ
ルーファ広場

・ブルーライトアップ
令和３年４月２日（金）～４月８日（木）

市民

川崎市障害計画課

オンライン（Zoom）

第１回：令和３年２月２０日（土）午後２時０
市民等
０分～３時１５分（入室は午後１時１５分
定員：２００名
～）

主催：相模原市
共催：相模女子大学・相模原市教育委員
会
オンライン（Zoom）
協力：相模原市自閉症児・者親の会、相
模原市立図書館

第２回：令和３年３月１３日（土）午後１時３
市民等
０分～４時３０分（入室は午後１時００分
定員：２００名
～）

第１回：「備えあれば憂いなし
～思春期の二次障害について考える～」 主催：相模女子大学
講師：原郁子氏（こころ発達クリニック新横 共催：相模原市・相模原市教育委員会
浜 院長・発達精神科医師）

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

市立図書館
相模大野図書館
橋本図書館

令和３年３月２日（火）～４月４日（日）

市民等
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

相模原市
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」 相模原市
の横断幕を市役所本庁舎に掲示

相模原市役所本庁舎

令和3年３月9日（火）～４月８日（水）

市民等

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（マグネット）を作成し、各啓発事業等で 相模原市
配布

相模原市発達障害支援センター

令和３年３月１日（月）～４月８日（水）

市民等

発達障害啓発イベント

①さがみ湖プレジャーフォレスト内のイル
①令和３年３月上旬
ミネーション一部をブルーライトアップする
②さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
ことにより世界自閉症啓発デー及び発達 主催：相模原市
①動画配信
展示：令和３年3月２０日（土）～４月４日
障害啓発週間を周知する。※今年度は感 協力：さがみ湖リゾート プレジャーフォレ
②相模原市役所本庁舎、さがみ湖リゾー （日）
市民等
染症対策のため点灯式の集客はせずに スト
ト プレジャーフォレスト
相模原市役所本庁舎展示：令和３年3月
動画配信を行う。
３０日（火）～４月８日（木）
②市民から「青」の写真を募集して、展示
を行ことにより啓発を行う。

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
Ｒ４年３月２８日(月曜日)～４月８日（金曜
クロスパルにいがた（生涯学習センター及
クロスパルにいがた（新潟市中央区礎町
や家族向けの情報・県内の発達障がい児 ・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩＮ
日）［予定］
来庁者（市民）
び中央公民館等）におけるパネル展示
通３ノ町２０８６）
者支援に関わる関係者からのメッセージ （ジョイン）」
などをパネル展示する。

令和４年３月２0日（日曜日）［予定］

市民

新潟市福祉部
障がい福祉課管理係・就労支援係
電話：０２５（２２６）１２３７・１２４９

・新潟県
・新潟県発達障がい者支援センター「ＲＩＳ
デンカビッグスワンスタジアム
４月２日の日没後、デンカビッグスワンの Ｅ（ライズ）」
（新潟市中央区清五郎67-12）
ブルーライトアップを行う。
・新潟市
・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩＮ
（ジョイン）」

令和３年４月２日（金曜日）
日～８日（木曜日）各日日没後から２１時
頃まで[予定]
市民
（※県内のコロナアラート状況によっては
実施不可）

新潟市福祉部
障がい福祉課管理係・就労支援係
電話：０２５（２２６）１２３７・１２４９

アピタ新潟西店でのパネル展示

世界自閉症啓発週間に併せて、アピタ新
・新潟市
アピタ新潟西店［予定］
潟西店において発達障がいに関する基本
・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩＮ （新潟市西区小新5丁目7番21号）
的な知識・当事者や家族向けの情報等の
（ジョイン）」
パネル展示を行う。

令和３年４月３日（土曜日）～４月１１日
（日曜日）［予定］

市民

新潟市福祉部
障がい福祉課管理係・就労支援係
電話：０２５（２２６）１２３７・１２４９

広報誌等を通じた広報啓発

市広報誌に「世界自閉症啓発デー」及び
「発達障害啓発週間」、発達障害の啓発 静岡市障害福祉企画課
についての情報を掲載予定

広報しずおか４月号

静岡市民

静岡市
障害福祉企画課
電話：０５４－２２１－１１９８

「子どものこころの発達研究」講演会with
ルピロ

・講演『浜松市たんぽぽ広場と自閉症ス
ペクトラムの早期発見』
・対談『浜松市の発達支援教育の現況』
・対談『社会的養育と発達障害』

令和３年４月３日（土）
午後２時～４時

１６歳以上
会場定員：５０名
オンライン定員：２５０名程

浜松医科大学子どものこころの発達研究
センター
TEL：053-435-2331

浜松城のブルーライトアップ

浜松城を自閉症啓発デーイメージカラー
浜松市発達相談支援センター「ルピロ」
の青色でライトアップするもの

浜松市中区元城町100-2
（浜松城）

令和３年４月２日（金）
日没～午後１０時

―

浜松市発達相談支援センター
「ルピロ」
TEL：053-459-2721

発達障害のある方の絵画作品展示

浜松市役所１階ロビーにて、発達障害の
ある方が描いた絵画作品や自閉症啓発
デーのポスター、発達障害の特性・相談 浜松市こども家庭部子育て支援課
機関等を記載した内容を掲示することで、
広く市民の方に、理解していただくもの

浜松市中区元城町103-2
（浜松市役所）

令和３年３月２６日（金）
～４月８日（木）
市役所開庁時間内
午前８時３０分～午後５時１５分

―

浜松市こども家庭部子育て支援課
TEL：053-457-2793

新潟市
デンカビッグスワンのブルーライトアップ

浜松市

新潟市福祉部
障がい福祉課管理係・就労支援係
電話：０２５（２２６）１２３７・１２４９

３月２０日号に「世界自閉症啓発デー」「発
・新潟市
達障害啓発週間」ならびに「発達障がい
・新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩＮ
支援センター（ＪＯＩＮ）」の紹介などを掲載
（ジョイン）」
予定。

「市報にいがた」への掲載

静岡市

照会先

啓発コーナー設置

令和２年度発達障害に関する講演会「乳
幼児発達と保育の支援～発達障害のあ 講演会の実施
る子どもの就学支援に焦点をあてて～」

千葉市

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

発達障がい啓発週間

世界自閉症啓発デー・発達障害者啓発週 1.町広報誌への啓発記事の掲載
間
2.発達障害等啓発コーナーの設置

さいたま市

開催場所

宮古島市福祉部
障がい福祉課
発達障がい児者支援
支援室ゆい
０９８０-７３-１９７５

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間
（案）

札幌市

自治体等啓発取組一覧

（主催）浜松医科大学子どものこころの発
浜松市中区板屋町１１１－１
達研究センター
アクトシティ浜松
（共催）浜松市発達相談支援センター「ル
コングレスセンター４１会議室
ピロ」

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

大阪市

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

自治体等啓発取組一覧

主催者・共催者等

開催場所

世界自閉症啓発デー2021
啓発ウォーキング
「大阪から共に支え合い、共に生きる」

自閉症児者、家族、支援者、市民が大阪
主催：大阪自閉スペクトラム症協会
市役所～大阪大阪府庁周辺まで、啓発の
目印（旗、青いものなど）を持って歩くこと
後援（予定）：大阪府、大阪市、堺市、大
で自閉症をはじめとする発達障がいにつ
阪市教育委員会、日本自閉症協会
いて広く啓発する。

世界自閉症啓発デー2021
シンポジウム

専門家による啓発講演やさをり織り体験
ワークショップ等を通じて、自閉症をはじ
めとする発達障がいへの正しい理解と認
識を深める。

主催：大阪自閉スペクトラム症協会
共催：大阪市（市立中央図書館）
大阪市立中央図書館
後援（予定）：大阪府、大阪市、日本自閉
症協会

ライト・イット・アップ・ブルー2021in大阪

大阪市内のランドマークのブルーライト
アップ

広報紙を通じた啓発

広報紙3月号に啓発記事を掲載。

ホームページを通じた啓発

啓発ポスター掲示による啓発

市ホームページに啓発記事を掲載。

一般社団法人 大阪自閉スペクトラム症
協会
電話：06-4862-4144

令和3年4月25日（日曜日）
13時～16時（予定）

市民、他

一般社団法人 大阪自閉スペクトラム症
協会
電話：06-4862-4144

主催：大阪自閉スペクトラム症協会、大阪
府、大阪市
大阪城天守閣、天保山大観覧車等
共催：日本発達障害ネットワーク大阪
協力：株式会社海遊館

令和3年4月2日（金曜日） 日没から
・大阪城天守閣 24時まで
・天保山大観覧車 22時まで

市民、他

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
電話：06-6497-6560

大阪市

広報紙3月号

市民

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
電話：06-6497-6560

令和3年2月19日（金曜日）（予定）～

市民、他

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
電話：06-6497-6560

Osaka Metro駅構内掲示版（22駅）、大阪
市役所、各区役所（24区）、各図書館（24
区）、市立小中高等学校、保育所（園）、 令和3年3月～4月
認定こども園、イオングループ各店舗、大
阪シティ信用金庫の営業店舗など

市民、他

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
電話：06-6497-6560

Osaka Metro駅構内（22駅）、大阪市役
所、各区役所（24区）、中央図書館等にて
広く市民へ配布。
令和3年3月上旬
保育所（園）、認定こども園などへの配
付。

市民、他

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
電話：06-6497-6560

調整中

市民、他

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
電話：06-6497-6560

大阪市

Osaka Metro駅構内、各区役所、図書館、 大阪市、関係機関
学校園や関係機関でのポスター掲示。
（市立小中高等学校へは大阪府と連携）

野球、サッカー、バスケットボール、バ
レーボールなどプロスポーツチーム等の
大阪ホームゲーム会場でのポスター掲
大阪市、プロスポーツチーム等
示、啓発チラシの配布、啓発メッセージの
放映、スタジオDJによるアナウンス等を予
定。

大阪市役所～大阪府パスポートセンター 令和3年4月3日（土曜日）
前
10時～12時（予定）

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施しま
す）

堺市子ども青少年局
子ども青少年育成部子ども家庭課

発達障害啓発週間ブルーライトアップ

発達障害啓発週間講演会

大浜公園内にある旧堺燈台を世界自閉
症啓発デーのシンボルカラーである青（ブ
ルー）でライトアップ。
堺市発達障害者支援センター
アプリコット堺

堺市子ども青少年局
発達障害についての理解と支援を広く周 子ども青少年育成部子ども家庭課
知するため、当事者を迎えて講演会を実
施。
堺市発達障害者支援センター
アプリコット堺

大浜公園

調整中

令和３年４月２日～８日
日没～午後９時

オンライン開催
2021/4/10
後日上映会を予定していますが場所は未
14：00～16：00
定

堺市子ども青少年局
子ども青少年育成部子ども家庭課
電話：０７２－２２８－７３３１
市民
堺市発達障害者支援センター
アプリコット堺
電話：０７２－２７５－８５０６
堺市子ども青少年局
子ども青少年育成部子ども家庭課
電話：０７２－２２８－７３３１
市民（先着２００名）
堺市発達障害者支援センター
アプリコット堺
電話：０７２－２７５－８５０６

堺市役所本館１階エントランスロビー

堺市

発達障害啓発週間パネル展

堺市子ども青少年局
発達障害の特徴・支援の方法、堺市発達
子ども青少年育成部子ども家庭課
障害者支援センターの紹介などをパネル
展示。
堺市発達障害者支援センター
併せて支援グッズの展示を行う。
アプリコット堺

堺市子ども青少年局
子ども青少年育成部子ども家庭課
電話：０７２－２２８－７３３１

堺市東区役所玄関ホール
堺市立健康福祉プラザ１階エントランスロ 令和３年４月２日～８日
ビー

市民
堺市発達障害者支援センター
アプリコット堺
電話：０７２－２７５－８５０６

イオンモール堺鉄砲町２階
※パネル展示のみ。

神戸市

北九州市

発達障害啓発週間関連ブックフェア

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。
堺市立東図書館
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提示。

堺市立東図書館

令和３年４月１日～３０日

ポスター展示

発達障害支援に係る啓発ポスター・世界
神戸市福祉局発達障害者支援センター
自閉症啓発デーポスター展示

神戸市役所花時計ギャラリー

令和３年3月１８日～３月３１日

職員向け情報誌への記事掲載

世界自閉症啓発デーに関する啓発記事
掲載

LIGHT IT UP BLUE JAPAN2021

主催：ライト・イット・アップJAPAN
神戸市内名所・旧跡のライトアップの実施 2021実行委員会
後援：神戸市等

神戸港周辺施設、錨山、しあわせの村等 令和3年4月2日

神戸市営地下鉄でのポスター掲示

世界自閉症啓発デー啓発ポスター

神戸市福祉局発達障害者支援センター

神戸市営地下鉄各駅

令和3年3月下旬から4月上旬

学校、市関連部署でのポスター掲示

世界自閉症啓発デー啓発ポスター

神戸市福祉局発達障害者支援センター

神戸市関連部署・学校

令和3年3月から４月上旬

市内各地のブルーライトアップ

市内各地のブルーライトアップ

広報誌等を通じた広報啓発

「世界自閉症啓発デー」北九州市実行委
・市ホームページに啓発情報を掲載
・市政だより３月１５日号に啓発記事掲載 員会

ポスター掲示

市内各地の障害者施設、教育施設、行政
関連施設等にポスター及びチラシの掲示

神戸市福祉局発達障害者支援センター

博多駅前での広報･啓発活動

令和３年 自閉症啓発デーイベント

福岡タワーのブルーライトアップ

博多ポートタワーのライトアップ

世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週
発達障がい児者のアート作品を展示
間 作品展

市ホームページに啓発情報を掲載

市民

堺市立東図書館
電話：０７２－２３５－１３４５

一般市民

北九州市保健福祉局精神保健福祉課

制限なし
※新型コロナ感染予防のため、人を集め
るイベントは行わない。パネル展示（アー
ト作品や支援グッズの紹介など）を行い、
配布チラシ設置、啓発活動を中心に実施
予定

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

制限なし

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

制限なし

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

市民

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

市民

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

市民

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

市民

福岡市役所こども未来局
こども発達支援課
障がい児支援係 身深
TEL：092-711-4178
FAX：092-733-5534

令和３年４月号

小倉城、ＪＲ小倉駅、ＪＲ黒崎駅、ＪＲ門司港駅 令和３年４月５日（月）～８日（木）

市内全域

福岡市

照会先

自閉症児者、家族、支援者、市民

啓発リーフレットを印刷し、Osaka Metro駅
啓発リーフレットの印刷および配布による 構内、各区役所、図書館等で広く市民へ
大阪市、関係機関
啓発
配布。
その他、学校園や関係機関へも配付。

スポーツイベント等における啓発活動

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

福岡市、福岡市発達障がい者支援セン
ター、親の会など関係団体

福岡市、福岡市発達障がい者支援セン
ター、親の会など関係団体

福岡市、福岡市発達障がい者支援セン
ター

福岡市、福岡市発達障がい者支援セン
ター

福岡市

JR博多駅前広場

福岡タワー

博多ポートタワー

福岡市役所１階多目的スペース

－

令和３年３月中旬～４月８日（木）

令和3年4月2日

令和3年4月2日

令和３年４月２日～令和３年４月８日

令和３年３月２７日～４月５日

令和３年３月下旬

広報媒体を通じた広報啓発
福岡市市政だより３月１５日号に啓発記
事とイベント等の情報を掲載（予定）

ポスター掲示

世界自閉症啓発デーポスターの掲示

福岡市

福岡市

－

令和３年３月１５日までに市内全戸配布
（予定）

市役所内及び区役所内掲示板、駅構内、
令和３年３月上旬から４月上旬（予定）
関係団体事務室など

