
 

 

 

 

 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース  平成 30 年（2018 年）11 月６日 

 

 

 

 

 

 

技能五輪全国大会及びアビリンピックは、沖縄県において 11 月２日（金）から５日（月）まで開催

され、盛況のうちに閉幕しました。大会では、長野県選手 24名が入賞しました。 
 

 

 
 

 
 

  

 

１ おきなわ技能五輪・アビリンピック 2018 

 日程   平成 30年 11月２日（金）～11月５日（月） 

 開催地  沖縄県 

  ※大会の詳細は別紙１及び次のホームページをご覧ください 

    おきなわ技能五輪・アビリンピック 2018 https://www.okinawa2018.jp/ 

    技能五輪全国大会 http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/index.html 

    全国障害者技能競技大会（アビリンピック）  

         http://www.jeed.or.jp/disability/activity/abilympics/index.html 

 

２ 第 56回技能五輪全国大会 長野県選手の状況 

  ・入賞者 17名 詳細は別紙２のとおり 

    金賞  １名 

    銀賞  ８名 

    銅賞  ４名 

    敢闘賞 ４名 

  ・選手団 

    中央職業能力開発協会会長賞（特別賞） 

 

３ 第 38回全国障害者技能競技大会（アビリンピック） 長野県選手の状況 

  ・入賞者 ７名 詳細は別紙２のとおり 

    金賞  ２名 

    銀賞  ２名 

    銅賞  １名 

    努力賞 ２名 

 

 

 

確かな暮らしが営まれる美しい信州 

～学びと自治の力で拓く新時代～ 

しあわせ信州創造プラン 2.0（長野県総合 5か年計画）推進中 

第 56回技能五輪全国大会・第 38回全国障害者技能競技大会

（アビリンピック）に出場した長野県選手が入賞しました。 

産業労働部人材育成課人材育成支援係 

（課長）青木淳 （担当）山崎浩希、佐藤瑠里子 

電話 026-235-7202（直通） 

026-232-0111（代表）内線 2995 

FAX  026-235-7328 

E-mail jinzai@pref.nagano.lg.jp 
 

長野県職業能力開発協会 

（専務理事）宮下貞男 （担当）佐藤樹 

電話 026-234-9050（直通） 

FAX  026-234-9280 
E-mail noukainagano@navada.or.jp  



 

別紙 1 

 

１ 第 56回技能五輪全国大会の概要 

 (1)技能五輪全国大会とは 

技能五輪全国大会は、国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技能者に努力目標

を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して、技能の重

要性、必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成を図ることを目的に、昭和 38 年

から毎年開催されています。 

 (2)日程   平成 30年 11月２日（金）～11月５日（月） 

 (3)会場   沖縄県他（精密機器組立て：茨城県） 

 (4)職種数  42職種 

 (5)出場者数 1,292名（うち長野県選手 40名 15職種） 
 (6)入賞者の表彰 

 各競技の成績優秀者には、賞状並びにメダルを授与。なお、第１位の者には併せて厚生労働
大臣賞を授与 

 (7)選手団の表彰 
 優秀な成績を収めた都道府県選手団に対して、最優秀技能選手団賞（１団体）、優秀技能選手
団賞（３団体）、中央職業能力開発協会会長賞（３団体）、全国技能士会連合会会長賞（３団体）
（賞状及び盾）を授与 

 

  ※大会の詳細は次のホームページをご覧ください。 
 
   中央職業能力開発協会 http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/index.html 

おきなわ技能五輪・アビリンピック 2018   https://www.okinawa2018.jp/ 

 

 

 

 

２ 第 38回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）大会の概要 

 (1)全国障害者技能競技大会（アビリンピック）とは 

 全国障害者技能競技大会は、障がい者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がい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に、昭和 47 年から原則として国際アビリンピッ

クが開催される年を除き毎年開催されています。 

 (2)日程   平成 30年 11月２日（金）～11月５日（月） 

 (3)開催地  沖縄県  

 (4)種目数  22 種目 

 (5)出場者数 382名（うち長野県選手 ９名 ９種目） 
 

  ※詳細は以下のホームページをご覧ください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/disability/activity/abilympics/index.html 

おきなわ技能五輪・アビリンピック 2018   https://www.okinawa2018.jp/ 

 

  

http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/index.html
http://www.jeed.or.jp/disability/activity/abilympics/index.html


別紙 2 

 

第 56回技能五輪全国大会長野県選手入賞者名簿               （敬称略・順不同） 
成績 職種名 氏名 所属企業 所在地 

金賞 冷凍空調技術 北澤 未鈴 オリオン機械株式会社 須坂市 

銀賞 精密機器組立て 熊井 伸 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

銀賞 レストランサービス 神田 蓮大 アルピコホテルグループ ホテルブエナビスタ 松本市 

銀賞 冷凍空調技術 宮﨑 大瑚 オリオン機械株式会社 須坂市 

銀賞 冷凍空調技術 古谷 武将 オリオン機械株式会社 須坂市 

銀賞 ウェブデザイン 渡邉 隼人 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

銀賞 時計修理 木下 誠 
シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 

飯田殿岡工場 
飯田市 

銀賞 時計修理 大畑 佑介 
シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 

ミヨタ佐久工場 
佐久市 

銀賞 時計修理 青柳 朋和 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

銅賞 精密機器組立て 高木 一道 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

銅賞 西洋料理 小松 美咲 石坂学園 長野調理製菓専門学校 長野市 

銅賞 冷凍空調技術 亘 敦司 オリオン精工株式会社 千曲市 

銅賞 時計修理 小池 清美 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

敢闘賞 抜き型 山口 智士 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

敢闘賞 精密機器組立て 竹内 颯 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 

敢闘賞 電工 長谷川 陸 株式会社トーエネック長野支店 長野市 

敢闘賞 日本料理 横山 明日花 石坂学園 長野調理製菓専門学校 長野市 

 ９職種 17名   

 

 

第 38回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）長野県選手入賞者名簿 （敬称略・順不同） 

成績 種目名 氏名 所属企業 所在地 

金賞 製品パッキング 平林 昌也 エプソンミズベ株式会社 諏訪市 

金賞 オフィスアシスタント 上條 美咲 エプソンミズベ株式会社 諏訪市 

銀賞 ビルクリーニング 与曽井 瑞穂 エプソンミズベ株式会社 諏訪市 

銀賞 パソコンデータ入力 清水 幹生 社会福祉法人夢工房福祉会 LINK 須坂市 

銅賞 電子機器組立 横内 庄一 エプソンミズベ株式会社 諏訪市 

努力賞 ワード・プロセッサ 前川 哲志 信州ビバレッジ株式会社 松本市 

努力賞 フラワーアレンジメント 笠井 友花 長野県長野養護学校高等部朝陽教室 長野市 

  ７種目  ７名     
 


