世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

点灯式～青いものを身に
つけて、みんな集まれ♪

取組（イベント）の内容

函館美術館前広場での
点灯式
自閉症当事者による
「当事者メッセージ」

主催者・共催者等

開催場所

道立函館美術館前広場
主催：世界自閉症啓発デー
函館地域実行委員会

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

平成30年4月2日(月)
18:00～

一般市民

共催：函館市医師会・渡島
医師会・北海道自閉症協会
道南分会・南北海道知的障
がい福祉協会

カウントダウンで
ブルーライトアップ！

五稜郭タワーの
ブルーライトアップ

Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ Ｂｌｕｅ Ａ
sahikawa 2018 in Cocode

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

平成30年4月2日

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

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

平成３０年４月１日（日）～２
日（月）
２００名程度
１日 リレー研修会、２日点
灯式

北海道

五稜郭タワー

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

照会先

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

平成30年4月2日(月)
18:30～

福祉関係者、家族、一般な
ど

旭川自閉症児者親の会
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０１６６－３５－２７８０

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

点灯式（緑ヶ丘公園展望台）

ライト・イット・アップ・ブルー
2018 in とまこまい

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

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

市民延べ約２００人程度

苫小牧市障がい福祉課
（0144）32-6356

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

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

幣舞橋四季の像 ライトアップ

北海道

青森県

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

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

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

〔主 催〕
北海道自閉症協会オホーツ
ク分会
○親子参加型イベント
「ボッチャ体験＆ゲーム」
〔協 賛〕
・薄荷蒸溜館（同上）
株式会社グリーンズ北見
○自閉症啓発書籍展示
・北見市立中央図書館（北
見市泉町１丁目２番２１号）

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

Light It Up Blue

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

世界自閉症啓発デー2018・
Light It Up Blue Japan 2018

①世界自閉症啓発デー2018
・発達障がいに関する情
報提供、相談コーナー
・当事者によるステージ
発表
・クイズ/疑似体験/青い
千羽鶴プロジェクト等の 北海道自閉症協会札幌分
参加イベント
会札幌ポプラ会
・作品展示/応援グッズ販
売/募金
等
②Light It Up Blue Japan
2018
・さっぽろテレビ塔、時計台
等のライトアップ

釧路町保健福祉センター

照会先

北海道自閉症協会オホーツ
ク分会
ohotukuasj@gmail.com

○親子参加型イベント
平成３０年４月２日１８：２０
～１９：００
○自閉症啓発書籍展示
平成３０年３月３１日～４月７
一般市民
日（開館時間内）
・幣舞橋四季の像 ライト
アップ
平成30年4月2日（月）18：15
～21：15

幣舞橋ライトアップ実行委員
会
電話（0154）42-0810

・青い森のコンサート（予定）
日時：未定

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

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

参加者（対象者）
参加（募集）人数

町民

市民、観光客等

②Light It Up Blue Japan
2018
18時～

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

一般県民

釧路町健康福祉部福祉課
障がい福祉係
電話0154-40-5208

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

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2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

弘前城天守のブルーライト
アップ

青森県

ブルーライトアップinみやぎ

仙台城跡伊達政宗公騎馬
像のブルーライトアップ

(プレイベント）
3月24日、25日
ワークショップ開催

宮城県

（本イベント）
萬画館ＬＩＵＢ（青く照らす）
ライト・イット・アップ・ブルーin石巻
点灯式（2日18:00～）
miniコンサート
ワークショップ（期間中）
店内レストラン販売員
啓発活動
新聞リレーコラム などなど

栃木県

主催者・共催者等

開催場所

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

平成30年4月2日(月)
18:00～21:00

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

ライト・イット・アップ・ブルー
in石巻実行委員会
（あおい空の会、アドベン
チャークラブ、手をつなぐ親
石ノ森萬画館
の会、石巻支援学校、石巻・
女川障害者自立支援協議
会、石巻市かもめ学園）、女
川高等学園（予定）

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

4月2日～4月8日

市民

照会先

弘前市健康福祉部福祉政
策課
電話：0172(40)7036

県民

市民、県民、どなたでも

事務局
フリースペース“ＳＯＲＡ”
０２２５－２４－８３４１

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 栃木県庁昭和館
とするため、建物をブルーに
ライトアップする。

平成３０年４月２日（月）～８
県民等
日（日） １８：００～２１：００

栃木県保健福祉部障害福
祉課
電話：０２８（６２３）３４９２

Light It Up Blueとちぎ2018

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

栃木駅北口広場

平成30年4月7日(土)14時～
市民等
21時

栃木市保健福祉部障がい福
祉課 電話：0282-21-2203

足利学校

平成30年4月2日～4月8日

足利市障がい福祉課
電話：０２８４（２０）２１６９

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

市民等

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

群馬県

広報啓発の取組名（イベント名）

ライトイットアップブルーINたて
ばやし

大宮ソニックシティビルブ
ルーライトアップ

埼玉県

ブルーライトアップ

ブルーライトアップ

東京都

主催者・共催者等

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

ブルーライトアップ

日本初国産旅客機ＹＳ－
ライト・イット・アップ・ブ
１１の
ルー所沢２０１８
ライトアップ

高麗郷古民家ブルーライト
アップ

千葉県

取組（イベント）の内容

①ステージ発表
②模擬店
③アート展
④パネル展示
⑤関連図書紹介
⑥映画上映

開催場所

館林市城町（鶴生田川周
辺）

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

平成３０年４月２日（月）
１８：００～２２：００

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

平成３０年４月７日又は
８日

対象：埼玉県民

埼玉県福祉部障害者福祉
推進課
電話：０４８－８３０－
３３１０

対象：
保護者、関係者、市
民、など

所沢市こども未来部こど
も福祉課
電話：０４－２９９８－
９２２３

主催 大宮ソニックシ
ティ株式会社

大宮ソニックシティビル

主催 ライト・イット・
アップ・ブルー所沢実行
委員会
後援 所沢市

西武新宿線 航空公園駅東
口
平成３０年 ４月７日
駅前広場

主催 ライト・イット・
アップ・ブルー日高実行
委員会

①②③高麗郷古民家
④市役所
⑤⑥図書館

①②③平成３０年３月３
１日
④⑤平
成３０年３月２６日～４
月２５日（予定）
⑥平成３０年４月１５日

ライト・イット・アッ
プ・ブルー日高実行委員
会
電話：080-4005-8676

主催：世界自閉症啓発デー
inちば実行員会（千葉県自
千葉ポートタワーをブルーラ
閉症協会、千葉県発達障害 千葉ポートタワー
イトアップする
者支援センター、千葉市発
達障害者支援センター）

平成30年4月2日～8日
毎日１８：００～１２：００

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

①東京ゲートブリッジのブ
ルーライトアップの実施
東京都福祉保健局
②都庁舎のプルーライトアッ
プの実施

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

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

①東京ゲートブリッジ
②東京都庁第一本庁舎

一般都民

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

東京都

神奈川県

新潟県

ブルーライトアップ

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

江の島シーキャンドル・ブルー
ライトアップ

自閉症啓発のためのライト
アップイベント

ブルーライトアップ

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

世界自閉症啓発デーin富山
ブルーライトアップ富山城

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

藤沢市、藤沢市自閉症児・
者親の会共催

タワーホール船堀

平成30年４月２日（月曜日）
から８日（日曜日）まで
一般区民
日没から23時まで

江戸川区福祉部発達障害
相談センター事務係
電話：03（5662）7209

江の島シーキャンドル

2018年4月2日（月）18時～
22時

藤沢市障がい福祉課
担当：鈴木（隆）
電話：0466-50-3528

富山城址公園

平成30年4月2日～4月8日

富山県

富山県

世界自閉症啓発デーin富山
啓発活動

世界自閉症啓発デー（４月２
日）にあわせて、ＪＲ富山駅
にて啓発リーフレット等の配
布（街頭啓発活動）

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

一般

広く一般県民

ＪＲ富山駅（予定）

平成30年4月2日 7:30～
8:00

①ライトアップ：南砺五箇山
菅沼合掌造り集落
②ワークショップ：吾郎平（南
砺市菅沼９０６）

①平成30年4月2日
時～21:00
②平成30年4月2日
～20:45

日没
①広く一般県民
19:15 ②先着３０名

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

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

広く一般県民

石川門ブルーライトアップ・
啓発ウォーキング

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

予定
平成３０年４月２日（月）
開会式 １８：４５～
（開会式終了後ウォーク）
点灯 １９：３０

主催者、後援者、当事者等
石川県自閉症協会
自由参加

山梨県庁及び近隣商業施
設のライトアップ

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

平成３０年４月２日～同月６
日
（ココリは８日まで）

山梨県障害福祉課

富士急ハイランド観覧車等
のライトアップ

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

平成３０年４月２日（日）

ライト・イット・アップ・ブルー
in Japan 2018 実行委員会

平成３０年４月２日 日没か
市民、他
ら

富士吉田市 福祉課
富士吉田観光振興サービス

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

石川県

世界自閉症啓発デー2018in石川

ライトアップ：クロスランドお
やべ（小矢部市鷲島10番
地）

ライト・イット・アップ・ブルー

山梨県

市町村の取組み
【ライト・イット・アップ・ブルー】

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

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

照会先

発達障がいに関わる啓発

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

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

伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課

善光寺ブルーライトアップ

善光寺のライトアップ
（ブルー）

平成30年4月2日

北信地区
いとぐるまの会

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

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

未定

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

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

岐阜県健康福祉部障害福
祉課発達障害支援係
電話：058-272-8314

Light it Up Blueながの
実行委員会

善光寺

長野県

Light It Up Blue ちの 2018

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

点灯式
ブルーライトアップ高島城2018
ミニコンサート

Light It Up Blue ちの実行委
員会、茅野市民館指定管理
茅野市民館
者 株式会社地域文化創造
（並び主催）

世界自閉症啓発デー
ライトアップ委員会

JR岐阜駅信長ゆめ広場の
ブルーライトアップ

岐阜県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

諏訪市高島城

JR岐阜駅信長ゆめ広場（岐
阜市）
岐阜県健康福祉課障害福
祉課

県内各地のブルーライトアップ

ソフトピアジャパンのブルー
ライトアップ

ソフトピアジャパン（大垣市）

県民

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

大垣城のブルーライトアップ 大垣市福祉部障がい福祉課 大垣城

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

照会先

大垣市福祉部障がい福祉課
電話：0584-47-7298

市民

岐阜県

市役所駅北庁舎のブルーラ
県内各地のブルーライトアップ
多治見市福祉課
イトアップ

人道の丘｢命のビザ｣モニュ
八百津町健康福祉課
メントのブルーライトアップ

多治見市役所駅北庁舎

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日)
１７:００～２２:００

人道の丘｢命のビザ｣モニュ 平成３０年４月２日（月）～
メント
４月８日（日）

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

静岡県

ブルーライトアップ

多治見市役所福祉課
電話：0572-23-5812

町民

八百津町健康福祉課福祉
係 電話：0574-43-2111
（2563）

藤枝市子ども発達支援セン
ター
電話：０５４（６６７）３９８８

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

沼津港大型展望水門「びゅ
うお」
（沼津市本字千本1905番地
の27）

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

参加者（対象者）
参加（募集）人数

照会先

静岡県自閉症協会、静岡県
掛川城
掛川城のブルーライトアップ 発達障害者支援センター、
（掛川市掛川1138-24）
掛川市
４月２日（月）～４月８日（日）

世界遺産韮山反射炉のブ
ルーライトアップ

静岡県

ブルーライトアップ

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

静岡県自閉症協会、静岡県 韮山反射炉
発達障害者支援センター、 （伊豆の国市中字鳴滝入
伊豆の国市
2268）

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

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

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

愛知県

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

４月２日（月）

１３８タワーをブルーにライト
一宮市
アップする。

４月２日（月）
１７時３０分から２１時３０分

１３８タワー

一宮市役所福祉部福祉課
電話：0586-28-8619

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

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

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

津城跡地、津市民活動セン
平成30年4月1日（日）～平
ター、津市民中央公民館、
成30年4月2日（月）
県内図書関連施設等

限定なし
※一部イベントには人数限
定等がある。

三重県

世界自閉症啓発デー Light It
Up Blue みえ（2018）

滋賀県

国宝彦根城…4月2日イベン
世界自閉症啓発デー滋賀県
ト開始6時30分、点灯7時(予
世界自閉症啓発デー2018滋賀 国宝彦根城等のﾌﾞﾙｰﾗｲﾄｱｯ ブルーライトアップ実行委員 国宝彦根城（彦根市運動公 定)
県民
県ブルーライトアップ
ﾌﾟ、点灯イベント
会
園） 他
びわ湖大津プリンスホテル
は4月2日～8日の期間中に
ライトアップ

京都府

大阪府

世界自閉症啓発デーin京都

①京都駅前広場での啓発イ
ベント
・桃山高校吹奏楽部による
演奏
・京都府自閉症協会「The
BEAT」による演奏
・京都府自閉症協会ダンス
サークル「kirala」によるダン
ス
・京都女子大学チアリーディ
ング部 GALAXIE
・京都市障害者相談員（発
達）による相談
・写真（フォトフロップス）コー
ナー
②ブルーライトアップ
京都タワー、福知山城、舞
鶴赤れんがパーク、間人皇
后と聖徳太子母子像、京都
府庁旧本館、二条城東南隅
櫓

大阪府内主要建物のライトアッ
ブルーライトアップ
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」
京都市発達障害者支援セン
ター
「かがやき」

①啓発イベント
京都駅前広場
②ブルーライトアップ
京都タワー、福知山城、舞
鶴赤れんがパーク、間人皇
后と聖徳太子母子像、京都
府庁旧本館、二条城東南隅
櫓

①啓発イベント
平成30年４月２日（月）
18:15～19:30
<障害者相談員による相談
は17:00～18:30>

①啓発イベント
観衆500人見込み

②ブルーライトアップ
平成30年４月２日（月）
18:15～22:00

の５者の共催

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

・大阪城天守閣
・通天閣
・天保山大観覧車
・万博記念公園太陽の塔

照会先

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

世界自閉症啓発デー
滋賀県実行委員会
事務局
0748-72-7810

京都府自閉症協会
TEL:075-813-5156

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

大浜公園内にある旧堺燈
台、龍女神像を世界自閉症
発達障害啓発週間ブルーライト
啓発デーのシンボルカラー
アップ
である青（ブルー）でライト
アップ。

主催者・共催者等

開催場所

堺市子ども青少年育成部
子ども家庭課
大浜公園
堺市発達障害者支援セン
ター

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成30年4月2日 日没～午
市民
後9時（予定）

主催；大阪自閉スペクトラム
症協会、大阪府、大阪市
大阪府

ライト・イット・アップ・ブルー
2018
in大阪

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

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

奈良県

和歌山県

島根県

県内各地のブルーライトアップ

郡山城天守台
ブルーライトアップ

大和郡山市
都市計画課・厚生福祉課

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

県内各地のブルーライトアップ

邑南町役場庁舎の
ブルーライトアップ

邑南町福祉課
協力：邑南町中野
株式会社トリコン
※ＬＥＤ製造

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

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

協力；通天閣観光株式会
社、株式会社海遊館

堺市子ども青少年育成部
旧堺燈台、龍女神像を世界
子ども家庭課
発達障害啓発週間ブルーライト 自閉症啓発デーのシンボル
アップ
カラーである青（ブルー）でラ
堺市発達障害者支援セン
イトアップ。
ター

照会先

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

郡山城天守台

平成３０年４月２日（月）

和歌山城

平成３０年４月２日（月）
１８時００分～２３時００分

邑智郡邑南町矢上６０００
邑南町役場

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

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

県民

市民

町民

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

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

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

島根県

県内各地のブルーライトアップ

ハートピア出雲での
ブルーライトアップ

島根県自閉症協会
社会福祉法人 創文会

〒693-0014
出雲市武志町６９３－４

あゆみの里での
ブルーライトアップ

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

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

岡山県

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーに併せ
て、観光名所のライトアップ
（ブルー）を行い、自閉症を
はじめとする発達障害につ
いて、広く啓発する。

県民

平成３０年４月２日（月）

平成３０年４月２日（月）
日没後～２４時

主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
平成３０年４月２日（月）～３
閉症協会
津山市 津山鶴山公園備中
一般
日（火）
共催：津山地域自立支援協 櫓
１８：３０～２２：００
議会、津山市

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

ＮＰＯ法人 岡山県自閉症
協会
電話：086-801-4010

津山市こども保健部健康増
進課療育センター
電話：0868-32-2174

総社市福祉課障がい福祉係
電話：0866-92-8269

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

ライト・イット・アップ・ブルー広
島

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

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

照会先

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

広島県

大竹駅前ひろばをブルーラ
イトアップで彩るほか，ブ
ルーリボンの配布や式典，
ブルーライトアップキャンペーン
他団体との共同イベントによ
る啓発活動をする。（「ブ
ルーキャンペーン」）

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
～
（共催）NPO法人「ハローの 大竹駅前ひろば
仲間」Oh!バンブー倶楽部
放課後等デイサービスフー
レイ

市役所をブルーライトアップ ハートとハート～子育てと発
市役所
で彩る
達障害を考える会

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

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

県内各地のブルーライトアップ

下関市障害者支援課

下関市長による大観覧車の
ブルーライトアップ点灯式

大竹市福祉課
小川
0827-59-2146
平成30年4月2日～4月6日

平成３０年４月１日（日）～
４月８日（日）
（一部除く）

はい！からっと横丁大観覧
車
亀山八幡宮参道
消防局庁舎

市内施設のブルーライトアッ
プ

山口県

一般市民等

市民

平成３０年４月２日（月）

はい！からっと横丁

山口市健康福祉部障がい福
祉課
083-934-2794

下関市福祉部障害者支援
課
083-237-4199

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

山口県

香川県

広報啓発の取組名（イベント名）

県内各地のブルーライトアップ

取組（イベント）の内容

永源山公園「夢風車」の
ブルーライトアップ

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

主催者・共催者等

周南市障害福祉課

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

愛媛県

ブルーライトアップ

県内自治体庁舎のブルーラ
市町（一部）
イトアップ

高知県

高知城ライト・イット・アップ・ブ
ルー

高知城のブルーライトアップ

高知県
高知県自閉症協会

開催場所

周南市大字富田
永源山公園

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）

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

市民

周南市障害福祉課
0834-22-8463

①～⑤一般県民

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

四国中央市子ども若者発達 平成30年4月2日（月）～8日
一般県民等
支援センター
（日）

高知城
(高知市丸ノ内1丁目2-1）

照会先

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

2018年4月2日(月)日没～22： 一般県民

ショッピングモール「チャチャ
タウン小倉」での観覧車ブ
ルーライトアップ
福岡県

ショッピングモール「チャチャ
「世界自閉症啓発デー」北九
平成３０年４月７日（土）
タウン小倉」（福岡県北九州
州市実行委員会
１８：３０～１９：１０
市小倉北区砂津3-1-1）

世界自閉症啓発デーに係る記
念イベント
ブルーライトアップの点灯式
と消防音楽隊・カラーガード
隊による演奏・演舞

一般市民
約５００人

北九州市役所保健福祉局
障害者支援課

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

開催日時

世界自閉症啓発デーに係る記
「世界自閉症啓発デー」北九 小倉城（福岡県北九州市小 平成３０年４月７日（土）
小倉城のブルーライトアップ
念イベント
州市実行委員会
倉北区城内2番1号）
１９：００～２２：００

参加者（対象者）
参加（募集）人数

一般市民
約５００人

照会先

北九州市役所保健福祉局
障害者支援課

福岡県

福岡タワーライトアップ

長崎県

福岡タワーをブルーにライト
アップ

福岡タワー
（福岡市早良区百道浜）

平成30年4月2日

ハウステンボス
ドムトールン

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
ハウステンボス株式会社
長崎県

平成30年4月2日

みらい長崎ココウォーク
観覧車

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

平成30年4月2日～4月8日

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

県内各地のブルーライトアップ

稲佐山電波塔

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
長崎市
長崎県
平成30年4月2日

女神大橋

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
長崎県

世界自閉症啓発デー2018 ライトアップイベント詳細一覧
都道府県名

長崎県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

ボートレース大村広告塔

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
大村市
長崎県

ブルーライトin川棚

ブルーライトinかわたな実行
JR川棚駅前
委員会

県内各地のブルーライトアップ

かごしま水族館

照会先

平成30年4月2日

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

平成30年4月2日～4月8日

みんなでワハハ
０９０－８３９４－６４２４(藤
田）

世界自閉症啓発デー・発達障
がい啓発週間2018 in おきな
わ

平成３０年４月２日（月）～
４月８日（日）
１８時４５分～２１時

鹿児島県

甲突川の橋梁のブルーライ
トアップ

沖縄県

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

かごしま水族館のブルーラ
イトアップ

鹿児島県

開催場所

ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デー沖縄大
会実行委員会（沖縄県自閉
症協会、NPO法人わくわくの
会、社会福祉法人若竹福祉
会、）・沖縄県（実施機関：沖
縄県発達障害者支援セン
ター）

県民

甲突川の橋梁：高見橋，西
田橋

平成３０年４月２日（月）
日没後～２２時

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

平成30年4月2日（月）
※イオンモール沖縄ライカム
一般県民
については、平成30年4月２
日（月）から８日まで

鹿児島県保健福祉部障害
福祉課
電話：099-286-2744

大会実行委員会（沖縄県自
閉症協会、NPO法人わくわく
の会、社会福祉法人若竹福
祉会、沖縄県発達障害者支
援センター）
電話：098-（982）-2113

