
 第 16 回千葉県障害者技能競技大会 競技内容      

  

№ 競技種目 課題及び実施方法 使用機器 競技時間 

1 ワード・プロセッサ ●競技方法は２つの課題による。 

１．英文課題 

Ａ４判縦長に印刷した横書き

の２００単語程度の英文の課

題、作成、保存、印刷する。 

※作成にあたっては以下の操

作を行うことがある。 

・ページレイアウト、 

図の挿入（画像ファイルは

USB に保存されているも

のを使用すること） 

２．文書作成課題 

 罫線や図形を含む文書を作成

し、印刷する。 

※作成にあたっては以下の操

作を行うことがある。 

・文字列、表の校正 

・拡大文字、文字揃え、均等

割り付け、網掛け、ルビな

どの設定や書体の変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主催者側が準備する。 

デスクトップ型パソコン 

OS 

Windows10 Enterprise 

使用ソフト 

MS-Word2016 

 

※キーボードを持ち込む場

合は事前にご相談ください。 

 

英文課題 

30～40 分

程度 

 

文書作成

課題 

30 分程度 



 第 16 回千葉県障害者技能競技大会 競技内容      

  

№ 競技種目 課題及び実施方法 使用機器 競技時間 

2 ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．テーマ（当日提示）に沿った

ホームページを、指示された構

成により作成する。 

２．与えられたパソコンのOS 付

属のソフトウェア等は、すべて

自由に使ってよい。 

３．ホームページに必要な「ボタ

ン」「バナー」「ロゴ」等の画像

データについては、当日の指示

による。 

４．完成した課題は、USB メモ

リーに保存して提出する。 

 

 

※主催者側が用意する。 

○使用機器 

デスクトップ型パソコン 

○OS 

Windows10 Enterprise 

○使用ブラウザー 

InternetExplorer11 

○テキストエディタ 

 Windows 標準メモ帳、

TeraPad 

 

※筆記用具、メモ、関連図書

の持ち込みは可。 

※メモについては、ホームペ

ージの内容を丸写しした内

容は不可とする。タグの辞書

として使えるようなメモを

想定していること。 

 

165 分 
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№ 競技種目 課題及び実施方法 使用機器 競技時間 

3 パソコン操作 

Word 部門 

（視覚障害者部門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel 部門 

（視覚障害者部門） 

 

１．課題の説明 

ビジネス文書の作成レイアウ

ト、装飾、表計算 

２．実施方法 

  問題と問題に使用するデータ

はＵＳＢメモリーにて提示し、

解答は問題で使用した Word

データに作成しＵＳＢメモリ

ーに保存し提出する。 

インターネットを使用する。 

 

 

 

 

 

１．課題の説明 

インターネットを活用し、指定

されたデータの検索。 

関数を使用しデータの集計・分

析。 

書式を整え､表を作成。 

 

２．実施方法 

問題と問題に使用するデータ

はＵＳＢメモリーにて提示し、

解答は問題で使用した Excel

データに作成しＵＳＢメモリ

ーに保存し提出する。 

 

 

 

 

 

 

※主催者側が用意する。 

○使用機器 

ノートパソコン 

○OS 

Windows 10 

○使用ソフト 

PC－Talker10 

MS-Word2016 

Windows 標準メモ帳 

ﾈｯﾄ ﾘｰﾀﾞｰ 

 

※イヤホンをご持参下さい。 

※キーボードを持ち込むこ

とも可能です。 

 

※主催者側が用意する。 

○使用機器 

ノートパソコン 

○OS 

Windows 10 

○使用ソフト 

PC－Talker10 

MS-Excel2016 

Windows 標準メモ帳 

ﾈｯﾄ ﾘｰﾀﾞｰ 

 

※イヤホンをご持参下さい。 

※キーボードを持ち込むこ

とも可能です。 

 

75 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 分 
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№ 競技種目 課題及び実施方法 使用機器 競技時間 

4 パソコンデータ入力 

（知的障害者部門） 

 

課題１ 

１．正しいデータ【約 25 名程度

の参加申込書（ハガキサイズ）】

をプリントして配布する｡ 

２．デスクトップに保存された解

答用紙（エクセルファイル）に

入力し、名簿を完成させる｡ 

３．完成データは､印刷して提出

する｡ 

 

課題２ 

１．配布した商品一覧表及び見積

依頼書をもとにデスクトップ

に保存された見積書を完成さ

せ､印刷して提出する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主催者側が用意する。 

○使用機器 

デスクトップ型パソコン 

○OS 

Windows10 Enterprise 

○使用ソフト 

MS-Excel 2016 

 

1 回 

10 分程度 

 

午前・午後

各 1 回程

度（午後

は競技時

間が 5 分

程度延長

される場

合あり） 
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№ 競技種目 課題及び実施方法 使用機器 競技時間 

5 オフィスアシスタン

ト 

 

１．競技の進め方 

ビジネス文書（案内状 A４判）を

次の手順で作業します。 

① 文書の三つ折り 

A４判の用紙に印刷されたビジ

ネス文書（案内状）を三つに折

る作業（巻き三つ折り）を行い

ます。 

② 封筒への宛名シール貼り 

宛名シールを封筒の所定の位

置に貼る作業を行います。 

③ 文書の封入 

三つに折ってあるビジネス文

書（案内状）の宛先を同じ宛

先の封筒に封入して、封をす

る作業を行います。宛先は「○

○課」となります。文書の宛先

が上になるように入れて、封を

します。作業の工程で出るゴミ

は所定の袋に入れます。 

④ 郵便物の仕分け 

郵便物を職員名簿により宛先

別に仕分ける作業を行います。

宛先は、調査課、人事課、品質

管理課、営業課、経理課、営繕

課などです。 

 

２．競技の採点方法 

作業数量、仕上がり状況、正確さ

等により評価します。 

 

 

 

 

※紙めくり・指サックの持ち

込みは可能です。 

※折り板の持ち込み及び使

用はできません。 

90 分 

（練習時

間も含

む） 
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喫茶サービス競技内容 

１．指示事項（基本作業） 

料飲接遇サービスにおける基本作業（喫茶サービス） 

 

２．競技時間 

①予選 

１競技 １０分程度×２回（２名同時に、各選手２回行う） 

  お客様役 １名 

②決勝（「①予選」のうち上位者のみ） 

１競技 １０分程度×１回（１名ずつ、各選手１回行う） 

  お客様役 ２名 

※競技時間及び競技回数が参加人数によって変更となる場合があります。 

 

３．競技内容及び審査基準 

 競技内容 審査基準 

１ 模擬喫茶店内での待機 身だしなみ・清潔感（服装、頭髪など） 

２ 客席案内 人数確認及び着席サポート 

３ 冷水サービス お客様の右側からサービスしているか、グラス等の備品を持つ手

の位置は適正か 

４ オーダーテイク 伝票への記入、正しい復唱 

５ 伝達 品物と数量の正しい伝達 

６ サービスの準備 必要備品を正確に、背の高いものは手前に配置するなど、より安

全な配置でトレーの上に準備されているか 

７ テーブルサービス 所定の位置に置く。品物名を告げているか 

８ 会計伝票 サービスが済んでいることを確認し伝票が置かれているか 

９ 見送り 正しい声掛けができているか 

１０ 忘れ物チェック 確実に忘れ物の確認がされているか 

１１ 片付け 安全に運ぶことができるよう配慮した配置でトレーの上に下げ

られているか、椅子をもとの位置に戻しているか 

１２ リセット テーブル上がきちんと整っているか 

１３ その他 ・気持ちのこもったサービスを行っているか 

・心地よいサービスを行っているか 

・時間がかかりすぎていないか 

・無駄な動きはないか 

・スムーズなサービスが行えているか 
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※上記競技内容については、選手の臨機応変な対応について審査等を行うため、当日変更・ 

追加されることがあります。 

 

４．会場に準備してある備品 

・コーヒーカップ、グラス等 

・喫茶に必要な諸器材（飲料、食材、メニュー等） 

・オーダー伝票、筆記具 

 

５．競技者が準備するもの 

料飲接客業にふさわしい服装（エプロンなどは各自用意） 

 

６．競技に際し配置している要員 

・競技審査員２名 

・競技審査員補助員３名（選手誘導員１名、商品準備補助員２名） 

 

７．会場イメージ 

    

○

○

○

○

○

見学席

○
カ
ウ
ン
タ
ー

入口
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ビルクリーニング競技 実施要領 

 

 

１ 競技の課題及び方法  

（１）課  題  課題１のカーペット床清掃終了後、課題２の弾性床の課題に入ります。 

課題１： カーペット床清掃 

         課題２： 弾性床清掃及び机上清掃 

 

（２）競技時間  ２課題とも時間が定められています。 

         課題１：  ８分で打ち切り 

         課題２： １１分で打ち切り 

 

 （３）一般的な注意事項 

  ① 使用する資機材は、用意されたもの以外は使用できません。 

   ② 競技採点は、作業準備、作業動作(手順)、仕様誤り、作業態度、作業時間の５面から審査し、

加点方式によって行われます。 

③ 作業に適した服装をしてください。 

④ 作業開始の指示は審査員が行います。 

⑤ 作業ごとに入退室を行う際には会釈(軽く挨拶や礼)をしてください。 

   ⑥ 「始めます」「終わりました」の申告と、入退室の際の「失礼します」 

     「失礼しました」以外は、競技中に声を出さないでください。 

 

 （４）課題１：カーペット床清掃 

  ① 作業面積は、１６㎡(４m×４m)とし、幅木により区画します。 

  ② タイルカーペット床の吸塵作業です。 

  ③ 床のゴミは、シュレッダーで裁断したものを 50mℓ程度まいたものとします。 

  ④ 幅木の上には壁があるものとして作業を行ってください。 

  ⑤ 作業場所にある机は、移動させないでください。 

  ⑥ 使用した資機材は、指定された場所へ片付けてください。 

 

（５）課題 2：弾性床清掃及び机上清掃 

① 作業面積は、１６㎡(４m×４m)とし、幅木により区画します。 

② 床材質は、硬質の床面とします。(原則) 

③ ゴミ処理・床面の掃き・拭き作業及び机上拭きの作業です。 
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④ 作業に使用する色々な資機材・消耗品は、作業用カートに乗せてある 

ものを点検してください。 

⑤ モップの柄は、長さが調節できるので、作業前に自分で操作しやすい 

長さに調節してください。 

⑥ 乾式モップ用クロスは競技者が作業前に取付けて点検してください。  

⑦ 床のゴミは、「おがくず」とし 50mℓ程度をまいたものとします。 

⑧ 幅木の上には壁があるものとして作業を行ってください。 

⑨ 作業場所にある机は、移動させないでください。 

⑩ 使用した資機材は、指定された場所へ片付けてください。 

   

（６）資機材一覧表 

① 各競技場に準備されているもの 

  課題 1 

 

品   名 寸法又は規格 数量 備考 

真空掃除機 ポット型 リンレイ RD エコ２型 1 台  

イス パイプ式折りたたみ 1 脚  

 

  課題２ 

 

品   名 寸法又は規格 数量 備考 

作業用カート ビルクリーニング技能検定資機材に準拠 1 台  

作業標示板  1 個  

ワンタッチモップ柄 ワンタッチアルミ伸縮柄 1 本  

ラーグ（モップ房） 260g 白色 1 枚  

小型ぼうき 30 ㎝幅用 1 本  

乾式モップヘッド 63 ㎝ 1 枚  

文化ちり取り ビルクリーニング技能検定資機材に準拠 1 個  

タオル 無地     水拭き用（青色）１枚    

から拭き用（白色） １枚 

2 枚  

ダスタークロス 69 ㎝幅の不織布 1 枚  

ビニル袋 ゴミ箱用替袋 1 枚  

イス パイプ式折りたたみ 1 脚  
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② 競技者が持参するもの 

 

品名 寸法又は規格 数量 備考 

作業着(上・下)  1 着  

作業帽又は三角巾  1 個  

作業靴  1 足  

 

 

（注意）持参するものは、上記のものに限るが、同一種類のものを予備として持参することは差し支えない。 
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ビルクリーニング競技内容   

課題1  カーペット床清掃   

時間： ８分    

作業工程 作業方法 補足事項 備考 

資機材を準備 作業に必要な資機材はすでに会

場に準備されている。 

（必要な資機材及び数量は資機

材一覧表を参照のこと） 

ウォンド・吸い込み口は、事前に

ホースにセットしてある。 

資機材が過不足無く準備

されているか点検し、異

常があれば申し出る。                                                                     

資機材の点検終了後審査

員の指示に従い所定の位

置に立つ。 

競技開始の挨拶 審査員の始めの合図で「始めま

す」と挨拶を行い、競技を開始す

る。 

片手をあげ、礼をする。 「始めます」と作業開始

を申告する。 

作業準備 真空掃除機を保管場所から、作業

場所の近くへ移動し、コードをは

ずし、プラグをコンセントに差し

込み、始動点検を行う。 

吸い込み口に手をあて、風量があるか点検する。 

入室の挨拶 入り口にて、室内に向かって 

入室の挨拶を行う。 

「失礼します」等、一礼、

挨拶し、入室する。 

声を出して申告する。 

除塵 

 （真空掃除機） 

①真空掃除機を使用し、外から入

り口を吸塵した後、作業場所へ入

る。 

②入り口より奥に向かって右幅

木側・中央部・机の下へと順に作

業を行う。 

③ゴミ箱を移動して吸塵する。 

④イスを手前に引き出し、机の下

の吸塵を行い、元にもどす。 

⑤前進しながら吸塵作業を行う。 

⑥作業が終了したら掃除機を室

内より出してプラグを抜く。 

 

・ゴミを踏まないように

広めに足場を確保する。 

・吸い込み口を床に強く

打ちつけない。 

・掃除機本体は手で持っ

て移動する。 

・プラグを持って抜く。 

ゴミはシュレッダーで裁

断したものをを５０ml程

度均等に撒いている。                                                                                   

点検 指差し又は目視点検を行う。 ゴミの取り残しなどの点

検を行い、あれば処置す

る。 

点検の際に声をださない

こと。 
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退室の挨拶 出口にて室内に向かって退室の

挨拶を行う。 

「失礼しました」等、  

一礼し,挨拶を行う。 

声を出して申告する。 

資機材の片付け 掃除機のコードを巻いて、掃除機を保管場所に戻す。  

終了挨拶 所定の位置に立ち終了挨拶を行

う。 

「終わりました」「終了

しました」等の意思表示

を行う。 

作業終了を申告する。 
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ビルクリーニング競技内容 

課題２  弾性床清掃及び机上清掃   

時間：１１分   作業仕様 2-1 

作業工程 作業方法 補足事項 備考 

資機材を準備 作業に必要な資機材はすでに会

場に準備されている。 

（必要な資機材及び数量は資機

材一覧表を参照のこと） 

①柄の長さを調整する。 

②ダスタークロスをヘッドに装

着する。                                                                                        

③①、②は事前に準備する。 

資機材が過不足無く準備

されているか点検し、異

常があれば申し出る。                                                                    

柄は所定の位置に立て、

乾式モップヘッドはカー

ト上部の所定の位置に置

く。 

資機材の点検終了後審査

員の指示に従い所定の位

置に立つ。 

競技開始の挨拶 審査員の始めの合図で「始めま

す」と挨拶を行い、競技を開始す

る。 

片手をあげ、礼をする。 「始めます」と作業開始

を申告する。 

作業準備 ①作業カートを保管場所から作

業場所の近くへ移動する。                                                                          

②作業表示板を立てる。 

所定の位置に作業表示板を立てる。 

入室の挨拶 入り口にて、室内に向かって 

入室の挨拶を行う。 

「失礼します」等一礼、

挨拶し入室する。 

声を出して申告する。 

イス上げとゴミ処理 

（1）イスを上げる 

（2）ゴミ回収 

（3）ゴミ袋のセット 

①作業前にイスを机の上にあげ

る。 

②ゴミ箱にセットされているゴ

ミ袋ごと処理する。 

③ゴミ袋を出口においてあるカ

ートゴミ袋に入れる。 

④ゴミ袋のスペア袋を取り出し、

ゴミ箱にセットする。 

⑤ゴミ箱を机の上に上げる。 

・机は動かさない。 

・イスは机の四隅からはみ出さないように正しく

のせる。 

・ビニール袋を正しくセットする。 

・ゴミ箱は机から、はみ出さないように正しくの

せる。 
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除塵作業 

（掃き作業） 

①乾式モップヘッドを柄に装着

し、外から入口を除塵し、作業場

所へ入る。 

②入り口より奥に向かって右幅

木側・幅木側・机の下・中央部へ

と順に作業を行う。 

③前進しながら出口に向かって1

箇所に集める。 

④ヘッドをワンタッチモップ柄

から外す。 

⑤使用済みのダスタークロスを

ヘッドから外す。 

⑥柄とヘッドをカートに戻す。 

⑦小ぼうきと文化ちり取りを持

って集めたゴミをとる。 

⑧ゴミの取り残しがないか点検

する。 

⑨小ぼうき、文化ちり取りをカー

トに収める。 

・ゴミを踏まないように

広めに足場を確保す

る。         

・ヘッドの辺は広い方を

先行させる（赤印をつけ

てある） 

・ヘッドを床から離さな

い。 

・使用済みクロスはカー

トの袋の中にいれる。 

・ゴミの取り残しがあれ

ば小ぼうきと文化ちり取

りでゴミを取り残さない

ようにする。 

・ヘッドは、カート上部

の所定の位置に置く。 

・ヘッドはスポンジ面を

上にして置く。 

 

ゴミはおがくずを５０ｍ

ｌ程度均等に撒いてい

る。                                                                                  

点検の際に声を出さない

こと。 
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課題２  弾性床清掃及び机上清掃 

   作業仕様 2-2 

作業工程 作業方法 補足事項 備考 

水拭きをする 

（モップ） 

①コート全体面積を拭く。 

②幅木側、机の下、中央部の順に

拭く。 

③コーナー周りと机の足元は房

糸に手を添えて拭く。 

④モップは時々裏返し、モップ全

体を使って拭く。 

⑤モップは横拭きとし、後退しな

がら拭く。 

・拭き残し、拭きむらのないようにする。 

・横拭きは柄の先端に親指を添えるのを基本とす

る。 

・幅木、机の脚部に触れないようにする。 

・拭いたところを踏まないようにする。 

ゴミ箱とイスを下ろ

す 

安全に音を立てないようにおろ

す。 

・足の上に落とさないように注意する。 

机上拭き ①青色のタオルを八折にして持

つ。 

②机の縁を含めて、四隅から中央

へと行う。                                                                                   

③タオルが汚れたらきれいな面

を出して拭く。                                                                                   

④横拭き・縦拭きを行う。                                                                                              

⑤机の上を水拭きした後に白色

のタオルでから拭きを行う。                                                                        

⑥水拭きと同様に作業を行う。 

・拭き残し、拭きむらのないようにする。 

点検 指差し又は目視点検を行う。 ・資機材の忘れ、ゴミの

取り残しなどの点検を行

う。 

点検の際に声をださない

こと。 

退室の挨拶 出口にて室内に向かって退室の

挨拶を行う。 

「失礼しました」等、一

礼し、挨拶を行う。 

声を出して申告する。 

資機材の片付け 作業標示板を作業カートに収納し、作業カートを保管場所に戻す。 

終了挨拶 所定の位置に立ち終了挨拶を行

う。 

・「終わりました」「終了しました」等の意思表

示を行う。 

 


