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社 名　株式会社ノーサイド

本 社 所 在 地　〒577-0843　大阪府東大阪市荒川2丁目8-26

代 表 取 締 役　中西 良介

設 立　2011年7月

電話番号 06-6736-1515

FAX番号 06-6736-1516

E-MAIL info@no-side-kaigo.com

LINE @bix6938n

事 業 内 容　

□ 障害者総合支援法及び、児童福祉法に基づく以下記載の
　 障がい福祉サービス又は地域生活支援事業 

　居宅訪問型児童発達支援 

　居宅介護サービス 

　重度訪問介護サービス 

　移動支援(ガイドヘルプ）サービス 

　放課後等デイサービス 

　生活介護サービス 

　就労継続支援B型 

　短期入所(ショートステイ）サービス 

　相談支援サービス

　児童発達支援

□ 住宅型有料老人ホーム
□ 介護タクシー
□ 研修事業
□ ことば音楽療法（すみこメソッド♪）

関 連 団 体　

□ NPO法人ノーサイド
　〒577-0843　大阪府東大阪市荒川2丁目8-26

　電話番号 06-6736-1515

　FAX番号 06-6736-1516

株式会社ノーサイド　ホームページ

http://www.no-side-kaigo.com/

ノーサイドFacebookページ

https://www.facebook.com/noside.kaigo

 ノーサイド 東大阪 検索

株式会社 ノーサイド

私私たちのたちの使命使命
Mission

利用者さんとご家族が

普通の楽しい日々を

送れるようになること。

利用者さん、スタッフ、会社

みんなが幸せになる。

私私たちのたちの目指目指すす未来未来
Vision

ノーサイド（ 会社） の解散！

家族や誰かだけが大きな負担を負う

のではなく、みんなで支え合う

優しい世の中。

みんなで支え合い

ノーサイド（ ヘルパーの仕事） が

不要になる世の中。

私私たちがたちが

大切大切にしていること
にしていること

Values

常に利用者さんを中心に考える。

利用者さんの支援には

たくさんの人々を巻き込んでいく。

支援する側される側に

分かれるのではなく

みんなで支え合い協力し合うこと。

社名「 ノーサイド」 に
込めた想い

しかし試合終了の合図がなると、敵・味方の線（ライン）がなくなり

お互いを称え合います。 

この試合終了の合図こそが 「ノーサイド」 です。 

介護・支援の現場では、ご利用者、ご家族、ヘルパー等、様々な人が

ひとつの目標に向かって協力しています。

その目標とは、それぞれが充実して暮らすことです。 その為には、

それぞれの線（ライン）を引かずお互いを称え合いながら共に心豊

かになれるように努力していく。

この想いを忘れることなく仕事に取り組めるよう、

社名を 株式会社ノーサイド にしました。

 代表取締役　中西良介

　　　　　 会社名の由来は、ラグビーから来ています。

　　　　ラグビーというスポーツはとても激しく、敵同士がぶつ　　

　　かり合い時には熱くなり、つかみ合いになる時もあります。

LINE

ー ノーサイド ー

障
が
いの

ある人
もない人も

みんなで支え合う社会を作る



◆ 介護タクシー ノーサイド
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居宅介護
移動支援

訪問

株式会社ノーサイドのこと

放課後等
デイサービス

子ども
6～18才

　  学校卒業後のワクワクする

　　  　進路であるために

障がいのある方たちが全力でお仕事に取

り組める場所、それが「生活介護・就労継続

支援B型」です。

大人の施設では、どんなに重い障がいが

あっても、それぞれに出来ることを増やし

ながらお仕事に繋げています。

大人の施設では

お仕事をしています！

◆ ノーサイド若江　
　〒578-0948 大阪府東大阪市菱屋東2-15-37　
　電話:072-967-1150　FAX：072-967-1151

住宅型有料老人ホーム

◆ ハチドリ　ノーサイド都島
　〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目2-10  ヴィクトリーハウス盛都１F・２F　
　電話:06-6928-8500　FAX：06-6928-8501

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援

◆ ノーサイド石切 
　〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町５丁目2-16 ルクソール石切1階　
　電話:072-986-8811　FAX：072-986-8800

◆ ノーサイド西堤　　
　〒577-0046 大阪府東大阪市西堤本通西3-1-26　ラフォーレ西堤1F　
　電話:06-4309-8626　FAX：06-4309-8627

◆ のーさいどん家
ち

　〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町５丁目2-16　ダイアパレス新石切101　
　電話:072-986-8811　FAX：072-986-8800

放課後等デイサービス

◆ 総合福祉施設ノーサイド （生活介護・就労継続支援B型・短期入所）
　〒577-0843 大阪府東大阪市荒川2丁目8-26　
　電話:06-6736-0067　FAX：06-6736-1516

◆ ノーサイド横沼 （生活介護・アート活動） 
　〒577-0808 大阪府東大阪市横沼町1-4-16　
　電話:06-6736-0067　FAX：06-6736-1516

総合障がい福祉施設・アートの施設

障がいのある人もない人も
みんなで支え合う社会を作る 

日本にはサポートを必要としている子どもたちやそのご家族がまだまだたくさんいます。
だから、ノーサイドが生まれた時と同じ熱い気持ちを持って、身体に障がいがあっても普通の楽しい毎日が送れるよう、
もっともっとたくさんの方々と一緒に助け合える未来を目指します。

みんなの想いが形になる
ノーサイドのような施設をもっと多くの人に

「みんなのできることを増やす！！」を目標に
どうしたらできるのか？を考えながら
ひとつひとつハードルを越えて行きます！

障がいがあるからって
障がいがあるからって

家でじっとなんてしていられない！

家でじっとなんてしていられない！

たくさんの希望を叶え
たくさんの希望を叶え

いろいろな経験ができる場所

いろいろな経験ができる場所

重症心身障がい児
って？

ノー
サイドの特徴はここにあります

障がいが重複している方
　 「重症心身障がい児者（重心、重症心）」

身体障がい重度

知的障がい重度

ノーサイドの最大の特徴は、「重症心身障がい児・者」「医療を必要とする児・者」の支援を行っていることです。
「重症心身障がい」とは、身体の重い障がいと知的の重い障がいが重複していることです。
「医療を必要とする」とは、医療的な支援（医療的ケア）が24時間365日日常的に必要なことです。
この2つの支援を行っている施設は、国や行政が運営しているものを含めても全国的に非常に少なく、まして
や、社会福祉法人でもNPO法人ではないノーサイドのような民間の企業は数えるほどしかなく、支援をする
ひとがまだまだ少ないのが現状です。なぜ少ないのかというと、医療を必要とする子どもたちを受け入れる
ためには、看護師の配置など高いハードルをクリアする必要があること。そして、現場は常に命のリスクと隣
り合わせでとても責任が重い仕事であるからです。だからこそ、ノーサイドはご家族にとって数少ない支援
の場として心から必要とされているのです。

医療的ケアとは？　～24時間365日、止めることのできないケアがあります～

医療的ケアとは、毎日を普通に過ごしていくための医療行為のことです。

① 口・鼻・喉の吸引　② 鼻・胃から直接食事をする経管栄養　③ 自分での排泄ができない場合の導尿・浣腸
④ 薬などの吸入　⑤ 人工呼吸器の着脱

たくさんの方に障がいのある方のことをもっともっと知っていただきたい！
地域の方や企業とノーサイドの子どもたちを繋げる事業です。一緒に施設で過ごしたり、USJに遊びに行ったり、子どもたちと一緒に過ごしてくことでたくさんのことを感じていただける研修です。

研修事業について

生活介護
就労継続支援B型

（通所施設）

大人
18才～

住宅型有料
老人ホーム

高齢者

　　ご自宅での入浴のサポート
居宅介護

障がいがあっても

「お出かけしたい！」

「遊びに行きたい！」

その気持ちは、みなさんと同じです

余暇を楽しむための

サポートをしています

移動支援（ ガイドヘルパー）

介護タクシー
研修事業

すみこメソッド♪
（ことば音楽療法）

その他の事業

ノーサイドの施設

訪問（居宅介護・移動支援）

◆ ノーサイド介護支援センター
　〒577-0843 大阪府東大阪市荒川2丁目8-26　
　電話:06-6736-0067　FAX：06-6736-1516

◆ 研修事業

その他の事業

◆ すみこメソッド♪　（ことば音楽療法） 

◆ ノーサイドHaHa　（お母さんのデイサービス）

　〒577-0843 大阪府東大阪市荒川2丁目8-26　
　電話:06-6736-1515　FAX：06-6736-1516

ノーサイドの事業は
６つのカテゴリーに
分類されます

アートのお仕事アートのお仕事

◆ ノーサイド柏原  （放課後等デイサービス） 大阪府柏原市

◆ ノーサイドはびきの （放課後等デイサービス） 大阪府羽曳野市

◆ ノーサイド八尾PLUS+ （放課後等デイサービス） 大阪府八尾市

◆ ノーサイド八尾SPA （放課後等デイサービス） 大阪府八尾市

◆ ノーサイドLABO （生活介護） 大阪府八尾市

◆ ノーサイドSTUDIO （生活介護・アート） 大阪府八尾市

◆ ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター
 （放課後等デイサービス） 東京都新宿区

フランチャイズ

子どもたちが大人になるためのたくさんの経験をする
第3の居場所です

第1の居場所　家庭
第2の居場所　学校
第3の居場所　放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは？

児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援

子ども
0～18才

「からだに重い障がいがある」

「医療的なケアが必要」

などの理由で外出が困難な子ども

たちが遊びや学びを通して社会と

繋がるよう、経験豊かなスタッフ

が支援しています。

　　ハチドリ

「 我が家のように
「 我が家のように

家族のように。」
家族のように。」

野菜の作業野菜の作業


