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■図表２―２０ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要
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先を選定して実施することにより、これまで
以上に障害のある人の態様・希望や企業ニー
ズに対応した効果的・効率的な職業能力開発
を推進している。

カ 発達障害のある人に対する職業訓練
平成２０年度から、独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構が運営する吉備高原
障害者職業能力開発校及び中央障害者職業能
力開発校において、発達障害のある人を対象
とした職業訓練を本格実施するとともに、他
の障害者職業能力開発校においても、発達障
害のある人の入校促進を図った。
特に、平成１９年度から実施している都道府
県立の一般公共職業能力開発施設における発
達障害のある人を対象とした訓練コースにつ
いては、２４年度は５府県で実施し、職業訓練
の受講機会の拡大を図った。

キ 障害のある人の職業能力開発に関する啓
発
① 全国障害者技能競技大会（愛称：アビリ
ンピック）の実施
全国障害者技能競技大会は、障害のある人
の職業能力の開発を促進し、技能労働者とし
ての自信と誇りを持って社会に参加するとと
もに、広く障害のある人に対する社会の理解
と認識を深め、障害のある人の雇用の促進を
図ることを目的として、アビリンピックの愛
称の下、昭和４７年から実施している。
平成２４年度には、長野県で第３３回大会が開
催（１０月２０日～２２日）された。

② 国際アビリンピックへの日本選手団の派
遣
国際アビリンピックは、昭和５６年の「国際
障害者年」を記念して、障害のある人の職業
的自立意欲の増進と職業技能の向上を図ると
ともに、事業主及び社会一般の理解と認識を

深め、更に国際親善を図ることを目的とし
て、昭和５６年１０月に第１回大会が東京で開催
され、以降おおむね４年に１度開催されてい
る。
平成２３年９月には、韓国（ソウル市）で第
８回大会が開催（９月２５日～３０日）され、日
本からは１６種目の職業技能競技及び職業技能
基礎競技に計３１名の選手が出場し、金賞を２
人、銀賞を４人、銅賞を７人が獲得したほ
か、５人が特別賞を受賞した。

（１１）雇用の場における障害のある人
の人権の確保

全国の法務局・地方法務局及びその支局で
は、雇用の場における障害のある人に対する
差別的取扱い等の人権侵害の疑いのある事案
を認知した場合には、事案に応じた適切な措
置を講じるなどして、人権侵害による被害の
救済及び予防を図っている。
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第３３回全国障害者技能競技大会

全国障害者技能競技大会（アビリンピッ
ク）は、障害者が技能労働者として社会に
参加する自信と誇りを持つことができるよ
う、その職業能力の向上を図るとともに、
広く障害者に対する社会の理解と認識を深
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されている。
平成２４年度は、１０月２０日から１０月２２日ま
での３日間にわたり、長野県長野市におい
て第３３回全国障害者技能競技大会が開催さ
れた。
大会には、技能競技２３種目に全国から

３０２人の選手が参加し、日頃培った技能を
競いあうとともに、雇用拡大が期待される

「IT」、「クリーニング」、「ベッドメイキ
ング」の３職種による技能デモンストレー
ションが実施された。
会場では、第３３回アビリンピックの開催

に併せて、障害者の雇用に関わる展示、実
演、体験などの複合的なイベントである
「障害者ワークフェア２０１２」が同時開催さ
れ、大会期間中は、約４３，０００人（障害者
ワークフェア及び長野県等が主催する併催
イベントへの来場者を含む）を超える方々
が来場し、盛大な大会となった。
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