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山形県共催

山形労働局 県内ハローワーク 山形県教育委員会 山形県職業能力開発協会
山形県社会福祉協議会 山形県身体障害者福祉協会

山形県ビルメンテナンス協会 山形県社会福祉事業団 山形県手をつなぐ育成会
山形県精神保健福祉会連合会 山形県印刷工業組合 山形市ホテル協会
山形県写真連盟 山形新聞・山形放送 荘内日報社 ＮＨＫ山形放送局
山形テレビ テレビユー山形 さくらんぼテレビ エフエム山形
ダイバーシティメディア
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山形県立上山高等養護学校 ファッションアトリエひろ子 山形県聴覚障害者協会
日本情報処理検定協会 済生会山形済生病院 ギフトプラザ

（順不同）

アビリンピックは、障害のある方が、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に障害のある方に対する理解と認識を深めてもらい、
その雇用の促進を図ることを目的として開催しております。

すでに企業で活躍している方、就職を目指している方が、研鑽した様々な分野の職業能力を競い合
います。

協力

後援



た い か い し だ い

大 会 次 第

かい かい しき

１ 開 会 式 ９：１５

しゅさいしゃあいさつ どくりつぎょうせいほうじんこうれい しょうがい きゅうしょくしゃこようしえんきこう やまがたしぶちょう

主催者挨拶 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部長

きょうさいしゃあいさつ やまがたけんちじ

共催者挨拶 山形県知事

らいひんしゅくじ やまがたろうどうきょくちょう

来賓祝辞 山形労働局長

せんしゅせんせい とくていひえいりかつどうほうじん かがや

選手宣誓 特定非営利活動法人輝きネットワーク
むこう しん

メディアかがやき 向 伸

へい しき

閉 式

しゅもくべつきょうぎせつめい

２ 種目別競技説明

およ きょうぎかいし

及び競技開始 ９：４５

きょうぎしゅうりょう しゅうりょうじかん きょうぎしゅもくべつ

３ 競 技 終 了 １３：００ （終了時間は競技種目別となること）

ちゅうしょく しんさ しつぎこうひょうとう

昼食・審査・質疑講評等

へい かい しき

４ 閉 会 式 １４：１５

ひょうしょうしき どくりつぎょうせいほうじんこうれい しょうがい きゅうしょくしゃこようしえんきこう やまがたしぶちょう

表 彰 式 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部長

へい しき

閉 式

アビリンピックのシンボルマーク

大会を象徴するシンボルマークは、故岡本太郎氏に製作をお願いしてデザインされた
ものです。月桂樹の葉と人間を形どったこのシンボルマークは、障害を克服して力強く
自分を切り開いてゆく人間像を表しています。



ＤＴＰ １３０分
ＤＴＰとは、書籍や新聞、広告などの印刷物を製作する際に
パソコンで編集や割り付けなどをして、紙面に出力する作業
のことで、画像や文章素材を使って、ポスターやチラシ等を
作成します。限られた時間で感性、技能、知識を駆使して、
いかに効果的な作品ができるかがポイントです。

ワード･プロセッサ １３５分
ワープロソフトWordを使用し、和文・英文の文書を課題と同
じように作成します。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。文字
入力のスピードと正確性、印刷時の色の選択やコントラスト
等の設定も重要なポイントです。

ビルクリーニング １５０分程度
会場内に設けた模擬オフィスにおいて、カーペット床の除塵、
弾性床の清掃と机上清掃を行います。指定時間内に各課題
における資機材の適切な取り扱い、確実な清掃作業、サー
ビス業としてのマナー、安全に配慮した清掃作業を行います。
無理のない作業動作、あいさつも重要視されます。

喫茶サービス １５０分程度
会場内に設置された模擬喫茶店で、お客様に対し、他の従
業員と連携・協力しながら、お客様の立場に立って、正確に
かつスムーズにサービスを提供する技術を競います。お店
のお客様すべてに対して心を配り、他のスタッフや選手と助
け合って業務を行うことが重要になります。

オフィスアシスタント ８５分
「送付書類のピックアップ」「文書の封入」などの文書発送準
備作業と郵便物仕分け作業です。数量や仕上がり状況、作
業の正確さを競います。あて先ごとに異なる送付書類の種
類と部数を送付状により確認し、正確かつスピーディーに仕
分けていく高い集中力が見どころです。

表計算 ７５分
表計算ソフトの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。Ｅｘｃｅｌの操作技術だけでなく、関数
やセル参照、論理演算子・比較演算子など、さまざまな知識
や応用力も求められます。

縫製/知的障害者 １３５分
「エプロンの縫製」で、配られた９枚のパーツをミシン、アイロ
ン、鋏（はさみ）、目打ちなどを使い、組み合わせて縫製する
競技です。ポイントは、ミシンをかける際の指先と布の扱い
方、アイロン作業で、各パーツの仕上がり寸法の正確さで完
成作品の出来栄えなどを競います。

写真撮影 １２０分
写真撮影における基本的な技術や総合的な構成力等を競
います。「アビリンピックやまがた」をパンフレットやホーム
ページ上で紹介することを想定し、同大会に「参加したい」
「見に行ってみたい」と思うような、魅力的な写真を撮影する
ことが求められます。

縫製（初級）/知的障害者 ６０分
裁断し二枚あわせにしたさらしを用いて、刺し子の布巾を製
作します。チャコペンで描かれた線の上をずれないで縫えて
いるか、縫い目の大きさがそろっているか、糸の始末がきれ
いにできているかがポイントです。

※山形大会オリジナル競技のため、全国大会への推薦はありません。

ワード・プロセッサ（初級） ６０分
ワープロソフトWordを使用し、ワープロ検定試験3級及び2級

程度の和文を作成します。限られた時間の中で、指示を守り、
より多くの文字をより正確に入力するタイピングがポイントで
す。

※山形大会オリジナル競技のため、全国大会への推薦はありません。

製品パッキング（初級） １００分
平面に展開している段ボールを組み立てて、化粧箱の「身」
と「蓋」をそれぞれ作成します。製品には、より早く、より正確
な作業とともに、シワ、ヤブレ、汚れ、凹みのないきれいな仕
上がりが求められます。

※山形大会オリジナル競技のため、全国大会への推薦はありません。

ビルクリーニング（初級） ３０分程度
会場内に設けた模擬オフィスにおいて、ダスタークロスを
使った除塵と机上清掃等を行います（ゴミ箱やイスは置かず、
机のみ設置）。あいさつなどサービス業としてのマナーも重
要視されます。

※山形大会オリジナル競技のため、全国大会への推薦はありません。

競技種目・競技概要 ※競技種目により競技終了時間は異なります。



新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
マスクの着用、手洗い、手指の消毒等にご協力お願いいたします。

きょうぎかいじょう かいてんじじょう かいじょう

◇競技会場 「１階展示場 」が会場になります。

こういしつ かいてんじじょう ひかえしつ ひかえしつ ひとり りようねが

◇更衣 室 １階展示場わきの「控室４」「控室５」をお一人ずつご利用願います。

きゅうけいかいじょう ちゅうしょくきゅうけい さい かい さんかせんしゅひかえしつ りよう

◇休憩会場 昼食・休憩の際は、４階「アビリンピック参加選手控室」をご利用ください。

いんしょくじ かいわ もくしょく ねが いんしょくじいがい ちゃくよう きょうりょく

※飲食時は会話せず、「黙食」をお願いします。飲食時以外のマスクの着用にご協力

ください。

けんこうかんり ねっちゅうしょうたいさく かくじ すいぶん ほきゅう

◇健康管理 熱中症対策として各自で水分を補給してください。

きょうぎちゅう きぶん わる とう きょうぎ ぞっこう さい ば て

競技中に気分が悪くなる等、競技を続行できなくなった際は、その場で手をあげて、

きょうぎいいん ちか もう で

競技委員または近くのスタッフに申し出てください。

かいじょうない れいぼう い おんどちょうせつ かんせんしょうたいさく いっかん かんき

会場内は、冷房を入れ温度調節をしておりますが、感染症対策の一環として、換気

をしています。

きょうぎけっか きょうぎけっか たいかいしゅうりょうびいこう とうきこう けいさい しょうじょうとう ごじつゆう

◇競技結果 競技結果は、大会終了日以降に当機構ホームページに掲載し、賞状等は、後日郵

そう

送いたします。

さんかせんしゅ らいじょう みなさま きにゅう きょうりょく ねが

◇アンケート 参加選手やご来場の皆様にアンケートの記入のご協力をお願いします。

にゅうじょうしょう にゅうじょうしょう かくじ も かえ

◇入 場 証 入場証は、各自お持ち帰りください。

じこほしょう さんかせんしゅとう たいかいさんかちゅう とう たいおう しょうがいほけん かにゅう

◇事故補償 参加選手等の大会参加中のケガ等に対応する傷害保険に加入しております。

※貴重品等荷物の管理は各自でお願いいたします。盗難・紛失の責は一切負えません。
※ゴミの持ち帰りについてご協力をお願いしております。

アビリンピックとは

さんかせんしゅ らいじょう みなさま かいしまえ かなら よ

参加選手・ご来場の皆様へ（開始前に必ずお読みください。）

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（ＯＬＹＭＰＩＣＳ）を合わせた造語です。

ほんじつ らいじょう

本日は、ご来場いただきありがとうございました。

機構山形支部ホームページ
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/yamagata/


