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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題

障がい児の
保護者

コロナ禍で相
談の機会や⼈
とのつながり
を持ちにくく
なり精神的に
孤⽴し⼦育て
のストレスを
ためこんでし
まうこと

障がい児の
保護者

コロナ禍で相
談の機会や⼈
とのつながり
を持ちにくく
なり精神的に
孤⽴し⼦育て
のストレスを
ためこんでし
まうこと

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

事業実施以降に⽬標とする状況
外出困難な状況にあってもYouTube動画を通して知識を得て、繋がりを感じることが出来、障がい児の保護者のメンタルが安定し、障がい児にとって、良い成⻑環境が作ら
れる状態

考察等

コロナ禍で外出しにくい状況であっても毎⽉毎⽉常に様々な内容の動画が提供される状況が保護者にとって次第に「動画が提供されるのが当たり前」なこととして⽣活の中
に定着してきた⼿ごたえがある。「あの動画⾒ました」と声をかけられたり感想を聞くことも多くなり、例えばある時は「今⽇、⼦どもの事で久しぶりに⼼⾝に堪える事が
ありました。そんな時にペアレントサポートすてっぷのYouTubeチャンネルを⾒ました。仕事でうさぎカフェに⾏くのが難しくなりましたが、YouTubeで安藤さんや皆さん
に会えるので少し気持ちが落ち着きました。また、祝⽇で個別相談されている時⾏かせていただきたいと思います。 」との感想をもらった。「⾟かったが動画を⾒て気持
ちが落ち着いた」という効果や「実際に⾏く」という次のアクションにつながったことがわかる。会えない時でも繋がりを持てている感覚を提供できたのは、YouTube動画
というコンテンツの特性によるものと、11カ⽉間毎⽉何本も動画を提供してきた積み上げの効果によるものと思われる。

障がい児の保護者が家から出なくても
YouTubeで様々な知識を得、繋がりを感じる
ことができる。

YouTubeチャンネル
登録者数

法⼈のYouTubeチャ
ンネルの登録者数が1
年間で200名以上増え
ている

登録者数192名増

⽬標数に達しなかった要因として、「期間前半での
登録者数の伸び悩み」が上げられる。期間前半は視
聴者のニーズ把握に時間を要したため登録者数が伸
び悩んだ。前半の動画に対し寄せられた反響を踏ま
え後半の動画作成を⾏ったことで、後期はニーズの
⾼い動画を作成でき、登録者数の増加につながっ
た。その結果、中間報告時点では登録者数が63名し
か増加していなかったが、その後129名増加した。
また半年をかけて視聴者に閲覧の習慣が定着したこ
とも、後半の視聴者数が増加した要因であると思わ
れる。
チャンネル登録を⾏っていない視聴者に対しても
「動画を公開しました」等の通知はLINE等で⾏って
いたため、登録の必要性が伝わり切らなかった。事
業終盤、積極的に登録の呼びかけを⾏ったところ、
⼈数の増加につながった。

障がい児の保護者の⼼理的な⾯での孤⽴感や
不安感の軽減や解消に寄与している。

webアンケート

孤⽴感や不安感が軽減
した、解消されたと答
えた保護者の割合：
70%（アンケート回答
数を⺟数として）

アンケート回答者のう
ち57.9％の⼈が「励ま
される気持ちがした」
47.4％の⼈が「⼦育て
の参考になった」
36.8％の⼈が「実⽣活
で役に⽴った」31.6％
の⼈が「安⼼できた」
26.3％の⼈が「気持ち
を慰められた」と回答

アンケートでは「不安や孤⽴が軽減または解消した
か」という設問としなかったため回答がやや分散し
たが、おおむね障がい児の保護者の孤⽴や不安感を
軽減させることに寄与したことが確認できる。
実際に保護者(動画視聴者)から寄せられた感想につ
いては、アウトカムを参照。

事業実施概要

障害児の保護者がコロナ感染拡⼤防⽌の外出⾃粛等により孤⽴化し、不安感を募らせることを軽減することを⽬的に、保護者の⼦育てに役⽴つ内容の55本のyoutube動画を
公開した。助成期間中に作成した動画の総視聴回数は、2021年3⽉18⽇〜2022年1⽉31⽇までで8,545回。
つながりを感じられる状況を⽣み出すために、この状況下での不安なことに対する対処⽅法、専⾨家による助⾔、様々な⽀援の紹介などを⾏う動画コンテンツを、専⾨家や
⽀援団体などの協⼒を得て作成し、定期的に公開する。
定期的な公開を⾏うことで、継続してコンテンツにふれることができ、そこにおいてつながりを感じると共に、モチベーションの維持や⼼理的な安⼼感を提供する。

課題設定、事業設計に関する振り返り

1.この事業を始めたのは2021年3⽉であるが、その後も度重なる感染拡⼤の波が起き全国的な緊急事態宣⾔も発令され、⾏動が著しく制限される状況は変わりなかった。事
業開始前に実施したアンケートより、新型コロナウイルス感染症の影響による⽣活環境の変化等により、障がい児の保護者のストレスの⾼まり、障がい児の虐待リスクが⾼
まっている状況を把握し、解決に向け事業に取り組んだ。⼈によっては「感染が怖くてうさぎカフェなどの飲⾷の場には⾏けない」と⾔われた⽅もいて、通常時であれば得
られる相談の機会を保護者は奪われていた。そのような中で「家から出なくても」受けられる⽀援としてYouTube動画の制作・配信を⾏うというテーマ設定はニーズに完全
に合っていたと⾔える。
2.ニーズに対する活動振り返り
登録者数が200名近く増えたことからも、保護者のニーズに沿った動画の提供ができたものと考える。動画のカテゴリはいろいろなものを提供したが、どれもそれなりに反
響があり、途中とったアンケートでも「現在のように、講演会の内容を収録したものや、ミニ講座(パニックになったときの対処法など)、対談など、いろいろな種類の動画
があると、時間と場所を選ばず⾒れて、とてもためになります」という意⾒があり、提供の内容は適切であったと考えている。
⽬標としていた動画の作成本数には届かなかったが、これは当初1つの講演を複数に分割して公開することを検討していたが、話の流れがわかるよう⻑時間の動画として掲
載したためによるものである。結果として、この講演会の模様を収録した動画に対するニーズ・反響が多く寄せられた。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

実施時期: 2021年3⽉〜2022年1⽉
事業対象地域: 岡⼭県
事業対象者: 障がい児の保護者

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 障がい児保護者向け情報提供事業（孤⽴を防ぎ繋がりを維持する動画
制作事業）

資⾦分配団体名: 中国5県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム
実⾏団体名: NPO法⼈ペアレント・サポートすてっぷ



Ⅴ．活動

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

倉⽥⼤輔⽒
福祉関係者ではない⽴場（ミュージシャン）として対談動画に出演されたことで、これまで障がい者⽀援等に関⼼のなかった層にも視聴が広がった。この対談
動画をきっかけに、福祉イベント（「障がいのある⼈もない⼈も楽しめるJAZZLiveを楽しもう！」）で演奏してもらうことに繋がった。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

・地元⼤学の教員により、⼤学の講義内で動画が紹介された。障がい児の保護者に対する周知・理解が広まるきっかけとなった。
・2021年10⽉に東⼤の依頼でオンライン講演をしたところその内容について10⽉〜1⽉にかけてメディア２社からの取材依頼があった。1⽉に10⽉の講演動画をアップロー
ドしたことで取材の参考にしてもらうことができた。今後記事として掲載される予定であり、動画公開の思わぬ効果を感じている。
・上記のように講演会等のアーカイブを公開できることの意義として、特に時間のない障がい児の保護者や、これから障がい児保護者⽀援について勉強したいという⼈にも
過去の講演会の内容を聞いて参考にしてもらえる。
・動画を発信することで、すてっぷとしての考え⽅や、どのような理念で⽀援を⾏っているか等を発信することが出来た。その結果、利⽤者とのミスマッチを予め防ぐこと
ができた。
・⾃宅から出づらい⽅に対し、これまでは書籍を通じてアプローチしてきたが、youtubeのほうがより様々な⽅に情報を届けることができ、⽀援の形のひとつとしても有効
であると認識している。
・本事業の⽀援対象者として想定していなかった層（シングルファザーの⽅、家族の⽀援をされている⽅など）より、「レシピ動画を⾒てよく作ってみている」「実際の調
理と動画のスピードが合っていて⾒ながら作りやすい」との感想が届いた。その声を受けて、それぞれの暮らしに取り⼊れてもらえるような時短レシピを公開するなど⼯夫
につなげている。動画配信を始める前から料理・レシピについてはニーズもあったので、応えられている。

課題を取り巻く変化

本事業の取り組みによって、「ペアレント・サポートすてっぷチャンネル」を⾒ることが受益者に定着してきた。受益者は動画を通して障がい児保護者⽀援の存在やその取
り組み、考え⽅を知り、⽀援を⼿にすることができた。定着したからこそ受益者は今後も有⽤な動画配信を期待するだろうと考えられる。助成期間が終了したからといって
動画制作がなくなってしまうと、せっかく定着してきた⽀援がまたその効果を失う可能性がある。よってこの⽀援の形を途切れさせないよう、今後も私たちはYouTube動画
に限らず、noteや⾳声メディアなども組み合わせ、「家に居ながらにして受けらえる⽀援」を恒常的に提供していく。資⾦源としては寄付⾦や、助成⾦を考えている。

連携先 実施内容・結果

障がい児保護者向けYouTube動画の制作・
配信

計画通り

〇カテゴリ《⾼梁川流域障がい児保護者⽀援事業》
●総合4位（2020年9⽉16⽇公開）…視聴回数225回 〇タイトル「障がい児保護者⽀援研修会〜前編〜」 〇ねらい…⽀援者（学校の
先⽣、保育⼠、幼稚園教諭、福祉⽀援者）に保護者の⼼理について理解してもらい、⽇々の⽀援に⽣かしてもらうことによって間接的
に保護者の育児環境を良くする。

障がい児保護者向けYouTube動画の制作・
配信

計画通り

〇カテゴリ《⼩さいころがんばったけど⼤⼈になったらどうなった？！》
●総合10位（2021年9⽉30⽇公開）…視聴回数148回 〇タイトル「⼤⼈になったらどうなった？！#1:⾷べ⽅・箸の持ち⽅」 〇ねら
い…⼦育てのすべてを頑張らないといけないと思っている保護者の⽅たちに「がんばりどころ」と「そこまでやらなくてもいいこと」
について先輩保護者の経験を伝える。

障がい児保護者向けYouTube動画の制作・
配信

計画通り

〇カテゴリ《⼦育ての羅針盤》
●総合3位（2021年6⽉17⽇公開）…視聴回数281回 〇タイトル「社会保険労務⼠/就労⽀援コーディネーター藤原彰⼦さんとの対談1
部」 〇ねらい…重度障がい者の親であり就労⽀援もする社労⼠さんに⼦育てをする上で、あるいは就労する上で何が⼤切かについて
お話を伺い、⼦育ての参考にしてもらう。
●総合9位（2021年5⽉28⽇公開）…171回 〇「プロJAZZドラマー倉⽥⼤輔さんとの対談１部：⾳楽は⾔葉を超えたコミュニケー
ション」 〇ねらい…障がいのある⼦にもドラムを教えている倉⽥さんの経験談を伺い、障がいのある⼦でも好きなことにチャレンジ
できることを知ってもらう。

障がい児保護者向けYouTube動画の制作・
配信

計画通り

〇カテゴリ《フォーラムや講演会など》
●総合2位（2021年8⽉27⽇公開）…視聴回数293回 〇タイトル「障がい児の親が傷つく声かけ・癒される声かけ・元気づけられる声
かけとは」 〇ねらい…児童発達⽀援事業所でお話した内容を動画にしたもの。⽀援者に保護者の⼼情を理解してもらうことにより、
間接的に保護者の育児環境を良くする。〇カテゴリ《フォーラムや講演会など》
●総合5位（2022年1⽉16⽇公開）…213回 〇タイトル「幼児期の⽀援者・先⽣⽅にお伝えしたいこと」 〇ねらい…休眠預⾦事業に
よる動画づくりの総まとめとして「26年間⾃閉症の⼦を育ててきた私から伝えたいことシリーズ①〜③」のうちのひとつ。昨今、幼児
に対し安易に「発達障がいでは」と疑いをかけ、それを保護者にそのまま伝えてしまう傾向について警鐘を鳴らす内容。間接的な保護
者⽀援。
●総合6位（2021年10⽉21⽇公開）…198回 〇タイトル「⽀援の現場から⾒た『岡⼭県家庭教育応援条例』」 〇ねらい…岡⼭県家
庭教育応援条例はどういう考えに基づいてつくられているのかや、この条例が施⾏されると保護者にどんな影響があるのかを、実際に
⽀援をしている⽴場の⽬線で話し合っています。保護者の育児環境についてのNPOとしての意⾒表明であり保護者へのエールです。
●総合7位（2021年8⽉18⽇公開）…178回 〇タイトル「井上正貴⽒に聞く”⼦ども⾷堂から始まる地域ネットワーク” 第3部：コロ
ナ禍だからこそ決断した新たな場づくり」 〇ねらい…⼦ども⾷堂やフードシェア等、困窮者⽀援や地域づくりの活動についてお話を
伺うことで保護者の視野を広げてもらう。
●総合8位（2021年9⽉10⽇公開）…173回 〇タイトル「障がいのある⽅のための婚活⽀援 第1回：彼⽒・彼⼥と付き合うためのポ
イントセミナー」 〇ねらい…障がいのある⼈の恋愛や結婚をサポートするセミナー。障がいがあっても恋愛や結婚ができると保護者
に希望を持ってもらう。

障がい児保護者向けYouTube動画の制作・
配信

計画通り

11カ⽉間で55本を制作・配信した。概要については以下のとおり。
https://www.youtube.com/c/parentsupportchannel
全視聴回数 8957回 総再⽣時間 932.5時間
以下、動画のタイトル・動画公開時刻・視聴回数
〇カテゴリ《うさぎカフェからのメッセージ》
●視聴回数総合1位（2021年9⽉21⽇公開）…1633回視聴 〇タイトル「ペアサポメンバーがクラフトバンドのかご作りにチャレン
ジ！」  〇動画のねらい…家でもできるハンドメイド作品の紹介（クラフトバンドかご作りというイベントも控えていたのでそこへ
のお誘い兼ねて）とともにうさぎカフェに来てメンバーと話しているかのような感覚になれる。

活動 進捗 概要



Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、ま
たは受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

内部に設置と、JANPIAの窓⼝を案内

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しました
か。

はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
法⼈の監事(社会保険労務⼠)による内部監査を毎年度実施。内部監査

実施予定はない

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

はい

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していま
したか。

はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていま
すか。

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。 変更はなかった 事業実施期間内での変更は無し。

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。 完了

規程⾃体は整備済み。今後の対応として、助成期間中に2022年4⽉以降、中⼩⾃業種を
含むすべての事業主はパワハラ防⽌措置を講じる法的義務を負うことから、コンプライ
アンス規定整備についての必要性を認識した為、助成期間終了後ではあるが2022年2⽉
8⽇夜、理事会を開催し現状あるコンプライアンス規定の内容検討、⾒直しすることに
しました。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況がど
のように改善されたかを記載してください。

コンプライアンス規定改訂版を2⽉8⽇の理事会で審議・承認されればHPにて公開予定です。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開していま
すか。

⼀部未公開 上記の通り、コンプライアンス規定の⾒直しが済み次第公開します。

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）
youtube動画のサムネイル等へ毎回掲出

4.報告書等
なし

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況 内容

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
⼭陽新聞朝刊 2021年10⽉1⽇15⾯「コロナ不安の中 倉敷のNPO動画公開 “障害児の⼦育て参考に”困った時の対処法 先輩ママが
経験紹介」

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
なし

合計 15,000,000 1,506,381 10.0%

補⾜説明

事業費
直接事業費 15,000,000 1,506,381 10.0%
管理的経費 0 0 #DIV/0!

計画額 実績額 執⾏率


