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◆ ア ビ リン ピツ ク の 目 的
互 いに競
障害のある方 々が 日頃培 つた技能 を
上を図
い合 うことによ り、その職業能 力の向
々の障害者
る とともに、企業や社会一般 の人
の促進
に対す る理解 と認識を深め、その雇用
を図 る ことを目的と して開催 します。
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lo:00〜 14:45
シスタン ト競技、
ヮー ドプロセッサ1競 技 ビルク リー ング競技、オ フイスア
0
し競技
表計算競技、パソ コンデ―夕入力競技 、物流 品出
￨、

9:0
靡会場 ポ リテクセンター兵庫 (尼 崎市)は (受 付

※選手 の介助・ 支援者 を除き、会 場へ の入場は ご遠慮 いただきます

(無 観客開催 )

兵庫支部
薇主催 /独 立行政法人高齢・ 障害・ 求職者雇用支援機構
局、 サンテ レビジ ョン、 ラジオ関西、
NHK神
戸放送
崎市、
は後援 /兵 庫労働 局、兵庫 県、神 戸市、尼
支局、読売新聞神 戸総局
朝 日新聞神戸総局、神 戸新間社 、産経新聞社、毎 日新聞神戸
会、
発協
県雇用開
靡協賛 /兵 庫県経営者協会 、一般財団法人兵庫
べ
センター株式会社 、生活協同組合 コープこう
一般社団法人兵庫 ビルメンテナンス協会、 日本パーソネル
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鯰問い合わせ先
高齢 。障害者業務課
独立行政法人高齢・ 障害・ 求職者雇用支援機構 兵庫支部
〒661‑0045 尼崎市武庫豊町 3‑卜 50 丁el.06‑6431‑82ol Fax.06‑6431‑8220
サ ー ビス科)
リデザ イン /兵 庫県立障害者高等技術 専門学院 (情 報
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概要
(第 43回

兵庫県マスコッ ト
(は ばタン)

兵庫県障害者技能競技大会)

【
身体・ 知的・ 精神障害者対象】
① ワー ドプロセッサ………¨…………・… 10名
・… 10名
②表計算 ………………………………・
③オフイスアシスタン ト……………・… 10名
・
・
・。
④ ビルク リーニング…¨……………・
201名

2022年 4月 1日 現在 15歳 以上であ り、
次の①〜⑤のすべ てに該当される方
①身体 障害者手帳・ 療育手帳・ 精神 障害者保
健福祉手帳等のいずれかを所持 している方、
またはこれに準ずる判定等を受けている方
②兵庫県内に居住、も しくは兵庫県内の事業
所 に勤 務、または兵庫県 内の職業能力 開発施
設等に在籍 している方
③今 回参加を希望する競 技種 目にお い て、直
近 5回 の全 国障害者技能競技大会で金 賞を受
賞 していない方及び、申込の 同一種 目で直近
の全 国障害者技能競技大会 に、 3大 会連続 で
出場 していない方
④競技に充分耐えられる健康状態にある方
⑤参加に係る同意書内容に賛同できる方

⑤製品パッキング…

・… 10名
⑥喫茶サ ー ビス ……………………・……24名

知的障害者対象】
【
⑦パソコンデータ入力・
③物流・ 品出し

12名
……・…… 10名
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競技種 目
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●競技 に必 要 な補 装 具 等 を使 用 す る場合、 あ らか
じめ事務局 にご相談 ください。

事前 に必 ず「選 手募集要項」を確認の上、
「ア ビリンピック兵 庫 2022参 加 申込書」に記 入 し、下記送付先 まで
「郵送 またはFAX」 でお申 し込み ください。募集要項、参加 申込書は下記の URLか らダウンロー ドできます。
●申込期限

2022年 3月 23日

(水 )〜

2022年 5月 9日

(月

)必 着

●送付先 独立行政法人高齢・ 障害・ 求職者雇用支援 機構 兵庫支部 高齢・ 障害者業務課
〒661¨ 0045 尼崎市武庫豊町 3‑1… 50 丁ei.06‑6431… 8201 Fax.06… 6431… 8220
●参加 申込書、開催案 内等掲載ペー ジ
httpS:〃 WWW.jeed.90。 jp/10CatiOn/shibu/hyogo/28̲ks̲abi‖ n.html

●その他詳細については、事務局にお気軽にお問いあわせください。

●参加選手は「参加 申込書」 によ り参加資格 を審査の上、事務局 で決定 し通知 します。定員を超える応
募があ つた場合、 出場 い ただけない こともあ ります。
● 2022年 5月 16日 (月 )ま でに参加選 手を決定 し、速やかに通知 します。
●同一事業 所、学校等か ら同一種 目に対 して 1名 申 し込む ことができます (喫 茶サ ー ビス競技は 2名 )。
●応募人数が競技別定員数 に満たない場合 は、1事 業所 当た り上限人数を超 える応募を受け付 け、参加
を認める場合があ ります。
●競技優秀者 には、 兵庫県知事よ り金賞、主催者 よ り銀・ 銅賞を授与 します。
●本大会のア ビリンピック兵庫の金 賞受賞者の うち、物流・ 品出 し競技を 除 く各種 目 1名 を全 国ア ビリ
ン ピツクの選手 と して推薦する ことがあ ります。
●新型 コロナウイルス感染拡大状況 等を踏 まえ、 大会の延期や中止及び 開催 内容の変更、感染拡 大防止
措置を行 う ことがあ ります。

