
第17回神奈川県障害者技能競技大会

神奈川2019
アビリンピック

※アビリンピックは障害者が職業技能（アビリティ）を競う大会です。

開催日

会　場
（相模原市南区桜台13－1）

令和
元年

※表彰式・閉会式 14:30～15:30

令和
元年

13:30 ～ 15:30（機械ＣＡＤ競技種目のみ）

9:00 ～ 12:00（機械ＣＡＤ除く 11競技種目。
  競技時間は各競技で異なる）

神奈川障害者職業能力開発校

10月24日(木)

10月26日(土)

独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構神奈川支部 高齢･障害者業務課　TEL.045-360-6010

主 催 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部/神奈川県
後 援 神奈川労働局/神奈川県職業能力開発協会/神奈川県教育委員会

株式会社神奈川新聞社/      /神奈川県障害者雇用推進連絡会/相模原市

一般社団法人神奈川県経営者協会/一般社団法人神奈川県商工会議所連合会

神奈川県中小企業団体中央会/神奈川県商工会連合会

協 賛 神奈川県技能士会連合会/一般社団法人神奈川県ビルメンテナンス協会

日産自動車株式会社/株式会社メイコー/小田急電鉄株式会社/相模鉄道株式会社

東京急行電鉄株式会社/横浜高速鉄道株式会社

縫製

喫茶サービス

製品パッキング

オフィスアシスタント

《競技種目》

ＤＴＰ

機械ＣＡＤ

電子機器組立

ワード・プロセッサ

ホームページ

ビルクリーニング
表計算

パソコンデータ入力

http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa/ または アビリンピック神奈川 検索

※今年度は駐車場利用ができません。当日は公共交通機関
をご利用の上ご来場ください。

問合せ先

【会場への行き方】
小田急線「小田急相模原」駅北口バス①番のりば、「小04北里大学
病院・北里大学」「古09古淵駅」「町09町田バスセンター」「相21
相模原駅南口」行きに乗車（約6分）「第一住宅」停留所で下車、徒歩
3分。
※小田急線「小田急相模原」駅北口からサウザンロード相模台商店
街を経て徒歩約20分（約 1.7Km）。

高い技能・高い志  ここに集結 ！ 多くのみなさまのご来場を
お待ちしております！



開催日 競技種目 競技説明

10/24
(木)

10/26
(土)

先行開催

機械CAD
　競技時間 13:30－15:30

ＤＴＰ
　競技時間 9:30－11:30

電子機器組立
　競技時間 9:30－11:30

ワード・プロセッサ
　競技時間 9:30－11:00

ホームページ
　競技時間 10:00－11:00

ビルクリーニング
　競技時間 9:00－13:30

表計算
　競技時間 9:15－10:45

パソコンデータ入力
　競技時間 9:50－11:30

縫製
　競技時間 9:30－11:30

喫茶サービス
　競技時間 9:30－11:45

製品パッキング
　競技時間 9:30－11:30

オフィスアシスタント
　競技時間 9:30－11:40

みなさまのご来場をお待ちしております。
障害者雇用の促進をお考えの企業のみなさまも、ぜひお越しください。
また、様々な併催イベントも同時開催する予定です。

当日は、どなたでも自由に

ご覧いただけます！

～アビリンピックとは？～
「アビリンピック」（ABILYMPICS）は、「アビリティ」（ABILITY・能力）と「オリンピック」（OLYMPICS）を
合わせたことばです。アビリンピックは、障害者が日ごろ職場等で培った職業技能をお互いに競い
合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の方々が障害者雇用に対する
理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として開催しています。
《←左マークは故岡本太郎氏デザインのアビリンピックシンボルマークです》

◆アビリンピックの競技説明
※競技開催時間は、予定となっておりますので目安としてごらんください。

課題図の機械図面を読図し、各部品の形状や寸法から大きさなどを正確に理解し、

ＣＡＤを使用して作図します。時間内に正確な図面を完成させることを競います。

DTP における基本から応用までのソフトウェア操作技術を競うとともに、企画力や創

造力にも考慮した課題の指示に従い、出来上がりを競います。

様々な電子機器部品を課題の仕様に従って組み込み、人の動きを感知して電源供

給を制御する「省エネコントローラー」を製作します。

ワープロソフト Microsoft Ｗｏｒｄを使い、課題として与えられた文書と同じものを作成

します。限られた時間内でＷｏｒｄの各種機能をいかに自在に使いこなせるか、その技

術を競います。

課題の指示に従い、与えられた素材を活用しつつ、自由な発想を盛り込みながらホ

ームページを作成します。

会場内に設けた模擬オフィスで、ビルクリーニングの基本動作のスキルを競います。

資機材の扱い方、安全面の配慮、効率的な手順、マナー・挨拶などが競技のポイン

トです。

表計算ソフト Microsoft Excelを使い、Excelの三大機能である表計算機能、簡易デ

ータベース機能、グラフ作成機能の総合的なスキルを競います。

制限時間内でデータ入力の速度・正確度を競います。選手たちの集中力や持久力、

そして正確なタッチタイピングの技能が競技のポイントです。

ミシンやアイロンなどの用具を使い、裁断された布パーツを組み合わせて縫製する

競技です。作品の見栄え、印つけ、ミシンかけ、アイロンかけ、作業態度などを競い

ます。

喫茶店における接客サービス及びテーブルサービスの技能を、あらかじめ場面設定

（模擬喫茶店）された中で競います。

パッキングとは、荷造り・包装のことをいいます。化粧箱と梱包緩衝材の組み立て、

組み込み商品の梱包作業を行い、より早くより正確な仕上がりを競います。

制限時間内でメール便作成の一連の作業を行い、作業数量、正確さを競います。



 

 

 

 

 

本大会は、障害のある方々が日ごろ職場等で培った職業技能を互いに競い合うことにより、

その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害者に対する理解と認識を深

め、その雇用の促進を図ることを目的として開催します。 

 

1 開催日 

先行開催：令和元年 10月 24 日(木)13:00～15:30(予定) 

（機械ＣＡＤ種目） 

本 開 催：令和元年 10月 26 日(土) 9:00～12:00(予定) 

（機械ＣＡＤ種目を除く 11種目） ※表彰式・閉会式は 14:30～15:30（予定） 

 

2 会場 

神奈川障害者職業能力開発校（相模原市南区桜台 13-1） 

 

3 競技種目及び定員 

ＤＴＰ ･･････････････････7名  表計算 ･･･････････････････10名 

機械ＣＡＤ ･･････････････5名  パソコンデータ入力 ･･･････17名(知） 

電子機器組立 ････････････5名  縫製 ･･････････････････････5名(知） 

ワード・プロセッサ ･････10名  喫茶サービス ･････････････10名 

ホームページ ････････････5名  製品パッキング ･･･････････14名 

ビルクリーニング ･･･････22名  オフィスアシスタント ･････20名 
＊(知)と記載のある競技の参加者は知的障害者に限ります。 

＊なお、参加者の申込状況等により、競技が実施できない場合があります。 
 

4 競技内容 

競技の詳しい内容については、機構ホームページ(http://www.jeed.or.jp/）の「技能競技種

目目のご紹介 (動画 )」をご覧ください。また、 7 月以降神奈川支部ホームページ

（http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa/）に「今大会の公開課題」等を掲載します

ので、必ずご覧ください。 

 

5 参加資格 

次の(1)から(4)までのすべてに該当する方 

(1)次のいずれかの所持者 

・身体障害者手帳 

・療育手帳         ＊ 相当する証明書等を所持している方を含みます。 

・精神障害者保健福祉手帳 

(2)平成 31年 4月 1日現在で満 15歳以上の方 

(3)神奈川県内に居住、神奈川県内の事業所に勤務、または神奈川県内の職業能力開発施設等 

に在籍している方 

(4)競技に十分耐えられる健康状態にある方 

 

6 参加申込期間 

令和元年 7月 1日（月）～7月 31日（水）必着 

 

 

第 17回神奈川県障害者技能競技大会募集要項 
（アビリンピック神奈川 2019） 



7 参加申込方法 

参加希望者は「参加申込書」(不足する場合はコピーしてください。)に必要事項を記入の上、

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課（〒241－0824 横浜市旭

区南希望が丘 78 番地）へ郵送でご提出ください。 
 

8 参加選手決定 

・「参加申込書」により参加資格を審査の上、出場者を決定し本人に通知します。 

・ビルクリーニング競技については、1法人・1学校あたりの参加選手を 2名までとします。 

また、定員を超える参加申込があった場合は、抽選を行います。 

・ビルクリーニングを除くその他の競技については、参加申込者が定員を超えた場合に下記 

の調整を行います。 

① 1法人・1 学校あたりの参加選手を 1名とします。 

② ①の調整を行っても各競技の定員を超える場合は、抽選を行います。 

・参加申込者が定員に対し極めて少ない競技種目は、実施を取り止めることがあります。 
 

9 競技方法 

・競技は実技のみとし、競技時間は原則として 2時間以内です。 

競技に使用する基本的共通機器等は、原則として主催者において用意し、当該機器等の具 

体的内容は事前に公表します。また、当該機器等は、原則として改良は行いません。 

・選手個々の障害特性により、競技参加において必要とする補助具等（以下「競技用補助具 

等」といいます。）及び日常動作に必要な補助具等は、当該選手において用意してください。 

ただし、選手が用意した競技用補助具等が大会当日に動作しない場合は、会場備え付けの 

ものを使用します。 

・競技成績の評価にあたっては障害の種類、程度は考慮しません。 
 

10 表彰 

競技成績が優秀な方には賞状を授与すると共に、メダルを贈ります。 
 

11 保険の加入 

・大会会場において、参加選手が偶発的な事故等により負傷した場合の補償として、主催者の 

負担により傷害保険に加入します。 
 

12 参加費用等 

・参加費は無料です。 

・昼食の提供はありません。各自で昼食を用意してください。 

・公共交通機関をご利用の上、ご参加ください（交通費は自己負担になります。）。 

・最寄り駅（小田急相模原駅）から大会会場までは、選手及び選手介助者専用の無料送迎バス 

を用意しますが、乗車人数等に制限がありますことをご了承願います。 

 ※今大会については、都合により大会会場に駐車場はありません。障害の種類・程度により 

  自家用車の利用が必要な方は、以下のお問合せ先までご連絡ください。 
 

13 その他 

・第 40回全国障害者技能競技大会（令和 2年度開催予定）における同じ競技種目への参加選手 

については、原則として今大会の金賞受賞者（直近 5回の全国大会で金賞を受賞した者及び 

直近 3回の全国大会に連続して参加した者を除く。）を推薦する予定です。 
 

14 お問い合わせ先 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課 

〒241－0824 横浜市旭区南希望が丘 78番地 

TEL：045－360－6010 FAX：045－360－6011 

e-mail：kanagawa-kosyo@jeed.or.jp 

URL：http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa/ 



（別　添）

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部長殿

申込年月日 令和元年 月 日

昭和
平成

年 月 日 歳

〒 -

電話

〒 -

電話

　　内部障害　・　その他の障害（ ）

種 級 種 度 級

①日常使用のものを○で囲んでください。

車椅子　・　両松葉杖　・　片松葉杖　・　その他（ ）

②上記以外で、障害特性により競技参加において必要とする補助具があれば理由及び品名を記入ください（任意様式可）。

氏名

内容

１　DTP ２　機械CAD ３　電子機器組立 ４　ワード・プロセッサ

５　ホームページ ６　ビルクリーニング ７　表計算 ８　パソコンデータ入力

９　縫製 10　喫茶サービス 11　製品パッキング 12　オフィスアシスタント

９　その他（ ）

※ 裏面の「同意書」を熟読し、署名・捺印をしてください。

※ 記載された情報につきましては、本大会の参加に係る連絡、事務手続き及び大会運営に使用することとし、それ以外には使用しません。

申込期間：７月１日（月）～７月３１日（水）＜必着＞

申込先：〒241-0824　横浜市旭区南希望が丘78番地

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部　高齢・障害者業務課

申込みは郵送で受け付けます。封筒に「アビリンピック申込書在中」と書いてください。

第１７回神奈川県障害者技能競技大会参加申込書

④ 年 齢

手帳（　有　・　無　） 手帳（　有　・　無　） 手帳（　有　・　無　）

ふりがな ③ 生　年　月　日

① 氏　　名

⑤ 現　住　所

⑧ 障害の種別
（○をつける）

⑦ 上記の所在地

⑨ 障害者手帳等
の取得状況
（手帳から障害の程
度を記入、手帳が無
い場合は、診断書等
があれば○をつけ
る）

② 性　別
（○をつける）

男　・　女

⑩ 障害に関する
特記事項

⑫ 当日持込補助
具等の有無
（○をつける）

　　視覚障害　・　聴覚障害　・　音声/言語　・　肢体不自由

⑯ 会場最寄駅か
らの送迎バス利用
有無
（○をつける）

⑰ 大会情
報の入手
先（○をつ
ける）

⑥ 勤務先又は所
属機関（学校）名

⑭ 手話通訳者等
配置の希望有無
（○をつける）

２　ポスター・リーフレット　　　３　関係機関等の広報誌　　　４　メールマガジン　　　５　職場の紹介

６　学校の紹介　　　７　家族、知人等の紹介　　　８　関係団体の紹介

⑬ 大会会場での
介助の要否
（○をつける）

有

無

要

否

 介助を要する場合は
 介助者の氏名及び
 その内容

１　ホームページ（　神奈川県　／　(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部　／　その他）

⑮ 参加競技種目
（○をつける）
※1人1種目

有

無

担当者
氏名

所属部署

・医師の診断書 ・判定機関の判定書 ・診断書（統合失調症・そううつ病・てんかん）

配置を希望する（　手話通訳者　・　要約筆記　）　・　配置を希望しない

身体障害 知的障害 精神障害

身体障害 精神障害知的障害



第１７回神奈川県障害者技能競技大会参加に係る同意書 

 

 私は、第１７回神奈川県障害者技能競技大会（以下「神奈川県大会」という。）に技能競

技選手として参加するに当たり、下記事項すべてに同意し、署名・捺印します。 

 

記 

 

１ 神奈川県大会への参加可能な体調であることを予め確認（必要に応じて医師への確認

を含む。）のうえ、同大会へ参加すること。 

 

２ 自己の責任において自身の体調・安全管理を行う（必要な服用薬等の持参を含む。）こ

と。 

 

３ 技能競技及びそれに付随する大会行事参加中にケガを負った場合又は疾病等にかかっ

た場合において、主催者が速やかに応急の処置を行うこと。 

 

４ 主催者が申込者の記載の項目のうち、「氏名」、「市区町村名」及び「勤務先または所属

機関（学校）名」を神奈川県大会に関する各種印刷物等に掲載すること並びに申込書記

載のその他の項目を個人名を明記することなく神奈川県大会に係る各種業務統計資料に

活用すること。 

 

５ 主催者及び主催者が認めた者が神奈川県大会期間中に私の写真等を撮影すること並び

に当該写真等を神奈川県大会に関する各種広報物等に使用すること。 

  また、新聞・テレビ等の報道機関へ情報提供し、写真・映像・氏名等が報道される場

合があること。 

 

６ 大会会場に持ち込む所有物（私物）に関しては、責任を持って自己管理し、事故･過失 

による損壊・紛失等においては、主催者を免責すること。 

 

７ 神奈川県大会期間中において、主催者及び、主催者が認めた者から示された方針及び 

決定事項に従うこと。 

 

令和元年   月   日 

 

本人署名                         印 

 

親権者 又は 保護者署名                          印 

＜本人が未成年の場合又は署名することが困難な場合に署名＞ 
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