競技の見どころ
1

DTP（共通競技）
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に化粧紙を貼りつけます。競技のポイントは時

成を行います。レイアウトや文字の組み方、効

人々に目を向けさせる工夫が求められます。企画力や創造力

に重点を置き、規定の条件を守って、アイデアをいかに盛り込
んで画期的な作品を制作するかが競技のポイントになります。
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間内に正確にきれいに作成することです。競技

ではセロテープや糊を使用しながらシワや空気が入らないよう

にし、重なり部分がずれないように、美しく仕上げることが求

められます。京都ならではの和紙を用いた美しい仕上がりをご
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ラベルの貼付、書類の片袖折り）を行う課題と

文 書（和 文・英 文）と同じものを作 成します。

ことが目標です。定められた時間内に２課題を仕上げ、その完
成度で順位を競います。
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オフィスアシスタント（共通競技）

文書発送の準備作業（同封書類の用意、宛名

ワープロソフト（Word）を使用し、与えられた
文章の作成や編集作業とともに、Word に用意

郵便物の仕分け作業を行う課題を実施します。

認しながら仕分けする等、単純な中にも正確な技能が要求さ

れます。
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ホームページ制作（共通競技）

ホームページの製作技術に関する技能競技です。

機能、グラフ作成機能の総合的なスキルを競

り組んでいただきます。本競技では主にコーディ

実際の製作の現場でも直面するような課題に取

大機能である表計算機能、簡易データベース
います。限られた時間内に、いかに正確に、いかに効率よく、

ング技術を競います。ホームページ作成に関する技術力に加え、

表の作成、グラフ作成、関数の活用、フィルタ機能による情

められます。
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ビルクリーニング（共通競技）

会場内に設けた模擬オフィス（事務室）で、ビ

ルクリーニングの基本動作（ごみ処理から床面

の掃き・拭き作業等）を効率的な導線にそって

連続して行います。掃除機など資器材の適切な取り扱い、ゴ

ミの取り残しや拭きムラがない確実な清掃技術、サービス業と

してのマナー、作業の効率性・安全性などがポイントです。

選手募集中

られた位置に宛名シールを貼り付け、宛名だけでなく住所も確

表計算（共通競技）

報の抽出など幅広い知識が求められます。

京都府障害者技能競技大会

文書を仕分けしながら、紙を折る、しわを出さないように決め

表計算ソフト（Excel）を使用し、Excel の三

表やグラフの作成・編集などが行えるかがポイントです。また、

アビリンピック京都大会

覧ください。

ワード・プロセッサ（共通競技）

されている機能を自由に使いこなせる技術を発揮していただく

紙箱組立（貼り箱）
（知的障害者対象競技）

仕様書に基づいて、大きさの違う２種類の紙箱

パソコンと印刷用ソフトを使ってフライヤーの作
果 的なイラストレーションの 挿 入など多くの

第 20 回

開催日時

９時30分〜 12時30分

会

喫茶サービス（共通競技）

模擬的に設置された喫茶店で、来店されたお客

様に対して、他の従業員と連携・協力しながら、

お客様の立場に立って正確かつスムーズにサー

ビスを提供する技術を競います。一連の接客業務が正確かつ

スムーズにできるかがポイントです。さらに、お客様の立場に

立って、お客様に満足していただけるようなサービスを行うこ

とが求められます。
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パソコン操作（視覚障害者対象競技）

京都市営地下鉄 くいな橋駅 1番出口正面
会場には地下鉄や市バスなど最寄りの
公共交通機関を利用してください。

級相当に設定しています。ハイテク技術の一端

を担っている電子機器を組み上げる技術を競い

申込方法

ます。競技課題では、金属や電子部品を熱で溶かした「はん
だ」で接合する「はんだ付け」がポイントです。
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パソコンデータ入力（知的障害者対象競技）

アンケート入力等の課題を通して、パソコンにデー

タを入力する速さと正確さ、そして、数式や書式

設定を使い体裁の整った帳票を時間内に作成する

そして、より多くのデータを入力できることが重要視されます。

アビリンピックロゴ「星」をモチーフに「障害

像を拡大して見やすくするソフトを利用しながら

ンピック」の語感と、
「幸せを運んでくれる」

を使ったデータ処理とインターネットでの検索を行います。

競技種目

身体障害者、知的障害者、精神障害者の方が対象になります。

ＤＴＰ／ワード・プロセッサ／表計算／ビルクリーニング／喫茶サービス
パソコン操作／紙箱組立（貼り箱）／オフィスアシスタント
ホームページ作成／電子機器組立／パソコンデータ入力

参加申込書にご記入の上、郵送にてお申し込み
ください。参加申込書はホームページからも
ダウンロードできます。
※定員を上回った場合は抽選で参加決定します。

申込締切：令和4年10月28日
（金）必着

アビリンピック 京都
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kyoto/abilym20.html

技術が求められます。選手達の集中力や持続力、そして正確なタ

イピングの技能がポイントです。入力された内容が正確であること、

を乗り越える士気」
「受賞の歓喜」
「能力の開

キー操作によってパソコンを操作します。表計算ソフト
（Excel）

京都府立京都高等技術専門校
京都府立京都障害者高等技術専門校
京都市伏見区竹田流池町 121-3

この競技は、技能検定「電子機器組立て」2

視覚障害のある選手が、パソコンのモニターに
表示されている文字を音声化するソフトや、画

場

電子機器組立（共通競技）

また、作業動作に無理がなくリズム感があることも重要です。
5

2 月19 日（日）

※新型コロナウイルス感染症拡大等によっては当大会が中止・内容変更となる可能性もございます。

ユーザビリティやアクセシビリティに関する知識と実践力が求
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令和 5 年

花」をイメージしてデザイン。名前は「アビリ

お問い合わせ

アビリンピック京都大会事務局

TEL ０７５−９５１−７４８１

主催 : 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部 京都府
後援 : 京都労働局 ハローワーク（公共職業安定所） 京都市 京都府教育委員会
京都市教育委員会 京都府高齢・障害者雇用支援協会 公益社団法人京都ビルメンテナンス協会

協賛 :

という花言葉を持つラン科の花
「マキシラリア・

株式会社王将フードサービス
株式会社王将ハートフル（特例子会社）

バリアビリス」にちなんで命名されました。

英興株式会社

アビリンピック
マスコット
キャラクター
「アビリス」

© 京都府
まゆまろ 22010

第20回
アビリンピック京都大会

「アビリンピック」
（ABILYMPICS）とは、
「障害者技能競技大会」の愛称で、
「アビリ

ティ」
（ABILITY・能力）と「オリンピック」
（OLYNPIC）を合わせたことばです。

アビリンピックは、障害のある方々が日頃培った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、企業や社会一般の人々に障害者雇用に対
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。

◆ 選手募集要項 ◆

アビリンピックシンボルマークは、岡本太郎氏制作で、月桂樹の葉と人間を形どり、

障害を克服して力強く自分を切り開いていく人間像を表現しています。

１ 日程・会場・競技種目及び定員

2

●日程：令和5年2月19日（日）9時30分〜 12時30分

アビリンピック
シンボルマーク

参加資格（次の（１）から（7）のいずれにも該当する者）

（１） 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの者、またはこれに準ずる判定を

受けている者（「障害者の雇用の促進に関する法律第２条第２号及び第３号に規定する身体障害者、

●会場：京都府立京都高等技術専門校・京都府立京都障害者高等技術専門校

同法律同条第４号及び第５号に規定する知的障害者、同法律同条第６号に規定する精神障害者）

定員 競技時間

（２） 令和4年４月１日現在において満１５歳以上の者

①ＤＴＰ *

Photoshop、Illustrator 等を使い、当日配布される素材データ
を用いてフライヤーの作成を行う。

5名

（４） 参加を希望する競技種目において、平成30年以降に開催された全国大会で金賞を受賞していない

②ワード・プロセッサ *

ワープロソフト（Word）を使い、図形・画像などを用いて、
当日配布される素材データ（和文、英文）と同じものの作成を
行う。

8名

③表計算 *

図形・画像などを用いて、表計算ソフト（Excel）を使い、当日
身体、知的、
配布される課題を基に、データの抽出・累計、関数式による作業、
6名
精神障害者
グラフ作成等を行う。

④ビルクリーニング *

模擬事務所にて、定められた時間内に、床面の掃き・拭き作業、
ゴミ処理、机上拭きの作業を行う（「カーペット床清掃」「弾性
床清掃・机上清掃」の２種類）。

8名

120 分

⑤喫茶サービス *

模擬喫茶店にて、来店されたお客様に対し、案内、注文受け、
注文品の提供、後片付け等のサービスを行う。

12 名

120 分

⑥パソコン操作 *

音声読み上げソフトや画像拡大ソフトを使い、当日配布される
課題を基に、表計算ソフト（Excel）を使ったデータの処理と、 視覚障害者
インターネット検索を行う。

5名

120 分

⑦紙箱組立（貼り箱）

糊やセロテープを使い、紙箱に化粧紙を貼り付け、美しい貼箱
の作成を行う。

6名

120 分

⑧オフィスアシスタント *

文書発送や仕分けの補助作業（A3 資料の二つ折り、資料ピッキ
ング、宛名シール貼り、封入、封筒仕分け）を行う。

8名

90 分

⑨ホームページ作成 *

Photoshop、Illustrator 等を使い、当日配布される素材データ
を用いて、ホームページの作成を行う。

⑩電子機器組立 *

各種パーツを使い、部品取付、はんだ付により、電子機器組立
を行う（技能検定「電子機器組立 2 級」相当 4 時間の内容を当
日は 2 時 間で実施するため、事前に配布する部品や電線を使い、
予め 1 部のシャーシ、束線を組み上げ当日持参する）。

⑪パソコンデータ入力 *

当日配布される課題を基に、表計算ソフト（Excel）を使いアン
ケートの入力と帳票の作成、ワープロソフト（Word）を使い
文章中の誤字の修正を行う。

競技種目

※

競技内容

対象

知的障害者

120 分
90 分

90 分

120 分

5名

120 分

9名

者

（５） 参加を希望する競技種目において、３大会連続で全国大会に出場した者でない者
（６） 未成年者の場合は、親権者の同意を得られる者

身体、知的、 5 名
精神障害者

知的障害者

（３） 京都府内に居住もしくは京都府内の事業所に勤務または訓練施設・教育機関等に在籍している者

（７） 競技に十分耐えられる健康状態にある者
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（１） 第20回アビリンピック京都大会参加申込書をご記入の上、下記まで郵送にてお申し込みください。
(個人情報を含むため、簡易書留等を利用してください。）

参加申込書はホームページからもダウンロードいただけます。

（２） お申込可能な選手の人数は原則、１団体（企業・法人・学校等）競技種目につき１名とします。複

数の選手の申込を希望する団体がある場合は、定員に達するまで申込を受け付けるものとします。

ただし、1競技種目毎の団体毎の参加人数に差が生じないようにするものとし、差が生じる場合は、
抽選等により人数を決定します。

（３） 主催者は、参加申込書により参加資格の審査を行い、参加の可否を決定し、本人に通知します。
（４） 申込締切

令和4年10月28日（金）（必着）

参加申込書
提出先

90 分

新型コロナ感染症対策のため、観客を制限し、当日の式典関係（開会式、表彰式）は取りやめ、競技時間も２時間以内
で実施します。詳しくは参加決定後ご案内します。
注1） 各種目において評価基準に基づき金賞、銀賞、銅賞、努力賞を授与します。金賞受賞者のうち、全国大会への推薦者と
なる方は最優秀賞（京都府知事賞）が授与されます。なお、競技の成績によっては、各賞を授与しないことがあります。
注2） 競技成績を評価（審査）するにあたっては、障害の種類、程度は特に考慮しません。
＊……全国大会（令和5年度開催予定）の代表選手予選会を兼ねます。ただし、第20回アビリンピック京都大会で金賞を受
賞した選手全員が全国大会に出場できるとは限りません。

参加申込方法
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〒617-0843 京都府長岡京市友岡１丁目２番１号
アビリンピック京都大会事務局

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 京都支部 高障課内）あて

（TEL 075−951−7481）

その他

（１） 会場までの交通費は各自負担となります。ただし、原則として勤務先又は所属先から片道50キロ
メートル以上で公共交通機関を利用された場合に限り、参加選手及び介助者（1名分）の交通費実
費を支給します。詳しくは参加決定後ご案内します。

（２） 大会当日、災害等の緊急事態の際には、介助者、引率者に避難誘導等のご協力をお願いします。
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「アビリンピック」
（ABILYMPICS）とは、
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当日配布される課題を基に、表計算ソフト（Excel）を使いアン
ケートの入力と帳票の作成、ワープロソフト（Word）を使い
文章中の誤字の修正を行う。

競技種目

※

競技内容

対象

知的障害者

120 分
90 分

90 分

120 分

5名

120 分

9名

者

（５） 参加を希望する競技種目において、３大会連続で全国大会に出場した者でない者
（６） 未成年者の場合は、親権者の同意を得られる者

身体、知的、 5 名
精神障害者

知的障害者

（３） 京都府内に居住もしくは京都府内の事業所に勤務または訓練施設・教育機関等に在籍している者

（７） 競技に十分耐えられる健康状態にある者

3

（１） 第20回アビリンピック京都大会参加申込書をご記入の上、下記まで郵送にてお申し込みください。
(個人情報を含むため、簡易書留等を利用してください。）

参加申込書はホームページからもダウンロードいただけます。

（２） お申込可能な選手の人数は原則、１団体（企業・法人・学校等）競技種目につき１名とします。複

数の選手の申込を希望する団体がある場合は、定員に達するまで申込を受け付けるものとします。

ただし、1競技種目毎の団体毎の参加人数に差が生じないようにするものとし、差が生じる場合は、
抽選等により人数を決定します。

（３） 主催者は、参加申込書により参加資格の審査を行い、参加の可否を決定し、本人に通知します。
（４） 申込締切

令和4年10月28日（金）（必着）

参加申込書
提出先

90 分

新型コロナ感染症対策のため、観客を制限し、当日の式典関係（開会式、表彰式）は取りやめ、競技時間も２時間以内
で実施します。詳しくは参加決定後ご案内します。
注1） 各種目において評価基準に基づき金賞、銀賞、銅賞、努力賞を授与します。金賞受賞者のうち、全国大会への推薦者と
なる方は最優秀賞（京都府知事賞）が授与されます。なお、競技の成績によっては、各賞を授与しないことがあります。
注2） 競技成績を評価（審査）するにあたっては、障害の種類、程度は特に考慮しません。
＊……全国大会（令和5年度開催予定）の代表選手予選会を兼ねます。ただし、第20回アビリンピック京都大会で金賞を受
賞した選手全員が全国大会に出場できるとは限りません。

参加申込方法

4

〒617-0843 京都府長岡京市友岡１丁目２番１号
アビリンピック京都大会事務局

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 京都支部 高障課内）あて

（TEL 075−951−7481）

その他

（１） 会場までの交通費は各自負担となります。ただし、原則として勤務先又は所属先から片道50キロ
メートル以上で公共交通機関を利用された場合に限り、参加選手及び介助者（1名分）の交通費実
費を支給します。詳しくは参加決定後ご案内します。

（２） 大会当日、災害等の緊急事態の際には、介助者、引率者に避難誘導等のご協力をお願いします。

競技の見どころ
1

DTP（共通競技）

7

に化粧紙を貼りつけます。競技のポイントは時

成を行います。レイアウトや文字の組み方、効

人々に目を向けさせる工夫が求められます。企画力や創造力

に重点を置き、規定の条件を守って、アイデアをいかに盛り込
んで画期的な作品を制作するかが競技のポイントになります。

2

間内に正確にきれいに作成することです。競技

ではセロテープや糊を使用しながらシワや空気が入らないよう

にし、重なり部分がずれないように、美しく仕上げることが求

められます。京都ならではの和紙を用いた美しい仕上がりをご

8

ラベルの貼付、書類の片袖折り）を行う課題と

文 書（和 文・英 文）と同じものを作 成します。

ことが目標です。定められた時間内に２課題を仕上げ、その完
成度で順位を競います。

3

オフィスアシスタント（共通競技）

文書発送の準備作業（同封書類の用意、宛名

ワープロソフト（Word）を使用し、与えられた
文章の作成や編集作業とともに、Word に用意

郵便物の仕分け作業を行う課題を実施します。

認しながら仕分けする等、単純な中にも正確な技能が要求さ

れます。

9

ホームページ制作（共通競技）

ホームページの製作技術に関する技能競技です。

機能、グラフ作成機能の総合的なスキルを競

り組んでいただきます。本競技では主にコーディ

実際の製作の現場でも直面するような課題に取

大機能である表計算機能、簡易データベース
います。限られた時間内に、いかに正確に、いかに効率よく、

ング技術を競います。ホームページ作成に関する技術力に加え、

表の作成、グラフ作成、関数の活用、フィルタ機能による情

められます。

4

ビルクリーニング（共通競技）

会場内に設けた模擬オフィス（事務室）で、ビ

ルクリーニングの基本動作（ごみ処理から床面

の掃き・拭き作業等）を効率的な導線にそって

連続して行います。掃除機など資器材の適切な取り扱い、ゴ

ミの取り残しや拭きムラがない確実な清掃技術、サービス業と

してのマナー、作業の効率性・安全性などがポイントです。

選手募集中

られた位置に宛名シールを貼り付け、宛名だけでなく住所も確

表計算（共通競技）

報の抽出など幅広い知識が求められます。

京都府障害者技能競技大会

文書を仕分けしながら、紙を折る、しわを出さないように決め

表計算ソフト（Excel）を使用し、Excel の三

表やグラフの作成・編集などが行えるかがポイントです。また、

アビリンピック京都大会

覧ください。

ワード・プロセッサ（共通競技）

されている機能を自由に使いこなせる技術を発揮していただく

紙箱組立（貼り箱）
（知的障害者対象競技）

仕様書に基づいて、大きさの違う２種類の紙箱

パソコンと印刷用ソフトを使ってフライヤーの作
果 的なイラストレーションの 挿 入など多くの

第 20 回

開催日時

９時30分〜 12時30分

会

喫茶サービス（共通競技）

模擬的に設置された喫茶店で、来店されたお客

様に対して、他の従業員と連携・協力しながら、

お客様の立場に立って正確かつスムーズにサー

ビスを提供する技術を競います。一連の接客業務が正確かつ

スムーズにできるかがポイントです。さらに、お客様の立場に

立って、お客様に満足していただけるようなサービスを行うこ

とが求められます。
6

パソコン操作（視覚障害者対象競技）

京都市営地下鉄 くいな橋駅 1番出口正面
会場には地下鉄や市バスなど最寄りの
公共交通機関を利用してください。

級相当に設定しています。ハイテク技術の一端

を担っている電子機器を組み上げる技術を競い

申込方法

ます。競技課題では、金属や電子部品を熱で溶かした「はん
だ」で接合する「はんだ付け」がポイントです。

11

パソコンデータ入力（知的障害者対象競技）

アンケート入力等の課題を通して、パソコンにデー

タを入力する速さと正確さ、そして、数式や書式

設定を使い体裁の整った帳票を時間内に作成する

そして、より多くのデータを入力できることが重要視されます。

アビリンピックロゴ「星」をモチーフに「障害

像を拡大して見やすくするソフトを利用しながら

ンピック」の語感と、
「幸せを運んでくれる」

を使ったデータ処理とインターネットでの検索を行います。

競技種目

身体障害者、知的障害者、精神障害者の方が対象になります。

ＤＴＰ／ワード・プロセッサ／表計算／ビルクリーニング／喫茶サービス
パソコン操作／紙箱組立（貼り箱）／オフィスアシスタント
ホームページ作成／電子機器組立／パソコンデータ入力

参加申込書にご記入の上、郵送にてお申し込み
ください。参加申込書はホームページからも
ダウンロードできます。
※定員を上回った場合は抽選で参加決定します。

申込締切：令和4年10月28日
（金）必着

アビリンピック 京都
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kyoto/abilym20.html

技術が求められます。選手達の集中力や持続力、そして正確なタ

イピングの技能がポイントです。入力された内容が正確であること、

を乗り越える士気」
「受賞の歓喜」
「能力の開

キー操作によってパソコンを操作します。表計算ソフト
（Excel）

京都府立京都高等技術専門校
京都府立京都障害者高等技術専門校
京都市伏見区竹田流池町 121-3

この競技は、技能検定「電子機器組立て」2

視覚障害のある選手が、パソコンのモニターに
表示されている文字を音声化するソフトや、画

場

電子機器組立（共通競技）

また、作業動作に無理がなくリズム感があることも重要です。
5

2 月19 日（日）

※新型コロナウイルス感染症拡大等によっては当大会が中止・内容変更となる可能性もございます。

ユーザビリティやアクセシビリティに関する知識と実践力が求

10

令和 5 年

花」をイメージしてデザイン。名前は「アビリ

お問い合わせ

アビリンピック京都大会事務局

TEL ０７５−９５１−７４８１

主催 : 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部 京都府
後援 : 京都労働局 ハローワーク（公共職業安定所） 京都市 京都府教育委員会
京都市教育委員会 京都府高齢・障害者雇用支援協会 公益社団法人京都ビルメンテナンス協会

協賛 :

という花言葉を持つラン科の花
「マキシラリア・

株式会社王将フードサービス
株式会社王将ハートフル（特例子会社）

バリアビリス」にちなんで命名されました。

英興株式会社

アビリンピック
マスコット
キャラクター
「アビリス」
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