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第 18 回アビリンピック埼玉大会 2022 

開 催 案 内 

 

本大会は、障害のある方々が日ごろ培った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、その雇用の促進と地位の向上を図ること

を目的として開催します。 

 

開催日時  令和４年７月２日（土）  ９：００～１6：００（予定） 

※ 延期の場合、令和４年 7 月１６日（土） ９：００～１6：００ 

 

会  場  国立職業リハビリテーションセンター（埼玉県所沢市並木４丁目２番地） 

 

競技種目及び定員  ※参加申込者が定員を超えた場合は、参加定員を調整する場合があります。 

＜メカトロ系＞ 

電子機器組立        ４名 

    ＜パソコン系＞ 

表計算           ６名 

ワード・プロセッサ     ５名 

     ＤＴＰ           ４名 

ホームページ        ５名 

パソコンデータ入力 ※１ １０名 

パソコン操作 ※２     ４名 

    ＜サービス系＞ 

喫茶サービス       １０名      

ビルクリーニング      １４名 

ベッドメイキング ※３ 

ソロの部        ４名 

  ペアの部        3 組 

＜ワークアシスト系＞ 

オフィスアシスタント   １0 名 

小売物流ワーク ※３    ５名 

 

参加資格 

次の①～③のすべてに該当する方で、施設・学校・事業所等の参加承諾（ただし、個人参加者は不要。）

が得られる方。 

① 令和４年４月１日現在において満１５歳以上の方 

② 次のいずれかに該当する方 

(ア) 埼玉県内に在住している方 

(イ) 埼玉県内の障害者職業能力開発施設、特別支援学校等に在籍している方 

(ウ) 埼玉県内の事業所等に勤務等している方 

 

※１ 知的障害の方のみ 

※２ 視覚障害の方のみ 

※３ 埼玉大会独自競技のため全国大会への 

選手の推薦、派遣はありません 
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③ 次のいずれかに該当する方 

(ア) 障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第２号及び第３号に規定する身体障害者 

(イ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号及び第５号に規定する知的障害者 

(ウ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第６号に規定する精神障害者 

 

  同意事項 必ず内容を確認してください！ 

  参加にあたっては、次の①～⑦のすべてに同意したうえでお申込ください。 

① 埼玉大会に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、参加

すること。 

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

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罹った場合において、主

催者が速やかに応急処置を行うこと。 

④ 主催者及び主催者が認めた者（マスコミ関係者等）が、「氏名」、「勤務先又は所属機関名」を各種広

報媒体（印刷物、ホームページ、テレビ等）及び統計資料に使用すること。 

⑤ 主催者及び主催者が認めた者（マスコミ関係者等）が、大会期間中に参加選手の写真・映像等を撮影す

ること、並びに、当該写真・映像等を大会に関する各種広報媒体（印刷物、ホームページ、テレビ等）

及び統計資料に使用すること。 

⑥ 上記④及び⑤について配慮を必要とする方は、「第 18 回アビリンピック埼玉大会 2022 申込書・

同意書」の所定欄により必ず申し出ること。 

⑦ 本大会事務局の実施する新型コロナウイルスの感染拡大防止の対策にご協力いただけること。 

 

 

※上記⑥による配慮事項は埼玉大会のみの取扱いとなります。埼玉大会にて金賞を受賞され全国大会に推

薦・参加される場合は、上記④及び⑤への同意が必須となります。 

 

申込方法 

参加希望者は、「申込書・同意書」に必要事項を記入の上、下記あて郵送にてご提出下さい。 

「申込書・同意書」は、当機構埼玉支部ホームページにも掲載しています。 

 

郵送先 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山 2-18-8 ポリテクセンター埼玉 本館４階 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

埼玉支部 高齢・障害者業務課 

 

申込受付期限   

令和４年 5月 1３日（金）まで（必着） 

 

参加者の決定 

「申込書・同意書」により、大会事務局が参加の可否を審査のうえ決定し、所属先を経由して、本人に

通知します。なお、各競技定員を超える参加申込があった場合は、以下のとおり調整を行います。 

① 参加申込のあった企業等に各１名を割り当てる。 

② ①によりなお定員に余裕がある場合は、複数名参加申込のあった企業等に均等に割り当てる。 

③ ①及び②により均等に割り当てられない場合には事務局が調整を行う。 
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競技方法 

 競技課題は、競技の実施に支障のない範囲で事前に当機構埼玉支部下記ホームページで公表します。 

下記アドレスもしくは、「アビリンピック埼玉大会」で検索の上、各自で閲覧してください。 

    https://www.jeed.go.jp/location/shibu/saitama/kosho/abilympics.html 

    ※インターネット閲覧環境がない方は主催者にご連絡ください。個別に対応いたします。 

 

 競技に必要な作業具等は原則として自己のものを使用することとし、競技用の機械設備は改造しない

ものとします。 

 

  競技使用機器（予定） 

 メカトロ系 

競技種目 使用機器・資材 

電子機器組立 プリント配線板、電子部品、シャーシ等 

 

 パソコン系 

競技種目 OS アプリケーション 

表計算 Microsoft Windows10 Professional Microsoft Office2016 

ワード・プロセッサ Microsoft Windows10 Professional Microsoft Office2016 

DTP Mac OS 10.13 

Adobe Photoshop CC2017 

Adobe Illustrator CC2017 

Adobe InDesign CC2017 

ホームページ Microsoft Windows10 Professional 
Microsoft Internet Explorer 

11.0 

パソコンデータ入力 Microsoft Windows10 Professional Microsoft Office2016  

パソコン操作 Microsoft Windows10 Professional 

Microsoft Office2016 

ブラウザソフト 

（Internet Explorer11） 

画面読上ソフト（PC-Talker10 

JAWS for Windows Ver14） 

画面拡大ソフト（Zoom Text10） 

 

 サービス系 

競技種目 使用機器・資材 

喫茶サービス メニュー、飲み物、おしぼり、伝票、グラス、カップ、スプーン、布きん等 

ビルクリーニング 作業カート、真空掃除機、モップ、ホウキ、チリトリ、机、パイプ式折りたたみ

イス、無地タオル（青色・白色）、ごみ箱等 

ベッドメイキング シングル用ベッド、枕、掛け布団、交換用シーツ、掛け布団及び枕カバー等 

 

 ワークアシスト系 

競技種目 使用機器・資材 

オフィスアシスタント 送付状、資料、宛名シール、封筒、ＣＤ、ＣＤケース、ポケットティッシュ等 

小売物流ワーク 伝票、ピッキング対象商品、折りたたみコンテナ等 

※最新の情報については、当機構埼玉支部ホームページに掲載している公開課題をご覧ください。 
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  表彰等 

競技種目ごとにその成績優秀者に対して金賞、銀賞又は銅賞を決定し、表彰式で表彰します。 

なお、参加競技種目において直近５大会（平成２８年[第３７回]～令和３年[第 4１回]）の全国障害者

技能競技大会（アビリンピック全国大会）で「金賞」を受賞したことがある者、及び、全国障害者技能

競技大会（アビリンピック全国大会）で直近３大会に連続して出場している者は入賞の対象としないこ

ととします。 

 

※【全国大会参加資格の緩和について】 

従来は、過去の大会における金賞受賞者は同種目において全国大会への出場は認められておりま

せんでしたが、第 39 回全国大会から「直近５大会の全国大会金賞受賞者」以外の方は出場可能に

なっています。 

  

  参加費用等 

参加費は無料ですが、会場までの交通費は自己負担となります。また、昼食の提供はございませんの

で、各自で用意して下さい。 

 

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。 

 

全国障害者技能競技大会への推薦 

本大会において優秀な成績を修め、かつ、全国障害者技能競技大会の参加資格要件に該当する方（※）

は、埼玉県知事あてに、全国大会参加選手として推薦します（埼玉大会独自競技である「ベッドメイキン

グ」、「小売物流ワーク」の成績優秀者は除く）。 

※全国大会に参加する場合は、上述の「同意事項」④と⑤への同意が必須となります。 

 

その他 

① 日常動作に必要な補助具等は、自己のものを使用してください。 

② 手話通訳者及び看護師は主催者で手配します。 

③ 本開催案内に記載のない事項等については主催者が決定いたします。 

 

お問い合わせ先（主催者） 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課 

〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山 2-18-8 ポリテクセンター埼玉 本館４階 

  TEL 048（813）1112  FAX 048（813）1114 
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            （所在地：埼玉県所沢市並木４丁目２番地） 

  

会場地図 
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◆競技概要◆ 

メカトロ系 

電子機器組立 

 

 

回路図・部品端子図により、プリント基板に電子部品をはんだ付けし、電子機

器の組立を行います。指示どおり部品が取付けられているか、仕上がりの美し

さと正確な動作確認が評価されます。 

パソコン系 

表計算 

 

 

与えられたデータをもとに、数式の修正や書式設定、データ処理やグラフの作

成をします。書式の設定方法だけではなく、関数の知識も必要となります。課

題の正確性や速度を評価します。 

ワード・プロセッサ 

 

 

ワープロソフトを使用し、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、文字の入力の速さや正確さ、様々な文書作成スキルを駆使出来るか

どうかがポイントです。 

ＤＴＰ 

 

 

DTPとは、出版物の編集やデザインなどをコンピュータ上で行い、プリンタ

で出力することをいいます。規定の条件を守りながらデザインし、いかに効果

的な作品を制作するかがポイントです。 

ホームページ 

 

 

仕様に従い、提供される画像や文章の素材を用いてホームページを作成しま

す。ホームページ作成に関する技術力に加え､独創性､芸術性、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められます。 

パソコンデータ入力 

 

３つの課題を通して、パソコンにデータを入力する速さと正確さを競います。

入力された内容が正確であること、そして、より多くのデータを入力できるこ

と、文書中の入力ミスの訂正が出来ることが重要視されます。 

パソコン操作 

 

 

Excel(エクセル)でのデータ処理(実技問題)とインターネット検索(知識問題)の

2 つの課題で構成されています。視覚に障害のある選手は、画面読み上げソフ

トや画面拡大ソフト等を利用して課題に挑みます。 

サービス系 

喫茶サービス 

 

 

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。 

ビルクリーニング 

課題が１つ追加され 

ています 

模擬オフィスで、カーペット床（課題 1）及び弾性床（課題２）の清掃と机上

清掃を､効率的な導線にそって行います。資機材の適切な取り扱い、確実な清

掃技術、サービス業としてのマナー、作業効率性・安全性などがポイントで

す。 

ベッドメイキング※ 

 （ソロの部・ペアの部） 

 ＜埼玉大会独自競技＞ 

ホテル等で使用されているシングルベッドを想定し、リネンの交換作業を行い

ます。寝具を交換し、整えるまでのベッドメイキング作業について、仕上がり

や手際の良さ等を評価します。 

ソロの部、2 人 1組で行うペアの部を実施します。ソロとペアの両方に参加

することができ、ダブル受賞も狙えます。 

ワークアシスト系 

オフィスアシスタント 

課題が１つ追加され 

ています 

書類等の２種類の封筒への封入（課題 1）、書類等の手提げ袋入れ（課題２）

及び社内便の仕分け（課題３）の３つの課題で競技を行います。競技内容を正

しく把握し、制限時間内にいかに早く正確に作業するかがポイントです。 

小売物流ワーク※ 

 ＜埼玉大会独自競技＞ 

伝票の内容に従い、商品を棚から取出すピッキング（出庫）や、入荷された商

品を棚に入れる作業（入庫）を行います。商品の取扱いや、安全に配慮しなが

ら作業の正確さと速さを競います。 

※埼玉大会独自競技のため、全国大会への選手の推薦、派遣はありません。 


