




ご利用者のライフステージにあわせて柔軟な対応ができるよう、幅広くサービス事業を展開。末長くお付き合いいただけます。

ご利用者の目線で考え、スバル・トータルプランニングはさらに支援の幅を広げ成長していきます。

障がいがあることで、行けない場所や社会

参加の機会をあきらめてしまうのではな

く、障がいがあっても地域のイベントや映

画、行楽地などへ積極的に出かけて、色々

な経験を積んでいただき、可能性を広げる

お手伝いをいたします。

創業当初から続く、スバルのルーツと言っ

てもよい事業の一つで、若い学生ヘルパー

やベテランヘルパーが200名ほど、在籍

しています。

共 感

ご本人・ご家族との共感を大切にし、
いま必要とされる支援のほか、
2～3年後、10年後など将来を
見据えた支援をします。

達成感
『できた』『できる』などの
成功体験による
達成感を大切にしています。

専門性
『専門的なアプローチ』と
『豊かな人間性』をもとに
支援をします。

OVERVIEW

本社 （2F）
スバル・サポートファクトリー はびきの （2F）

グループホーム秋桜 （1F） ライフサポートぐっぴい

平成29年2月撮影　※一部CG加工をしております。

給食棟 （びすとろ・はんだ）

SUBARU TOTAL PLANNING

ガイドヘルプサービス
&

ホームヘルプサービス
（居宅介護等・行動援護・移動支援）

●事業所名
・スバル・サポートファクトリー 
  はびきの / もりぐち

●対象年齢

全年齢が対象

療育専門機関から指導を受けたスタッフが、お子

さまとしっかり向き合い情報を分析。一人ひとりの

特性や認知、得意なことに合わせて指導計画を作

成し、マンツーマンで個別に支援をします。

整理
整頓

食事に必要な道具の使い方など、
生活に必要な生活動作のスキルを
お子さまの芽生えに沿って支援をします。

意志
疎通

余暇活動など、お子さまの興味に
合わせた要求や援助要請の仕方など、
意思の疎通をはかる練習を行います。

行動
管理

視覚的に整理された環境の中で、
順番交代やルールなどを学び、
適切に行える力を身につけます。

SUBARU TOTAL PLANNING

児童発達支援
●事業所名
・児童デイスバル・ぷりずむ

●対象年齢

3才～6才

02

一人ひとりの「個性」や「得意」を活かし、プログラム

とスケジュール、環境を用意。個別ワークやグルー

プワーク、創作活動、外出などを通じて子どもの成

長や発見、自己表現のお手伝いをします。

SUBARU TOTAL PLANNING

放課後等
デイサービス

●事業所名
・児童デイスバル・ぷりずむ
・こころん

03

●対象年齢

6才～18才

生産活動や創作活動、機能訓練、自立課題、日常生

活の支援、レジャー活動などを通し、生活の質を高

めるための支援を行っています。障害支援区分3以

上の方が、このサービスを受けることができます。

安 心

今まで培った経験を活かし『自分らしく
過ごせる場所』『表現できる場所』に
なるよう、個別支援を基本に
一人ひとりにあった支援をします。

可能性
個々に応じた作業や
社会参加活動など提供し、
一人ひとりの可能性を広げていきます。

地 域
住み慣れた地域で
豊かな日常生活を送れるように、
社内外の機関と連携し支援をします。

SUBARU TOTAL PLANNING

生活介護事業
●事業所名
・ライフサポートぐっぴい

04

●対象年齢

18才～上限なし

障がいがあっても、生まれ育った地域で“自分らしく”

自立した生活を送るために、必要な支援を行います。

自分の思い描いた生活が実現できるための暮らしの

場であり、自立生活に向けた体験の場でもあります。

SUBARU TOTAL PLANNING

グループホーム
（共同生活援助）

●事業所名
・秋桜 ・ひだまり ・なでしこ
（他6ヶ所 / 計9ヶ所を運営）

05

●対象年齢

18才～上限なし

訪問介護員が、調理や食事、排せつや入浴、掃除や

洗濯など、生活の援助をします。ご利用者の有する

能力に応じて、できる限り自立した日常生活を営む

ことができるよう支援します。

SUBARU TOTAL PLANNING

ホームヘルプサービス
（訪問介護・介護予防訪問介護）

●事業所名
・スバル・サポートファクトリー 
  はびきの / もりぐち

06

●対象年齢

65才～上限なし

01
商号 スバル・トータルプランニング株式会社

設立 平成9年2月

本社所在地 〒583-0883 大阪府羽曳野市向野2丁目6－18

 TEL.072-931-0081

資本金 1,000万円

従業員数 250名（アルバイト・パート含む）

代表取締役 半田 博樹

事業内容 1.障害者総合支援法に基づく障害福祉事業
 （生活介護・グループホーム・居宅介護等・行動援護・移動支援）

 2.児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
 （児童発達支援・放課後等デイサービス）

 3.介護保険法による訪問介護・介護予防訪問介護事業

 4.企業主導型保育事業

 5.福祉有償運送

 6.その他

平成9年 2月 スバル・トータルプランニング株式会社　福祉事業部
  大阪府羽曳野市にて事業開始
 6月 ホームヘルパー2級（現介護職員初任者研修）講座　開設
平成10年 7月 障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（羽曳野市委託）
平成12年 6月 障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（太子町委託）
平成13年 4月 障害者ホームヘルパー派遣事業　開始（羽曳野市・太子町委託）
  障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（河南町委託）
平成15年 4月 支援費制度により、指定居宅介護事業を開始
  （羽曳野事業所・守口営業所・八尾出張所）
平成16年 8月 デイサービス白鳥（身体・知的障害者）　開所
平成17年 11月 グループホーム秋桜　開所
  グループホームハピネス　開所
平成18年 2月 グループホームわかば　開所
 3月 八尾出張所　閉所
 10月 児童デイサービスこころん　開所
  （平成20年　羽曳野市タイムケア事業へ移行）
  生活介護ぐっぴい（現ライフサポートぐっぴい）開所
平成19年 11月 会社設立10周年記念パーティー（天王寺都ホテルにて）
  グループホームひだまり　開所
平成20年 10月 和太鼓「昴」結成10周年記念コンサート開催（Licはびきの）
平成21年 4月 グループホーム第二ひだまり　開所
 12月 本社、ライフサポートぐっぴいを移転
  （生活介護ぐっぴいとデイサービス白鳥を合併）
平成23年 5月 厨房施設びすとろ・はんだ　開所
平成25年 4月 こころん（放課後等デイサービス）　開所
 10月 グループホーム第二秋桜　開所
  （平成26年11月定員4名→7名に増員）
 11月 グループホームなでしこ　開所 
  平成25年度優良労働保険事務組合等の支部会長表彰 受賞
平成26年 7月 グループホーム第三ひだまり　開所
 11月 グループホームひなげし　開所
平成27年 1月 児童デイスバル・ぷりずむ （放課後等デイサービス）　開所
 6月 代表取締役社長交代　半田まつ子　取締役会長に就任
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 半田博樹　代表取締役社長に就任
平成29年 2月 ぷりずむに児童発達支援事業を追加
平成29年 4月 企業主導型保育園リリット　開園
平成30年 4月 児童デイスバル・ゆりいか
  （児童発達支援・放課後等デイサービス）　開所
  児童デイスバル・それいゆ
  （児童発達支援・放課後等デイサービス）　開所

沿革会社概要

全国健康保険協会（協会けんぽ）、雇用保険、労災保険

中小企業退職金共済

積立パーソナル総合傷害保険の一部会社負担

総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」会員登録

年1回の慰安旅行（一部会社負担）

総合福祉団体定期保険の加入

福利厚生

ご家族の声
VOICE

ヘルパーさんに来てもらうようになって、
気持ちにゆとりが出来て、子どもにもやさしくなれました。
ガイド・ホームヘルプサービスをご利用いただいている40代 Yさんのお母さん

Q:スバルを利用いただくきっかけを教えて下さい。
十数年前に、同じ作業所に通っているお母さんからの紹介で、こういった
制度があることを知り、依頼するようになりました。

Q：ご利用いただくまで、どんな悩み・不安を抱えていましたか？
子どもが、16～18歳の血気盛んなときで、私も、子どももストレスを抱え、
穏やかな気持ちでいれない時が多かったので、2～3時間でも、子どもを見
てもらい、ちょっとでも楽になりたいという気持ちでした。

Q：実際にご利用いただいてどんな感想をお持ちになりましたか？
私も子どもも気持ちにゆとりが出来て、子どもに優しく接することが出来るよ
うになりました。仕事をしながら子どもを見ていたので、私自身にストレスが溜
まり過ぎていました。2～3時間でも、見てもらえる時間が大切だったんです。

Q：ご利用をいただいてできるようになったことや成長を感じた部分はありますか？
ヘルパーさんに来てもらうようになって、色々な人との出会いを通して、子どもが心を開けるようになりました。初めての人が
来ても拒否しなくなり、誰とでも付き合えるようになったことが、一番嬉しいです。旅行など、色々な体験を積み重ねてもらい
ながら、色々な人と共に成長することが出来て、子どもは幸せな人生を送ることが出来ています。

Q:楽しかった、記憶に残っているエピソードを教えて下さい。
グアム、ハワイ、北海道と色々なところに、旅行へ連れて行ってもらったことです。北海道ではソリにも乗ることができました。

同年代のお子さんと一緒に遊んだり活動をすることで、
お友達にも優しくなりました。
放課後デイサービスをご利用いただいている小学2年生 Sくんのお母さん

Q:スバルを利用いただくきっかけを教えて下さい。
今まで通っていた療育施設を卒業して、支援学校に入学するにあたり、他
にも放課後デイサービスを見学しましたが、子どもが抵抗することなく施
設内に入ることができたことと、こだわりのあったトイレをすんなりと使
用することができたことが決め手になりました。

Q：ご利用いただくまで、どんな悩み・不安を抱えていましたか？
未知の場所や事柄に慣れるのに時間がかかることや、長時間同じ部屋で
過ごすことができるか、沢山の人の中にいることがしんどいのでストレス
にならないか心配していました。

Q：実際にご利用いただいてどんな感想をお持ちになりましたか？
最初のうちは混乱もあったようですが、時間の使い方をスケジュールで提示
してもらったりと、適切な支援を工夫していただき、いつも笑顔で帰宅してくる姿を見て、親として嬉しかったです。

Q：ご利用をいただいてできるようになったことや成長を感じた部分はありますか？
今までは大人とは関われていましたが、同年代のお友達とはうまく関われませんでした。ぷりずむに通うようになってからは、
お兄さんやお姉さんに優しくしてもらった経験からか、年の近いお友達にも優しくできるようになりました。

Q:楽しかった、記憶に残っているエピソードを教えて下さい。
休日企画には毎回参加させていただいていますが、いつも楽しそうなのですが、特にマス釣り体験をした際は、初めての釣り
なのに上手に釣れて、本当に嬉しそうでした。

小学校3年生のときの旅行に
行ったときの写真

近所の公園で遊んでいる時の
写真

自己
実現

一人ひとりの特性やニーズを適切に
把握し、利用者本位のサービスを
計画的かつ効果的に提供します。

連 携

『住まい』を拠点とした日中活動や余暇、
相談支援などと連携します。
保健・医療と連携をして、日中夜間を
通じた支援体制を構築します。

家 族
家族の想いを大切にして、
親なき後の安心感あるサービスを
継続できるよう図ります。

支援
方針

『自分の暮らし方』を尊重し、
今ある力と喜びを感じられる支援を
心がけています。

明るく心優しい経験豊富なスタッフが
集まっています。
男性のヘルパーもいますので、
力仕事もお任せいただけます。

制度外
大掃除などの制度外サービスも
自費で行っています。

マン
パワー

具体的
余暇活動などの取り組みを通して
先の見通しや場面の切り替え、
ルールの大切さを伝えます。

視覚的
構造化された環境設定を心がけ、
食事や排泄、歯磨きなど、
子どもの芽生えに沿って支援をします。

肯定的
コミュニケーション能力を身に
つけるお手伝いと、ありのままを
受け入れ自己肯定感を育みます。
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  大阪府羽曳野市にて事業開始
 6月 ホームヘルパー2級（現介護職員初任者研修）講座　開設
平成10年 7月 障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（羽曳野市委託）
平成12年 6月 障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（太子町委託）
平成13年 4月 障害者ホームヘルパー派遣事業　開始（羽曳野市・太子町委託）
  障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（河南町委託）
平成15年 4月 支援費制度により、指定居宅介護事業を開始
  （羽曳野事業所・守口営業所・八尾出張所）
平成16年 8月 デイサービス白鳥（身体・知的障害者）　開所
平成17年 11月 グループホーム秋桜　開所
  グループホームハピネス　開所
平成18年 2月 グループホームわかば　開所
 3月 八尾出張所　閉所
 10月 児童デイサービスこころん　開所
  （平成20年　羽曳野市タイムケア事業へ移行）
  生活介護ぐっぴい（現ライフサポートぐっぴい）開所
平成19年 11月 会社設立10周年記念パーティー（天王寺都ホテルにて）
  グループホームひだまり　開所
平成20年 10月 和太鼓「昴」結成10周年記念コンサート開催（Licはびきの）
平成21年 4月 グループホーム第二ひだまり　開所
 12月 本社、ライフサポートぐっぴいを移転
  （生活介護ぐっぴいとデイサービス白鳥を合併）
平成23年 5月 厨房施設びすとろ・はんだ　開所
平成25年 4月 こころん（放課後等デイサービス）　開所
 10月 グループホーム第二秋桜　開所
  （平成26年11月定員4名→7名に増員）
 11月 グループホームなでしこ　開所 
  平成25年度優良労働保険事務組合等の支部会長表彰 受賞
平成26年 7月 グループホーム第三ひだまり　開所
 11月 グループホームひなげし　開所
平成27年 1月 児童デイスバル・ぷりずむ （放課後等デイサービス）　開所
 6月 代表取締役社長交代　半田まつ子　取締役会長に就任
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 半田博樹　代表取締役社長に就任
平成29年 2月 ぷりずむに児童発達支援事業を追加
平成29年 4月 企業主導型保育園リリット　開園
平成30年 4月 児童デイスバル・ゆりいか
  （児童発達支援・放課後等デイサービス）　開所
  児童デイスバル・それいゆ
  （児童発達支援・放課後等デイサービス）　開所

沿革会社概要

全国健康保険協会（協会けんぽ）、雇用保険、労災保険

中小企業退職金共済

積立パーソナル総合傷害保険の一部会社負担

総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」会員登録

年1回の慰安旅行（一部会社負担）

総合福祉団体定期保険の加入

福利厚生

ご家族の声
VOICE

ヘルパーさんに来てもらうようになって、
気持ちにゆとりが出来て、子どもにもやさしくなれました。
ガイド・ホームヘルプサービスをご利用いただいている40代 Yさんのお母さん

Q:スバルを利用いただくきっかけを教えて下さい。
十数年前に、同じ作業所に通っているお母さんからの紹介で、こういった
制度があることを知り、依頼するようになりました。

Q：ご利用いただくまで、どんな悩み・不安を抱えていましたか？
子どもが、16～18歳の血気盛んなときで、私も、子どももストレスを抱え、
穏やかな気持ちでいれない時が多かったので、2～3時間でも、子どもを見
てもらい、ちょっとでも楽になりたいという気持ちでした。

Q：実際にご利用いただいてどんな感想をお持ちになりましたか？
私も子どもも気持ちにゆとりが出来て、子どもに優しく接することが出来るよ
うになりました。仕事をしながら子どもを見ていたので、私自身にストレスが溜
まり過ぎていました。2～3時間でも、見てもらえる時間が大切だったんです。

Q：ご利用をいただいてできるようになったことや成長を感じた部分はありますか？
ヘルパーさんに来てもらうようになって、色々な人との出会いを通して、子どもが心を開けるようになりました。初めての人が
来ても拒否しなくなり、誰とでも付き合えるようになったことが、一番嬉しいです。旅行など、色々な体験を積み重ねてもらい
ながら、色々な人と共に成長することが出来て、子どもは幸せな人生を送ることが出来ています。

Q:楽しかった、記憶に残っているエピソードを教えて下さい。
グアム、ハワイ、北海道と色々なところに、旅行へ連れて行ってもらったことです。北海道ではソリにも乗ることができました。

同年代のお子さんと一緒に遊んだり活動をすることで、
お友達にも優しくなりました。
放課後デイサービスをご利用いただいている小学2年生 Sくんのお母さん

Q:スバルを利用いただくきっかけを教えて下さい。
今まで通っていた療育施設を卒業して、支援学校に入学するにあたり、他
にも放課後デイサービスを見学しましたが、子どもが抵抗することなく施
設内に入ることができたことと、こだわりのあったトイレをすんなりと使
用することができたことが決め手になりました。

Q：ご利用いただくまで、どんな悩み・不安を抱えていましたか？
未知の場所や事柄に慣れるのに時間がかかることや、長時間同じ部屋で
過ごすことができるか、沢山の人の中にいることがしんどいのでストレス
にならないか心配していました。

Q：実際にご利用いただいてどんな感想をお持ちになりましたか？
最初のうちは混乱もあったようですが、時間の使い方をスケジュールで提示
してもらったりと、適切な支援を工夫していただき、いつも笑顔で帰宅してくる姿を見て、親として嬉しかったです。

Q：ご利用をいただいてできるようになったことや成長を感じた部分はありますか？
今までは大人とは関われていましたが、同年代のお友達とはうまく関われませんでした。ぷりずむに通うようになってからは、
お兄さんやお姉さんに優しくしてもらった経験からか、年の近いお友達にも優しくできるようになりました。

Q:楽しかった、記憶に残っているエピソードを教えて下さい。
休日企画には毎回参加させていただいていますが、いつも楽しそうなのですが、特にマス釣り体験をした際は、初めての釣り
なのに上手に釣れて、本当に嬉しそうでした。

小学校3年生のときの旅行に
行ったときの写真

近所の公園で遊んでいる時の
写真

自己
実現

一人ひとりの特性やニーズを適切に
把握し、利用者本位のサービスを
計画的かつ効果的に提供します。

連 携

『住まい』を拠点とした日中活動や余暇、
相談支援などと連携します。
保健・医療と連携をして、日中夜間を
通じた支援体制を構築します。

家 族
家族の想いを大切にして、
親なき後の安心感あるサービスを
継続できるよう図ります。

支援
方針

『自分の暮らし方』を尊重し、
今ある力と喜びを感じられる支援を
心がけています。

明るく心優しい経験豊富なスタッフが
集まっています。
男性のヘルパーもいますので、
力仕事もお任せいただけます。

制度外
大掃除などの制度外サービスも
自費で行っています。

マン
パワー

具体的
余暇活動などの取り組みを通して
先の見通しや場面の切り替え、
ルールの大切さを伝えます。

視覚的
構造化された環境設定を心がけ、
食事や排泄、歯磨きなど、
子どもの芽生えに沿って支援をします。

肯定的
コミュニケーション能力を身に
つけるお手伝いと、ありのままを
受け入れ自己肯定感を育みます。



ご利用者のライフステージにあわせて柔軟な対応ができるよう、幅広くサービス事業を展開。末長くお付き合いいただけます。

ご利用者の目線で考え、スバル・トータルプランニングはさらに支援の幅を広げ成長していきます。

障がいがあることで、行けない場所や社会

参加の機会をあきらめてしまうのではな

く、障がいがあっても地域のイベントや映

画、行楽地などへ積極的に出かけて、色々

な経験を積んでいただき、可能性を広げる

お手伝いをいたします。

創業当初から続く、スバルのルーツと言っ

てもよい事業の一つで、若い学生ヘルパー

やベテランヘルパーが200名ほど、在籍

しています。

共 感

ご本人・ご家族との共感を大切にし、
いま必要とされる支援のほか、
2～3年後、10年後など将来を
見据えた支援をします。

達成感
『できた』『できる』などの
成功体験による
達成感を大切にしています。

専門性
『専門的なアプローチ』と
『豊かな人間性』をもとに
支援をします。

OVERVIEW

本社 （2F）
スバル・サポートファクトリー はびきの （2F）

グループホーム秋桜 （1F） ライフサポートぐっぴい

平成29年2月撮影　※一部CG加工をしております。

給食棟 （びすとろ・はんだ）

SUBARU TOTAL PLANNING

ガイドヘルプサービス
&

ホームヘルプサービス
（居宅介護等・行動援護・移動支援）

●事業所名
・スバル・サポートファクトリー 
  はびきの / もりぐち

●対象年齢

全年齢が対象

療育専門機関から指導を受けたスタッフが、お子

さまとしっかり向き合い情報を分析。一人ひとりの

特性や認知、得意なことに合わせて指導計画を作

成し、マンツーマンで個別に支援をします。

整理
整頓

食事に必要な道具の使い方など、
生活に必要な生活動作のスキルを
お子さまの芽生えに沿って支援をします。

意志
疎通

余暇活動など、お子さまの興味に
合わせた要求や援助要請の仕方など、
意思の疎通をはかる練習を行います。

行動
管理

視覚的に整理された環境の中で、
順番交代やルールなどを学び、
適切に行える力を身につけます。

SUBARU TOTAL PLANNING

児童発達支援
●事業所名
・児童デイスバル・ぷりずむ

●対象年齢

3才～6才

02

一人ひとりの「個性」や「得意」を活かし、プログラム

とスケジュール、環境を用意。個別ワークやグルー

プワーク、創作活動、外出などを通じて子どもの成

長や発見、自己表現のお手伝いをします。

SUBARU TOTAL PLANNING

放課後等
デイサービス

●事業所名
・児童デイスバル・ぷりずむ
・こころん

03

●対象年齢

6才～18才

生産活動や創作活動、機能訓練、自立課題、日常生

活の支援、レジャー活動などを通し、生活の質を高

めるための支援を行っています。障害支援区分3以

上の方が、このサービスを受けることができます。

安 心

今まで培った経験を活かし『自分らしく
過ごせる場所』『表現できる場所』に
なるよう、個別支援を基本に
一人ひとりにあった支援をします。

可能性
個々に応じた作業や
社会参加活動など提供し、
一人ひとりの可能性を広げていきます。

地 域
住み慣れた地域で
豊かな日常生活を送れるように、
社内外の機関と連携し支援をします。

SUBARU TOTAL PLANNING

生活介護事業
●事業所名
・ライフサポートぐっぴい

04

●対象年齢

18才～上限なし

障がいがあっても、生まれ育った地域で“自分らしく”

自立した生活を送るために、必要な支援を行います。

自分の思い描いた生活が実現できるための暮らしの

場であり、自立生活に向けた体験の場でもあります。

SUBARU TOTAL PLANNING

グループホーム
（共同生活援助）

●事業所名
・秋桜 ・ひだまり ・なでしこ
（他6ヶ所 / 計9ヶ所を運営）

05

●対象年齢

18才～上限なし

訪問介護員が、調理や食事、排せつや入浴、掃除や

洗濯など、生活の援助をします。ご利用者の有する

能力に応じて、できる限り自立した日常生活を営む

ことができるよう支援します。

SUBARU TOTAL PLANNING

ホームヘルプサービス
（訪問介護・介護予防訪問介護）

●事業所名
・スバル・サポートファクトリー 
  はびきの / もりぐち

06

●対象年齢

65才～上限なし

01
商号 スバル・トータルプランニング株式会社

設立 平成9年2月

本社所在地 〒583-0883 大阪府羽曳野市向野2丁目6－18

 TEL.072-931-0081

資本金 1,000万円

従業員数 250名（アルバイト・パート含む）

代表取締役 半田 博樹

事業内容 1.障害者総合支援法に基づく障害福祉事業
 （生活介護・グループホーム・居宅介護等・行動援護・移動支援）

 2.児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
 （児童発達支援・放課後等デイサービス）

 3.介護保険法による訪問介護・介護予防訪問介護事業

 4.企業主導型保育事業

 5.福祉有償運送

 6.その他

平成9年 2月 スバル・トータルプランニング株式会社　福祉事業部
  大阪府羽曳野市にて事業開始
 6月 ホームヘルパー2級（現介護職員初任者研修）講座　開設
平成10年 7月 障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（羽曳野市委託）
平成12年 6月 障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（太子町委託）
平成13年 4月 障害者ホームヘルパー派遣事業　開始（羽曳野市・太子町委託）
  障害者ガイドヘルパー派遣事業　開始（河南町委託）
平成15年 4月 支援費制度により、指定居宅介護事業を開始
  （羽曳野事業所・守口営業所・八尾出張所）
平成16年 8月 デイサービス白鳥（身体・知的障害者）　開所
平成17年 11月 グループホーム秋桜　開所
  グループホームハピネス　開所
平成18年 2月 グループホームわかば　開所
 3月 八尾出張所　閉所
 10月 児童デイサービスこころん　開所
  （平成20年　羽曳野市タイムケア事業へ移行）
  生活介護ぐっぴい（現ライフサポートぐっぴい）開所
平成19年 11月 会社設立10周年記念パーティー（天王寺都ホテルにて）
  グループホームひだまり　開所
平成20年 10月 和太鼓「昴」結成10周年記念コンサート開催（Licはびきの）
平成21年 4月 グループホーム第二ひだまり　開所
 12月 本社、ライフサポートぐっぴいを移転
  （生活介護ぐっぴいとデイサービス白鳥を合併）
平成23年 5月 厨房施設びすとろ・はんだ　開所
平成25年 4月 こころん（放課後等デイサービス）　開所
 10月 グループホーム第二秋桜　開所
  （平成26年11月定員4名→7名に増員）
 11月 グループホームなでしこ　開所 
  平成25年度優良労働保険事務組合等の支部会長表彰 受賞
平成26年 7月 グループホーム第三ひだまり　開所
 11月 グループホームひなげし　開所
平成27年 1月 児童デイスバル・ぷりずむ （放課後等デイサービス）　開所
 6月 代表取締役社長交代　半田まつ子　取締役会長に就任
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 半田博樹　代表取締役社長に就任
平成29年 2月 ぷりずむに児童発達支援事業を追加
平成29年 4月 企業主導型保育園リリット　開園
平成30年 4月 児童デイスバル・ゆりいか
  （児童発達支援・放課後等デイサービス）　開所
  児童デイスバル・それいゆ
  （児童発達支援・放課後等デイサービス）　開所

沿革会社概要

全国健康保険協会（協会けんぽ）、雇用保険、労災保険

中小企業退職金共済
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総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」会員登録
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総合福祉団体定期保険の加入
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気持ちにゆとりが出来て、子どもにもやさしくなれました。
ガイド・ホームヘルプサービスをご利用いただいている40代 Yさんのお母さん

Q:スバルを利用いただくきっかけを教えて下さい。
十数年前に、同じ作業所に通っているお母さんからの紹介で、こういった
制度があることを知り、依頼するようになりました。

Q：ご利用いただくまで、どんな悩み・不安を抱えていましたか？
子どもが、16～18歳の血気盛んなときで、私も、子どももストレスを抱え、
穏やかな気持ちでいれない時が多かったので、2～3時間でも、子どもを見
てもらい、ちょっとでも楽になりたいという気持ちでした。
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私も子どもも気持ちにゆとりが出来て、子どもに優しく接することが出来るよ
うになりました。仕事をしながら子どもを見ていたので、私自身にストレスが溜
まり過ぎていました。2～3時間でも、見てもらえる時間が大切だったんです。
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グアム、ハワイ、北海道と色々なところに、旅行へ連れて行ってもらったことです。北海道ではソリにも乗ることができました。
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今まで通っていた療育施設を卒業して、支援学校に入学するにあたり、他
にも放課後デイサービスを見学しましたが、子どもが抵抗することなく施
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Q：ご利用いただくまで、どんな悩み・不安を抱えていましたか？
未知の場所や事柄に慣れるのに時間がかかることや、長時間同じ部屋で
過ごすことができるか、沢山の人の中にいることがしんどいのでストレス
にならないか心配していました。

Q：実際にご利用いただいてどんな感想をお持ちになりましたか？
最初のうちは混乱もあったようですが、時間の使い方をスケジュールで提示
してもらったりと、適切な支援を工夫していただき、いつも笑顔で帰宅してくる姿を見て、親として嬉しかったです。

Q：ご利用をいただいてできるようになったことや成長を感じた部分はありますか？
今までは大人とは関われていましたが、同年代のお友達とはうまく関われませんでした。ぷりずむに通うようになってからは、
お兄さんやお姉さんに優しくしてもらった経験からか、年の近いお友達にも優しくできるようになりました。

Q:楽しかった、記憶に残っているエピソードを教えて下さい。
休日企画には毎回参加させていただいていますが、いつも楽しそうなのですが、特にマス釣り体験をした際は、初めての釣り
なのに上手に釣れて、本当に嬉しそうでした。

小学校3年生のときの旅行に
行ったときの写真

近所の公園で遊んでいる時の
写真

自己
実現

一人ひとりの特性やニーズを適切に
把握し、利用者本位のサービスを
計画的かつ効果的に提供します。

連 携

『住まい』を拠点とした日中活動や余暇、
相談支援などと連携します。
保健・医療と連携をして、日中夜間を
通じた支援体制を構築します。

家 族
家族の想いを大切にして、
親なき後の安心感あるサービスを
継続できるよう図ります。

支援
方針

『自分の暮らし方』を尊重し、
今ある力と喜びを感じられる支援を
心がけています。

明るく心優しい経験豊富なスタッフが
集まっています。
男性のヘルパーもいますので、
力仕事もお任せいただけます。

制度外
大掃除などの制度外サービスも
自費で行っています。

マン
パワー

具体的
余暇活動などの取り組みを通して
先の見通しや場面の切り替え、
ルールの大切さを伝えます。

視覚的
構造化された環境設定を心がけ、
食事や排泄、歯磨きなど、
子どもの芽生えに沿って支援をします。

肯定的
コミュニケーション能力を身に
つけるお手伝いと、ありのままを
受け入れ自己肯定感を育みます。






