
大宮３ 

ミラトレさいたま 
(運営：パーソルダイバーズ株式会社) 

 

 

 

１ 施設の概要 

定員 就労移行支援   ２０人 

所在地 〒330-0802 

埼玉県さいたま市大宮区宮町 2－

81 

いちご大宮ビル 6F 

http://ur0.work/3BwB 

 

アクセス 大宮駅東口徒歩約 8 分 

連絡先 TEL：048－729－6403 

FAX：048－729－6407 

開設日 2012 年 5 月 1 日 

開所日時 月曜日～金曜日 10：00～16：00 

基本的に土曜日・日曜日・祝祭日は

休み 

但し月１～2 回程度、土曜日開所／

休日開所あり 

平均年齢 平均：37 歳 

最年少：18 歳 

最年長：60 歳 

送迎範囲 送迎なし 

食事提供 なし 

入浴 なし 

車いす 制限あり 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター長  

ミラトレさいたまは、2012 年 5 月に開設いたしま

した。 

開設からの就職者は延べ 142 名。2022 年度の年間

就職者は 17 名の方がご就労されております。 

弊社は社員の約 7 割が障害者の特例子会社という

こともあり、障害のある社員と働き、一般就労で働

く為に求められるスキル・安定した就労継続に必要

なノウハウを蓄積しております。 

 また、センターにはジョブコーチをはじめとする

資格を持つスタッフを配置しており、弊社内の人材

紹介事業との連携で非公開求人等、利用者様には幅

広い求人のご紹介が可能です。 

 訓練では、認知面談を行うことで、困りの明確化

や、課題を抽出し、解決するための具体的な取り組

みを一緒に検討、実践いただいています。 

 特に定着支援には注力しており、各支援機関様・

クリニック様等と連携をすることで、６か月以上の

職場定着率は全国平均より高い、94％となっており

ます（2022 年度実績）。離職された際にもセンター

を再利用後、面談等を通じて再就職への支援にも積

極的に取り組んでおります。 
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３ 施設の年間の行事 

  

 

 

 

 

 

 

行事名：外部講座 

時期：毎月 

場所：ミラトレさいたま 

内容：企業担当者・各支援機関様等が来所さ

れて、就労に向けての様々な講座をし

ていただきます。 

企業見学 

行事名：OBOG会（懇親会） 

時期：秋 

場所：大宮近辺 

内容：卒業生・現役の利用者様との交流の

イベントです。企画・運営・卒業生

へのおもてなしまで全て、現役の利

用者様が取り組みます。 

行事名：企業見学 

時期：毎月 

場所：企業様 

内容：障害者採用をしている企業様に

て、障害のある方が実際に就労

している職場を見学します。 

行事名：一般職業適性検査受験会 

時期：3 か月に一度 

場所：ミラトレさいたま 

内容：仕事の適正を確かめることができる検

査です。皆さんの興味関心や価値観と 

   合わせて、お仕事探しの参考にしてい

ただけます。 

OBOG会（懇親会） 

外部講座 

企業見学報告会 

行事名：企業見学報告会 

時期：毎月 

場所：ミラトレさいたま 

内容：ご利用者様が、その月に参加した企

業見学や採用面接の内容や所感など

を他のご利用者様に共有していただ

きます。発表を聞いてご自身の就職

活動の助けになると好評です。 

 職業訓練 

行事名：職業訓練 

時期：毎月 

場所：ミラトレさいたま 

内容：卒業生の方が実際に業務で行ってい

るものを模擬的に取り組んで頂きま

す。報告・連絡・相談や質問の仕方な

ども意識して取り組める講座となっ

ています。自身の得意・不得意を見つ

けましょう。 

GATB 
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行事名：家族会 

時期：年１回程度 

場所：ミラトレさいたま 

内容：利用者様のご家族の方に来所し

ていただき、ご本人様の状況等

を共有し、ご家族との連携も含

め、今後のご支援に繋げていき

ます。 

行事名：企業様向け見学会 

時期：不定期 

場所：ミラトレさいたま 

内容：企業の担当者様に来所していただ

き、就労移行支援事業所の説明・

企業見学の調整など、企業様との

連携強化に繋げてまいります。 

行事名：スタッフ出張外部講座 

時期：その都度 

場所：各支援機関・クリニック・学校など 

内容：ミラトレさいたまのスタッフが各支

援機関・クリニック・学校様等に

て、ご希望のテーマで 1～2 時間程度

の無料講座をさせていただきます。 

家族会 企業様向け見学会 

スタッフ出張外部講座 

家族会 
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４ 施設の自慢・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パンフレット 

面談室 

事業所内 

利用者ロッカー 

ソファ 
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５ 法人が運営しているその他の施設 

 

① ミラトレ川口 ② ミラトレ上野 

  所在地 埼玉県川口市  所在地 東京都台東区 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20名  施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名 

           

③ ミラトレ藤沢 ④ ミラトレ新松戸 

  所在地 神奈川県藤沢市  所在地 千葉県松戸市 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名  施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名 

           

⑤ ミラトレ大井町 ⑥ ミラトレ荻窪 

  所在地 東京都品川区  所在地 東京都杉並区 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名  施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名 

           

⑦ ミラトレ川崎 ⑧ ミラトレ川越 

  所在地 神奈川県川崎市  所在地 埼玉県川越市 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名  施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名 

           

⑨ ミラトレ横浜 ⑩ ミラトレ梅田 

  所在地 神奈川県横浜市  所在地 神奈川県横浜市 

  
施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名  施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名 

           

⑪ ミラトレ尼崎 ⑫ ミラトレ名古屋 

 所在地 兵庫県尼崎市  所在地 愛知県名古屋市 

 施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名  施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名 

           

⑬ ミラトレ金山  

 所在地 愛知県名古屋市  

 施設類型・ 

定員数等 
就労移行 20 名  
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６ ミラトレさいたま沿革 

2012 年 5 月 テンプスタッフフロンティア株式会社が運営する就労移行支援事業所「テンプスタッフフ

ロンティア さいたまキャリアセンター」として開設 

2014 年 10 月 テンプスタッフフロンティア株式会社と株式会社インテリジェンス・ベネフィクス、イン

テリジェンスの障害者のための求人・転職サービス「DODA チャレンジ」の統合により、

「株式会社フロンティアチャレンジ」を設立 

2017 年 6 月 現在の「パーソルチャレンジ株式会社」に社名変更 

2019 年 9 月 事業所名のブランド化として「ミラトレ」をスタート、さいたまキャリアセンターから

「ミラトレさいたま」へと事業所名を変更 
2023 年 4 月   パーソルチャレンジ株式会社およびパーソルサンクス株式会社を 4 月 1 日付で統合

し、新会社としてパーソルダイバース株式会社を設立 


