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 Kaien 大宮 

（株式会社 Kaien大宮） 

１ 施設の概要 

定 員 自立訓練（生活）１６人 

就労移行    ２０人 

所在地 〒330-0845 

さいたま市大宮区仲町 3-102-1 

リーベンスハイム大宮 1階 

 

アクセス 大宮駅（各線）徒歩 7分。大宮小

学校の敷地のそばです。駅からは

7 分ほどとなります。目印は埼玉

福祉保育医療製菓調理専門学校

やさいたま IT・WEB専門学校。

二つの専門学校と同じ道沿いに

あります。 

連絡先 TEL：050-2018-2725 

FAX：050-2018-0907 

e-mail：career-hi@kaien-lab.com 

開設日 令和 3年 5月 1日 

 

開所日時 月～金 9：00～18：00 

（訓練時間とは異なります） 

平均年齢 平均：25歳 

最年少：18歳 

最年長：37歳 

送迎範囲 なし 

食事提供 なし 

車いす なし 

医療的ケア なし 

その他 

設備 

 

エレベーター   なし 

ユニバーサルシート 

（大人用ベッド） あり 

 

 

 

２ 施設の運営方針・理念 

こんにちは。Kaien 大宮は、発達障害をお持ち

の方向けの生活・就職に関する支援を行う多機能

（生活訓練、就労移行）の事業所です。大宮駅東

口から徒歩 7分、氷川参道に近い静かな環境です。 

Kaien は創業当初より、発達障害の方が強みや

特性を活かした仕事に就き、活躍することを応援

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaien は 5 つのサポート方針をお約束します。 

［あなたの目線で］ 

普通を求め過ぎず、あなたの違いをしっかり 

理解し 

［たのしく前向きに］ 

はたらく面白さを感じられる空間をつくり 

［あなたのペースで］ 

早すぎず遅すぎず、あなたにちょうどよい 

速さで 

［あなたの強みを］ 

違いを引き立たせ、企業に必要とされる強みに 

［いつまでも仲間として］ 

就職後も、発達障害の魅力を伝える仲間として 
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３ 事業内容の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaienの自立訓練（生活訓練）では「心と身体のコント

ロール」、「自立のための生活能力」、「将来の人生を見通す

力」を養うための知識と体験を提供しています。複雑な社

会で生き抜くためには、自分のペースでゆっくりと成長し

ていくことが重要だと考えています。5 年後 10 年後、人

生を振り返って「Kaienで学んだことが活きている」。 

    

当社が発達障害をお持ちの方の支援を開始して 13

年が経ちました。これまで約 2,000名を就職へと導き、

就職後 1年間の定着率も 95％を超えています。また、

発達障害に理解ある企業200社以上と連携した独自求

人（マイナーリーグ）も魅力です。あなたに合う職場

を見つけるために担当カウンセラーが二人三脚でサ

ポートし、連携企業以外の職種への就活も全面的にサ

ポートします。 

生活訓練 

そう感じてもらえる自然な学びの場を目指しています。「生活能力を身につけたい」「仕事や就活で崩

した体調を整えたい」「将来像を明確にしたい」などご利用目的はさまざまです。また、明確なご利

用目的がなくても構いません。ご利用いただきながら一緒に目的や目標を明確にしていきましょう。 

就労移行 

 利用当初は「PC練習」「ビジネススキル講座」「個人単位での職業訓練」をメインに。徐々に「グ

ループワークでの職業訓練」や「就活講座」を増やして就活力を高めます。実習や面接会の参加

を経て、多くの方が半年～1 年で複数の内定を獲得します。利用者には就業経験者が多めです。

また、就職後の最大 3年半の定着支援は主に就労定着支援事業で行います。 



大宮１６ 
 

４ 事業の紹介写真 
 

 

  

【生活訓練】 

午前中はインプットの時間です。片付け、金銭管理、

話し方、感情のコントロールなどを学びます。他利

用者の意見を聞いたり、自分の考えを発表したりし

ながら、社会生活や職場で活かされるスキルを身に

つけていきます。 

【生活訓練】 

午後は午前中のセッションで得た知識を実践する

時間です。スタッフが伴走し、学校や家庭では変

えづらかった生活の課題解決や、将来設計に取り

組みます。また、拠点内に留まらず、外出して実

体験をすることもあります。 

【生活訓練】 

クリスマスイベント準備の様子です。いつやる

か、何をするか、何を準備するか、予算はいく

らか…など、全員で話し合って決定します。形

のないものをゼロから作り上げて達成感を味

わうという経験で自己効力感を高めることが

できます。 
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４ 事業の紹介写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就労移行】 

訓練内容は事務的な訓練（週替わり）をグループワ

ークで進めていくもの、オンライン講座（SST、就

活等）、クリエイティブコース（プログラミングや

デザイン等、PC/ITスキルを身に付けるもの）があ

ります。「服を着替えるように様々なお仕事を体験

できる」ことが魅力です。ソフトスキル、ハードス

キル、どちらもバランスよく学んでいきます。 

【就労移行】 

ポイントは模擬職場です。実際の職場に近い環境

で訓練を行うことにより、特性がどのような場面

で出てくるのかがわかります。出てきた課題に対

して、スタッフと相談しながら対処法や工夫を一

緒に考えます。そしてまた実践で対処法を試す。

これを繰り返すことで、得意は活かす、苦手は対

処、もしくはどの程度配慮してもらえば良いかが

整理されていきます。 

【就労移行】 

キャリアカウンセリング（相談）で就職活動のア

ドバイス、特性の整理ができます。マイナーリー

グ（当社独自求人）もあり、就職までしっかりと

サポートします。もちろん就職後の定着支援にも

力を入れており、1年後の定着率は 95%超です。 
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５ 施設の年間の行事 

年間行事としては、年間の祝日を使って、不定期でイベントを行っています。以下、一例

です。 

「Kaien Meetup（ミートアップ）」＝共通の趣味の人を見つけられる祝日限定イベントで、

働きながらの余暇を充実させる準備ができます。鉄道、ゲーム、アニメ、スポーツ等、様々

なトークテーマをご用意しております。 

「タブーをしゃべろう」＝一般的に話すことがタブーとされる、政治や宗教、性について、

日常会話で注意する点や、一歩踏み込んだ人間関係を築くときのポイントを学べます。

「ChatGPT を使って AI 技術を学ぼう！」＝話題の ChatGPT に様々なテーマで質問を投

げかけて、AI技術に触れてみるイベントです。 

 

 

６ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活訓練】Kaienの生活訓練は、とてもアットホームでリラックスできる環境です。

楽しく通い、いつもまにか慣れたころに対人的なストレスが緩和していたり、ご自身

の強み/弱みの理解が深まったりします。まずは利用説明会に参加いただき、一度来

て体験をしてみてください。スタッフみんなでお待ちしています。 

【就労移行】私たちは、「発達障害×強み×働く」を大切に支援させていただきます。 

「自分はこんなことが苦手で…」や「強みがわからなくて…」という方、いらっし

ゃると思います。働く上で、ご自身の特性を十分に理解することは大切ですが、そ

れ以上に「強み（何ができるか）」を知ることが大切です。就職から職場定着まで、

しっかりサポートさせていただきます。ぜひ一度利用説明会、体験にいらしてくだ

さい！スタッフ皆でお待ちしております。 
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７ 法人が運営しているその他の施設 

内容 内容 

施設名称 ：Kaien秋葉原 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：東京都千代田区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien新宿 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：東京都新宿区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien秋葉原サテライト 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：東京都千代田区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien東神奈川 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：神奈川県横浜市神奈川区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien池袋 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：東京都豊島区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien川崎 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：神奈川県川崎市川崎区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien代々木 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：東京都渋谷区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien大阪天六 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：大阪府大阪市北区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：生活訓練事業所 

Kaien市ヶ谷 

施設類型 ：自立訓練（生活訓練） 

所在（区）：東京都千代田区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：生活訓練事業所 

Kaien大阪福島 

施設類型 ：自立訓練（生活訓練） 

所在（区）：大阪府大阪市福島区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien大宮 

施設類型 ：就労移行支援・自立訓練（生

活訓練） 

所在（区）：埼玉県さいたま市大宮区 

定員数等 ：就労移行支援 20名・ 

自立訓練（生活訓練）16名 

施設名称 ：Kaien横浜 

施設類型 ：就労移行支援・自立訓練（生

活訓練） 

所在（区）：神奈川県横浜市西区 

定員数等 ：就労移行支援 20名・ 

自立訓練（生活訓練）17名 

施設名称 ：生活訓練事業所 Kaien立川 

施設類型 ：自立訓練（生活訓練） 

所在（区）：東京都立川市 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：相談支援事業所 Kaien新宿 

施設類型 ：指定計画相談支援・ 

障害児相談支援 

所在（区）：東京都新宿区 

定員数等 ：--- 

施設名称 ：生活訓練事業所 Kaien上野 

施設類型 ：自立訓練（生活訓練） 

所在（区）：東京都台東区 

施設名称 ：生活訓練事業所 

Kaien津田沼 

施設類型 ：自立訓練（生活訓練） 
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定員数等 ：20名 所在（区）：千葉県船橋市 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：Kaien阿倍野 

施設類型 ：就労移行支援・就労定着支援 

所在（区）：大阪府大阪市北区 

定員数等 ：20名 

施設名称 ：ガクプロ 

施設類型 ：学生向けサービス 

所在（区）：東京都新宿区、千代田区、立

川市、神奈川県横浜市西区、大阪市北区 

定員数等 ：--- 

施設名称 ：TEENS新宿 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：東京都新宿区 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS横浜 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：神奈川県横浜市神奈川区 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS御茶ノ水 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：東京都千代田区 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS川崎 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：神奈川県川崎市川崎区 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS三鷹 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：東京都三鷹市 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS吉祥寺 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：東京都武蔵野市 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS関内 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：神奈川県横浜市中区 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS本八幡 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：千葉県市川市 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：TEENS北浦和 

施設類型 ：放課後等デイサービス 

所在（区）：埼玉県さいたま市浦和区 

定員数等 ：10名 

施設名称 ：SOM立川 

施設類型 ：サテライトオフィス 

所在（区）：東京都立川市 

定員数等 ：--- 

施設名称 ：SOM生麦 

施設類型 ：サテライトオフィス 

所在（区）：神奈川県横浜市鶴見区 

定員数等 ：--- 

 

 


