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atGP ジョブトレ IT・Web 大宮 

（株式会社ゼネラルパートナーズ）    

１ 施設の概要 

定 員 就労移行  ２０人 

所在地 埼玉県さいたま市大宮区仲町 

2－25 

松亀プレジデントビル 4 階 

 

ア ク セ

ス 

JR・東武野田線・埼玉新都市交通ニ

ューシャトル「大宮駅」徒歩 5 分 

連絡先 TEL：050-3645-6400 

FAX：050-3512-3920 

e-mail 

jobtra.it.oomiya@generalpartners.c

o.jp 

開設日 令和 3 年 5 月 

開所日時 月曜日～土曜日 10:00～16:00 

平 均 年

齢 

平均：33 歳 

最年少：24 歳 

最年長：50 歳 

送迎範囲 なし 

食事提供 なし 

車いす 受入可 

医 療 的

ケア 

なし 

その他 

設備 

 

エレベーター   あり 

ユニバーサルシート 

（大人用ベッド） なし 

 

 

 

 

 

 

２ 施設の運営方針・理念 

 

 

 

 

 

「atGP ジョブトレ IT・Web 大宮」は Web デザイ

ンスキル・プログラミングスキルと「安定して長

く働き続ける」力を身につけたい方の就職活動を

サポートするサービスです。 

Web デザイン・プログラミングのカリキュラム

は業界トップクラスの講師陣「デジタルハリウッ

ド」と連携。教室には現役で活躍している Web

デザイナー、IT エンジニアの講師が常駐してい

るため、未経験でも実践的なスキルを身につけら

れます。 

安定就労と活躍するための就職サポートとしては、

障害別のノウハウで症状理解・管理・対処スキル

を習得します。グループワークも多く取り入れ、

障害と向き合う仲間と学び合う場となります。就

職活動も丁寧に個別でサポート、就職後も定期面 

談等で最長３年半まで支援を行います。 

また、障害者雇用支援サービスのパイオニアとし

て 15 年以上にわたるサポート実績と 2,500 社に

も及ぶ求人企業ネットワークを持つ障害者の転職

支援実績東京・大阪で No.1*¹の「atGP 転職」の

就労支援が受けられます。 

「atGP ジョブトレ IT・Web 大宮」は生活リズム

を整えるため通所型の受講スタイル。大宮駅から

徒歩 5 分で通いやすい立地です。 

スキルの習得にかかる費用は 0 円*²。PC や学習

に必要なソフトはすべて一人一台準備しています

ので、ご用意いただく必要はありません。 

整えられた環境で、一緒に「長く働き続ける力」を

身につけ、Web デザイナー・プログラマーを目指

しましょう。 

施設長 篠田 
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*¹2021 年 2 月株式会社メンバーズポップインサ

イトカンパニー調査結果より 

 

*²収入の状況により自己負担が発生する場合があ

ります。         

         

３ 事業内容の紹介 

 
 

「atGP ジョブトレ IT・Web 大宮」は Web デザイ

ン・プログラミングに必要なスキルの習得と、「長

く働き続ける力」を身に着ける就職活動サポート

が受けられるサービスです。 

カリキュラムは業界トップクラスの講師陣「デジ

タルハリウッド」と連携、Web デザイン、コーデ

ィングやシステム開発、企画・設計を習得します。

未経験でも実践的なスキルを身につけられるよう

に、実際の企業を想定した業務を現役の Web デザ

イナーや IT エンジニアの講師に質問しながらチ

ャレンジできます。 

就職活動サポートとしては安定就労と活躍するこ

とを目指し、自己理解や障害特性、症状への対処

法を身につけるカリキュラムやビジネススキル等

のトレーニングを実際の仕事や職場と近い模擬職

場でトレーニングを行います。就職活動の知識や

ノウハウ、応募書類の作成・添削、面接練習を丁寧

に個別サポート、就職後も定期面談等で支援を行

います。 

また、障害者雇用支援サービスのパイオニアとし

て 15 年以上にわたるサポート実績と 2,500 社に

も及ぶ求人企業ネットワークを持つ障害者の転職

支援実績東京・大阪で No.1*¹の「atGP 転職」の

就労支援やデジタルハリウッドの求人サイト等、

様々な就活チャンネルを活用して就職を実現しま

す。 

*¹厚生労働省 行政文書開示請求「平成 27 年度就

労移行等実態調査」より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

就労移行 
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４ 事業の紹介写真 
 

 

  

実践的なカリキュラムで、報

連相等、職場で必要なビジネ

ススキルを身につけます 

障害と向き合う仲間とのグ

ループワークで学び合うピ

アの力を大切にします 

現役で活躍している Web デザ

イナー、IT エンジニアの講師

が常駐。未経験でも実践的な

スキルを身につけられます。 

頻繁な面談で「自分らしく、

長く働く」方法を探していき

ます 

就職活動のノウハウ、応募

書類作成や面接練習を丁寧

に個別でサポート 

カリキュラムは業界トップクラス

の講師陣「デジタルハリウッド」と

連携 

自己理解や障害特性、症状へ

の対処法を身につけ、安定就

労を目指します 

15 年以上の実績と 2,500 社にも

及ぶ「atGP転職」の就労支援が受

けられます 

就職後も最長 3 年半、定期

面談等で丁寧に個別サポー

トを行います 
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６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宮駅から徒歩 5 分で通いやす

い立地です 

Web デザイン・プログラミングのカリキュラムは業界

トップクラスの講師陣「デジタルハリウッド」と連携。 

動画講座を無料で受け放題です。 

・Webデザイン（Photoshop、Illustrator） 

・コーディング（HTML5、CSS3、JavaScript、PHP） 

・企画、設計 

スキルの習得にかかる費用は 0円*。PCや学習に必要なソ

フトはすべて一人一台準備していますので、ご用意いただ

く必要はありません。 

※収入の状況により自己負担が発生する場合があります。 

PC や学習に必要なソフト

はすべて一人一台準備し

ています 

スタッフは徹底した伴走ス

タイルで一人ひとりと向き

合います 

教室には現役で活躍している Web デザイナー、IT エン

ジニアの講師が常駐しているため、一人一人のペースに

応じてサポート。未経験でも実践的なスキルを身につけ

られます。 
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障害別に特化したプログラムの「atGPジョブトレ」のノウ

ハウで自己理解や障害特性、症状への対処法を身につけ安

定就労を目指します。 

グループワークも多く取り入れ、利用者間の学びの機会と

なっています。 

障害者雇用支援サービスのパイオニアとして 15 年以上の

実績と 2,500社にも及ぶ求人企業ネットワークを持つ障害

者の転職支援実績東京・大阪で No.1*の「atGP転職」やデ

ジタルハリウッドの求人サイト等を活用して就職を実現

します。 

*厚生労働省 行政文書開示請求「平成 27年度就労移行等

実態調査」より。 

経験豊富なスタッフが一人ひとりと徹底した伴走スタイル

で向き合います。医療機関・支援機関等との連携も行いま

す。 

大宮駅から徒歩 5分の好立地。 

明るく清潔感のある、リラックスできるスペースです。 
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７．法人が運営しているその他の施設 

内容 

施設名称：atGP ジョブトレ秋葉原 

施設類型：就労移行支援（うつ症状支援特化型） 

所在（区）：東京都千代田区 

施設名称：atGP ジョブトレ秋葉原第 2 

施設類型：就労移行支援（発達障害支援特化型） 

所在（区）：東京都千代田区 

施設名称：atGP ジョブトレ大手町 

施設類型：就労移行支援（発達障害・聴覚障害支援特化型） 

所在（区）：東京都千代田区 

施設名称：atGP ジョブトレお茶の水 

施設類型：就労移行支援（統合失調症・難病支援特化型） 

所在（区）：東京都文京区 

施設名称：atGP ジョブトレ横浜 

施設類型：就労移行支援（うつ症状・発達障害支援特化型） 

所在（区）：神奈川県横浜市中区 

施設名称：atGP ジョブトレ梅田 

施設類型：就労移行支援（うつ症状・発達障害支援特化型） 

所在（区）：大阪府大阪市北区 

施設名称：atGP ジョブトレ IT・Web 秋葉原 

施設類型：就労移行支援 

所在（区）：東京都千代田区 

施設名称：atGP ジョブトレ IT・Web 渋谷 

施設類型：就労移行支援 

所在（区）：東京都渋谷区 

施設名称：atGP ジョブトレ IT・Web 船橋 

施設類型：就労移行支援 

所在（区）：千葉県船橋市 

施設名称：atGP ジョブトレ IT・Web 心斎橋 

施設類型：就労移行支援 

所在（区）：大阪府大阪市 

 


