－ 第 55回 技 能 五 輪 全 国 大 会 参 加 要 領 －
１．日

程

平成29年11月24日（金）～11月27日（月）
注)一部競技職種は、先行して実施。
○

11月24日（金）
◎

競技準備(工具展開等)

◎

選手は競技会場に集合
（ 一部職種を除く。詳細は、｢第55回技能五輪全国大会 競技日程｣ ※ 1 のとおり｡ )
開会式
会場：栃木県体育館
宇都宮市中戸祭 1－6－3
次第：（予定）
13:30 開場・受付
14:30 開式
15:30 閉式

○

11月25日（土）、26日（日）

競技

(競技時間等は、｢第55回技能五輪全国大会
○

競技日程表｣ ※ 1 のとおり。)

11月27日（月）
◎

閉会式
会場：栃木県体育館
次第：（予定）
8:30 開場・受付
9:30 開式
12:00 閉式（予定 ※ 2 ）

※1

過 日 御案 内済 み。 中央 職業 能力 開発 協会 ホーム ペー ジ で もご 案内 してお り ま す。

※2

表 彰 式の 進行 状況 によ り閉 式の 時間 が前 後する 場合 があ りま す。

２．集合及び受付等
(1) 競技会場下見
「第55回技能五輪全国大会 競技日程表」のとおり職種ごとに競技会場で行いますので、
集合時間を厳守してください。

(2) 開会式
①

11月24日（金）13：30から受付を行います。受付は、会場の入口で都道府県ごとに
編成する選手団（以下「選手団」という。）ごとに行います。選手団幹事の方１名が代
表し、「選手団受付」へお越しください。
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②

選手は各競技会場の下見が終了しましたら、開会式会場へ移動してください。

③

選手団ごとに当日指定された席に着いてください。

(3) 競技
競技日の集合時間及び場所は、「第55回技能五輪全国大会 競技日程表」を参照してくだ
さい。

(4) 閉会式
①

閉会式には原則選手全員が出席するようにしてください。ただし、やむを得ず出席
できない選手が出た場合は、当該選手の競技職種及び氏名を選手団受付に申し出てくだ
さい。

②

今大会の成績発表は、式典の中で成績を発表する方式(サプライズ方式)となりますの
で、入賞者一覧（成績表）は、式典終了後、選手団受付付近で配布いたします。

③ 金メダル、銀メダル、銅メダル及び敢闘賞は、選手に登壇いただき、授与 いたします。
これらの受賞者が欠席される場合は、選手団から代役を選んでいただき、代 役の方にメ
ダルを受けていただきます。
④

メダルケース等は、式典終了後、「選手団受付カウンター(予定)」にて選手団幹事
に一括して受賞選手分をお渡しします。

⑤

主催者賞の賞状は、委託業者が、受賞者所属事業所(施設)等ご担当者宛てに、12月中
旬を目処に発送いたします。

⑥

各選手は、選手団ごとに着席していただき、入賞者については、成績発表後、指定す
る場所へ移動となります。
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３．持参工具の搬入（送付）
持参工具の搬入・搬出方法について、別紙１「第55回技能五輪全国大会－工具取扱書 」に
より１０月２７日（金）までに、第55回技能五輪全国大会「選手持参工具輸送受付 」宛て
ＦＡＸ（０４３－４２３－８２１４:トナミ運輸株式会社）を必ずご送信ください。
なお、持参工具の競技会場への搬入方法は、以下（１）及び（２）のとおりとし、別紙２
の「職種別持参工具送付先一覧」に示す送付日時、送付先のとおりお願いします【厳守】 。
送付された荷物が競技会場に確実に届くよう確認のために必要となりますので、いずれの
搬入・搬出方法の場合についても必ず別紙１「第55回技能五輪全国大会－工具取扱書」のご
送信をお願いします。
(1) 次に示す２２職種の場合
｢タイル張り｣､｢配管｣､｢石工｣､｢左官｣､｢家具｣､｢建具｣､｢建築大工｣､｢貴金属装身具｣､｢フ
ラワー装飾｣､｢美容｣､｢理容｣､｢洋裁｣､｢自動車工｣､｢西洋料理｣､｢造園｣､｢和裁｣､｢日本料理｣､
｢レストランサービス｣､｢ウェブデザイン ｣､｢とび｣､｢時計修理｣､｢移動式ロボット｣職種
【競技会場に持参する場合】
①

選手又は付添人が工具を直接競技会場に持参する場合は、下見実施日に持参してく
ださい。ただし、その場合でも 別紙１「第55回技能五輪全国大会－工具 取扱書」は、
必ず送信してください。
※決められた時間までに必ず会場へ持ち込んでください。 トラック等の車両に積載
して持ち込む場合、屋外で積み荷を降ろして台車等により会場内へ搬入しますの
で、その時間を見込んだ上で計画を立ててください。なお、会場に台車はありま
せんので、必要に応じて持参して ください。

②

重量のある工具を持参する場合は、各自で運べるように 工夫して梱包の上、ご持参
ください。（フォークリフト等はありません。）

【事前に宅配便等により送付する場合】
①

送付期限、及び送付先
〈送付期限〉【１１月１４日（火）】までに到着【必着】※「西洋料理」のみ
【１１月１７日（金）】までに到着【必着】※「西洋料理」を除く
〈送 付 先〉
『送付先』〒263－0004
千葉県千葉市稲毛区六方町 266
トナミ運輸株式会社 千葉引越センター内
技能五輪全国大会持参工具保管倉庫行き
ＴＥＬ ０４３－４２３－６２４７（担当：宮島）
［注１］持参工具等の荷物を競技会場に直接送付しないでください。 競技会場に
直接送付されても荷物の受け取りができないため、返送させていただくこ
とになりますので、ご注意 ください。
［注２］運賃は、必ず元払い（発送人払い）としてください。
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［注３］指定日までにご送付いただきませんと、競技会場に搬入できませんので
ご注意ください。
［注４］上記送付先から各競技会場（競技エリア内）へは、大会事務局が一括し
て搬入します。
②

送付の際は、破損防止に注意し、工具箱等の表面には、下記の〈記入例〉に従っ
て、「第55回技能五輪全国大会」、｢職種名｣、「送付者所属組織名」、「所在地」、
「電話番号」及び「選手名」を必ず見えやすい場所にはっきりと記載してください。
特に、「職種名」及び「選手名」の明記が無いものについては、受け取りが でき
ませんのでご注意ください。

③ 持参工具等の荷物の送付は、選手が責任を持って行ってください。

〈記入例〉

第 55 技能五輪全国大会
｢ 建築大工｣職種
○○（株）〇〇事業所
△△△県×××市…
048-467-□□□□
氏名：中央 太郎（個数 1/2）
(2) 次に示す２０職種の場合
｢機械組立て｣､｢抜き型｣､「精密機器組立て」、｢メカトロニクス｣､｢機械製図｣､｢旋盤｣､
｢フライス盤｣､｢構造物鉄工｣､｢電気溶接｣､｢木型｣､｢自動車板金｣､｢曲げ板金｣､｢電子機器
組立て｣､｢電工｣､｢工場電気設備｣､｢洋菓子製造｣､｢車体塗装｣､｢冷凍空調技術｣､｢ITネット
ワークシステム管理｣､｢情報ネットワーク施工｣職種
①

宅配扱いできない大きな荷物 等、運送業者による送付、チャータ ー便トラックによ
り運搬する場合、別紙２「職種別持参工具送付先一覧」 に示す競技会場所在地へ送付
するように手続きをお願いします。（必ず「配達日時指定扱い」とし、搬入日時につ
いては指定日時を厳守するように指示してください。 ）
なお、搬送者(トラックの運転手)に、送付物の搬入場所を間違えないように当該職
種競技会場を説明するとともに、搬入時にトラックから 降ろした荷を工具保管場所ま
で運び込むこと等を説明の上、送付してください。 また、トラックの到着時刻に合わ
せて、送付関係者が会場において直接受け取る等の対応をお願いします。

②

自家用トラック等で自ら運搬する場合は、 別紙２「職種別持参工具送付先一覧」 に
示す競技会場所在地へ運搬するようにしてください。
また、自ら運搬する場合にあっても、 別紙１「第55回技能五輪全国大会－工具取扱
書」は、必ず送信してください。
※決められた時間までに必ず会場へ持ち込んでください。

③

チャーター便トラック、自家用トラック等で運搬する場合、別紙３に示す経路で搬
入を行ってください。
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なお、敷地内では最徐行し、設営関係者等に注意しながら運 転するようトラック業
者に徹底してください。
④

宅配便で送付する場合、別紙２「職種別持参工具送付先一覧」に示す競技会場所在
地へ送付するように手続きをお願いします。（必ず 「配達日時指定扱い」とし、搬入
日時については指定日時を厳守するように指示してください。 ）工具は、積み降ろし
しやすいように梱包してください。また、荷物を分割した場合は、総個数を荷物に明
記してください。
また、送付した荷物を受付等に預けるのではなく、会場の係員の指示に従って、必

ず競技エリアの指定された場所まで運ぶよう宅配業者に指示してください。
なお、運賃は必ず元払い（発送人払い）としてください。
⑤

各会場には、フォークリフト 等の用意はございません。運送会社に搬送を依頼する
場合は、その旨を必ずお伝えください。
また、工具を直接持参される場合は、各自で行ってください。

⑥

送付の際は、破損防止に注意してください。

⑦

送付伝票には、下記の 記入例① 及び 記入例③ に従って、別紙２にある工具送付
宛先のとおり「競技会場の住所」、「施設名」及び「競技会場 (持参工具置場)」を必
ず記入してください。
なお、競技会場については、別紙２の「職種別持参工具送付先一覧」又は「第55回
技能五輪全国大会 競技日程」を参照してください。

⑧

送付伝票とは別に、後述の 記入例② 及び 記入例④ に従って、表面に「第 55回技
能五輪全国大会」、「職種名」、「所属先」、「所在地」、「電話番号」及び「選手
名」を必ず見えやすい場所に大きくはっきりと記載してください。

⑨ 「洋菓子製造」職種で保冷を要するものを送付する場合 は、｢冷凍｣､｢冷蔵｣の区別を
し、｢要冷凍｣又は｢要冷蔵｣と明記の上、クール便等で送付して ください（一つの梱包
の中に｢冷凍｣と｢冷蔵｣を混合して送付しないよう注意 してください）。また、保冷の
必要のないもの（工具等）とは分けて送付して ください。

（記入例①

（記入例②

送付伝票）

票）

選手名等の記述）

第 55 回技能五輪全国大会

〒321-0954
栃木県宇都宮市元今泉 6 丁目 1-37
マロニエプラザ
技能五輪全国大会｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ」職種
競技会場持参工具置場行き
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｢ メカトロニクス｣職種
○○（株）〇〇事業所
△△△県×××市…
048-467-□□□□
氏名：中央 太郎（個数 1/2）

（記入例③

送付伝票:洋菓子製造）

（記入例④

選手名等の記述:洋菓子製造）

第 55 回技能五輪全国大会
〒32０－０８１１
栃木県宇都宮市大通り４－１－９
国際テクニカル調理製菓専門学校
技能五輪全国大会｢洋菓子製造」職種
競技会場持参工具置場行き

｢ 洋菓子製造｣職種

要冷蔵

○○洋菓子店
△△△県×××市…
048-467-□□□□
氏名：洋菓子 花子（個数 1/2）

４．持参工具の搬出
持参工具の搬出につきましては、原則、競技終了日に行ってください。
なお、競技会場（競技エリア）から直接、運送業者により持参工具等の荷物を返送する場
合は、会場で指定する業者による着払いでの取扱いのみとなります。

５．選手の移動
競技会場への移動は、公共交通機関をご利用ください。
なお、選手のスケジュールに合わせて、 一部の競技会場では、シャトルバス(無料)を運行
します。経路、運行スケジュール等の詳細については、栃木県の大会公式ウェブサイトに
掲載される予定です。

６．選手の昼食
競技日の選手の昼食(お弁当)は、主催者が用意します。 また、競技会場下見日 (工具展開)
については、｢ 第55回技能五輪全国大会 競技日程 ｣ において、集合時間が午前中の職種の選手
のみ主催者で用意します。 各選手には、競技会場施設内（選手控室、競技場所など競技職種
によって異なります。）において、昼食(お弁当)を配付します。

７．その他
競技に係る事務連絡事項については、参加申込書に記 載されている担当窓口の方にご連絡
いたします。
※「とび」職種につきましては、別紙４をご確認ください。

８．お問合せ先
中央職業能力開発協会
〒160-8327

技能振興部振興課

東京都新宿区西新宿7-5-25

ＴＥＬ：03-6758-2851

塩川、尊田
西新宿木村屋ビル11階

ＦＡＸ：03-3365-2717
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別紙１

第55回技能五輪全国大会－工具取扱書
平成２９年 月
日
第55回技能五輪全国大会 「選手持参工具輸送受付」 宛て
（ＦＡＸ番号：０４３－４２３－８２１４）【！！１０月２７日（金）までに必ずご送信ください！！】
送付者 会社名：
所在地：
連絡者：
電 話：

ＦＡＸ：

携 帯：

(職種名：

（搬入時の緊急連絡用）

)職種（選手名：

）選手の工具の

取扱いは次のようにします。
１．選手又は付添人が競技会場下見の時（又は職種により指定された日時に）に直接持込む。
２．競技会場ではなく、中央職業能力開発協会が指定した発送先（トナミ運輸）へ送付する。
１１月１７日（金）までに必着(千葉県千葉市)
※ 対象職種
タイル張り、配管、石工、左官、家具、建具、建築大工、貴金属装身具、フラワー装飾、美容、理容、
洋裁、自動車工、西洋料理、造園、和裁、日本料理、レストランサービス、ウェブデザイン、とび、
時計修理、移動式ロボット

搬

西洋料理のみ

１１月１４日（火）までに必着(千葉県千葉市)

３．競技会場に直接送付する（職種により指定された日時）。

入

※ 対象職種
機械組立て、抜き型、精密機器組立て、メカトロニクス、機械製図、旋盤、フライス盤、構造物鉄
工、電気溶接、木型、自動車板金、曲げ板金、電子機器組立て、電工、工場電気設備、洋菓子製造、
車体塗装、冷凍空調技術、ITネットワークシステム管理、情報ネットワーク施工

月

日

時頃に指定場所に到着予定。

業者名：

（必ず明記してください。）

（備考）
１． 選手又は付添人が競技終了後直接持ち帰る。

搬

２． 自社便で運搬する。（自社で個別にトラックを手配して運搬する。）
月

出

日

時頃に競技会場から返送予定。業者名：

３． 会場指定の宅配便を利用して返送する。
（備考）

注)１．記入に当たっては、参加要領「３．工具等」の項目を参照してください。
２．該当事項を○で囲み、必要事項を記入してください。
３．１０月２７日（金）までに送信（FAX）してください。
４．同一施設から複数の職種に参加する場合は、１職種１枚ずつ記入してください（同一職種で競技日が異なる場合は、そ
れぞれの日程ごとにご記入ください。）。
５．同一施設から同一職種に複数名参加する場合で、複数名分の工具を１つにまとめて送付する場合、同梱するすべての選
手名を記入してください。
６．問合せ先：中央職業能力開発協会 振興課 ＴＥＬ：０３－６７５８－２８５１
７．自社便、宅配便の場合、業者名も記入してください。（自社便 例：西東運輸 等）（宅急便 例：南北通運 等）
８．自社便、宅配便の場合、日時を厳守してください。指定日時以外には受け取ることができませんのでご注意ください。

別紙2
第５５回技能五輪全国大会－職種別持参工具送付先一覧
持参工具の送付については、下表のとおりお願いします。選手が持参する場合は、競技会場下見時に直接ご持参ください。
職種
No.

職種名

工具配達指定日時

宅配便で
トナミに
送付

宅配便又は
自社便で競技
会場へ直送

1 機械組立て

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

2 抜き型

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

3 精密機器組立て

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

4 メカトロニクス

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

5 機械製図

11/23 13:00-17:00

-

●

6 旋盤

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

7 フライス盤

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

8 構造物鉄工

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

9 電気溶接

参加選手関係者あて別途
調整済み

-

●

10 木型

11/23 14:00-16:00

-

●

11 タイル張り

11/17までに到着すること

●

-

12 自動車板金

･参加選手関係者あて
別途調整済み
･工具搬入後、作業台抽選

-

●

13 曲げ板金

11/23 15:00-17:00

-

●

14 配管

11/17までに到着すること

●

-

15 電子機器組立て

11/23 9:00-13:00

-

●

16 電工

11/23 9:00-13:00

-

●

17 工場電気設備

11/23 12:00-15:00

-

●

11/17までに到着すること

●

-

工具送付宛先
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉５丁目−６−１８
宇都宮市体育館 副競技場
技能五輪「機械組立て」職種競技会場行き
〒321-0198 栃木県宇都宮市雀宮町５２番地
宇都宮工業高等学校 機械系実習場
技能五輪｢抜き型」職種競技会場持参工具置場行き
〒323-0819 栃木県小山市横倉新田４００
コマツ小山工場 トレーニングセンター
技能五輪｢精密機器組立て」職種競技会場持参工具置場行き
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉６丁目１−３７
マロニエプラザ 大展示場
技能五輪「メカトロニクス」職種競技会場行き
〒321-0198 栃木県宇都宮市雀宮町５２番地
宇都宮工業高等学校 体育館２
技能五輪｢機械製図」職種競技会場持参工具置場行き
〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地４８−４
県立県央産業技術専門校 機械技術科実習室２
技能五輪｢旋盤」職種競技会場持参工具置場行き
〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地４８−４
県立県央産業技術専門校 機械技術科実習室１
技能五輪｢フライス盤」職種競技会場持参工具置場行き
〒323-0813 栃木県小山市横倉三竹６１２－１
関東職業能力開発大学校 建築系実習場（13号棟）
技能五輪｢構造物鉄工」職種競技会場持参工具置場行き
〒323-0813 栃木県小山市横倉三竹６１２－１
関東職業能力開発大学校 体育館
技能五輪｢電気溶接」職種競技会場持参工具置場行き
〒329-0604 栃木県河内郡上三川町上郷２１４０
上三川町農村環境改善センター 多目的ホール
技能五輪「木型」職種競技会場持参工具置場行き
〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町266
トナミ運輸株式会社千葉引越センター
「技能五輪全国大会持参工具保管倉庫」行き
〒329-0692 栃木県河内郡上三川町上蒲生２５００
日産自動車栃木工場体育館 アリーナ
技能五輪｢自動車板金」職種競技会場持参工具置場行き
〒329-0604 栃木県河内郡上三川町上郷２１２０
日産栃木自動車大学校 実習場
技能五輪｢曲げ板金」職種競技会場持参工具置場行き
〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町266
トナミ運輸株式会社千葉引越センター
「技能五輪全国大会持参工具保管倉庫」行き
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉５丁目−６−１８
宇都宮市体育館 主競技会場
技能五輪「電子機器組立て」職種競技会場持参工具置場行き
〒323-0042 栃木県小山市外城３７１−１
県南体育館 メインアリーナ
技能五輪「電工」職種競技会場持参工具置場行き
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉５丁目−６−１８
宇都宮市体育館 主競技会場
技能五輪「工場電気設備」職種競技会場持参工具置場行き

18 石工
19 左官
20 家具
21 建具
22 建築大工
23 貴金属装身具
24 フラワー装飾
25 美容
26 理容
27 洋裁
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〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町266
トナミ運輸株式会社千葉引越センター
「技能五輪全国大会持参工具保管倉庫」行き

別紙2
第５５回技能五輪全国大会－職種別持参工具送付先一覧
持参工具の送付については、下表のとおりお願いします。選手が持参する場合は、競技会場下見時に直接ご持参ください。
職種
No.

職種名

工具配達指定日時

28 洋菓子製造

11/23 9:00-12:00

29 自動車工

11/17までに到着すること

30 西洋料理

11/14までに到着すること

宅配便で
トナミに
送付

宅配便又は
自社便で競技
会場へ直送

工具送付宛先

-

●

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り４丁目１−１９
国際テクニカル調理製菓専門学校
技能五輪全国大会「洋菓子製造」職種競技会場行き

●

-

〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町266
トナミ運輸株式会社千葉引越センター
「技能五輪全国大会持参工具保管倉庫」行き

31 造園

32 和裁
11/17までに到着すること
33 日本料理

34 レストランサービス

35 車体塗装

11/23 9:00-12:00

-

●

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地４８−４
県立県央産業技術専門校 金属加工科実習場
技能五輪「車体塗装」職種競技会場持参工具置場行き

36 冷凍空調技術

11/23 13:00-16:00

-

●

〒323-0042 栃木県小山市外城３７１−１
県南体育館 サブアリーナ
技能五輪｢冷凍空調技術」職種競技会場行き

37 ITネットワークシステム管理 11/23 13:00-16:00

-

●

〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉６丁目１−３７
マロニエプラザ 小展示場
技能五輪｢ＩＴネットワークシステム管理」職種競技会場行き

38 情報ネットワーク施工

11/23 9：00-13：00

-

●

〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉６丁目１−３７
マロニエプラザ メインホール
技能五輪｢情報ネットワーク施工」職種競技会場行き

11/17までに到着すること

●

-

〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町266
トナミ運輸株式会社千葉引越センター
「技能五輪全国大会持参工具保管倉庫」行き

39 ウェブデザイン

40 とび

41 時計修理

42 移動式ロボット

2/2

技能五輪／会場レイアウト

別紙３

マロニエプラザ（宇都宮市）

【メカトロニクス
工具搬入日】
トラック
待機場所
（４トントラックまで）

仮設テント
メカトロ
搬入口
（搬入口Ｂ）

メカトロ
搬入口
（搬入口Ｄ）

搬入・搬出トラック動線
救護

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

仮
設
テ
ン
ト

11/23

技能五輪／会場レイアウト

マロニエプラザ（宇都宮市）
【情報ネット
ワーク施工
工具搬入日】
11/23

仮設テント
仮
設
テ
ン
ト

情報ネットワーク
施工搬入口

搬入・搬出トラック動線

情報ネットワーク施工
トラック待機場所
（４トントラックまで）

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

救護

技能五輪／会場レイアウト

宇都宮市体育館（宇都宮市）
【工具搬入日】 11/21、22、23

＜競技職種＞
機械組立て

救護

２Ｆデッキにて

一般駐車場
待ト
機ラ
場ッ
所ク

関係者駐車場

搬
入
口

搬入・搬出トラック動線
＜競技職種＞
電子機器組立て、
工場電気設備

シャトルバス運行経路

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

技能五輪／会場レイアウト

県央産業技術専門校（宇都宮市）
【車体塗装工具搬入日】

搬入口

＜競技職種＞
車体塗装

一般駐車場
200台

一般駐車場

関係者駐車場

搬入・搬出トラック動線

救護

シャトルバス運行経路

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

11/23

技能五輪／会場レイアウト

宇都宮工業高等学校（宇都宮市）
【機械製図搬出入】

11/23（木）・ 11/26（日）

併催イベント

＜競技職種＞
抜き型（前加工）

一般駐車場

＜競技職種＞
機械製図（２階）
トラック通り抜け可能
高さ４．５ｍ

関係者駐車場

救護

搬入・搬出トラック動線

大型バス
乗降所

シャトルバス運行経路

警備員・・・・・・・・・・・・

＜競技職種＞
抜き型（仕上加工）（１階）

喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

トラック通り抜け禁止

救護

ＶＩＰ

技能五輪／会場レイアウト

宇都宮工業高等学校（宇都宮市）
【借用日】 11/19、21、22、23、25、26
トラック・バス
待機場所

宇都宮花き地方卸売市場

一般駐車場

関係者駐車場

車４分（1.4km）
搬入・搬出トラック動線

シャトルバス運行経路

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

技能五輪／会場レイアウト

日産栃木自動車大学校（上三川町）
【競技日】 11/25、26

日産学園
指定学生駐車場

救護

一般駐車場
関係者駐車場

＜競技職種＞
曲げ板金
自動車工

搬入・搬出トラック動線

シャトルバス運行経路

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

一般
駐車場
30台

技能五輪／会場レイアウト

上三川町農村環境改善センター（上三川町）
【工具搬入】

＜競技職種＞
木型
一般駐車場
関係者駐車場

救護

搬入口

搬入・搬出トラック動線

シャトルバス運行経路

警備員・・・・・・・・・・・・
喫煙所・・・・・・・・・・・・
総合案内・・・・・・・・・・
救護所・・・・・・・・・・・・
バス停留所・・・・・・・・

救護

一般駐車場
49台

別紙４

「とび」職種における競技実施について

１ 雨や強風などの悪天候により、競技委員が競技を安全に実施できないと判断した場合、
天候の状況により、
①競技課題を一部変更して実施
②競技を中断
③翌日に一部競技を延期
④競技を中止
にすることがあります。

２

予定している 11 月 25 日（土）が悪天候により、競技が終了しなかった場合、一部
または全部を翌日に延期することがありますので、あらかじめご了承ください。

３

競技の中止等により、参加料、職種別負担金の返金はいたしかねますので、あらかじ
めご了承ください。

○第55回技能五輪全国大会 選手上履き持参について
会場名

No.

職種名

選手上履き

01.機械組立て

必要

15.電子機器組立て

必要

17.工場電気設備

必要

4 宇都宮工業高等学校

05.機械製図

必要

6 国際テクニカル調理製菓専門学校

28.洋菓子製造

必要

30.西洋料理

必要

33.日本料理

必要

23.貴金属装身具

必要

27.洋裁

必要

32.和裁

必要

16.電工

必要

36.冷凍空調技術

必要

11.タイル張り

必要

22.建築大工

必要

25.美容

必要

26.理容

必要

42.移動式ロボット

必要

20.家具

必要

21.建具

必要

15 日産自動車栃木工場体育館

12.自動車板金

必要

17 上三川町農村環境改善センター

10.木型

必要

2 宇都宮市体育館

7 IFC調理師専門学校

8 宇都宮青葉高等学園

11 県南体育館

12 にしなすの運動公園

13 氏家体育館・氏家公民館

14 石橋体育センター

※ 上履きについては、主に昼食で選手控室をご使用される時（その他競技エリア及び周辺導線以外
に移動する時など）に必要となります。
例年どおり、競技エリアとトイレまでの導線は外履き可となりますので、ご承知置き下さい。

