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ノーベルが目指す社会Vision

「病児保育のノーベル」から
「両立を総合的にサポートする
ノーベル」へシフトチェンジ

私たちが目指す両立は「納得して働くことができ、時間・心身ともに余
白を持ち、納得して預けられる」この３つが揃っていることが理想の両
立だと考えています。そのためには「子育て世帯を支える担い手がイ
キイキと働け、担い手が増える」こと、「社会全体で子育てをすることが
当たり前になる」ことも必要だと考えています。そんな社会を実現する
ため、ノーベルも変化し、この５つの領域の取り組みを推し進めていき
ます。

2030年に向けた道筋 私たちのロードマップ
創業10周年時に発表した「2030年へのVISION BOOK」では、5つの領域の取り組みを10年間で
どう進めていくのか、ロードマップとしてまとめました。壮大なチャレンジではありますが、ここま
でしなければ両立はつくりなおせないということです。ノーベルのミッション「助け合える仕掛け
をつくる」を心掛け、ノーベル1団体だけでなく、個人、地域、企業、行政など様々なステークホル
ダーとともに実現を目指します。

母親ばかりがしんどくなる両立をなくすために

コロナ２年目の渦中で・・・・・

認定NPO法人ノーベル
代表理事 高亜希

2021年度はノーベルにとってRe：startとなった年でした。2019年の秋、10周年を迎えたノーベルは母親ば
かりがしんどくなる両立ではなく、「新しい両立をつくる」と次の10年に向けてのプランを発表しました。しか
し、翌年、コロナ禍という未曾有の事態となり、主力である訪問型病児保育事業は大打撃を受けました。だれ
でも気軽に預けられる施設型一時保育事業「ノーベルさんのおうち」をSTARTした直後でしたが、新しい取
組みは全てストップし、主力事業の立て直しをはかることに集中せざるを得ませんでした。

コロナ禍から２年。いまだ影響は受けていますが、昨年から少しずつではありますが、「両立をつくりなおす」
ことに向けて再スタートをきりました。新しい取り組みに対して立ちはだかる壁と向き合い、苦渋の決断をす
ることもありましたが、様々な試行錯誤を経験できたからこそ、2030年に向けて、私たちが何を大切にし、何
を優先するのかが見えてきた年でもありました。今は自信をもって良い方向に進んでいると感じていますし、
両立をつくりなおすことをあきらめず、これからも前に進んでいきたいと思っていますので、これからもみな
さまどうぞよろしくお願いします。２０２１年度もありがとうございました。

「納得して
働ける」
ようにする

「時間・心身
ともに
余白を持てる」
ようにする

子育ての
担い手さんが
イキイキする
土台をつくる

「両立環境」を
社会全体で
良くしていく

「納得して
預けられる」
ようにする
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▲2020年11月発行
「2030年へのVISION BOOK」

▲PDF版はこちら

▲「2030年へのVISION BOOK」より抜粋

いつでも産める。
子どもを預ける理解と選択肢がある。

納得して働けて、
明日も頑張ろうって思える。

そんなフツーに働ける両立が、
この国の新しいフツーになるように。

ノーベル2030宣言



2021年度の取り組みAction

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新規入会者数＆病児保育件数は
コロナ前の9割程度までV字回復

2020年度とは変わり、4月から徐々に利用者からのお問い合わせがもどってきたこ
とを感じ、6-7月にはRSウイルスが警報レベルで感染拡大し、ノーベル史上最高の
月間お預かり件数となりました。一方でインフルエンザは流行らず、第6波オミクロン
株感染拡大の影響を受け、保育件数が激減する等、保育依頼の増減の幅が大きく、
2020年度とは違ったコロナの影響を受けた一年でした。前年に比べ、新規入会者は
微増となり、病児保育件数は大幅に増加するなど、コロナの影響を受けながらも1つ
1つの積み重ねの結果、1年間を通してみると、V字回復を果たすことができました。

コロナ禍で見えてきた会員さんの困りごとをサポートするために、2020年から
試験導入してきた「げんきっ子保育」を、2021年6月より正規オプションとし、
利用可能な条件を拡張しました。これまでは、休園・休校時に限ったお預かり
でしたが、今後は休園・休校に関わらず、お子さんがげんきなときに幅広く利
用可能となります。また病児保育同様に、ご予約等を会員マイページからでき
るようにシステム改善も行い、日常の「ちょっと困った」ときに利用しやすくな
りました。

病児保育

元気なお子さんのお預かり
正式オプションサービスへ

げんきっ子保育

訪問保育者のための
学びとつながりの場づくりに着手

保育の担い手育成

一時保育室ノーベルさんのおうちの営業を終了しました

「病児保育のノーベル」から「両立を総合的にサポートするノーベル」へのシフトチェンジを掲げ、その第１歩として2020年 1月に開始した施設型一時
保育事業ですが、2021年 10月31日(日)をもちまして営業を終了いたしました。施設オープン間もなく新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受
けたものの、大阪市一時預かり事業施設として、行政サービスと民間サービスを組み合わせた柔軟なサポートに取り組みました。毎月、定員の3倍以上
の多くのご利用希望をいただいていた一方で、安心安全の保育を実施する体制の確保が不十分となり、また保育室の周辺環境の変化によって保育室
の採光や換気、避難経路が悪化したことも受け、現施設での営業継続が困難であると判断しました。現施設での営業は終了となりましたが、必要とさ
れている保育施設を親子に寄り添う温かい場所として、再開を目指します。

Google.orgの助成金プログラム
「Google.orgインパクトチャレンジfor 
Women and Girls」に採択されました。
全世界から約8,000の応募があり、ノーベルはそのうちの34団体・組織の1
つとして選出され、Google.orgから3ヶ年で85万ドルの資金提供を受けま
す。これにより「子育ての担い手さんがイキイキする土台をつくる」ための事
業構想＜訪問型保育者のための学びとつながりの場づくり＞をプロジェク
ト化し、着手可能になりました。

一時保育

仕事の繁忙期と子どもの新年度の準備が重なり連日ヘトヘト…子どもにもイライラしてし
まいそうになるので、仕事帰りに自分の時間をとるために、思い切って頼みました。おかげ
で子どもに笑顔で向き合えました。

316件
累計

お預かり件数12621年度
お預かり件数 件

新規入会者の推移 病児保育お預かり件数の推移

訪問保育の担い手の社会的地位向上を目指す
本プロジェクトでは、ノーベルの創業から12年の訪問保育や保育者育成の知見を活か
すとともに、保育・医療・福祉・テクノロジー・コミュニティづくり等の各領域の専門家
とも新たに協働し、訪問保育に関する学びを体系的にプログラム化します。またオンラ
イン上や対面で保育者同士が繋がり、ともに学びあえるプラットフォームを構築しま
す。訪問保育の担い手は、施設勤務の保育者と異なり、国の処遇改善やキャリアアッ
プ政策の対象にも含まれず、職員同士のつながりや学びの機会も乏しい実情がありま
す。保育者の働き方、処遇改善等に加え、訪問保育の担い手が、自分たちの仕事に誇
りを持って働き、質の高い保育を実践するために学び続けられる環境が必要です。

学びのプログラムづくりの一環で、株式会社クリエイティ
ブシフトと協働し、ノーベルが12年間積み重ねてきた訪
問保育のコツ、現場で日々実践されている知恵をまとめる
パターンランゲージの制作にとりかかりました。パターンランゲージとは、豊かな経験
を持っている人の経験則を言語化し、「コツを抽出」し、他の人が「やってみたくなる
ヒント集」として提示するという、新しい「知恵の伝承＆学び」の方法です。子どもや
親御さんとの関わり方、保育者としての在り方など、子育てと仕事の両立をサポートす
る訪問保育の担い手として大切にしたいエッセンスを紡ぐ作業をスタートしました。

12年間の訪問保育のノウハウを体系化する

Voice Voice
学童から習い事に行き自宅で保育、と見守って
いただきとても助かりました。習い事の様子も詳
しく聞けて安心できました。

479 993件件
(※2020年1月～2021年10月 実績）

 休園・休校日に1日ご自宅でお預かり
 保育園、学童～習い事の送迎サポート
 残業や通院などお仕事以外の用事に（20時までOK）
 親御さんのリフレッシュに
 ご兄弟の発熱時など、コロナ禍による登園自粛時

げんきっ子保育ご利用シーン

48件
271件

497件
683件

861件

1385件 1487件

2390件 2365件

2727件

975件

（件）

2,084件

（人）

37人
74人

99人

180人

270人

340人 358人

467人 468人
499人

279人

477人
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Voice
本当は今日は自宅保育するつもりでし
たが、思ったより悪阻が酷くて、当日予
約できて良かったです。

Voice
保育士の方と楽しく過ごさせていただ
いたようで子供がノーベルさんのおう
ちが好きだと話してくれます。

累計
登録会員数

累計
お預かり件数



101,637,440

10,019,852

82,073,138

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計
負債及び正味財産合計

183,710,578

193,730,430

Ⅰ 資産の部
1.流動資産

1.流動負債

現金預金

売掛金
立替金
前払費用
未収入金
流動資産合計

2.固定資産
（1）有形固定資産

一括償却資産

（2）無形固定資産

有形固定資産計

ソフトウエア
無形固定資産計

（3）投資その他の資産
差入保証金

繰延消費税

保険積立金

投資その他の資産計
固定資産合計

55,872

89,561,415
特定預金 85,721,623

9,298,441

772,130

4,620,618

226,221

0

0

0
什器備品 226,221

2,000,000

0

3,474,110

7,790,595

683,909

190,030,099

3,700,331

資産合計
Ⅱ 負債の部

未払金
未払費用

193,730,430

科 目 金額（単位：円）

未払法人税等 70,000
378,564

1,474,110

預り金

前受金

流動負債合計

負債合計

1,096,784

10,019,852

売上 当期純利益 正味財産

Ⅰ 経常収益
1.受取寄付金

法人税、住民税及び事業税

2.受取助成金等

3.事業収益
保育事業収益

保育事業収益
（ひとり親支援）

4.その他収益
受取利息

経常収益計

経常外費用計

雑収益

受取民間助成金

受取補助金

Ⅱ 経常費用

Ⅲ 経常外費用

1.事業費
（1）人件費
（2）その他経費
2.管理費

（1）人件費
（2）その他経費

94,056,627

一時保育事業収益 524,330

99,692,024

1,081,510

3,535,572

1,046

33,112,057
70,230,378

13,772,731

95,662,467

3,536,618

13,633,159

2,614,800

97,077,224

13,633,159

22,987,406

103,342,435

9,214,675

4,051,138 4,051,138
4,051,138

経常費用計

当期経常増減額

雑損失

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

次期繰越正味財産額　

126,329,841

86,194,427

82,143,289

70,151

82,073,138

183,710,578

212,524,268

前期繰越正味財産額 101,637,440

2021年度貸借対照表

2017～2021 年度の推移（売上/当期純利益/正味財産）

2021年度活動計算書

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

120,029,199

118,265,906

131,464,159

159,153,645

212,524,268

30,818,842

5,670,234

6,347,059

10,279,875

82,073,138

79,340,272

85,010,506

91,357,565

101,637,440

183,710,578

売 上年 度 当期純利益 正味財産

科 目 金額（単位：円）

2021年度も新型コロナウィルスの影響を受けましたが、売上高は徐々に回復し、新規入
会者数も増えました。そんな中、Google社から頂いた助成金により、正味財産が大きく増
えております。この資産は特定の目的を有するため、特定預金として、通常の預金とは区
別して管理しています。また、2021年度中に2回目の認定npo更新を終えております。コロ
ナ禍で寄付を集めるのが難しくなった中で、問題なく更新ができたことは、非常に素晴ら
しいと思います。次の更新までの5年間、両立のために疾走されることでしょう。応援して
います。(顧問税理士/税理士法人ゆびすい京都支店　支店長　矢部恭章先生)
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ファンドレイジング報告Donation 2021年度会計報告Finance

私たちは2013年から「ひとりおかんっ子応援団プロジェクト」を立ち上げ経済的困難を抱えるひとり
親に対して、皆さまからのご寄付を財源に、安価に訪問型病児保育を届けてきました。2019年にはお
預かりに専門性が必要となる「スペシャルニーズっ子家庭」を支援することを決め、【ドノ親子ニモ応援
団プロジェクト】とカタチを変え、ひとり親家庭・障がいを持つ子どもの家庭をサポートするためにご
寄付を募ってきました。おかげさまで、2021年度も多くのご家庭をサポートすることができました。ご
支援をしてくださり、ありがとうございました。

13,633,159円

186名継続寄付者数

寄付総額

50名延単発寄付者数

35法人法人寄付

21年度新規サポート者数

21年度お預かり件数

累計サポート者数

●NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク●Women's Body Labo●アミタホールディングス株式会社
●キャリアアップ・ラボ株式会社●ソフトバンクモバイル●ピーアールソフト株式会社●フュージョン株式会社
●ヤフー株式会社●医療法人ラ・クォール会●一般財団法人Ｈ２Ｏサンタ●億智栄法律事務所●株式会社 
ファミリー工房●株式会社blue●株式会社SMBCモビット●株式会社ウルフパック●株式会社セールスフォー
ス・ジャパン●株式会社ベネフィット・ワン●株式会社ライフウィズ●株式会社蒼江●京阪藤和法律事務所●住
友ファーマ株式会社●日本マッサージ師支援協会 すまいるサポートCLUB●有限会社日英ジャパン

サポート法人

105名 47名 23名 11名

ご寄付によるサポート実績

330名

46名
79件

ひとり親家庭

35名

3名
29件

スペシャルニーズっ子家庭

感謝しかありません。ひとり親ですがひとりじゃないと思えました。仕事に集中できるよ
うになるので、ばりばり仕事して出世して子どもを立派に育て上げたいと思います。

Voice

この度は寄付をしていただき、心から感謝もうしあげます。皆様のおかげで、不安なく働
く事が出来て、とても幸せです。娘も体調不良の時にノーベル様にきていただき、みてい
ただけて毎回ウレシそうです。本当に感謝してもしきれません。ありがとうございます。

Voice

ご寄付頂いた方々には、心より感謝いたします。経済的にも余裕があるわけでもない中
で、1日でも仕事を休むことはひとり親にとってはとても辛いことです。一時的に減収と
なることは凌げても、欠勤が度重なることで雇用継続が難しくなる方もおられるかと思
います。こうした支援サービスが提供、利用できるのもご寄付頂ける方々の厚意によると
ころが大変大きいと常に感じております。

Voice

このサービスで心の平安をいただいております。このサービスで与えられる心の余裕
が、日々日頃子どもに優しく接することのできる原資になっております。寄付はまだまだ
日本に馴染みがないかもしれませんが、尊い志に大変感謝いたしております。

Voice

子どもが、病気になっても出勤出来る安心して働ける環境で良かったです。面接時にも
『子どもが、病気になった時にはどうするんですか？』と質問がありましたが、ノーベルさ
んに申し込んでいます。と回答もできたので良かったです。ありがとうございます。

Voice

Re:Start

21年度新規サポート者数

21年度お預かり件数

累計サポート者数

ドノ親子ニモ応援団プロジェクト



認定NPO法人ノーベル
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-12 中央内本町ビルディング701　
TEL: 06-6940-4130(代表) URL: https://nponobel.jp/

どなたに来て頂いても安定のご対応で
いつも感謝しかりません。
わが子のように大切に見守って下さいま
して本当にありがとうございます。

初めてなので朝の引継ぎちゃんとできるか（あと通勤時間
に間に合うかも）不安でしたが、ぱっぱっと進めてくださり
助かりました。報告も丁寧にしてくださり、子供をちゃ
んと見ていただけているなあと思いました。安心して
仕事ができました。

言葉の発達に遅れがあるのですが、本人の
意思を汲み取っていただき可愛がっていた
だけて、本当に助かりました。

保育スタッフの方がとても優しくて、子どもがとても嬉しそうで安心
しました。本部スタッフの方に利用方法について問い合わせたとこ
ろ丁寧に説明してくださいました。はじめての利用で緊張しまし
たが、入会して良かったと感じました。ノーベルさんの理念
に共感しています。これからもよろしくお願いします。

子供がとても喜んで楽しんでいて、ありがたいかぎ
りでした。子供の行動への都度都度の語りか
けが勉強になりました。ありがとうございました。

急遽予約でしたが柔軟な対応ありがとうございました。スタッ
フさんのお陰だと感謝の言葉しかありません。世の中のコロナ
収束に向けて、ワクチン接種頑張りますので、ノーベルの皆様
も身体に気を付けて頑張ってください(^^)
大変な世の中で、RSなど爆発的な流行りなどもあって
みなさんのような活動をしてくださる方々がいらっしゃ
らないと、共働きは成立しません。感謝です。
頑張ってください！！！

急な申し出にもかかわらず、特別に受け入れて
くださり、本当に感謝です。あたたかいお心
遣いに、預けて良かった、出逢えて良
かったと思っております。

初めてスペシャルニーズを利用しました。小さい頃から
来ていただいている、息子の成長に携わってくだ
さっていたスタッフさんで安心してお任せすること
ができました。 なかなか手がかかり、ほんと１日大変&お
疲れになったと思います。

この取り組みが世の中に広がり、育児中のお母さ
ん、お父さんが堂 と々働ける世の中になりますよう
に。私も微力ですが、罪悪感なく働けるような環境
創出ができないか、まずは個人の立場で考えてい
きたいと思います！このコロナ禍でも仕事に行ける
のはノーベルさんのお蔭です。

丁寧な報告をいただき、職場でも安心する
ことができました。前回と同じ方に来てい
ただき、細やかな配慮いただきました。

とても楽しかったようで、帰ってほしく
なくて泣いてしまうくらいでした！
当日予約でも利用できて助かりました。
げんきっ子、またお願いしたいです。


