
浦和５ 

 

アイトライさいたまセンター 
（アイトライ合同会社） 

 

１ 施設の概要

定員 就労移行支援 20 人 

就労定着支援 20 人 

所在地 〒330-0063 

さいたま市浦和区 

高砂 2 丁目 14-17 

浦和マルゼンビル三階 

https://goo.gl/vRDTAM 

アクセス 浦和駅西口より徒歩 5 分 

連絡先 TEL：048-711-7467 

FAX：048-711-7468 

開設日 2014 年 9 月 1 日 

開所日時 月曜日～土曜日 9:00～17:30 

平均年齢 平均：38 歳 

最年少：19 歳 最年長：58 歳 

送迎範囲 送迎なし 

食事提供 あり 

（利用者負担基本 0 円。 

一部 32 円程度の負担あり） 

入浴 なし 

車いす 受入不可 

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） あり 

２ 施設の運営方針・理念 

アイトライさいたまセンターでは、オフィス感

覚の就労移行支援事業所として、職場を意識した

環境下で利用者の方々の就労意識を高め、ひとり

ひとりに合わせた個別訓練を行います。 

生活面の改善から職業訓練、就職活動、定着支

援まで、全力でサポートします。 

看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福

祉士、キャリアコンサルタント、コンピューター

サービス技師、経営診断士等、多様な社会人経験

のあるスタッフが、ひとりひとりに最適なサービ

スを提供致します。 

 

 

『主体的』に『前向き』に『挑戦』し続ける心！ 

主体的： 

主役は、自分（I）だ。 

他人に左右されぬよう自分軸をしっかり持つ。 

前向き： 

ポジティブに考えよう。 

願い続ければ道は必ず見つかる。 

挑戦： 

新たな事へのチャレンジ精神を。 

失敗を恐れず生きがいを求めよう。 

このような風土を持つ事業所でありたいとアイ・

トライ（I try）と名付けました。 

利用者の方が就労移行支援事業所 アイトライ

さいたまセンター（浦和）では、この３つの気持

ちをより強く身に付け、自立した生活を送り、適

切な就労が出来るよう、従業員一丸となって取り

組みます。 

これからも、日々成長していく事業運営に努めて

いくことをお約束します。 
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３ 事業内容の紹介 
 
【目的】 

 アイトライさいたまセンターでは、利用者の方々が、就職後も職場に定着出来る事を目的としていま

す。そのため、利用者の方々が、“『主体的』に『前向き』に『挑戦』し続ける心”を少しでも身に付けて

頂ける様、活動を行っております。 

 

【運用環境】 

 精神面・体力面・スキル面から１人ひとりの希望に適した個別プログラムで無理なく訓練を行います。 

 オフィス感覚の事業所で、就労後との環境ギャップを少なくし、就労定着化を図ります。 

 

【一日の流れ】 

10:00 朝礼、セルフチェックシート診断 

10:10 個別訓練、就労支援等 

12:00 昼食（お弁当提供） 

12:50 ストレッチ、掃除 

13:00 新聞読解、共通講座 

14:50 終礼 

15:00-15:30 活動レポート、退室 

 

【訓練プログラム】 

■生活力を身に付ける「生活支援」 

・セルフチェックシート診断 ・身だしなみ講座 ・ＳＳＴ ・

アサーション ・ポジティブシンキング ・カウンセリング 

■働く力を身に付ける「職業訓練」 

・新聞読解 ・パソコンスキル ・ビジネスマナー ・各種検

定学習 ・漢字/数学/英会話教育 ・プレゼン訓練 ・ビジネス

文書 ・マネージメント理解  

■就職する力を身に付ける「就労支援」 

・仕事選び ・企業実習 ・履歴書作成 ・面接対策、面

接同行 ・就業後の定着サポート ・模擬ワーク 

■復職する力を身に付ける「リワーク支援」 

・職場との連携支援 ・通勤訓練 ・試し出勤 

■リラックスイベント 

・初詣 ・花見 ・クリスマスパーティー ・カラオ

ケ ・DVD 鑑賞 ・ゲーム大会 ・スポーツ 
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４ 事業の紹介写真 

 

2 種類のグループ机と研修
用机、個別ブース。床との
調和で落ち着いた訓練室。 

リユースショップの右
横が入り口。エレベータ
ーで 3F へ。 

浦和駅から徒歩 5 分。旧
中山道沿い。1 階がリユ
ースショップのビル。 

ひとりひとりの特性・状況・希
望に合わせた個別訓練。 

1 人に 1 台。パソコンも充
実。自分のペースで PC 訓練
を行えます。 

訓練で使う参考書は、自由に使
えます。自分での持込みも
OK.。 

新聞・雑誌から最新の社会
情勢を感じましょう。 

お昼は、お弁当。栄養士さ
んによる 24 種類の温かい
弁当。 

トートバック全員に進呈。訓練
時は、このバックに必要なもの
を。 

新聞読解。社会性とコミュニケ
ーション能力に効果てき面。 

PC スキルアップ講座。皆に福
が来ます様に。 

研究発表。資料作成、プレゼン
スキルを高めます。 
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ＳＳＴ／アサーション。上手な
人付き合いに向けて一緒に歩
みます。 

マネジメントを学んで会
社について理解を深めよ
う。 

今年の各自の抱負、目標を色紙
に書きます。決意表明？ 

お昼は、オセロやトランプでリ
フレッシュ。 

6 年連続 15 名以上の就職者。就
労定着率 91%。定着支援に自信。 

行事名：初詣 
時期：１月初開所日 
場所：浦和 調神社 
内容：徒歩 10 分の調神社

で皆で祈願。 

行事名：カラオケ 
時期：２月等年数回 
場所：カラオケボックス 
内容：歌って、聴いて、スト

レス発散。 

行事名：花見 
時期：３月下旬 
場所：大宮公園 
内容：お花見で季節を感じ、心

身共にリフレッシュ。 

行事名：うなぎまつり 
時期：６月 
場所：さいたま市役所前 
内容：浦和名物うなぎま

つりに参加し、うな
ぎを食べよう。 

行事名：野球観戦 
時期：７月 
場所：東京ドーム 
内容：生のプロスポーツ観戦。みんなで

はしゃいで、力いっぱいストレス
発散。 

行事名：私の本棚 
時期：８月 
場所：アイトライさいたまセ

ンター 
内容：自分の心に残る本を皆

で共有しましょう。 

５ 年間の行事の紹介 
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■浦和駅すぐの便利な立地
(多路線乗入れ)。綺麗なオフ
ィス感覚の事業所。 

■ほっとなヘルシー弁当無料提供。
（一部負担が生じる方もいます。） 

■就職(復職)者数 120 名/6 年 
就職後も安心の 3 年 6 ヶ月 
の定着支援。定着率 91% 

行事名：落語を楽しむ 
時期：９月 
場所：アイトライさいたまセンター 
内容：落語の楽しみ方を学びます。 

行事名：浦和名所探索ウォーキング 
時期：１０月 
場所：浦和近郊の名所 
内容：楽しみながら体力向上。新たな発見も。 

行事名：絵画鑑賞 
時期：１１月 
場所：上野の森美術館 
内容：人気の絵画を皆で見

に行きます。芸術に触
れるのも目の保養に。 

行事名：クリスマスパーティー 
時期：１２月中旬 
場所：アイトライさいたまセンター 
内容：ゲームに食事にケーキに盛り上がりま

しょう。 

■福祉専門職、サービス業、事務
職、エンジニア等、多彩な経験を
持つ支援スタッフ。 

■ひとりひとりの特性、希望
に合った個別訓練。 週１回
からの通所可能。徐々に就労
に必要な体力を付けます。 

■月曜日～土曜日まで営
業。充実した月間プログラ
ム。土曜日は、リフレッシ
ュイベントで気分転換。 

■毎日行うから効果抜群。社会
性、コミュニケーションを養う
新聞読解。 

■休職中の方に職場復帰
（リワーク）プログラムで
支援する数少ない事業所。 

■受給者証の申請から企業面接
までスタッフ同行による安心
サポート。 

６ 施設の自慢・特色 


