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

市内各地をブルーにライトアップ

ライト・イット・アップ・ブルー2021 inとまこま
とまチョップをブルーにドレスアップしよう！
い
（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。

北海道

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

主催者・共催者等

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

開催場所

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

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

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・ドンマイの
旭川市市民活動交流センターCoCoDe（コ 会・北海道発達障害者支援道北地域セン
旭川市市民活動交流センターCoCoDe（コ
コデ）の外壁をブルーにライトアップし，啓発 ターきたのまち・旭川市職親会・上川中南
コデ）
活動を行う
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

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
プ

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

照会先

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

令和３年４月３日（土）
18:00～20:30

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

以上の３者による共催

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

青森県

自治体等啓発取組一覧

幣舞橋ライトアップ実行委員会

帯広他十勝管内

【 配信予定日】令和３年４月２日～４月末ま
で

幣舞橋及び、旧日本銀行釧路支店

令和３年４月２日～８日

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シン 釧路町健康福祉部福祉課障がい福祉係
ボルカラーである青色のライトアップ及び資
料の展示

釧路町保健福祉センター

令和３年４月２日（金）～
日（木）

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
ライトを点灯し啓発活動を行なう

グループホーム東旭川（旭川市東旭川町
下兵村425-1）

2021年4月2日（金）夜間

社会福祉法人旭川旭親会

４月８

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
社会福祉法人旭川旭親会
本人及びその家族
TEL：0166-38-1001

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

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
宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」
０２２－３７６－５３０６

県内各地のブルーライトアップ

弘前市福祉部障がい福祉課

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 宮城県・宮城県発達障害者支援センター
アップ
「えくぼ」・仙台市

仙台城跡伊達政宗公騎馬像

令和３年４月２日（金）～８日（木）

県民

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

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

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

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

福島県児童家庭課
024-521-8382

宮城県

山形県

福島県

茨城県

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

会津若松市観光課
鶴ヶ城天守閣のブルーライトアップ （予定） 会津若松市こども家庭課
（一財）会津若松観光ビューロー

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

会津若松市こども家庭課
0242-23-4545
鶴ヶ城

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

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

水戸芸術館広場

令和3年4月2日（金）
22:00

水戸市民

水戸市役所障害福祉課
（029-350-8053）

県民等

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，市民に 水戸市
対して「世界自閉症啓発デー」の普及啓発
を図る。

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、考える機会と 栃木県自閉症協会、栃木県
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

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 足利市
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

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

18:00～

栃木県保健福祉部障害福祉課
電話：０２８（６２３）３４９２

栃木県

群馬県

県内各地のブルーライトアップ

群馬県

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

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ト 太田市障がい福祉課
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

Light it up blue川越

・講演会「災害時やコロナ禍における自閉
・ウェスタ川越 多目的ホール開催がコロナ
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 ・NPO法 禍により実施不可の場合、NET配信の予
令和3年4月3日13:00～
・ウニクス川越にぎわい広場と施設のライト 人チューリップ元気の会
定。
アップ、世界自閉症啓発デーの横断幕掲示
・ウニクス川越にぎわい広場

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

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

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

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

令和3年4月2日～4月8日

入間市児童発達支援センター
電話 04-2968-7785

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
①日高市総合福祉センター高麗の郷・図書
関するもの）
主催：ﾗｲﾄ･ｲｯﾄ･ｱｯﾌﾟ･ﾌﾞﾙｰ日高実行委員会
館
②ライトアップ
②日高市総合福祉センター高麗の郷
③座談会（自閉症の子をもつ親のよるも
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
の）
日高市教育委員会（予定）
④図書館
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月
1日～4月15日
図書館 3月29日～未定
②4月2日予定
③4月14日
④4月18日10時～

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
入間市健康福祉センター入口

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ト
「Warm Blue Honjo」～やさしくつながり、は
Honjo実行委員会
①旧本庄商業銀行煉瓦倉庫
アップ
じまるみらい～
後援 本庄市 本庄市教育委員会 本庄市 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
社会福祉協議会 埼玉県自閉症協会

①4月2日～4月11日まで
②入り口階段：4月1日～4月11日まで
2階展示スペース：4月2日～4月8日まで

市民

行田市福祉課障害福祉担当
TEL 048-556-1111
（内線265）

warmbluehonjo@gmail.com

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

東京都

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

東京都福祉保健局

東京都庁

令和3年４月２日（金曜日）から８日（木曜
日）まで
午後６時から午後１１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

港区

区内橋梁

4月2日（金）日没～午前零時

一般都民

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

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

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

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

定めなし

小田原市福祉健康部
障がい福祉課
☏ 0465(33)1446

県民

厚木市障がい福祉課
TEL 046-225-2221

ブルーライトアップ

都庁舎のプルーライトアップの実施

ブルーライトアップ

区内橋梁のブルーライトアップ

町田市役所障がい福祉課

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

小田原市
小田原城天守閣をブルーライトでライトアッ 県西地区自閉症児・者
プを行う。
親の会（県西やまびこ会）
あゆみ橋のブルーライトアップ

新潟県

富山県

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

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
時間未定

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イ ターRISE）
トアップ
・新潟市（新潟市発達障がい支援センター
JOIN）

デンカビッグスワンスタジアム（新潟市中央 令和３年４月２日（金）～４月８日（木）17:30
県民
区）
～21:30

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 富山県
アップする。

富山城址公園

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
て、クロスランドおやべの「クロスランドタ
ワー」を青くライトアップする。

クロスランドおやべ
（後援 富山県 ）

ライトアップ：クロスランドおやべ（小矢部市
令和3年4月2日 日没時～21:00
鷲島10番地）

㈱AIGジャパン・ホールディングス、㈱スカ
イインテック合同開催（後援 富山県 ）

ライトアップ：「タワートリプルワン」ビル（富
山市牛島新町5-5）

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「タワート て、ＪＲ富山駅前にあるビル㈱スカイイン
リプルワン」
テックの「タワートリプルワン」ビルを青くラ
イトアップする。

世界自閉症啓発デー2021in石川

石川門ブルーライトアップWEB配信
（検討中）

照会先

東京ゲートブリッジ

東京都福祉保健局

世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発週
世界自閉症啓発デー スカイタワー西東京 間に伴い、青（ブルー）を自閉症や発達障
西東京市健康福祉部障害福祉課
ライトアップ
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。

神奈川件

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

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

町田市庁舎のブルーライトアップの実施

開催場所

令和3年４月２日（金曜日）日没から翌午前
一般都民
０時まで

東京ゲートブリッジのブルーライトアップの
実施

ブルーライトアップ

自治体等啓発取組一覧

・世界自閉症啓発デー2021in石川企画委
員会
・みんなでブルーライトアップ実行委員会
・金沢大学子どものこころの発達研究セン
ター

（検討中）
点灯 ：石川門三の丸広場
WEB公開

令和3年4月2日～4月8日

新潟県福祉保健部障害福祉課在宅支援係
電話：025-280-5228

広く一般県民

広く一般県民

富山県厚生部障害福祉課
電話：076(444)3213 川村

令和3年4月2日～4月8日 日没時～22:00 広く一般県民

（検討中）
令和３年４月２日（金）
点灯 １９：３０

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

協力医療機関の
ブルーライトアップ

医療機関のブルーライトアップによる啓発

＜主催＞
能登北部保健福祉センター
＜協力医療機関＞
公立宇出津総合病院
まるおかクリニック

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

山梨県
山梨県自閉症協会
山梨LD・発達障害児者の支援を考える会

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イ 富士吉田市
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

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

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る 善光寺 本堂前
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、
世界自閉症啓発デーライトアップ委員会
市役所ロビー展示

ライトアップ 令和３年４月２日
展示 令和３年３月下旬～４月上旬

一般

世界自閉症啓発デーライトアップ委員会

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）

公立宇出津総合病院
まるおかクリニック

山梨県庁及びココリ、他

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

山梨県

◆アートワークショップ
「地域に広がれ！ブルーライト」

長野県
Light It Up Blue ちの 2021

ブルーライトアップ

岐阜県

静岡県

県内各地のブルーライトアップ

公共施設等のライトアップ

◆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。

伊那中央病院の建物一部のブルーライト
アップ

ブルーライトアップ

◆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 茅野市民館
社地域文化創造

◆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
上伊那圏域障がい者総合支援センター き
らりあ
伊那中央病院
伊那中央病院

4月1日～4月8日

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.h
tm

一般

上伊那圏域障がい者総合支援センター

JR岐阜駅信長ゆめ広場及びソフトピアジャ
岐阜県健康福祉部障害福祉課
パンのブルーライトアップ

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

県民

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
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
（木）

市民

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
多治見市福祉課
プ

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

市民

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
八百津町健康福祉課
ライトアップ

人道の丘「命のビザ」モニュメント（八百津
町）

令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日
（木）

町民

八百津町健康福祉課
電話：0574-43-2111
（2563・2569）

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

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

岐阜市福祉部障がい福祉課

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

4月2日～4月8日

静岡県自閉症協会
080-3620-8711（小長井）

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

岡崎城の近隣にある二つの橋（殿橋・
岡崎市こども発達相談センター
明代橋）のブルーライトアップ

殿橋・明代橋

令和３年４月２日（金）

市民

岡崎市こども部
こども発達相談センター
TEL：0564-23-7534

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 豊田大橋

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

令和３年４月２日（金）～６日（火）

市民

ふれあい大橋
ブルーライトアップ

愛知県

諏訪市高島城、諏訪市役所、諏訪市駅前
交流テラス「すわっチャオ」

藤枝市

一宮市福祉部福祉課
電話 0586-28-8619

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

三重県

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

滋賀県

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

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

国宝彦根城

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

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・者の住みよい
京都府中丹東保健所
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

府民

京都府中丹東保健所
福祉課
電話：0773-75-0856

京都タワー、京都府庁旧本館

京都府
京都市

大阪府内主要建物のライトアップ

主催：大阪府、大阪市、
大阪府内主要建物（５ヵ所）を「世界自閉症
大阪自閉スペクトラム
啓発デー」のシンボルカラーであるブルー
症協会
にライトアップする。
共催：JDDネット大阪
協力：塩野義製薬（株）

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アッ 高槻市
プ等を実施する。

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

＜対象者＞
市民

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

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
芦屋市
啓発を行う(予定)

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

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

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

「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 ほわいとはあ 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
る時計台等に設置してある照明器具を利 その他関係者
②緑が丘さんさん広場
用して、日没から午後10時までブルーライト 【協力】
時計台
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

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

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0790-428725

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） 太子町生活福祉部社会福祉課
のライトアップを行う。
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。

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

小野市社会福祉課
発達障がい児親の会

加西市健康福祉部地域福祉課

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

・姫路城
・姫路駅北にぎわい交流広場等

高槻市障がい福祉課
ライト・イット・アップ・ブルー姫路実行委員
会

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）
００

ブルーライトアップ

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

和歌山城天守閣

令和３年４月２日（金）

市民

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
横断幕の設置

鳥取県

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

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

邑智郡邑南町矢上６０００番地邑南町役場 令和3年4月2日～4月8日

１８：００～２０：

市民

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。

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

町民

ブルーライトアップ
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 美郷町立大和中学校
ライトアップ(ライトイットアップでつながろう)
社会福祉協議会・邑智郡言葉を育てる親 美郷町立邑智小学校
の会・美郷町校長会

令和３年４月２日～８日

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

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

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

津山市 城西浪漫館（中島病院旧本館）

令和3年4月2日（金）・4月3日（土）18:30～
（予定）

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

一般

新見市福祉部福祉課
障害者福祉係
電話:0867-72-6126

主催：ＮＰＯ法人 岡山県自閉症協会、特
定医療法人 和風会 中島病院
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

ブルーライトアップ

自閉症啓発デー城西浪漫館ブルーライト
アップ

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し
新見市
ます。

新見市 夢すき公園

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

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
重塔」をブルーライトアップします。

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～
一般
22:00

総社市福祉課障がい福祉係
電話：0866-92-8269

広島城

令和３年４月２日～４月８日
予定

一般市民等

広島県障害者支援課
讃岐
082-513-3157

ライト it up ブルー広島

広島県
広島市

＜対象者＞
府民

＜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

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）

市民

ブルーライトアップ

岡山県
岡山市

ライト・イット・アップ・ブルー姫路実行委員
会

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。

令和３年４月２日（金）

・県内各地のブルーライトアップ
・啓発イベント開催

・姫路城のブルーライトアップ
・光のパレードの開催

・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）～８日（木）
パネル展示は4月中

主催：総社市
共催：NPO法人 岡山県自閉症協会

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

ブルーライトアップキャンペーン

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

令和３年４月２日～４月８日

一般市民等

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
大竹市役所
を考える会

令和３年４月２日～４月８日

一般市民等

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
する。

東広島市

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 はつかいち福祉ねっと”発達障害啓発週
となっている青色のライトアップ
間”ワーキング

新宮中央公園

令和３年４月１日～４月13日

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

山口県

東広島市立美術館

一般市民等

大竹市福祉課 障害福祉係
山近
0827-59-2146

廿日市市障害福祉課
臼井
0829-30-9152

市民

山口県障害者支援課

市民

下関市障害者支援課

市民

下関市障害者支援課

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ト 宇部市発達障害児を支えるネットワーク協 ときわ遊園地
アップ
議会
（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

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プ 萩市

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」のブ
光市
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日
市民
（木）まで

光市福祉保健部福祉総務課障害福祉係

はい！からっと横丁大観覧車のブルーライ
下関市障害者支援課
トアップ

はい！からっと横丁
令和３年４月２日（金）

亀山八幡宮参道のブルーライトアップ
消防局庁舎のブルーライトアップ

山口県

県内各地のブルーライトアップ

ＪＲ新山口駅南北自由通路のブルーライト
アップ

亀山八幡宮参道
下関市障害者支援課

ブルーライトやまぐち

消防局庁舎

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

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

徳島県

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

愛媛県

高知県

熊本県

みなと高等学園・池田支援学校(美馬分
校)・小松島西高等学校

令和３年４月２日（金）
１９：００～２１：００

県民

徳島県発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001

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

丸亀市健康福祉部福祉課

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

善通寺市社会福祉課
電話：０８７７（ ６３ ）６３３９

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

市民・来訪者

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

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
18：30から21：00まで（予定）

県民・来訪者

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
協力施設
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

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

県民

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

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

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 愛媛県庁本館
福祉課
（松山市一番町４－４－２）

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

高知駅三志士像ライト・イット・アップ・ブ
ルー

高知駅三志士像のブルーライトアップ

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

一般県民

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
福岡県
プ（予定）

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

・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」 点灯式
inおおむた実行委員会
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

・主催）
大牟田市庁舎のブルーライトアップ点灯式 世界自閉症啓発デー
イベント
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

・主催）
世界自閉症啓発デー
大牟田市庁舎の期間中ブルーライトアップ
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

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

県内各地のブルーライトアップ

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

‐

久留米市

Warm Blue IIZUKA実行委委員会
飯塚市

佐賀県 健康福祉部
障害福祉課
電話：0952-25-7064

佐賀県庁旧館

令和3年4月2日（金）～4月8日（木）

筑後川昇開橋のブルーライトアップ

主催 佐賀市障がい福祉課
国指定重要文化財である「筑後川昇開橋」
協力 公益財団法人 筑後川
を世界自閉症啓発デー（４月２日）に合わ
昇開橋観光財団
せ、ブルーにライトアップする。

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

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「平成栄の恵比寿」 主催 佐賀県自閉症協会
とその周辺を世界自閉症啓発デー（４月２ 佐賀市障がい福祉課
日）に合わせ、ブルーにライトアップする。

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

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

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

県内各地のブルーライトアップ

ブルーライトアップ

佐賀県

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イト 熊本県自閉スペクトラム症協会
アップ

大分いこいの道広場
「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員
「１００年の樹」
会
（大分市）

県民

熊本県自閉スペクトラム症協会
090-8624-5063

令和３年４月２日～４月８日

一般県民

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

県障がい福祉課
電話：０９８５－２６－７０６８

大分県

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

宮崎県

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
宮崎県
館をブルーにライトアップする。

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

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

鹿児島県

照会先

主催：徳島県発達障がい者総合支援セン
ター

福岡県

長崎県

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

ブルーライトアップ

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

佐賀県

開催場所

世界自閉症啓発デー連携事業

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ト
達障害啓発週間」を、社会全体で自閉症等 善通寺市
アップ
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。
香川県

自治体等啓発取組一覧

県内各地のブルーライトアップ

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

鹿児島県くらし保健福祉部
障害福祉課
電話：099－286－2744

世界自閉症啓発デー2021
都道府県名
指定都市名

横浜市

広報啓発の取組名（イベント名）

世界自閉症啓発デーin横浜

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

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 チッ 川崎市自閉症協会
タデッラのガラスのタワーのブルーライト
川崎市発達相談支援センター
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２０２１
～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

相模原市

新潟市

浜松市

大阪市

堺市

神戸市

北九州市

発達障害啓発イベント

開催場所

参加者（対象者）
参加（募集）人数

開催日時

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

川崎市港湾管理課
川崎市障害計画課

アトレ川崎

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）
・ブルーライトアップ
令和３年４月２日（金）～
４月８日（木）
・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

市民

川崎市障害計画課

市民

川崎市障害計画課

・新潟県
・新潟県発達障がい者支援センター「ＲＩＳＥ
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ブ （ライズ）」
（新潟市中央区清五郎67-12）
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）

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の
浜松市発達相談支援センター「ルピロ」
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

ライト・イット・アップ・ブルー2021in大阪

主催：大阪自閉スペクトラム症協会、大阪
大阪市内のランドマークのブルーライトアッ 府、大阪市
プ
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

大阪城天守閣、天保山大観覧車等

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

デンカビッグスワンのブルーライトアップ

発達障害啓発週間ブルーライトアップ

照会先

①さがみ湖プレジャーフォレスト内のイルミ
ネーション一部をブルーライトアップすること
①令和３年３月上旬
により世界自閉症啓発デー及び発達障害 主催：相模原市
②さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト展
①動画配信
啓発週間を周知する。※今年度は感染症 協力：さがみ湖リゾート プレジャーフォレス
示：令和３年3月２０日（土）～４月４日（日）
②相模原市役所本庁舎、さがみ湖リゾート
市民等
対策のため点灯式の集客はせずに動画配 ト
相模原市役所本庁舎展示：令和３年3月３
プレジャーフォレスト
信を行う。
０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。

堺市子ども青少年局
大浜公園内にある旧堺燈台を世界自閉症 子ども青少年育成部子ども家庭課
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

大浜公園

LIGHT IT UP BLUE JAPAN2021

神戸市内名所・旧跡のライトアップの実施

主催：ライト・イット・アップJAPAN
2021実行委員会
後援：神戸市等

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

「世界自閉症啓発デー」北九州市実行委員
小倉城、ＪＲ小倉駅、ＪＲ黒崎駅、ＪＲ門司港駅
会

福岡タワーのブルーライトアップ

福岡市

自治体等啓発取組一覧

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

神戸港周辺施設、錨山、しあわせの村等

福岡タワー

令和３年４月２日～８日
日没～午後９時

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

―

市民、他

浜松市発達相談支援センター
「ルピロ」
TEL：053-459-2721
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
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

令和3年4月2日

令和３年４月５日（月）～８日（木）

令和3年4月2日

一般市民

北九州市保健福祉局精神保健福祉課

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 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

令和３年 自閉症啓発デーイベント

博多ポートタワーのライトアップ

福岡市、福岡市発達障がい者支援セン
ター

博多ポートタワー

令和３年４月２日～令和３年４月８日

