世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

①世界自閉症啓発デー2019
イベント
①世界自閉症啓発デー2019
・発達障がいに関する情
イベント
報提供
新札幌 サンピアザ光の広
・当事者によるステージ
場
世界自閉症啓発デー2019・
発表
（札幌市厚別区中央２条５丁
北海道自閉症協会札幌分会
Light It Up Blue Japan 2019協
・ゲーム等の参加イベント
目７－２）
（札幌ポプラ会）
賛イベント
・作品展
・セルフィサインの展示 等
②Light It Up Blue Japan
②Light It Up Blue Japan
2019
2019
さっぽろテレビ塔
・さっぽろテレビ塔、時計台
時計台
等
等のライトアップ
○ライトアップ予定施設（予
定）
・シンボルストリート街路灯
市内各地をブルーにライト
・緑ヶ丘公園展望台
アップ
①北海道自閉症協会苫小牧
・苫小牧信用金庫本店
分会（あじさいの会）
・ふれんど高齢者複合施設
ライト・イット・アップ・ブルー2019
②シンボルストリートライト
自閉症啓発ウォーキング
in とまこまい
アップ実行委員会
③苫小牧市
ブルーにライトアップされたシ ①～③の三者による共催
シンボルストリート
ンボルストリートをペンライト
やブルーの衣服を身に着
け、ブルーの横断幕やのぼ
りなどを掲げて練り歩く。
主催者：旭川自閉症児者親
の会
共催（予定）：一般社団法人
手をつなぐ育成会・ドンマイ
の会・北海道発達障害支援
旭川市市民活動交流セン
世界自閉症啓発デー
道北地域センターきたのま
旭川市市民活動交流セン
ターCOCODE（ココデ）の外
Light up blue 2019 in 旭川
ち・旭川市職親会・上川中南
ターCOCODE（ココデ）
壁を青いライトを点灯し啓発
（ブルーライト点灯）
部障がい者就業生活支援セ
活動を行う。
ンターきたのまち
後援（予定）：旭川市・旭川市
教育委員会・旭川障害者連
絡協議会・旭川NPOサポート
センター

○北見ハッカ記念館をブ
ルーにライトアップ
北海道

ライトイットアップブルーｉｎ北見２
０１９
○親子参加型イベント
○自閉症啓発書籍展示

ブルーライトアップ

〔主 催〕
北海道自閉症協会オホーツ
ク分会
〔協 賛〕
株式会社グリーンズ北見

雄武町保健福祉課庁舎内の
雄武町保健福祉課保健係
ブルーライトアップ

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成31年４月２日（火）
①世界自閉症啓発デー2019
イベント
10時～18時
市民、観光客等

照会先

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

②Light It Up Blue Japan
2019
18時～

平成３１年４月

来場者すべて
苫小牧市障がい福祉課
（0144）32-6356

平成３１年４月

市民約２００人（募集上限な
し）

平成３１年４月２日（火）
18:00～20:30

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

○北見ハッカ記念館ブルー
○北見ハッカ記念館ブルー
ライトアップ
ライトアップ
平成３１年４月２日１８：００～
・北見ハッカ記念館（北見市
１９：００
南仲町１丁目７番２８号）
○親子参加型イベント
・薄荷蒸溜館（同上）

○親子参加型イベント
一般市民
平成３１年４月２日１８：００～
１９：００

北海道自閉症協会オホーツ
ク分会
ohotukuasj@gmail.com

○自閉症啓発書籍展示
○自閉症啓発書籍展示
・北見市立中央図書館（北見
平成３１年４月２日～４月７日
市泉町１丁目２番２１号）
（開館時間内）
雄武町役場庁舎別館

平成３１年４月２日（火）
（予定）

町民

雄武町保健福祉課保健係
電話：0158-84-2023

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

とかちプラザ帯広駅側壁面を
北海道自閉症協会十勝分
世界自閉症啓発デーイベント＆ ブルーにライトアップする。作
会・ライトイットアップブルー
ライト・イット・アップ・ブルー
品展・ＤＶＤの上映・ミニコン
実行委員会
サート等を実施する。
幣舞橋ライトアップ
幣舞橋ライトアップ実行委員
幣舞橋ライトアップ
※その他ライトアップ
会
旧日本銀行釧路支店
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 釧路町健康福祉部福祉課障
Right It Up Blue
や発達障害を理解してもらう がい福祉係
ためのシンボルカラーである
青色のライトアップ
点灯式～青いものを身に
つけて、みんな集まれ♪

函館美術館前広場での
点灯式
自閉症当事者による
「当事者メッセージ」

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

開催場所

とかちプラザ
（帯広市西４条南１３丁目）

平成３１年４月２日（火）

幣舞橋及び旧日本銀行釧路 平成31年4月2日（火）18：15
支店
～

釧路町保健福祉センター

平成３１年４月２日（火）～
４月８日（月）

道立函館美術館前広場

平成31年4月2日(火)
18:00～

カウントダウンで
ブルーライトアップ！

五稜郭タワーの
ブルーライトアップ

Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ Ｂｌｕｅ Ａ
sahikawa 2018 in Cocode

主催：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、ドンマイの
会、北海道発達障害者支援
旭川市市民活動交流セン
道北地域センターきたのま
ターＣＯＣＯＤＥ（ココデ）の外
旭川市市民活動交流セン
ち、上川中南部障害者就業・
壁をブルーライトでともし啓
ターＣＯＣＯＤＥ（ココデ）
生活支援センターきたのま
発活動を行なう。
ち、旭川市職親会
後援：旭川市、旭川市教育委
員会、旭川市障害者連絡協
議会、特定非営利法人旭川
NPOサポートセンター

五稜郭タワー

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

自閉症スペクトラムの保護
者、当事者、関係者、一般
１００人

北海道自閉症協会十勝分会
事務局
電話・FAX 0155-37-0909

一般市民

幣舞橋ライトアップ実行員会
電話 0154-42-0810

町民

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

世界自閉症啓発デー函館地
域実行委員会事務局
ゆうあい会石川診療所 内
電話：080-9686-5764

平成31年4月2日(火)
18:30～21:00

2019年4月2日

旭川自閉症児者親の会
福祉関係者、家族、一般など ＴＥＬ・ＦＡＸ
０１６６－３５－２７８０

平成３１年４月２日（火）～８
日（月）
青森県観光物産館アスパム 青森県、青森県発達障害者
のブルーライトアップ（活動紹 支援センター、青森県自閉症 青森県観光物産館アスパム １８：００～２２：００（展示１５： 県民
００～１９：００）
介等の展示あり）
協会
（いずれも予定）
県内各地のブルーライトアップ
青森県

宮城県

弘前城天守ブルーライトアッ
弘前市健康福祉部福祉政策課 弘前公園
プ

平成３１年４月２日（火）
１８：００～２１：００（予定）

市民

立佞武多の館ライトアップ
（予定）

平成３１年４月２日（火）

西北五圏域住民

青森県発達障害者支援セン
立佞武多の館
ター「わかば」（津軽地域）

照会先

【主催】
・宮城県・宮城県発達障害者
「世界自閉症啓発デー」「発達障
仙台城跡伊達政宗公騎馬像 平成31年4月2日（火） ～
仙台城跡伊達政宗公騎馬像 支援センター「えくぼ」・仙台
害啓発週間」ブルーライトアップ
（宮城県仙台市青葉区川内 平成31年4月8日（月）
ブルーライトアップ
市北部発達相談支援セン
inみやぎ
１）
日没から23時00分まで
ター・仙台市南部発達相談
支援センター

県民

青森県健康福祉部障害福祉
課
電話：０１７－７３４－９３０９
弘前市健康福祉部福祉政策
課
電話：０１７２－４０－７０３６
青森県発達障害者支援セン
ター「わかば」（津軽地域）
電話：０１７３－２６－５２５４
宮城県発達障害者支援セン
ター「えくぼ」
０２２－３７６－５３０６

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

宮城県
LIUB in 石巻

山形県

茨城県

栃木県

群馬県

点灯式（4月2日）
ワークショップ（期間中）
啓発活動（期間中）

荘銀タクト鶴岡の外灯等にブ
ルーのフィルムを貼って青く
照らす。
エントランスを青の照明で照
ブルーイルミネーション等による らす。
装飾
鶴岡アートフォーラムの正面
近くの木をイルミネーションで
装飾
（電話で問い合わせ、内諾を
得た程度）
4月2日（火）の18:00～22:00
に，「水戸芸術館シンボルタ
ワー」をブルーを基調とした
水戸芸術館ライトアップ
ライトアップに変更すること
で，市民に対して「世界自閉
症啓発デー」の普及啓発を
図る。
世界自閉症啓発デー及び
発達障害者週間にあわせ、
音楽祭＆ライト・イット・アップ・ブ 自閉症児者による音楽祭及
ルー２０１９
びライトアップイベントを行う
ことで、自閉症の理解と啓発
を図る。
県民に対して、自閉症等の
発達障害についての関心を
ブルーライトアップ
高めるとともに、考える機会
とするため、建物をブルーに
ライトアップする。
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
学校の施設をブルーにライト
アップする。
「館林さくらとこいのぼりの里
ライトイットアップブルーINたて まつり」で、鶴生田川のこい
ばやし
のぼりをブルーライトアップ
する
・ブルーライトアップ
大宮ソニックシティビルブルーライ・啓発ポスターの掲示、チラ
シの配布
・ブルーライトアップ
埼玉会館ブルーライトアップ
・啓発ポスターの掲示、チラ
シの配布
小児医療センター前カリヨンの
樹ブルーライトアップ

・ブルーライトアップ

LIUB in 石巻実行委員会

石ノ森萬画館

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

平成31年4月2日～8日

一般市民
当事者団体
福祉事業所
ワークショップ等来場者数
（２００名程度）

鶴岡市福祉課
鶴岡市教育委員会社会教育 荘銀タクト鶴岡
課

照会先

事務局担当
フリースペース‟SORA”
０２２５－２４－８３４１

平成31年４月初旬
市民

鶴岡市福祉課
ＴＥＬ 0235-25-2111

水戸市民対象

水戸市役所障害福祉課
（029-232-9173）

鶴岡市福祉課
（協力）
鶴岡アートフォーラム

鶴岡アートフォーラム

平成31年４月初旬

水戸市

水戸芸術館広場

2019年4月2日（火）
18:00～22:00

茨城県自閉症協会

イオンモール水戸内原
１Fメインコート

2019/4/2（火） 11：30～16：
イオンモール来訪者
00

茨城県自閉症協会
（029-292-5310）

栃木県自閉症協会、栃木県 栃木県庁昭和館

平成３１年４月２日（火）～８
日（月） １８：００～２１：００

県民等

栃木県保健福祉部障害福祉
課
電話：０２８（６２３）３４９２

足利市

平成3１年4月2日～4月8日

市民等

足利市障がい福祉課
電話：０２８４（２０）２１６９

足利学校

館林市（社会福祉課・商業観
平成３１年４月２日（月）
館林市城町（鶴生田川周辺）
光課）
１８：００～２２：００

県民

主催 大宮ソニックシティ株
式会社

対象：埼玉県民

大宮ソニックシティビル

主催 公益財団法人埼玉県
芸術文化振興財団・埼玉会 埼玉会館
館
主催 埼玉県

埼玉県立小児医療センター
前カリヨンの樹

平成３１年 ４月 ７日

平成３１年４月２日～４月８日 対象：埼玉県民
平成３１年４月２日～４月８日 対象：埼玉県民

館林市役所社会福祉課
障がい福祉係
０２７６－７２－４１１１
（内線６４５）
埼玉県福祉部障害者福祉推
進課
電話：０４８－８３０－３３１５
埼玉県福祉部障害者福祉推
進課
電話：０４８－８３０－３３１５
埼玉県福祉部障害者福祉推
進課
電話：０４８－８３０－３３１５

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

日本初国産旅客機YS－11の
ライトアップ

開催場所

西武新宿線航空公園駅東口
平成３１年 ４月６日
駅前広場
主催 ライト・イット・アップ・ブ
ルー所沢実行委員会
後援 埼玉県、所沢市

ライト・イット・アップ・ブルー所沢
２０１９

所沢市こどもと福祉の未来
館

サイエンスカフェ

平成３１年 ４月２０日

埼玉県
①ウエスタ川越、ウニクス川
越及びにぎわい広場のライト
アップ・オブジェの展示
ライト・イット・アップ・ブルー川越
②あおいろウォーキング
２０１９
②講演会
④福祉施設製作品の販売
⑤ステージ発表
①最明寺本堂のライトアップ
②青をテーマにした障害者
ライト・イット・アップ・ブルー川越
アート展示会
ｉｎ最明寺
③ヨガ・座禅体験
④チャリティーライブ

千葉県

主催 ライト・イット・アップ・ブ ウエスタ川越、ウニクス川越
平成３１年 ４月６日
ルー川越 実行委員会
及びにぎわい広場

主催 ライト・イット・アップ・ブ
ルー川越in最明寺 実行委 最明寺
員会

①②平成３１年４月２日～４
月８日
③平成３１年４月６日
④平成３１年４月７日

対象：埼玉県民

ライト・イット・アップ・ブルー
川越実行委員会
電話 ０９０－４０７９－６４８
３

対象：埼玉県民

ライト・イット・アップ・ブルー
川越in最明寺所実行委員会
メール
remoni1718@gmail.com

都庁舎のプルーライトアップ
の実施
タワーホール船堀のプルー
ライトアップの実施
日産スタジアムのブルーライ
トアップ

LIGHT IT UP BLUE 2019

江戸川区
福祉部発達障害相談セン
ター

横浜市自閉症協会

ライト・イット・アップ・ブルー
日高実行委員会
電話 ０８０－４００５－８６７
６

千葉県発達障害者支援セン
ター

東京ゲートブリッジ

平成３１年４月２日（火曜日）
日没から深夜０時まで

東京都庁

平成３０年４月２日（火曜日）
から８日（月曜日）まで
１８時から２３時まで

タワーホール船堀

平成３１年４月２日（火曜日）
から８日（月曜日）まで
一般区民
日没から２２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

日産スタジアム

平成31年４月２日 18時30分
～

横浜市自閉症協会

東京都福祉保健局
ブルーライトアップ

照会先

（１）ライト・イット・アップ・ブ
ルー所沢実行委員会
メール
対象：保護者、関係者、市民
tokorozawa.liub@gmail.com
等
（２）所沢市こども未来部こど
も福祉課
電話 ０４－２９９８－９２２３
（１）ライト・イット・アップ・ブ
ルー所沢実行委員会
メール
tokorozawa.liub@gmail.com
対象：どなたでも、100名
（２）所沢市こども未来部こど
も福祉課
電話 ０４－２９９８－９２２３

①②③平成３１年３月３１日
④市役所：平成３１年３月２５
①ステージ発表
日～平成３１年４月１５（準備
①②③高麗郷古民家
②作業所による模擬店
片付け含）
④市役所・高麗の郷（社会福
高麗郷古民家ブルーライトアッ ③アート展
主催：ライト・イット・アップ・ブ
高麗の郷：平成３１年４月１
祉協議会）
プ
④パネル展示
ルー日高実行委員会
日～平成３１年４月１５日（準
⑤⑥図書館
⑤関連図書紹介
備片付け含）
⑥映画上映
⑤平成３１年３月２６日～平
成３１年４月２１日（予定）
⑥平成３１年４月２１日
千葉県自閉症協会
千葉市発達障害者支援セン
千葉ポートタワーを一週間ブ
千葉ポートタワー
平成３１年４月２日～８日
ポートタワーブルーライトアップ
県民
ター
ルーにライトアップする
千葉県発達障害者支援セン
ター
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

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

一般都民

当該エリア訪問者

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

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）
LIGHT IT UP BLUE 2019

神奈川県

ライトイットアップブルーかわさ
き
２０１９

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

よこはまコスモワールド大観 横浜市
覧車「コスモクロック21」のブ
ルーライトアップ
「第１２回ようこそ自閉症ワー
ルドへ」ラ チッタデッラのガラ
スのタワーのブルーライト
アップ点灯式及びライブ＆
トーク

川崎市自閉症協会
川崎市発達相談支援セン
ター
川崎市障害計画課

川崎マリエンのブルーライト
アップ

川崎市港湾管理課
川崎市障害計画課

ラゾーナ川崎プラザ
ルーファ広場 大柱ライトアッ 川崎市障害計画課
プ
主催：藤沢市自閉症児・者親
の会
LIGHT IT UP BLUE 江の島シー 自閉症啓発のためのライト
キャンドル2019
アップイベント

新潟県

富山県

石川県

デンカビッグスワンのブルーライ ４月２日の日没後、デンカ
トアップ
ビッグスワンのブルーライト
アップを行う。

世界自閉症啓発デーin富山
ブルーライトアップ富山城

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

共催：藤沢市、藤沢市発達障
がい者相談支援事業所リー
ト、神奈川県自閉症児・者親
の会連合会
・新潟県
・新潟県発達障がい者支援
センター「ＲＩＳＥ（ライズ）」
・新潟市
・新潟市発達障がい支援セ
ンター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」
富山県

開催場所

よこはまコスモワールド

ライト・イット・アップ・ブルー②
【県内市町村の取り組み】
ライト・イット・アップ・ブルー
【県内市町村の取り組み】
・ライト・イット・アップ・ブルー
・広報による周知啓発

平成31年４月２日 日没～24
時

照会先
横浜市自閉症協会／横浜市
こども青少年局障害児福祉
保健課

市民

川崎市障害計画課

2019年3月31日（日）17時～
2019年4月2日（火）

一般

藤沢市障がい福祉課
担当：鈴木（隆）
電話：0466-50-3528

江の島シーキャンドル

デンカビッグスワンスタジア
ム
（新潟市中央区清五郎6712）

富山城址公園

新潟市福祉部
障がい福祉課 管理係
電話：０２５（２２６）１２３７

平成３１年４月２日（火曜日）
日没後

平成30年4月2日～4月8日

広く一般県民

富山県厚生部障害福祉課
電話：076(444)3213 川西

予定
平成３1年４月２日（火）
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
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

発達障害者啓発週間期間中
（平成３１年４月２～８日）

山梨県障害福祉課

平成３１年４月２日（火）

ライト・イット・アップ・ブルー
in japan 2019 実行委員会

富士吉田市
富士吉田市役所
富士吉田観光振興サービス 富士山レーダードーム

平成３１年４月２日（火）
日没から

富士吉田市 福祉課
富士吉田観光振興サービス

・韮崎市建設課、福祉課
・韮崎市福祉課

・平成３１年４月２～８日
・平成３１年３月末

・富士急ハイランド観覧車等 ライト・イット・アップ・ブルー
のライトアップ
in japan 2019 実行委員会
・富士吉田市庁舎及び富士
山レーダードーム館のライト
アップ
・韮崎駅前のブルーライト
アップ
・広報にらさき３月号に啓発
記事を掲載

参加者（対象者）
参加（募集）人数
当該エリア訪問者

・点灯式及びライブ＆トーク
平成３１年４月２日（火）
ラ チッタデッラ 中央噴水広 １７：３０～１９：００
・ブルーライトアップ
場
平成３1年４月２日（火）～
４月８日（月）
ブルーライトアップ
平成３１年４月２日（火）、
川崎マリエン
４月３日（水）
ブルーライトアップ
ラゾーナ川崎プラザ
平成３１年４月２日（火）～
ルーファ広場
４月８日（月）

予定
世界自閉症啓発デー2019in 開会式
：金沢市役所前広場
石川企画委員会
石川門ブルーライトアップ・啓 みんなでブルーライトアップ ウォーク
世界自閉症啓発デー2019in石川
発ウォーキング
：金沢市役所前発
実行委員会
石川門三の丸広場着
金沢大学子どものこころの発
点灯
達研究センター
：石川門三の丸広場
山梨県
・山梨県庁及び近隣商業施 山梨自閉症協会
山梨県庁及びココリ
ライト・イット・アップ・ブルー①
山梨LD・発達障害者の支援
設のライトアップ
を考える会

山梨県

開催日時

富士急ハイランド

韮崎駅前

・市民
・広報発行部数 １１，４００

韮崎市福祉課障がい福祉担
当

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

ブルーライトアップ高島城2019

取組（イベント）の内容
・点灯式
・ミニコンサート

世界自閉症啓発デー
ライトアップ委員会

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
ライトアップ委員会

諏訪市高島城

未定

善光寺

平成31年4月2日（火）
18時半～21時

市民

ＬＩＵＢながの実行委員会
https://www.facebook.com/
LIUBnagano/

善光寺本堂をブルーライトで Light It Up Blue ながの実行
善光寺本堂
照らす
委員会

平成31年4月2日（火）
19時〜21時予定

自閉症児・者、発達障がい
児・者その家族、支援者

長野県自閉症協会北信地区
いとぐるまの会
itogurumanokai@gmail.com

Light It Up Blue ちの 2019

◆点灯
「Light It Up Blueちの2019」
◆フィナーレ
リズムセッション
「みんなで奏でるリズム！」
「地域団体演奏（太鼓演奏予
定）」

◆点灯「Light It Up Blueちの
2019」
平成31年4月2日（火）
18:30～22:00
4/2インターネットライブ配信
地域住民（どなたでも）
4月3日（水）～4月5日（金）
19：00～22：00
◆フィナーレ
平成31年4月6日（土）
18:00～
※点灯は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

ブルーライトアップと
応援メッセージボードの設置

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

平成31年4月1日(月)～
平成31年4月8日(月)

市民

上伊那圏域障がい者総合支
援センター きらりあ

県民

岐阜県健康福祉部障害福祉
課
電話：058-272-8314

善光寺ブルーライトアップ

長野県

主催：LIUBながの実行委員
善光寺をブルーにライトアッ 会
プ
共催：自閉症協会北信地区
いとぐるまの会

JR岐阜駅信長ゆめ広場のブ
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

岐阜県

主催者・共催者等

県内各地のブルーライトアップ

浜松城をライトアップブルー

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

岐阜県健康福祉課障害福祉
課

JR岐阜駅信長ゆめ広場（岐 平成３１年４月２日（火）～
阜市）
平成３１年４月８日（月）
ソフトピアジャパン（大垣市）

平成３１年４月２日（火）～
平成３１年４月８日（月）

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

平成３１年４月２日（火）～
平成３１年４月８日（月）

市民

岐阜市福祉部障がい福祉課
電話：058-214-2138

大垣城ブルーライトアップ

大垣城

平成３１年４月２日（火）～
平成３１年４月８日（月）

市民

大垣市福祉部障がい福祉課
電話：0584-47-7298

多治見市役所駅北庁舎をブ
多治見市福祉課
ルーにライトアップ

多治見市役所駅北庁舎

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

市民

多治見市役所福祉課
電話：0572-23-5812

人道の丘「命のビザ」モニュメ
八百津町健康福祉課
ントのブルーライトアップ

人道の丘「命のビザ」モニュメ 平成３１年４月２日（火）～
ント
平成３１年４月８日（月）

町民

八百津町健康福祉課
電話：0574-43-2111
（2568・2569）

合掌集落ブルーライトアップ
白川村村民課
（調整中 不可もあり）

合掌集落

村民

白川村村民課
05769-6-1311（代）

浜松市民

浜松市発達相談支援セン
ター
「ルピロ」
電話：０５３（４５９）２７２１
ＦＡＸ：０５３（４５２）３８１３
E-mail：rupiro@gmail.com

浜松城をブルーにライトアップ

大垣市障がい福祉課

主催：浜松市
共催：静岡県自閉症協会

浜松城
（浜松市中区元城町１００－
２）

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、三
ライトアップ
（三島市笹原新田313）
島スカイウォーク事務所

平成３１年４月２日（火）

平成31年4月2日（火曜日）

４月２日（火）～4月８日（月）

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

駿府城公園 坤櫓、巽櫓

静岡市役所あおいドーム

主催者・共催者等

静岡県自閉症協会、静岡県
発達障害者支援センター、静 駿府城公園坤櫓・巽櫓
（静岡市葵区駿府城公園）
岡市発達障害者支援セン
ター、静岡市障害者福祉課
静岡県自閉症協会、静岡県
発達障害者支援センター、静
静岡市役所
岡市発達障害者支援セン
ター、静岡市障害者福祉課

富士川サービスエリア内の
観覧車のイルミネーションを 泉陽興業株式会社
ブルーライトアップする
静岡県自閉症協会、静岡県
エスパルスドリームプラザ観
発達障害者支援センター、株
覧車のブルーライトアップ
式会社ドリームプラザ

静岡県
ブルーライトアップ

大型展望水門「びゅうお」の
ブルーライトアップ

県内各地のブルーライトアップ

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

４月２日（火）

東名高速道路富士川サービ
４月２日（火）～４月８日（月）
スエリア（上り）
エスパルスドリームプラザ
（静岡市清水区入船町1315）

掛川城
（掛川市掛川1138-24）

照会先

静岡県自閉症協会
080-3620-8711（小長井）

４月２日（火）

富士市障害福祉課
0545-55-2761
県民

４月２日（火） 日没より

沼津港大型展望水門「びゅう
静岡県自閉症協会、静岡県
お」
発達障害者支援センター、沼
４月２日（火） 日没より
（沼津市本字千本1905番地
津市産業振興部観光交流課
の27）

静岡県自閉症協会、静岡県
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
静岡県自閉症協会、静岡県
静岡県富士山世界遺産セン 発達障害者支援センター、静
ターのブルーライトアップ
岡県富士山世界遺産セン
タ

愛知県

開催場所

静岡県発達障害者支援セン
ター
電話：０５４（２８６）９０３８

４月２日（火）～４月８日（月）

静岡県富士山世界遺産セン
４月２日（火） 日没より
ター
（富士宮市宮町5－12）

瀬戸川に係るふれあい大橋 主催：藤枝市子ども発達支援
４月５日（金）～７日（日）の３
藤枝市瀬戸川ふれあい大橋
一般
をブルーライトアップ
センター
日間

藤枝市子ども発達支援セン
ター
TEL054-667-3988
FAX054-631-6866
✉
kodomoshien@city.fujieda.shi
zuoka.jp

ツインアーチ１３８の
ブルーライトアップ

一宮市福祉部福祉課
電話 0586-28-8619

一宮市

豊田スタジアムブルーライト
アップ
（豊田スタジアムを自閉症啓 豊田市、豊田スタジアム㈱
発のテーマカラーであるブ
ルーでライトアップする）

国営木曽三川公園
１３８タワーパーク

４月２日(火) 19：00～21：30

豊田スタジアム

2019年4月2日（火）午後6時
～9時（予定）

市民

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

世界自閉症啓発デー Light It
Up Blue みえ 2019
三重県

Light It Up Blue みえ 2019

滋賀県

世界自閉症啓発デー2019
滋賀県ブルーライトアップ

世界自閉症啓発デーin京都

京都府

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

・地域への自閉症啓発を目
的としたランドマークを青くラ
イトアップする。（津城、亀山
城他）
・メッセージやポスターの展
示
・自閉症スペクトラム関係図
書の推進活動（県内図書施 主催：Light It Up Blueみえ実
行委員会
設）
・当事者が提携発達者（健常 後援：三重県 ほか
者）とともに作り上げるライト
アップや交流トークセッション
・子育て世代を対象とした育
児相談会
・教育、育児、療育専門職者
による支援体験や自閉症の
体感や認知の模擬体験
Light It Up Blueみえ実行委
伊賀上野城のブルーライト 員会
伊賀市健康福祉部障がい福
アップ
祉課

開催場所

主に津市、四日市市、松阪
市、桑名市、鈴鹿市、亀山
市、伊賀市

平成３１年４月２日（火）～４
月６日（土）

限定なし
※一部イベントには人数限
定等がある。

伊賀上野城

平成３１年４月２日（火）～４
月６日（土）

市民

世界自閉症啓発デー2019滋
国宝彦根城ブルーライトアッ
国宝彦根城
賀県ブルーライトアップ
プ
実行委員会
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「kirara」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（フォトプロップス）コー
ナー

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

県民
平成31年4月2日～4月8日
市民他

京都府発達障害関係団体連
①啓発イベント
絡会
平成31年4月2日（火）
京都府
①啓発イベント
18:15～19:30
京都市
京都駅前広場
＜障害者相談員による相
京都府発達障害者支援セン ②ブルーライトアップ
談は17:00～19:00＞
ター「はばたき」
京都タワー、京都府庁旧本
京都市発達障害者支援セン 館、二条城西南隅櫓
②ブルーライトアップ
ター「かがやき」
平成31年4月2日(火)
の５者の共催
18:15～0:00

照会先

伊賀市健康福祉部障がい福
祉課
電話0595-22-9657
世界自閉症啓発デー
滋賀県実行委員会事務局
0748-72-7810

①啓発イベント
観衆500人見込み

京都府自閉症協会
TEL:075-813-5156

50名 見込み

京都府中丹東保健所
電話：0773－75－0856

②ブルーライトアップ
京都タワー、京都府庁旧本
館、二条城西南隅櫓

世界自閉症啓発デーin 舞鶴

主催： れいんぼう（舞鶴自
閉症児・者の住みよい地域
づくりを進めていく会）
京都府中丹東保健所 ライト 発達障害者中丹圏域支援セ
京都府中丹東保健所
ンタ－
アップ
京都府
後援・協力：京都府自閉症協
会 舞鶴市

平成31年4月2日（火）18：30
～20：00

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

大阪府内主要建物のライトアッ
ブルーライトアップ
プ

主催者・共催者等

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）

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

・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
・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＞

平成31年４月２日（火）
日没（１８：３０頃）～２３：００
※天保山大観覧車は２２：０
０まで

大阪城天守閣、通天閣、天
保山大観覧車

平成31年4月2日（火曜日）
日没～23時まで（天保山大
観覧車は22時まで）

＜対象者＞
府民

主催：大阪自閉スペクトラム
症協会、大阪府、大阪市
ライト・イット・アップ・ブルー2019 大阪市内のランドマークのブ 共催：日本発達障害ネット
in大阪
ルーライトアップ（3か所）。
ワーク大阪

堺市子ども青少年局
子ども青少年育成部子ども
大浜公園内にある旧堺燈台
家庭課
発達障害啓発週間ブルーライト を世界自閉症啓発デーのシ
アップ
ンボルカラーである青（ブ
堺市発達障害者支援セン
ルー）でライトアップ。
ター
アプリコット堺

世界自閉症啓発デー

LIGHT IT UP BLUE JAPAN
LIUB Japan 2019 やってみよう
イベント神戸：「ブルーにライト
アップされた船でブルーにライト
アップされた神戸の夜景を見に
行こう」
・県内各地のブルーライトアップ
・啓発イベント開催

世界自閉症啓発デーを記念
し講演会の開催や、市役所
において啓発パネルの展示 高槻市
やブルーライトアップ等を実
施
主催：ライト・イット・アップ
神戸市内名所・旧跡のライトアJAPAN２０１９実行委員会
後援：神戸市等
SDの方とご家族を対象に新
しいことにチャレンジをする
機会を作る企画です。SSTの NPO法人あっとオーティズム
要素を盛り込んで楽しく。（ク
ルーズとバルーンリリース）
・姫路城のブルーライトアップ
ライト・イット・アップ・ブルー
・音楽&アートイベント、パ
姫路実行委員会
レードの開催

大浜公園

和歌山県
鳥取県

県内各地のブルーライトアップ

詳細未確定

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

詳細未確定

＜対象者＞
市民

高槻市障がい福祉課

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

神戸港周辺施設、錨山、しあ
平成３１年４月２日
わせの村等
かもめりあ出港 ファンタ
ジー号船内

平成３１年４月２日（火）
１７：００～２０：３０

ASDのある方とその家族

NPO法人あっとオーティズム

・姫路城
・姫路駅北にぎわい交流広
場等

平成３１年４月２日（火）

市民

姫路市

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

平成３１年４月２日（火）～
平成３１年４月８日（月）

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

平成３１年４月２日（火）

明石市福祉局生活支援室発
達支援課

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

郡山城天守台

平成３１年４月２日（火）

県民

平成３１年４月２日（火）

市民

平成３１年４月２日（火）
１８：３０～２１：００（予定）

県民

市民

和歌山市障害者支援課
和歌山城天守閣のブルーラ
和歌山県自閉症協会和歌山 和歌山城天守閣
イトアップ
市分会
世界自閉症啓発デーを記念
世界自閉症啓発デーブルーライ
米子市内（詳細な場所は未
した点灯式を行い、対象建造 鳥取県
トアップイベント
定）
物をブルーライトアップする。
ブルーライトアップ

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

平成３１年４月２日～８日
日没～午後９時

県内各地のブルーライトアップ

奈良県

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

電話：06-6497-6560

協力：通天閣観光株式会社、
株式会社海遊館

大阪府

兵庫県

市民、他

照会先

小野市社会福祉課

鳥取県子育て王国推進局子
ども発達支援課
電話 0857-26-7865

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
都道府県名

島根県

岡山県

広島県

広報啓発の取組名（イベント名）

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

照会先

山陰中央テレビジョン
放送株式会社

TSK山陰中央テレビ塔
松江市向島１４０－１

H３１年４月２日（火）
（日没より）

ハートピア出雲での
ブルーライトアップ

社会福祉法人創文会
ハートピア出雲

社会福祉法人創文会
ハートピア出雲
出雲市武志町６９３－４

H３１年４月２日（火）～
８日（月）

社会福祉法人
ハートピア出雲

益田市障害者福祉センター
あゆみの里
益田市横田町２０８７－１

H３１年４月２日（火）
１８時よりイルミネーションの
集い

益田市障害者支援センター
あゆみの里

邑南町役場
邑智郡邑南町矢上６０００

H３１年４月２日（火）～
８日（月）

町民

邑南町福祉課

岡山市 岡山城天守閣

平成３１年４月２日（火）
日没後～２４：００

一般

ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協
会
電話：086-801-4010

津山市 鶴山公園備中櫓

平成３１年４月１日（月）～３
日（水）
１８：００～２２：００

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

平成３１年４月２日（火）～８
総社市 備中国分寺五重塔 日（月）
１９：００～２２：００

一般

総社市福祉課障がい福祉係
電話：0866-92-8269

エールエールA館等

平成31年4月2日

一般市民等

広島県障害者支援課
讃岐
082-513-3157

大竹駅前ひろば

平成31年4月2日～4月8日
一般市民等

大竹市福祉課
藤岡
0827-59-2146

一般市民等

廿日市市障害福祉課
加島
0829-30-9152

市民

下関市福祉部 障害者支援
課
TEL 083-227-4199

あゆみの里での
ブルーライトアップ
益田市障害者福祉センター
(館内で青の作品展示会
あゆみの里
イルミネーション点灯カウント
ダウン）
島根県自閉症協会（邑智部
会）
邑南町役場庁舎の
協力：邑南町中野
ブルーライトアップ
株式会社トリコン
※ＬＥＤ製造
世界自閉症啓発デーに併せ
主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
て岡山城をライトアップ（ブ
ルー）することで自閉症をは 閉症協会
じめとする発達障害について 協力：岡山市
広く啓発します。
主催：ＮＰＯ法人 岡山県自
閉症協会
ブルーライトアップ
自閉症啓発デー鶴山公園備 共催：津山地域自立支援協
議会・津山市
中櫓ブルーライトアップ
後援：おかやま発達障害者
支援センター
国指定重要文化財である「備 主催：総社市
中国分寺五重塔」をブルーラ 共催：NPO法人 岡山県自閉
イトアップします。
症協会
広島市内のエールエールA
広島県，広島市，広島自閉
ライト・イット・アップ・ブルー広島 館等のブルーライトアップ行
症協会
う。（場所内容検討中）
大竹駅前ひろばをブルーライ （主催）ハートとハート～子育
トアップで彩るほか，ブルー てと発達障害を考える会～
リボンの配布や式典，他団 （共催）NPO法人「ハローの
体との共同イベントによる啓 仲間」Oh!バンブー倶楽部
ブルーライトアップキャンペーン 発活動をする。（「ブルーキャ 放課後等デイサービスフーレ
ンペーン」）
イ
市役所をブルーライトアップ
で彩る。

「世界自閉症啓発デー」ブルー
ライトアップ事業

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

TSK山陰中央テレビ
テレビ塔のブルーライトアッ
プ

県内各地のブルーライトアップ

ブルーライトアップａｔ新宮中央
公園(未定)

開催場所

ハートとハート～子育てと発
市役所
達障害を考える会

平成31年4月1日～4月5日

・新宮中央公園をブルーライ
トアップを彩る。
廿日市市
・啓発Tシャツ着用職員によ はつかいち福祉ねっと発達
る公園内及び周辺での啓発 障害啓発ワーキング
チラシの配布

新宮中央公園

ブルーライトアップ

・はい！からっと横丁大観覧
車
平成３１年４月２日（火）
・亀山八幡宮参道
・消防局庁舎

下関市長による大観覧車の 下関市障害者支援課
ブルーライトアップ点灯式

平成31年4月2日～4月8日

平成３１年４月２日（火）
はい！からっと横丁

発達障害などの啓発パンフ
レットの展示

平成３１年４月２日（火）
～４月８日（月）

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
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

ときわ遊園地大観覧車のブルー 期間中、夜間に大観覧車を
ライトアップ（予定）
ブルーに点灯

山口県

開催場所

宇部市発達障害児を支える ときわ遊園地
ネットワーク協議会
（ときわ公園内）

主催：ブルーライトやまぐち
共催：山口市
後援：山口県、山口県教育委
サビエル記念聖堂のブルー 員会、山口県社会福祉協議
会、山口市教育委員会、山 サビエル記念聖堂
ライトアップ
口市社会福祉協議会、山口
市市民活動支援センターさ
ＬＩＧＨＴ ＩＴ ＵＰ ＢＬＵＥ ｉｎ
ぽらんて、山口県発達障害
山口 ２０１９（一部、プレイベン
者支援センターまっぷ、子ど
ト「どうもんＢＬＵＥマルシェ」で実
も発達支援センター愛、社会
施）
福祉法人ひらきの里、山口
市商店街連合会、山口県小
ＪＲ新山口駅南北自由通路 児科医会、日本放送協会山
ＪＲ新山口駅
のブルーライトアップ
口放送局、テレビ山口、山口
朝日放送、山口放送、山口
ケーブルビジョン、エフエム
山口
発達障がいを考える会
ブルースター

平成３1年４月２日（月）～
４月８日（日）

宇部市役所 健康福祉部 障
害福祉課
TEL:0836-34-8522

市民

山口市健康福祉部障がい福
祉課
ＴＥＬ：083-934-2794

市民

長門市福祉課
TEL0837-23-1243

３月３０日（土）、４月２日（火）

３月下旬～４月初旬

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」のブルーライトアッ 光市
プ

光市総合福祉センター「あい 平成３１年４月２日（火）～平
市民
ぱーく光」
成３１年４月８日（月）

ブルーライトアップ

ゆめ風車のブルーライトアッ
周南市障害者支援課
プ

周南市永源山公園

平成３０年４月２日（火）～
４月８日（月）

①啓発パネル展
②ブルーライトアップ
③懸垂幕・横断幕の設置
④商業施設での街頭啓発

①啓発パネル展
（県庁・障がい者交流プラザ・
県庁舎２ヶ所・貞光ゆうゆう
館・鳴門病院）
②ブルーライトアップ
（発達障がい者総合支援
ゾーン）
③懸垂幕
（県庁舎３ヶ所他）
横断幕
（発達障がい者総合支援
ゾーン）
④商業施設での街頭啓発
（イオンモール徳島他）

①平成31年3月中旬～4月中
旬
②平成31年4月2日（火）
午後7時から午後9時まで
一般県民
③平成31年3月中旬～4月中
旬
④平成31年3月23日（土）
平成31年3月24日（日）

世界自閉症啓発デー2019
徳島実行委員会（徳島県自
１）鴨島公民館前 ２）徳島駅
①ライトアップ ②リーフレッ
閉症協会、NPO法人オーティ
ブルーライトの人の輪をつなごう
前 ３）両国橋西公園
ト配布
の会、とくしま発達しあわせ
ネット、かもっこ）
①ＪＲ琴平駅のブルーライト
アップ ②旧金毘羅大芝居
琴平町福祉課
（金丸座）のブルーライトアッ
プ
琴弾公園内 寛永通寳（銭形 観音寺市健康福祉部
砂絵）のブルーライトアップ 社会福祉課障がい者福祉係

照会先

どなたでも

・センザキッチンのブルーラ
イトアップ（計画段階）

主催：徳島県発達障がい者
総合支援センター

長門市仙崎4297-1
道の駅 センザキッチン

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

市内の施設のブルーライトアッ
プ

世界自閉症啓発デー連携事業
徳島県

主催者・共催者等

4月2日

市民

光市福祉保健部福祉総務課
障害福祉係
TEL0833-74-3001
周南市福祉医療部障害者支
援課（℡0834-22-8463）

徳島県発達障がい者総合支
援センター
電話：0883-63-5211

１）平成31年3月24日13：00－
参加者：どなたでも 発達障
14：00 ２）平成31年4月2日
実行委員長：堀内 090がい者当事者・関係者 参加
10：00－10：30 ３）平成31年
4973-0117
人数：200名程度
4月2日19：00－19：30
①②平成３１年４月２日（火） 県民・来訪者

琴平町福祉課
電話：０８７７－７５－６７０６

平成３１年４月２日（火）～４
月８日（月）

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

市民・来訪者

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
都道府県名
香川県

愛媛県

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

県内各地のブルーライトアップ

取組（イベント）の内容
市本庁舎・旧善通寺偕行社
のブルーライトアップ

主催者・共催者等

善通寺市社会福祉課
電話：０８７７-６３-６３３９

①平成３１年４月２日（火）～
県民
４月８日（月）
②③平成３１年４月２日（火）

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 平
電話：０８７－８３２－３２９５

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 愛媛県庁本館
推進局障がい福祉課
（松山市一番町４－４－２）

平成31年4月2日（火）～8日
（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

松山市総合福祉センターの
ブルーライトアップ（予定）

松山市
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）

平成31年4月2日（火）

市民

松山城
（松山市丸之内）

平成31年4月2日（火）

市民

いよてつ髙島屋
（松山市湊町５－１－１）

平成31年4月2日（火）

市民

松山城のブルーライトアップ
松山市
（予定）

平成31年自閉症啓発デーイベン
ライトアップを中継しての点
灯式

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

四国中央市子ども若者発達
平成31年4月2日（火）～8日
支援センター
（月）
（四国中央市下柏町749-2）
福岡タワー

平成31年4月2日

博多駅

平成31年4月2日

大牟田市庁舎のブルーライト
・主催）世界自閉症啓発デー
世界自閉症啓発デーinおおむた
アップ点灯式イベント
inおおむた実行委員会
「知ってほしい ぼくのこと わた
大牟田市庁舎前
・共催）大牟田市健康長寿支
しのこと」点灯式イベント、作品
大牟田市庁舎の期間中ブ
援課
展示、企画事業
ルーライトアップ

啓発デーイベント

市民・来訪者

照会先

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 香川県健康福祉部障害福祉
課
ブルーライトアップ
③サンポート高松のブルーラ
イトアップ

福岡タワーのブルーライト
アップ

第4回 Warm Blue Kurume

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時
平成３１年４月２日（火）～４
月８日（月） １９時～翌日５
時

善通寺市社会福祉課

いよてつ髙島屋大観覧車くる
りんのブルーライトアップ（予 株式会社伊予鉄髙島屋
定）
四国中央市子ども若者発達
四国中央市福祉部発達支援
支援センターのブルーライト
課
アップ

福岡県

開催場所

市民

四国中央市福祉部発達支援
課

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 宮本
TEL:092-711-4178
FAX:092-733-5534

市民

大牟田市

H31.4.2
H31.4.2～8

西鉄久留米駅東口ロータ
平成31年4月7日
リー
岩田屋本館屋上SORA-IRO 11:00～19:00
広場
主） ブルーライトinかわたな
平成３１年４月２日（火）
ブルーライト点灯式
川棚駅前広場
実行委員会
～４月７日（日）
ブルーライトや折染めランプ
川棚町栄町商店街
共） 川棚町、川棚町教育委
の点灯
川棚町公会堂
員会
※予定
西鉄久留米駅東口ロータ
リーのブルーライトアップ

一般社団法人 アカルカ福
祉協会

Local station flat
ライトアップオブジェ制作ワー
社会福祉法人 南高愛隣会
クショップ、ミニ音楽ライブ
(諫早市福田町357－15）
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３１年３月１７日（日）

久留米市

県民

ブルーライトinかわたな実行
委員会
連絡先：０９０－８３９４－６４
２４（藤田）
社会福祉法人南高愛隣会
（諫早市福田町357－15）
連絡先：0957-22-2644
（佐竹・田幡）

平成31年4月2日
長崎県こども家庭課

世界自閉症啓発デー2019 ライトアップについて
都道府県名

広報啓発の取組名（イベント名）

長崎県

県内各地のブルーライトアップ

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

県内各地のブルーライトアップ

県内各所のブルーライトアップ

取組（イベント）の内容

主催者・共催者等

開催場所

長崎自閉症啓発デー実行委
員会
みらい長崎ココウォーク
長崎バスクループ株式会社
観覧車
みらい長崎
長崎県
長崎自閉症啓発デー実行委
員会
稲佐山電波塔
長崎市
長崎県
長崎自閉症啓発デー実行委
員会
女神大橋
長崎県
長崎自閉症啓発デー実行委
員会
ボートレース大村広告塔
大村市
長崎県
主） ブルーライトinかわたな
実行委員会
２０１９ブルーライトinかわたな
川棚駅前広場
共） 川棚町、川棚町教育委
員会

平成3１年4月2日～4月8日

平成31年4月2日

平成31年4月2日
平成３１年４月２日（火）
１８：００～
※予定

Local station flat
(諫早市福田町357－15）

平成3１年4月2日～4月6日

別府タワーのライトアップ

タイホーレジャーグループ

別府タワー
（別府市）

4月2日

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）

４月２日～４月８日

①宮崎県庁本館
平成３１年４月２日（火）～
②椎葉民俗芸能博物館及び
平成３１年４月８日（月）
周辺の施設等

アミュプラザ観覧車のブルー
ライトアップ

アミュプラザ観覧車

平成３１年４月２日（火）
１８時１５分～２３時

かごしま水族館のブルーライ
トアップ

かごしま水族館

平成３１年４月２日（火）～
４月８日（月）
１８時４５分～２１時

甲突川の橋梁のブルーライト
アップ

甲突川の橋梁：高見橋，西田 平成３１年４月２日（火）
橋
日没後～２２時

ドルフィンポートなぎさタワー
のブルーライトアップ

ドルフィンポートなぎさタワー
北谷町アメリカンビレッジ
沖縄県県発達障害者支援セ
カーニバルパーク・ミハマ、
ンター
沖縄電力石川火力発電所

県民

ブルーライトinかわたな実行
委員会
連絡先：０９０－８３９４－６４
２４（藤田）
社会福祉法人南高愛隣会
（諫早市福田町357－15）
連絡先：0957-22-2644
（佐竹・田幡）
別府観光開発株式会社
0977-21-3939

一般県民

県内の観光名所等をブルー
にライトアップする。
①「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。
①宮崎県
②椎葉民俗芸能博物館及び ②椎葉村
周辺の施設等をブルーにラ
イトアップする。併せて、告知
端末による啓発及びライト
アップの周知を行う。

世界自閉症啓発デー・発達障が
ブルーライトアップ
い啓発週間２０１９in おきなわ

長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

平成31年4月2日

社会福祉法人 南高愛隣会

鹿児島県

照会先
長崎県こども家庭課
０９５－８９５－２４４５

ブルーライトinいさはや

県内各地のブルーライトアップ

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

「１００年の樹」
ブルーライトアップ
実行委員会
090-4350-1711

観光客及び県民、村民など

①県障がい福祉課
電話：０９８５－２６－７０６８
②椎葉村福祉保健課
電話：０９８２－６８－７５１２

県民

鹿児島県くらし保健福祉部障
害福祉課
電話：099-286-2744

－

沖縄県発達障害者
支援センター
TEL:098-982-2113

平成３１年４月２日（火）～
４月８日（月）
日没後～２４時
平成31年４月２日(火)
～８日(月)

