世界自閉症啓発デー2021 関連情報について
都道府県名
指定都市名
(施設等機関名）
星槎道都大学
（北海道）

広報啓発の取組名（イベント名）

発達障害の理解啓発

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

社会福祉学科の年度当初のオリエ
星槎道都大学 社会福祉学
ンテーションにおいて学生へ啓発
星槎道都大学
部社会福祉学科
資料配布・説明

・さくらまつりとタイアップして、県立
館林高等特別支援学校の生徒が
ブルーライトイットアップin館林
館林市
作成した青いこいのぼりを掲げる
・4/2当日には青色にライトアップ

世界自閉症啓発デー・発達障
群馬県教育委員会事務局 害啓発週間・INぐんま（2021）

・市役所市民ホールまたは図書館
視聴覚室において、小児科医師に 館林市と群馬県、
よるミニ講演会及び学校教育課に 群馬県自閉症協会
よる取り組み発表

世界自閉症啓発デー・発達障
害啓発週間・INぐんま（2021）

・アゼリアホールにおいて、啓発
リーフレット・風船の配布、東洋大
学ボランティアサークルによるジャ 館林市と群馬県、
グリング・バルンアート、ダンス発 群馬県自閉症協会
表、自閉症クイズ、景品配布などを
予定

ポスター掲示

「世界自閉症啓発デー」（一般社団
法人 日本自閉症協会作成） ポス 埼玉県教育委員会
ターの掲示

鶴生田川（城町）

・市役所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

星槎道都大学 社会福祉学 星槎道都大学社会福祉学科
令和３年４月１日（木）、２日
部 社会福祉学科
学科長 西崎 毅
（金）、４月５日（月）
学生約200名
011（372）8150

令和３年４月２日（金）午後
市民
６時～午後１０時

社会福祉課障がい福祉係
0276-72-4111（内線627）

未定

市民

菅沼美樹さん（群馬県自閉症協会地区委員
Tel.090-1998-6592）
又は社会福祉課障がい福祉係0276-724111

・アゼリアホール（アゼリア
モール）

未定

市民

菅沼美樹さん（群馬県自閉症協会地区委員
Tel.090-1998-6592）
又は社会福祉課障がい福祉係0276-724111

県内の教育関係機関

令和２年３月中旬～４月

県民

埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課
048-830-6888

埼玉県
発達障がいに関するパネルやポス
令和3年4月2日（金）～4月8
共催 宇都宮市、宇都宮市自 宇都宮市役所 市民ホール
発達障がいに関するパネル展 ター展示 、リーフレット等啓発物品
日（木）予定
約1000名予定
閉症児者親の会
（予定）
の配布

東京都渋谷区

WarmBlue2021

東京都青梅市教育委員会 発達障害者啓発週間

庁内をブルーにデコレーション

青梅市障害者サポートセンターで 青梅市障がい者福祉課
図書の展示、ＤＶＤ上映、作品展示 青梅市障がい者サポートセ
等を実施
ンター

（１） 発達障害に関する書籍の展
示とパネル展

横浜市

渋谷区障害者福祉課福祉計
渋谷区役所
画推進係

横浜市

世界自閉症啓発デーin横浜

（２） ブルーライトアップ

金沢市のランドマークのひとつであ
る石川門をブルーにライトアップし、
その様子をFacebook公式ページ上
でweb中継し点灯式を実施する。自
閉症啓発の賛同者が公式ページに
集まり、参加者同士の思いを共有
するとともに、自閉症について考え
るきっかけにする。
金沢大学子どものこころの 4月2日 世界自閉症啓発デー （LIUB金沢実行委員会は検討の結
発達研究センター
Light It Up Blue Kanazawa
果、コロナ感染拡大予防の観点か
（石川県）
（LIUB金沢）
ら2021年のイベントをweb開催に決
定）
広報活動として開催趣旨に沿った
ポスターを作成、関係各所に配布
予定。2021年3月には、県政記者ク
ラブにプレスリリース資料を配布す
るとともに、地元の新聞社、テレビ
局に啓発のための協力を要請する
予定。

横浜市
横浜市自閉症協会

令和３年３月２９日～４月９
来庁者
日まで（見込み）

令和２年４月１日（木曜日）
青梅市障がい者サポートセ
から４日（日曜日）まで 午 市内在住・在勤
ンター
前１０時から午後４時まで

４月２日(金)～８日(木)日没
後から24時まで（よこはまコ
よこはまコスモワールド大観
スモワールド大観覧車「コス
覧車「コスモクロック21」、日
モクロック21」、横浜市開港
産スタジアム、横浜市開港
一般
記念会館、象の鼻パーク
記念会館、象の鼻パーク
スクリーンパネル）、４月２日
スクリーンパネル
（金）（日産スタジアム）

愛知医科大学
（愛知県）

ライトアップの実施

大学病院のライトアップ（ブルー）の
愛知医科大学 総務広報課 大学病院（中央棟）
実施

大阪府高石市

広報誌を通じての広報啓発

市の広報誌に記事を掲載

主催
武庫川女子大学教育研究所
大学院臨床教育学研究科
子ども発達科学研究セン
発達障害啓発週間にブルーライト
Light It Up Blue MUKOJO ! 2021
ター
アップを実施
共催
武庫川女子大学・
武庫川女子大学短期大学部
武庫川女子大学教育研究
FD推進委員会
所
主催
（兵庫県）
武庫川女子大学教育研究所
大学院臨床教育学研究科
子ども発達科学研究セン
神経発達障害の啓発に関する市
市民公開講座
ター
民公開講座の開催
共催
武庫川女子大学・
武庫川女子大学短期大学部
FD推進委員会

渋谷区障害者福祉課福祉計画推進係
03-3463-1211

青梅市 健康福祉部 障がい者福祉課相談
支援係
電話：0428-22-1111（2133）

３月16日(火)～３月28日(日)
（中央図書館）、３月30日
中央図書館、神奈川図書館
一般
(火)～４月８日(木) （神奈
川図書館）

主催：みんなでブルーライト
アップ実行委員会
（石川県自閉症協会、NPO法
人アスペの会石川、金沢エ
ルデの会、市民有志）、金沢
大学子どものこころの発達研
金沢城公園石川門
参加者：どなたでも参加可
究センター、金沢大学医薬
2021年4月2日（金）午後6時
Light It Up Blue Kanazawa
参加人数： 100人程度
保健研究域医学系精神行動
45分～午後8時30分
Facebook公式ページ
（Zoom利用を予定）
科学
後援：石川県、金沢市、石川
県医師会
協力：PFUブルーキャッツ、石
川ミリオンスターズ、
加賀こころの病院

高石市（高齢・障がい福祉
課）

宇都宮市子ども発達センター（担当：大草）
028-647-4720

市の広報誌

高石市民

中央キャンパス 教育研究
4月2日～4月8日 18:30～
所棟

武庫川女子大学 中央キャ
ンパス マルチメディアホー 2022年 3月末
ル

みんなでブルーライトアップ実行委員会
上野幸子： usachikian@gmail.com
090-5687-7414

愛知医科大学 総務広報課
0561-61-5224（直通）

４月２日（毎年）

３月号

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

高石市 高齢・障がい福祉課
072-275-6294

武庫川女子大学教育研究所
0798-45-9913

対象：一般
参加人数：200名

武庫川女子大学教育研究所
0798-45-9913

世界自閉症啓発デー2021 関連情報について
都道府県名
指定都市名
(施設等機関名）

奈良県奈良市教育セン
ター

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

市立学校教職員向けの掲示板 教職員が確認できる掲示板へ自閉 奈良市教育センター
への啓発
症協会HPの案内を期間中に掲載 教育支援・相談課

開催場所

奈良県域統合型公務支援
システムの掲示板にて

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

令和３年４月２日～８日

奈良市立学校教職員全員

照会先

奈良市教育センター
教育支援・相談課
0742-93-8197

「世界自閉症啓発デー」及び「発達
ノートルダム清心女子大学
ノートルダム清心女子大学 ノートルダム清心女子大学 春 障害啓発週間」の啓発のため、本
ノートルダム清心女子大学
インクルーシブ教育研究セン
令和3年4月2日
（岡山県）
のブルーライトアップ
学の中央棟オラトリーをブルーにラ
中央棟
ター
イトアップ

ノートルダム清心女子大学
インクルーシブ教育研究センター
086-252-6160

独立行政法人国立高等専
世界自閉症啓発デーのポス
門学校機構 香川高等専
ター掲示
門学校（香川県）

香川高等専門学校 高松キャンパス
学務課学生支援係
087-869-3833

学校掲示板にポスターを掲示

香川高等専門学校高松キャ
公表時～令和３年４月８日
ンパス

川棚駅前広場のライトアップ

川棚駅前広場や川棚郵便局、川棚
ブルーライトinかわたな実行
町栄町商店街をブルーのイルミ
川棚駅前広場 他
委員会
ネーションでライトアップ

川棚町公会堂のライトアップ

川棚町公会堂をブルーにライトアッ
川棚町教育委員会
プ

令和３年４月２日～８日

町民

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

町民

川棚町教育委員会
社会教育係
0956-82-2064

長崎県川棚町教育委員会

川棚町公会堂

福岡県立小倉工業高等学
校
発達障害啓発週間のPR
（福岡県）

電光掲示板による発達障害啓発週
福岡県立小倉工業高等学
福岡県立小倉工業高等学校
間のPR
校正門

国立大学法人琉球大学
（沖縄県）

大学内掲示板にポスター掲示、公
式HPで情報発信（学生、教職員に 琉球大学 障がい学生支援
大学内
発達障がい、自閉症について啓
室
発）

ポスターの掲示、公式HPでの
情報発信

令和３年４月２日～８日

福岡県立小倉工業高等学校
093-571-1738

令和３年４月２日～８日

学生、教職員

琉球大学 障がい学生支援室
098-895-8750

