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お子さまの病気は、季節により流行る時期と流行らない時期があります。

感染症が流行する時期でもご依頼に100％対応できるよう、使っても使わなくても毎月会費を

お支払いいただく「共済型」で運用しています。

☑「急には休めない」「もうこれ以上休めない」時に安心して働けるための保険として。

☑ 何かあっても大丈夫、というこころの安心として。

ノーベルの訪問型病児保育をご活用ください。

ノーベルの病児保育は「月会費制の共済型」



1. ごあいさつ
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はじめまして。NPO法人ノーベル 代表の高 亜希です。

社会人5、6年目の頃、周りの友達・同僚・先輩は

子育てを理由に会社を退職していきました。

子どもが熱を出して、会社をクビになった。

嫌みを言われ、仕事を取り上げられ立場がなくなって

しまった。

なぜ女性だけが我慢しなければいけないのか。

そんな社会を変えたいと思って立ち上がったのが、

NPOノーベルです。

たった一人で始まったノーベルも、

今では世の働く親御さんをサポートしたいと思って集まってきた、

たくさんの仲間がいます。

「あきらめないでほしい」「自分らしくあっていい」

「助けてと言ってもいい」

そんなあなたを全力でサポートするのが

「おうちde病児保育」のノーベルです。

ぜひ頼ってください。

そして、みんなで「子どもを産んでも当たり前に働ける社会」を

作っていきましょう。

全員が「子育て経験」もしくは看護師や保育資格を有する実務経験者です。

「お子さんが安心して楽しく一日を過ごせるよ

うに。親御さんにも安心してお仕事に行って頂

けるように」という想いで集まった病児保育ス

タッフ。専門的で豊富な研修を経たスタッフが、

お子さまに寄り添って安心を届けます。創業時

から無事故で、安心安全を徹底しています。

ノーベルの保育スタッフについて
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月会費制で病児保育毎月１回無料
共済型の月会費制で、月会費には、毎月1回目の病児保育利用料（8:00～

17:30）が含まれています。

月会費は、年齢や病児保育の利用実績に応じて、3ヶ月に一度見直しをおこ

ないます。詳しくは本ガイドライン「各種料金パック ①基本パック」をご覧ください。

1対1の家庭保育！感染症もOK
お子さまの体調や性格などに合わせたきめ細かいケアが可能です。

１対１保育のため水疱瘡やインフルエンザ等の感染症でもお預かりします※

※「はしか」「新型ウイルス」は不可

※兄弟でお預かりの場合も、１対１保育の原則に則って複数の保育スタッフを派遣いたします。

※病児保育実習のため、研修生が同行する場合がございます。

※長時間保育またはご予約状況によっては、保育スタッフが途中で交代する［リレー保育］で

手配させていただく場合があります。

親御さまの代わりに受診代行
朝の急な発熱でも、かかりつけ医への受診を行い、受診結果・登園時期・お

薬などお聞きし、ご報告します。

その他、「登園許可書」などの代理取得や入院の付き添いも可能です。
※行政パックご利用の場合は行政のルールに準拠します。

※コロナ禍の特例措置により、受診代行サービスを休止している場合がございます。
最新情報はこちら▶ https://byojihoiku.nponobel.jp/info/20201130/

100％対応をお約束します※

子どもの病気は突然です。働く親御さまの「困った！」にお応えするため、

当日朝8時までにいただいた病児保育のご依頼に100％対応※しています。

※当日朝8時までのご依頼にお応えできない場合は、本ガイドライン「入会・利用についての

重要事項」に基づき月会費相当額にて補償させていただきます。

2. ノーベルの病児保育の特長

100％保育 おうち保育 感染症OK 受診代行
プロの

病児保育
スタッフ

実績No.1
安心の

事務局体制※

https://byojihoiku.nponobel.jp/info/20201130/


3. 病児保育サービス概要
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月～金曜日 8:00～18:30
※土日祝はお預かりできません

保育時間

お住まいが対象エリア内の方
エリアはノーベルWEBサイトにてご確認ください。

https://byojihoiku.nponobel.jp/service/service-area/

対象エリア

対象年齢

生後6ヶ月～小学校6年生まで

オプション

●延長保育（別途加入料必要）

【対象】すべての病児保育ご利用会員さま

・通常18:30までの保育時間が、最大20:00まで利用可能。

・通常保育時間が10時間を超える場合は、保育スタッフは

途中交代いたします。

●げんきっ子保育（別途加入料不要）

【対象】すべての病児保育ご利用会員さま

・げんきなお子さまをご自宅で１対１でお預かりします。

・休園、休校時はもちろん、親御さんの用事の時などにも

ご利用ください。

・保育園や習い事等へお子さまを送迎することも可能です。

※病児保育優先のため、スタッフに余剰がある場合のみ
ご利用いただけます。

※病児保育の100％対応保証適用外です。

※現在は新規ご加入いただけません

https://byojihoiku.nponobel.jp/service/service-area/


保育園で
子どもが発熱！

でもすぐには
帰れない…

4. 病児保育ご利用の流れ①
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当日朝8時までのご予約は100％お預かりします※

親御さまの代わりにお迎えにかけつけます！
（※保育スタッフに余剰がある場合のみ）

● お迎え後に保育スタッフが受診代行いたします。

● 受診や保育園お迎えに使用するタクシーは本部

が手配します。

大丈夫！
当日朝6時までなら

キャンセル無料です！

あらかじめ保育園カバ

ンに入れていただくか、

親御さまにご自宅か最

寄り駅まで戻ってきて

いただく等があります。

鍵の受け渡し
について

予約方法 予約受付時間 スタッフ確定のご連絡 スタッフ到着時間

100％
お預かり

を
お約束

WEB
予約

前日15時～
20時

（前日予約）

夜20時～21時に

スタッフ確定メール届く

指定時刻
（8:00～）

前日20時～
当日8時

（当日予約）

朝7時～手配でき次第
スタッフ確定メール届く

手配完了から
120分以内

余剰が
あれば

お預かり
可能

電話
予約

当日8時～
スタッフ手配でき次第
お電話＆確定メール届く

手配完了から
120分以内

※現在、新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から、
体調不良時のお迎えは行っておりません。

夜中に発熱！
でも朝には

下がってるかも…

※当日朝8時までのご依頼にお応えできない場合は、本ガイドライン「入会・利

用についての重要事項」 に基づき月会費相当額にて補償させていただきます。

■予約～かけつけ

※8:00より前のご予約は
原則承っておりません。

※スタッフの指名はお受けしておりません



4. 病児保育ご利用の流れ②

1 保育スタッフ到着＆引き継ぎ
● 保育スタッフはご予約時間の5分前に訪問します。

● 引き継ぎ時間は10分程度ですので、ご考慮の上ご予約ください。

● スタッフ到着までに「保護者からの連絡票」をご記入ください。

● 親御さんが在宅勤務の場合も、別室でお預かりします。

＊受診がお済みの場合も「委任状」をご用意ください。

＊行政パックご利用の場合は「医師連絡票」が必要です。

■引き継ぎ～病児保育

・書類 （保護者からの連絡票など）
・おむつ ・着替え ・お食事 ・飲み物 ・お薬 ・体温計
・ケアセット（手袋・マスク・漂白剤・洗面器など）
・貴重品 ・受診セット

準
備
物

箱や袋に
まとめておくと

便利！

Copyright Ⓒ NOBEL All Rights Reserved.

受診
● お預かりには必ず診断結果が必要です。

※診察後、登園した場合は再受診が必要です。

● 診断結果が出ていない場合は、親御さまによる受診または

保育スタッフによる受診代行が必須となります。

● 病院まで徒歩5分以上かかる場合はタクシーを利用いたします。

※タクシー手配は事務局がおこないます。

２

昼食・与薬
● 親御さまにご用意いただいた昼食を食べます。

（保育スタッフの昼食は必要ありません）

● 調理は、電子レンジでの簡単な温めのみ承ります。

（火を使う調理は承れません）

●お薬は１回分に分けてご準備ください。

３

お昼寝
● 病状回復のため、年齢の大きなお子さまもできるだけ

昼寝・休息の時間をもちます。

● お昼寝中に、保育スタッフは受診結果やお子さまの様子を

「病児保育記録」にきめ細かく記載します。

例）お薬はイヤイヤ飲んだのか、お昼寝中は呼吸が荒かったかなど。

４

※コロナ禍の特例措置により、受診代行サービスを休止している場合がございます。
最新情報はこちら▶ https://byojihoiku.nponobel.jp/info/20201130/
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4. 病児保育ご利用の流れ②

■引き継ぎ～病児保育

Copyright Ⓒ NOBEL All Rights Reserved.

家の物を壊した、お子さまがケガをしたなどの不慮の事故時も、

ノーベルが加入している保険で対応いたします。

もしもの時も保険で安心

5 保育経過報告
● 会員マイページへ受診結果やお子さまの様子がわかる経過報告を

アップします。

＊アップされたらメールでお知らせします。

● 仕事先でお子さまの様子や病状がわかるので安心＆次の日の予定

が立てやすくなります。

保育
● お子さまの体調や年齢に合わせた

静かな遊びで保育をおこないます。

● お子さまの気持ちを受けとめ、

寄り添う「受容の保育」を心がけています。

６

親御さまご帰宅・引き継ぎ
● ご帰宅後、5分程度で受診結果や一日の様子をご報告します。

引き継ぎ時間も含め、ご予約終了時間の5～10分前には

ご帰宅ください。

● 保育後、WEBフォームよりアンケートをご入力ください。

７

● ペットは別室かケージへ
見慣れない保育スタッフにペットがストレスを感じたり、興奮して思わぬ事故に繋がる恐れがあります。

● 親御さま以外の引継ぎは事前にご連絡を
18歳以上の方に限ります。事前にフルネームとご家族との関係をご連絡ください。

● WEBカメラご利用時のお願い
・お子さま、保育スタッフの様子の確認以外を目的としたご利用はお控えください。

・保育中にWEBカメラで撮影した画像・動画のSNS等への投稿・公開はお控えください。

・WEBカメラご利用時は引継時に保育スタッフに設置場所をお伝えください。

保育に関する大切なお願い

7
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５. 病児保育の各種料金パック

基本パック
ノーベル病児保育のベーシックな料金パック

年齢と直近3ヶ月の利用回数により月会費が変動し
ます。対象エリア内にお住まいの方は入会できます。

P9

淀川区パック

大阪市淀川区在住の方向けパック

大阪市淀川区の委託事業として運営。区民の方は通
常の半額以下で利用いただけます。入会金、年会費
無料。

P11

西区パック

大阪市西区在住の方向けパック

大阪市西区の委託事業として運営。区民の方は通常
の半額以下で利用いただけます。入会金、年会費無
料。

P12

ひとりおかんっ子
パック

世帯年収300万円以下のひとり親家庭向け
パック

ご寄付により2年間格安でご利用いただけます。
ご加入対象条件がございます。入会金、年会費無料。

P13

法人パック
（法人提携割引）

お勤め先がノーベルと提携していればご利用
いただけるプラン

プラン内容は法人により異なりますので、お勤め先
にご確認ください。

―

延長保育
最大20時までお預かりする病児保育サービス

（別途加入料が必要）

P14

げんきっ子保育

げんきなお子さまをお預かりする訪問型ベビ
ーシッター ※100％対応保証適用外

すべての病児保育ご利用会員さまがご利用可能です。
保育園・習い事への送迎サポートも承ります。
（別途加入料不要）

■料金パック

■オプション（全パック共通）

※現在、新規ご加入いただけません
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５-①基本パック

入会金
16,500円／人

（ご兄弟は2人目から15％割引）

年会費（更新料）
２年目より 5,000円／人

（ご兄弟は2人目から15％割引）

月会費（変動制）

3,500円～
お子さまの年齢とご利用回数により変動します。

毎月初回病児保育料8:00～17:30が含まれます。
※交通費・17:30以降の保育料は頂戴します
※無料枠を翌月以降に繰り越しはできません。
※げんきっ子保育は毎月1回目から保育料が発生します。

病児保育料
1,800円／時間

※5分単位でのご請求となります。
※病児保育の毎月初回（8:00～17:30）は無料です。
※「げんきっ子保育」は初回無料対象外。

ご入会時

月会費は、年齢とご利用回数により3ヶ月ごとに見直されます

1・4・7・10月に見直しがあります。

● ご入会日時点のお子さまの年齢に応じて決まります。

● 直近3ヶ月間の病児保育ご利用回数と見直し月の

1日時点のお子さまの年齢を基準といたします。

●入会から３ヶ月未満の場合は見直しはありません。

ご入会後

月会費テーブル「1回」の枠からスタート。

■月会費について

※詳しくは次ページをご覧ください
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５-①基本パック

第二種福祉事業のため消費税はかかりません。

■月会費テーブル

ご入会時はここからスタート

例えば… 1歳 のお子さまが、4月ご利用開始 の場合

● 4月の月会費は7,200円。5、6月も7,200円。

● 7月に見直し。7月1日時点の年齢と4～6月の病児保育利用回数で

7～９月分の月会費が決まります。

多くの会員さんは、３ヶ月間 で 0～2回 ご利用されています

病気をする月もげんきな月もあり、みなさん工夫されています

0回なら ⇒  6,000円

1回なら ⇒  7,200円

2回なら ⇒  8,500円

3回なら ⇒ 12,000円

１歳で４～６月病児保育利用回数が・・・
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● 大阪市淀川区在住の方がご利用いただけるパックです。

５-②淀川区パック

入会金 無料

年会費（更新料） 無料

月会費（定額制）
定額 3,000円
毎月初回病児保育料8:00～17:30が含まれます。

病児保育料
1,000円／時間

※5分単位でのご請求となります。
※病児保育の毎月初回（8:00～17:30）は無料です。
※「げんきっ子保育」は初回無料対象外。

受診代行 ノーベル基本パックに同じ

その他

●医師連絡票 のご提出が必要です
淀川区から補助がでる条件となります。
病児保育ご利用の際に必ずご提出をお願いします。

●児童扶養手当受給世帯／生活保護受
給世帯はご料金が異なります
・月会費：定額1,000円（減免対象）
・オプションの延長保育：無料
※事前に児童扶養手当の証書コピー／生活保護受給世帯コピーの

提出が必要

※区外へご転居された場合は利用できません。
ご転居の際は、必ず当月10日 までにお知らせください。
ご転居後にご連絡をいただいた場合、転居月から基本パック扱いと
なり、差額分のご請求が発生しますことご了承ください。

※行政パックは、単年度ごとの受託契約です。
次年度の継続については、例年３月末頃にご案内しております。
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● 大阪市西区在住の方がご利用いただけるパックです。

５-③西区パック

入会金 無料

年会費（更新料） 無料

月会費（定額制）
定額 4,000円
毎月初回病児保育料8:00～17:30が含まれます。

病児保育料
1,000円／時間

※5分単位でのご請求となります。
※病児保育の毎月初回（8:00～17:30）は無料です。
※「げんきっ子保育」は初回無料対象外。

受診代行
西区の規定によりお受けできません
※お預かり前の受診が必要となるため、

保育園へのお迎えについてもお受けできませんことをご了承くだい。

その他
医師連絡票 のご提出が必要です
西区から補助がでる条件となります。
病児保育ご利用の際に必ずご提出をお願いします。

※区外へご転居された場合は利用できません。
ご転居の際は、必ず当月10日 までにお知らせください。
ご転居後にご連絡をいただいた場合、転居月から基本パック扱いと
なり、差額分のご請求が発生しますことご了承ください。

※行政パックは、単年度ごとの受託契約です。
次年度の継続については、例年３月末頃にご案内しております。
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●世帯年収300万円以下のひとり親家庭を対象に、

ご寄付により2年間格安でご利用いただけるパックです

５-④ひとりおかんっ子パック

入会金 無料

年会費（更新料） 無料

月会費（定額制）
定額 1,000円
毎月初回病児保育料8:00～17:30が含まれます。

病児保育料
1,000円／時間

※5分単位でのご請求となります。
※病児保育の毎月初回（8:00～17:30）は無料です。
※「げんきっ子保育」は初回無料対象外。

受診代行 ノーベル基本パックに同じ

※ご利用にあたっては、ご加入対象条件 がございますため、
条件を満たすことを証明する書類として「児童扶養手当証書
（全額支給）のコピー」をご提出いただいております。
詳細は、お申し込みの際にメールにてご案内差し上げます。

♡ 親御さんが安心して働けるように、
そして、子どもたちがすくすく育つように
サポートしたい！という思いの方々からの

ご寄付から成り立っています
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５-⑤全パック共通

交通費

実費
ご利用にかかる公共交通機関・タクシー代を頂戴します。
※スタッフ自宅から会員さま宅への往復交通費も含みます。
※最寄駅からご自宅まで徒歩15分以上の場合は、

往復タクシーを利用させていただきます。
※リレー保育の場合、保育スタッフの交通費は二人分のご負担と

なりますことをご了承ください。

キャンセル料
当日朝6:00以降 2,000円（6:00までは無料）
※すでに保育スタッフが向かっている場合、別途交通費をご請求します。
※当日朝6時以降のご予約分も上記に準じキャンセル料を申し受けます。
※保育開始時間を過ぎてからのキャンセルはできません。

延長保育 月会費＋1,000円／月

げんきっ子保育

保育料 1,800円／時間 (別途加入料不要）

※月1回目のご利用から発生します。
病児保育の初回無料適用外となりますので、ご了承ください。

※送迎のみ等短時間も承ります。
なお1時間未満は保育料1,800円を頂戴します。

※月会費見直し基準の「病児保育利用回数」には含まれません。

▼ 詳しくはこちらをご覧ください
げんきっ子保育 会員さま向けオプション

■交通費・キャンセル料

■オプション

※現在は新規ご加入いただけません

げんきっ子保育 オプション 🔍

https://byojihoiku.nponobel.jp/genki/
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福利厚生制度の割引クーポン

● お勤め先が以下の福利厚生に加入していればご利用いただけます。

● 契約内容は企業ごとに異なるため、詳細はお勤め先にご確認ください。

● ご夫婦での併用、ノーベル各種パックとの併用も可能です。

● クーポンは保育ご利用翌月4日必着でノーベル事務局へ郵送ください。

イーウェル
[WELBOX]

1,000円のクーポンを600円で
購入可能 実質4割引！

※月会費・保育料・入会金・年会費に利用可

JTBベネフィット
[えらべる倶楽部]

1時間300円～1,000円の割引クーポン

※年会費*・月会費*・保育料に利用可
*年会費・月会費への利用可否は、お勤め先にご確認ください

リロクラブ
[リロクラブ] 1時間300円～1,000円の割引クーポン

※保育料に利用可

ベネフィット・ワン
[すくすくえいど] 1時間300円～1,000円の割引クーポン

※保育料に利用可

以下の福利厚生制度ご加入で、入会金が15％OFF
※お子さまの問診票フォームへ会員番号をご入力ください。

６. おトクなご利用方法①

■福利厚生クーポン

●ご利用方法等の詳細は 『福利厚生クーポンご利用方法』 をご覧ください。

https://shelled-cress-98c.notion.site/588d28669f1947a5b77b2c60349fa0cc


● 1回の発病で7日まで、保育料の半額を助成

● 年間上限4万円・保育料のみ

● 西宮市：生後6ヶ月～小学校6年生まで

● 茨木市：生後6ヶ月～小学校3年生まで

詳しくはこちら ▶

[西宮市・茨木市] 
訪問型病児・病後児保育利用助成制度

幼児教育・保育無償化制度

●下記の①～③すべての条件を満たす方が対象です。
①ノーベルの利用会員
②認可外保育施設利用者

③お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けたご家庭
※「保育の必要性の認定」には、就労等の要件があります。詳細は市区町村にご確認ください。

3～5歳児 月額3.7万円まで無償

0～2歳児 住民税非課税世帯が対象/月額4.2万円まで無償
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● お勤め先が加盟していればご利用いただけます。

● 保育ご利用月の翌月4日までに電子クーポンを申請ください。

●１日（回）１人につき２枚まで（最大4,400円割引）・保育料のみ
※１日の保育料が2,200円を超える場合は1枚、4,400円を超える場合は2枚利用可能

●ご利用方法等の詳細は 『福利厚生クーポンご利用方法』 をご覧ください。

制度の詳細はこちら ▶ 公益社団法人 全国保育サービス協会

内閣府ベビーシッター割引券

■行政補助

６. おトクなご利用方法②

西宮市ホームページ 茨木市ホームページ

茨木 病児保育助成 🔍西宮 病児保育助成 🔍

詳しくはこちら ▶ 幼児教育・保育の無償化について 🔍幼稚園 保育所 無償化

🔍ベビーシッター派遣事業

https://shelled-cress-98c.notion.site/588d28669f1947a5b77b2c60349fa0cc
http://www.acsa.jp/htm/babysitter/
https://www.nishi.or.jp/kosodate/kosodate/azuketaitoki/byoji-josei.html
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kodomoikusei/jigyou/menu/hoikushokankei/byojibyogojihoiku/42052.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/index.html


予約会員
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● 育休復帰などでご利用開始予定が3ケ月以上先の場合は、
入会金のみ事前にお支払いいただくことで「予約会員」として
入会できます。

● 基本パックの方のみ対象です。

● ご出産後からお申込み可能です。（妊娠中はお申込みできません）

● 予約会員の有効期限は1年間です。

● ご入会（登録）後、1年以内に必ずご利用を開始いただけます。

● 月会費はご利用開始月からのご請求となります。

● ノーベル会員様特典のメールマガジンをご購読いただけます。

【予約会員手続きの流れ】

①入会お申込み
・アンケートにて「予約会員を希望する」をご選択ください。

▼

②問診フォームご入力
・3ケ月以上先のご利用開始日をご指定ください。

▼

③入会金のお支払い
・クレジットカード払い⇒即日決済

・口座振替⇒口座振替依頼書のご提出・入会金お振込み

※福利厚生クーポンをご利用の方はクーポンをご郵送ください。

▼

④予約会員としてご入会
・ご入金が確認できた時点で「予約会員」となります。

▼

⑤利用開始ご希望日の30日前に手続きをご案内

７. 予約会員について
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休会

● 産休・育休などでしばらくご利用されない場合は休会できます。

● 休会をご希望の場合は「休会届」のご提出が必要です。

● 基本パック、淀川区・西区パック、法人パックのいずれかに
3ケ月以上在籍した方が対象です。
※ひとりおかんっこパックは対象外です。

● 休会期間は3ケ月以上～となります。

● 月会費はかかりませんが、入会月に年会費のみ申し受けます。
※淀川区・西区パックご加入の方は、年会費はございません。

※法人パックは、ご契約内容によって異なりますのでご確認ください。

退会

● 2年目以降は自動更新となります。入会月の前月10日までに退会
のお申し出がない場合は、入会月に年会費が発生いたします。

● 退会をご希望の場合は「退会届」のご提出が必要です。

● 退会後、会員マイページへのアクセスはできなくなります。

● 退会後に再度利用をご希望の場合は、新規入会手続きが必要と

なります。

8. 休会・退会について

【休会・退会手続きの流れ】

①当月10日までにノーベル事務局までお申し出ください

・翌月１日から休会・退会となります。

・ノーベル事務局から「休会届」「退会届」フォーマットを

メールにて送信します。

▼

②休会届・退会届をご提出ください
▼

③休会届・退会届のご提出と

最終ご請求額のお支払確認後、手続き完了
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入会お申し込み

問診フォーム入力

お支払い
クレジットカード

or 
口座振替

情報登録

会員マイページ
ログイン

入会ガイドを読んだ後、アンケートにて
「入会希望」とお知らせください。
※ご入会待ちのパックにお申込みの方は、ご入会可能となり
ましたら事務局よりご連絡いたします。

問診フォームに、お子さまの健康に関す
る情報をご入力ください。
お子さまを安心安全にお預りするため、ご入力いただいた内
容をもとに、医師の意見書等のご提出や、面談を実施する場
合がございます。併せて次ページをご確認ください。

問診フォームをご入力いただきましたら、
お支払いへとお進みいただきます。

情報登録フォームに必要事項をご入力く
ださい。

クレジット
カード

カード登録にてお支払い完了です。

口座振替

口座振替依頼書に必要事項を記入・捺印の上
ご返送ください。
初回ご請求金額はお振込みください。
※口座振替の場合は、即日入会はできません。

※初回のお支払いは入会金と初月月会費となります。
基本パックの場合、初月月会費は指定された利用開始日からの日割
り計算となります。（他パック、利用再開時は日割り計算適用外）

※福利厚生クーポンをご利用の方は、ノーベルまでご郵送ください。

入会ガイドを読む
最短で即日入会・翌日利用※ OK

※クレジット決済で、前日（営業日に限る）

15時までに「会員ページログイン」完了の場合

会員マイページへログインして、
ご利用開始へ。

保育当日までに保育セットの準備や
必要書類を確認しておきましょう。

ご利用開始！

９. ご入会までの流れ

ご利用ハンドブックと必要書類をお送りし
ますので、ご利用前にご確認ください。
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お子さま一人ひとりの成長に合わせた保育体制を整えるため
入会時・入会後に以下のご協力をお願い致します

対象 ● 身体障がい者手帳 または 療育手帳
または 精神障がい者保健福祉手帳 をお持ちのお子さま

● 福祉サービスの受給者証をお持ちのお子さま

● 自閉症スペクトラムやADHDなど、
発達に関する何らかの診断を受けているお子さま
※上記以外にもお子さまの既往歴や登録情報に基づいて、

追加のヒアリング等をご案内する場合があります。

これまでお預かりしているお子さまの事例

・自閉症スペクトラム・ADHD・難聴・二分脊椎症・染色体異常 (21トリソミー) 
・水頭症・脳性まひ・遺伝子異常症・難治性てんかん など
※他の症例についてもご相談ください。

● 追加の問診フォームのご入力
ご入力内容をもとに電話ヒアリングや面談の実施をお願いする
場合があります
※保育中に「医療行為」が必要な場合等、ノーベルの保育スタッフ

では安全にお預かりすることが難しいと判断した場合は、
お預かりできない可能性がございます。

ご入会時

● 定期的な登録情報の更新

● 面談等によるお子さまと保育スタッフの定期的なかかわり
ご入会後

● お子さまを安全にお預りするために必要と判断した場合や
現場での経験を積む実務研修として、保育スタッフ2名で
訪問させていただく場合があります。

ご利用時

安心・安全に保育を提供するための体制

♡

提携団体・提携医（医療アドバイザー）

＜ドノ親子ニモ応援団＞ 寄付サポート

● NPO法人み・らいず２ ● 中島小児科 中島 滋郎先生

● かめさきこども・アレルギークリニック 海老島 優子先生

面談費用、保育スタッフ2名体制時の2人目人件費・交通費、研修費などは

＜ドノ親子ニモ応援団プロジェクト＞にご賛同いただいた寄付者様からの

ご寄付を活用し運営しています。
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10. 入会・利用についての重要事項

ご入会が難しいケース

● SIDS（乳幼児突然死症候群）に関するガイドライン第2版（厚労省

2012年10月）に準拠し、妊娠時にご本人または配偶者が 喫煙をされてい

た場合、1歳未満のお子さまの入会をお断りする場合がございます。

● 小児喘息のお子さまに関しましては、「小児気管支喘息 治療・管理ガ

イドライン2020（日本小児アレルギー学会作成）」および「JPACコント

ロールテスト（環境再生保全機構作成）」を参考とした以下2点の基準のど

ちらも満たされていることが必要となります。かかりつけ医にご相談のう

え、必要書類のご提出にご協力ください。

※詳細は、問診フォームご入力後、メールにてご案内させていただきます。

１，小児喘息の重症度分類における

「見かけの重症度」が下記どちらかであること

・間欠型以下 ・軽症持続型

２，JPACコントロールテストで下記どちらかであること

・良好なコントロール ・完全コントロール

● 非医療従事者による医療行為は禁止されているため、喀痰吸引や酸素吸

入など医療行為が必要な場合には、ご入会をお断りする場合がございます。

親御さまや訪問看護の方に医療行為のご対応いただける場合は、お預り可

能な場合もございますのでご相談ください。

● 親御さまがパソコンおよび携帯電話の両方を使用していない場合、ご入

会をお断りすることがあります。突発的に緊急連絡を要する場合、保育中

に迅速に親御さまと連絡を取れる環境を確保する必要があるためです。

必ずお読みください
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10. 入会・利用についての重要事項

ご入会・ご利用の制限について

● ご入会希望が多くなり、100%対応が難しいと判断した場合は、ご入会

を制限させていただく場合があります。

● 感染症の流行が警報レベルに達した場合や通常期の想定を大きく上回る

予約が発生した場合など、やむを得ずご利用を制限させていただく可能性

があります。その場合、前回保育利用のあった月（キャンセルを除く）の

翌月から当月までの最大3ケ月分の月会費相当額にて補償させていただきま

す。なお、同月内でお預かりができない日が複数回発生した場合でも、補

償は1ケ月につき1回までとさせていただきます。

● 登録情報をもとに保育スタッフは病児保育にうかがいますので、住所・

保育園や勤務先・電話番号・メールアドレスの変更はもちろん、お子さま

の生活リズム、病気、アレルギー、好きな遊び等、情報のこまめな更新を

お願いいたします。更新内容を確認の上、保育体制を整えてまいりますが、

場合によっては、面談や書面のご提出をお願いすることもございます。

調整中は一時的に保育をご利用いただけない可能性がございますが、その

際、登録情報更新月の月会費を申し受けますことを何卒ご了承ください。

（長期に亘る場合は、休会をご案内させていただきます。）

また、保育直前の急な変更の場合は、当日に保育スタッフが伺えない可能

性がありますのでご注意ください。

● ご利用ルールに反することが続き、利用会員として適切でないとノーベ

ルが判断した場合は、ご予約時間内であっても保育を終了とさせていただ

いたり、改善がみられない場合はご利用を停止させていただく可能性があ

ります。

● コロナ禍の特例措置により、受診代行サービスの休止や検査等、ご協力

をお願いする場合がございます。最新情報はホームページのお知らせより

ご確認いただけます。https://byojihoiku.nponobel.jp/info/20201130/

必ずお読みください

https://byojihoiku.nponobel.jp/info/20201130/
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子どもが熱を出すのは当たり前、

誰しもが通ってきた道であるにも関わらず、

申し訳なさそうに帰る親御さんたち。

そんな社会に矛盾を感じ、

ノーベルの活動をしています。

子育てと仕事の両立に向かう道はたくさんあるけれど、

私たちノーベルは人と人が助け合うということにこだわり続け、

子どもを産んでも当たり前に働ける社会を目指したいと思います。

あきらめないでください。応援しています！！

認定NPO法人ノーベル

11. さいごに


