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※２０１２年に点字ブロックの国際規格が日本の ＪＩＳ規格を基に定められ、現在では１５０カ国以上の国々に広がっています。

　点字ブロックは、1965年（昭和40年）に安全交通試験研究センターの

初代理事長である三宅精一氏によって考案され、1967年（昭和42年）

3月18日岡山県立岡山盲学校に近い国道250号線原尾島交差点周辺に

世界で初めて敷設されました。

　点字ブロックの正式名称は、「視覚障害者誘導用ブロック」です。足裏

の感覚でわかるよう突起を表面につけたもので、安全に歩行するために地

面や床面に敷設されるブロックのことです。

　設置場所については、公共施設、駅、歩道、横断歩道の前、階段の前、

障害物の前に敷設されています。

    また、災害時等の避難所として体育館、公民館にも屋内用の「点字ブロック」が設置されているようです。

≪点字ブロックの上に障害物を置く行為について≫
　 点字ブロックの上に駐車、駐輪されていると視覚障害者が気付かずぶつかったり、自転車を倒したり、白杖で突き倒す

といったケースも発生しています。また、点字ブロック周辺で工事を実施する際、点字ブロック上に工事用の柵などが無配

慮に置かれており、これが元で視覚障害者の白杖が引っ掛かって負傷したケースもあります。

≪問題点について≫
　 点字ブロックの突起が段差となって高齢者など足腰の弱い人がつまずいたり、車いすの障害になっています。点字ブロッ

ク自体が、雨天時や氷結時に歩行者が滑りやすいなどの指摘があり、改善が望まれています。

    鉄道会社や地方自治体によって点字ブロックの種類が複数あって、一つの駅に複数のタイプの点字ブロックが設置され

ている場合や突起物の数が多いと平らに感じ、わかりにくいという声が上がっています。また、駅のプラットホームでは滑り

止めを間違えて、その上を歩いてしまう人もいるといわれています。

≪３月１８日は点字ブロックの日≫
   初めて点字ブロックが敷設された３月１８日は、「点字ブロックの日」とされています。

　視覚障害者にとって、点字ブロックは自分一人で街中を移動し生活するための、命綱です。

　この日を契機に、今一度、点字ブロックの役割を認識し、点字ブロックの上に自転車や車を止めたり、物を置いたりしな

いようにしましょう。

点字ブロックについて（発祥地：岡山県）

点字ブロック発祥の地
暗礁を恐れぬ　希望の眼となれ
ここから世界へ　ここから未来へ
【点字ブロック発祥の地　記念碑】

★誘導ブロック（線状ブロック） 
　平行した線が突起状で進行の方向を示す。
　線が並んだ形状をしているため「線状ブロック」
とも呼ばれています。

★警告ブロック（点状ブロック）
　格子状の点が突起状で警告を促す。
　点が並んだ形状をしているため「点状ブロック」
と呼ばれています。

はくじょう

はくじょう

　「フライングディスク」とはプラスチック製の円盤（ディスク）を投げるスポーツです。
　競技種目は12種目あり、その内、障害者スポーツの種目はアキュラシー種目とディスタンス種目の2種目に
なります。アキュラシー種目はディスクを円形のゴールに向けて通過させるコントロールの正確さを競う種目
です。ディスタンス種目はディスクをより遠くへ飛ばす飛距離を競う種目です。

・アキュラシー種目：アキュラシーゴールへ10投連続して投げ、ゴールを通過した回数を得点とし競う競技。
プレイヤーが視覚障害者の場合、競技役員がゴール後方3ｍの距離から電子音によってゴールの中心部の位置
を知らせる。
・ディスタンス種目：スローイングエリアから3投連続して行う。投げられたディスクの有効範囲は、競技
フィールド前方180°として飛距離を競います。記録は3投の試技で最も距離の遠い着地点を測定する。

・ディスク材質：プラスチック製、直径23.5㎝、重量100±5ｇ
・アキュラシーゴール：材質 スチール製　形状　内径91.5㎝　パイプ径2.5㎝
・スローイングライン（足留材）：プラスチック製又は木製　形状　長さ160㎝　幅6㎝　高さ4㎝とする。

フライングディスク種目について

競技方法

用具について

　「卓球バレー」は卓球台を使いネットを挟んで1チーム6人が椅子に座ってピン球（音のなる球）をネットの下
を転がし相手コートへ3打以内で返球するゲームです。卓球台1台あれば、多くの人数で出来るのが特徴で重
度の障害のある人も、力の弱い人も気軽にできる団体競技です。

・1チーム6名のプレーヤーで、その内ネット側2名をブロッカー、その他4名をサーバーとする。1セット15点と
し3セットマッチで2セット先取したチームの勝ちとする。

・卓球台：通常の卓球台とする。
・ネット：白布を下にして、コート面から5.7㎝の高さに張る。
・ピン球：直径4㎝のボールの中に0.6～0.8グラムの鉛球4個を入れたもの。
・ラケット：縦、横30㎝以内の板（木製）を使用　※一般的には縦6㎝　横30㎝

卓球バレー種目について

競技方法

設備・用具について
主審：ブロッカー

：サーバー
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　「ボッチャ」は、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害（筋ジストロフィーや頸髄損傷など）の
人たちのためにヨーロッパで考案されたスポーツです。1988年ソウル・パラリンピック大会より正式種目に採
用され、2016年リオデジャネイロ・パラリンピック大会において、ボッチャ日本チームが銀メダルを獲得したこ
とから、ボッチャ競技の機運が高まり、各地で普及活動が盛んになってきています。
　当協会においても県内の小学校、中学校から「ボッチャ」体験講習会の依頼を受け実施しました。
★各小学校、中学校の体験講習会の様子を紹介します。

ボッチャ競技体験講習会
じゅうど じゅうど きのうしょうがい けいずいそんしょうのうせい ま   ひ   しゃ し　し

美作市立土居小学校 ＜令和2年9月28日（月）＞

●参加児童：全校児童（1年生～6年生）49名

【競技説明風景】 【ボール投球風景】 【勝敗採点風景】

倉敷市立川辺小学校 ＜令和2年9月30日（水）＞

●参加児童：4年生 54名

【競技開始風景】 【競技風景】 【勝敗採点風景】

倉敷市立味野中学校 ＜令和2年10月13日（火）＞

●参加生徒：3年生 112名

【競技説明風景】 【ボール投球風景】 【勝敗採点風景】
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＜「ボッチャ」用具について＞
・白色ボール（目標ボール）
・赤色ボール（6個使用）
・青色ボール（6個使用）
・指示板（審判員が投球順序を指示する用具）
・測定器（審判員が赤、青色ボールの距離を測定する用具）

「ボッチャ」採点（右画像）
・白色ボール（目標ボール）に近いボールが勝ち
・白色ボール（目標ボール）に近い青色ボールの勝ち

ボッチャ競技体験講習会

美作市立勝田東小学校 ＜令和2年10月16日（金）＞

●参加児童：全校児童（1年生～6年生）21名

【競技説明風景】 【競技風景】 【勝敗説明風景】

美作市立勝田中学校 ＜令和2年10月16日（金）＞

●参加生徒：全校生徒（1年生～3年生）47名

【競技説明風景】 【ボール投球風景】 【ボール投球風景】

※第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」において「ボッチャ」が正式種目に採用されます。

三重国体・大会承認2第1-14号

5



＜障害部門＞ 
肢体不自由 …………… 白色
身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、 歩行や食事、入浴
などの日常生活動作が困難な状態をいいます。 

視覚障害 ………………  薄緑色
視力や視野に障害があり、生活に支障を来している状態を視覚障害とい
います。

聴覚障害 ……………… 黄色
音が聞こえにくい、聞こえない状態を聴覚障害といいます。 病気、事故な
どで生じる場合や、生まれつきの場合、加齢による場合などがあります。 
この部門には、平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害も含まれます。

知的障害 ……………… 桃色
発達時期において脳に何らかの障害が生じたため、知的な遅れと社会生
活への適応のしにくさのある方です。 

内部障害 ……………… 水色
内部障害は、心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、 ヒト
免疫不完全ウイルス（HIV）で身体障害者福祉法に定められた総称です。
なお、大会に出場できるのは、 ぼうこう・直腸機能障害です。 

精神障害 ……………… 薄茶色
精神障害は、さまざまな精神疾患が原因となって起こります。日常生活若
しくは社会生活が制限をうけるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限
を加えることを必要とする程度のもの。（精神障害者保険福祉手帳3級）

岡山県障害者スポーツ大会の参加選手が付けている「ゼッケン」は障害部門により、次のように色分けし、
数字は黒色です。

障害者スポーツ競技大会の障害部門と
番号布（ゼッケン）について

白色

桃色

薄緑色

新型コロナウイルス感染予防のための「新しい生活様式」
感染防止の３つの基本 新型コロナウイルス感染症再拡大防止のため、日常生活で気をつけましょう。

日常生活で気を付けること 一人ひとりが新しい生活様式を取り入れて適切な生活習慣を実行しましょう。

1 身体的距離の確保

まめに手指の消毒 こまめに換気 ３密（密集・密接
・密閉）の回避 せきエチケットの徹底 毎朝の体温測定

・健康チェック

2 マスクの着用 3 手洗い
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　令和３年度の第２1回岡山県障害者スポーツ大会『輝いてキラリンピック』は、岡山県・岡山市の合同で次のとおり開催します。
　この大会は、障害のある人が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、県民の障害に対する正しい理解と認識を
深め、障害のある人の社会参加を推進することを目的に開催します。
　なお、令和3年度の大会においては、新型コロナ感染拡大防止の観点から、第21回全国障害者スポーツ大会に出場する岡山
県選手団及び岡山市選手団の選考を中心に開催します。このため、参加選手に一定の参加資格を設けます。選手・保護者等関係
者の皆様には、この趣旨にご理解いただきますようお願いします。
※大会実施については、新型コロナ感染拡大防止対策を行った上で開催し、観客席は原則閉鎖いたします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じ、政府の「緊急事態宣言」発令、県市の「大規模イベント自粛要請」等、開催が困
難と判断された場合は、大会中止とすることがあります。

©岡山県「ももっち」

第21回岡山県障害者スポーツ大会

輝いてキラリンピック輝いてキラリンピック

岡山県障害者スポーツ大会のお知らせ

【実施競技、大会期日及び会場（予定）】

【県大会各会場】

【参加資格】
●令和２年４月１日現在、１３歳以上の身体障害のある者、知的障害のある者及び精神障害のある者。
　（平成１９年４月１日以前に生まれた者）   
●岡山県内に現住所を有する者。ただし、県外に現住所を有する者で、県内の特別支援学校に通学している者
　又は障害者支援施設等を利用している者も参加することができる。   

　　身体⇒身体障害者手帳の交付を受けた者。
　　知的⇒療育手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障害のある者。※２
　　精神⇒精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障害のある者。※３
※２　知的障害（児）者福祉施設、特別支援学校、特別支援学級等にかつて在籍していたか、現在も在籍している者。
※３　自立支援医療（精神通院）受給者証を所持している者。

【申込先】

　　個人競技及び公開競技（ボウリングガーターレス）　⇒　お住まいの市福祉事務所、県民局健康福祉部、
   特別支援学校、利用福祉施設 
　　団体競技 ⇒ 岡山県福祉相談センター総務企画課                                  
　　公開競技（車いすテニス、バドミントン） ⇒ 当協会のホームページでお知らせします。                                  

会場：岡山県陸上競技場
場所：岡山市北区いずみ町1－1－1

会場：児島マリンプール
場所：倉敷市児島小川町3697－2

会場：岡山市総合文化体育館弓道場
場所：岡山市南区浦安南町493－2

【陸上競技】 【水泳】 【アーチェリー】

会場：きびじアリーナ
場所：総社市三輪1300

会場：岡山ドーム
場所：岡山市北区北長瀬表町1－1－1

会場：サンフラワーボウル
場所：倉敷市松島1177

【卓球】 【フライングディスク】 【ボウリング】

競　技　名（対象） 開　催　期　日 会　　　　場

個
人
競
技

陸上競技（身体、知的） 5月  9日（日） 岡山県陸上競技場（シティライトスタジアム）

水泳（身体、知的） 4月25日（日） 倉敷市児島地区公園水泳場（児島マリンプール）

アーチェリー（身体） 5月16日（日） 岡山市総合文化体育館弓道場

卓球（身体、（STT を含む）、知的、精神） 5月29日（土） きびじアリーナ

フライングディスク（知的） 4月29日（木・祝） 岡山ドーム

ボウリング（知的） 5月30日（日） サンフラワーボウル

ボッチャ（身体） 別途岡山県福祉相談センターのホームページにて通知します。

＜障害部門＞ 
肢体不自由 …………… 白色
身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、 歩行や食事、入浴
などの日常生活動作が困難な状態をいいます。 

視覚障害 ………………  薄緑色
視力や視野に障害があり、生活に支障を来している状態を視覚障害とい
います。

聴覚障害 ……………… 黄色
音が聞こえにくい、聞こえない状態を聴覚障害といいます。 病気、事故な
どで生じる場合や、生まれつきの場合、加齢による場合などがあります。 
この部門には、平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害も含まれます。

知的障害 ……………… 桃色
発達時期において脳に何らかの障害が生じたため、知的な遅れと社会生
活への適応のしにくさのある方です。 

内部障害 ……………… 水色
内部障害は、心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、 ヒト
免疫不完全ウイルス（HIV）で身体障害者福祉法に定められた総称です。
なお、大会に出場できるのは、 ぼうこう・直腸機能障害です。 

精神障害 ……………… 薄茶色
精神障害は、さまざまな精神疾患が原因となって起こります。日常生活若
しくは社会生活が制限をうけるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限
を加えることを必要とする程度のもの。（精神障害者保険福祉手帳3級）

岡山県障害者スポーツ大会の参加選手が付けている「ゼッケン」は障害部門により、次のように色分けし、
数字は黒色です。

障害者スポーツ競技大会の障害部門と
番号布（ゼッケン）について

白色

桃色

薄緑色

新型コロナウイルス感染予防のための「新しい生活様式」
感染防止の３つの基本 新型コロナウイルス感染症再拡大防止のため、日常生活で気をつけましょう。

日常生活で気を付けること 一人ひとりが新しい生活様式を取り入れて適切な生活習慣を実行しましょう。

1 身体的距離の確保

まめに手指の消毒 こまめに換気 ３密（密集・密接
・密閉）の回避 せきエチケットの徹底 毎朝の体温測定

・健康チェック

2 マスクの着用 3 手洗い
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● ご支援ありがとうございました ●

岡山県障害者スポーツ協会 
〒700-0807　岡山市北区南方2-13-1　岡山県福祉相談センター内
TEL：086-235-4075　 FAX：086-235-4088
　E-mail　shouspo@okayama-shouspo.com
　　岡山県障害者スポーツ協会

   岡山県障害者スポーツ協会では、障害者スポーツを振興するため、皆さまからのご寄付を元に、講習会や普及
活動等、各種事業を行っています。ご寄付のお申し出についてはお気軽にお問い合わせください。

　 岡山県障害者スポーツ協会では、協会設立20周年及び岡山県障害者スポーツ大会20回の節目にあたり、こ
れまでに多額の寄付をいただいた団体及び大会運営に対してご協力いただいた大学・専門学校に対して感謝状
を贈呈致しました。
　皆さまのご支援ご協力に感謝申し上げます。

この機関誌は共同募金の配分金によって発行しています。

　障害者スポーツの振興のため、令和2年度は、次の皆さまから当協会に
ご寄付・助成金をいただきました。
　心よりお礼申し上げます。

©岡山県「ももっち」

©岡山県「ももっち・うらっち」

（R2.12.31現在）　順不同　敬称略

団　　体　　名 団　　体　　名 団　　体　　名
1 （資）浅越機械製作所 16 岡山トヨタ自動車（株） 31 タカヤ（株）

2 （一財）安全交通試験研究センター 17 岡山県知的障害者福祉協会 32 （株）田中商会

3 （有）ウイルパワー 18 岡山県町村議会議長会 33 玉野ライオンズクラブ

4 （特非）ART ダンスパフォーマンス協会 19 （一社）岡山県手をつなぐ育成会 34 （医）天和会　松田病院

5 ＭＳ中国（株）岡山支店 20 岡山県農業協同組合中央会 35 東海電機（株）

6 （福）江原恵明会 21 （学）加計学園 36 ナカシマホールディングス（株）

7 （公財）ＯＨＫスポーツ振興財団 22 笠岡信用組合 37 （一社）日本自動車販売協会連合会 岡山県支部

8 （公社）岡山県医師会 23 （学）川崎学園 38 パナソニック吉備（株）

9 （福）岡山県共同募金会 24 吉備信用金庫 39 ヘレンピアノ教室

10 （一社）岡山県銀行協会 25 （公財）大原記念倉敷中央医療機構 40 丸五ゴム工業（株）

11 岡山県経済団体連絡協議会 26 （株）研美社 41 三国工業（株）

12 （一社）岡山県歯科医師会 27 （株）山陽マルナカ 42 モリマシナリー（株）

13 岡山県商工会議所連合会 28 （公財）慈圭会　慈圭病院 43 （有）ヤクシ

14 岡山県信用金庫協会 29 柴田治療院 44 （株）山下体育社

15 （一社）岡山県タクシー協会 30 大善（株） 45 （一社）生命保険協会岡山県協会
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