
ケアラー支援普及啓発推進事業委託業務 

仕様書 

１ 業務名 

  ケアラー支援普及啓発推進事業委託業務 

 

２ 業務の目的・概要 

令和４年４月に北海道ケアラー支援条例が施行される予定であり、全てのケアラーとその家族 

等が孤立することなく暮らすことができる地域社会を実現するため、ケアラーの周囲の住民が支 

援の必要性に関する理解を深め、ケアラーとその家族を地域で見守る活動に繋げることができる 

よう、ポスター、リーフレット及びステッカーを制作し、関係先等へ配布を行うことにより、道民 

全体に対する普及啓発を図ることを目的する。 

 

３ 作成資材等 

 （1）ポ ス タ ー（デザイン及び印刷、配布） 

 （2）リーフレット（デザイン及び印刷、配布） 

 （3）ステッカー（デザイン及び印刷、配布） 

 

４ 想定される掲示場所等 

 （1）ポ ス タ ー：配布先の各機関内の壁等 

 （2）リーフレット：配布先の各機関内の窓口等に配架 

 （3）ステッカー：配布先の各機関内の窓口等に貼付 

 

５ 委託業務の仕様 

  別紙１のとおり 

 

６ 契約期間 

  契約締結日～令和４年９月 30 日 

 

７ 予算額 

  ６，９８５千円（消費税等を含む。）を上限とする。 

 

※ 本プロポーザルは、令和４年北海道議会第１回定例会の議決前であるため、議決結果に 

よっては委託業務の内容及び積算上限額について、変更する場合又は事業が中止になる場合 

があります。 

 

 



 

（別紙１） 

＜ケアラー支援普及啓発推進事業委託業務仕様＞ 

 

共通事項 

デザイン ・視認性が高く、安心感のあるデザインとなること。 

・幅広い世代の道民の方々が理解しやすいよう工夫されていること。 

・「一人で抱え込まず気軽に相談して欲しい」「家族のお世話で困っている人がいない

か気にかけて欲しい」「ケアラーについて知っていますか？」等の主旨とすること。 

・基本的なデザインやキャッチフレーズは統一的なものとすること。 

納期限 契約期間満了日までに各配布先への配布を完了させること。 

配布先及び部数 別紙２のとおり 

その他 ・北海道ケアラー支援条例案は別紙３のとおり。 ※R4.4 施行予定 

・決定した企画案については、必要に応じて修正を加える場合があります。 

・本仕様で制作したポスター、リーフレット、ステッカーの下部等には「北海道」の

クレジットを入れること。また、クレジットは北海道内の自治体名等の名称に変更

し、使用する場合があります。 

・デザインデータは CD や DVD 等により、北海道の指定する方法で提出すること。 

・関係法令を遵守し、諸手続を行うこと。 

・受託者は成果品が他者の所有権や著作権を侵害しないことを補償すること。 

・本業務により制作された成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を

含む。）は、全て北海道に帰属するものとする。 

受託者は、北海道の承諾なしに本業務により制作された成果物及び資料を他に流

用できない。 

・成果物は北海道が自由に二次利用できるものとする。 

・仕様書に記載のない事項及び内容の詳細については、必要が生じた都度、協議によ

り決定するものとする。 

ポスター 

制作の目的 ケアラー支援の必要性等についてメッセージ性のあるポスターを制作し掲示するこ

とにより、広く道民に対してケアラーの認知度の向上や意識の醸成を図る。 

規格 サイズ：Ａ２版縦 

色 数：片面カラー 

紙 種：上質再生紙（想定） 

数量 １５，０００部 

納品形式 ポスター：別途、北海道の指定する納品先へ納品 

データ：PDF 形式、JPEG 形式等により道高齢者保健福祉課へ納品 



リーフレット 

制作の目的 ケアラー支援の必要性についてメッセージ性のあるデザインとし、加えて条例の趣

旨等を盛り込んだリーフレットを制作し配架することで、広く道民に対してケアラ

ー支援条例やケアラーの認知度の向上、意識の醸成を図る。 

規格 サイズ：Ａ４（三つ折り） 

色 数：両面カラー 

紙 種：上質再生紙（想定） 

数量 １００，０００部 

納品形式 ポスター：別途、北海道の指定する納品先へ納品 

データ：PDF 形式、JPEG 形式等により道高齢者保健福祉課へ納品 

ステッカー 

制作の目的 多くのケアラーが利用する販売店の売り場等に、ケアラーの認知度の向上を目的と

したステッカー掲示し、支援を必要としている方の意識の醸成を図る。 

規格 サイズ：縦１５㎝×横１０㎝程度 

色 数：片面カラー 

数量 １０，０００部 

納品形式 ポスター：別途、北海道の指定する納品先へ納品 

データ：PDF 形式、JPEG 形式等により道高齢者保健福祉課へ納品 

その他 強粘着再剥離タイプ等、配布先の各機関において一定期間の貼り付けを行うことを

想定し制作すること。 

 



（別紙２）

ポスター

（箇所数×

1部or2部）

リーフレット

（箇所数×25部）

ステッカー

（箇所数×2部）

189 378 0 0

190 190 4,750 0

64 64 0 0

6,378 6,378 0 0

2,450 2,450 61,250 0

1,947 1,947 0 0

323 323 0 646

1 3,270 34,000 9,354

11,542 15,000 100,000 10,000合計

各総合振興局（振興局）

（各関係部署）

各医療機関

（病院・診療所・薬局等）

各相談支援機関

（地域包括支援センター・居宅介護

支援事業所・自立相談支援機関等）

各教育機関

（小学校・中学校・高等学校）

各福祉用具販売店

高齢者保健福祉課納品分

■　配布数一覧（予定）　　※配布先は北海道内に限る

配布先 箇所数

配布部数

各市町村

（札幌市は各区含む）

各社会福祉協議会

（札幌市区社協を含む）



（別紙３）

北海道ケアラー支援条例案

北海道ケアラー支援条例

目次

第１章 総則（第１条－第９条）

第２章 ケアラー支援に関する基本的施策（第10条－第15条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、ケアラーへの支援（以下「ケアラー支援」という。）に関

し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民、事業者、関係機関及び支援

団体の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めること

により、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全て

のケアラーとその家族等が孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来

にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現に寄与すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

(１) ケアラー 高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家

族、友人その他の身近な人に対し、無償で介護、看護、日常生活上の世話そ

の他の援助を提供する者をいう。

(２) ヤングケアラー ケアラーのうち、18歳未満の者をいう。

(３) 関係機関 介護、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育、児童の福祉

等に関する業務を通じて日常的にケアラーに関わり、又は関わる可能性があ

る機関をいう。

(４) 支援団体 地域で組織された団体その他の団体であって、ケアラー支援を

行うものをいう。

（基本理念）



第３条 ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重されるとともに、周

囲から大切にされ、社会から孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、及

び将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができるよう、行われなければな

らない。

２ ケアラー支援は、ケアラーの年齢、置かれている状況等に応じて適切に行わ

れなければならない。

３ ケアラー支援は、道、市町村、道民、事業者、関係機関及び支援団体が相互

に連携を図りながら、ケアラーを地域社会全体で支えるよう、行われなければ

ならない。

４ ケアラー支援は、ケアラーによる介護、看護、日常生活上の世話その他の援

助を受けている者及び当該ケアラーの家族（第13条において「ケアラーによる

援助を受けている者等」という。）に対する支援と一体的に行われなければな

らない。

５ ヤングケアラーへの支援は、ヤングケアラーの意向を踏まえつつ適切に行わ

れるとともに、子どもの権利及び利益が最大限に尊重され、心身ともに健やか

に育成され、並びに適切な教育の機会が確保されるよう、行われなければなら

ない。

（道の責務）

第４条 道は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、本道の特性及び地域の実情に応じたケアラー支援に関する施策を総合的か

つ計画的に実施する責務を有する。

２ 道は、ケアラー支援を推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市

町村がその地域の特性及び実情に応じ、この条例の趣旨に合致した施策を実施

することができるよう、市町村に対して助言その他の必要な支援を行うものと

する。

３ 道は、第１項の施策の実施に当たっては、市町村、道民、事業者、関係機関

及び支援団体と相互に連携を図るものとする。

（道民の役割）

第５条 道民は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケア

ラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが安心して暮らすことがで



きる地域づくりに努めるものとする。

２ 道民は、ケアラー支援に関する道及び市町村の施策並びに事業者、関係機関

及び支援団体の活動に協力するよう努めるものとする。

（事業者の役割）

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケア

ラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する道及び市町村

の施策並びに他の事業者、関係機関及び支援団体の活動に協力するよう努める

ものとする。

２ 事業者は、従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、

ケアラーである従業員に対しては、当該従業員の意向を踏まえつつ、その勤務

の体制を定めるに当たっての配慮、ケアラー支援に関する情報の提供その他の

必要な支援を行うよう努めるものとする。

（関係機関の役割）

第７条 関係機関は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケ

アラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する道及び市町

村の施策並びに事業者、他の関係機関及び支援団体の活動に積極的に協力する

よう努めるものとする。

２ 関係機関は、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性があること

を認識するとともに、ケアラーに関わるときは、当該ケアラーの意向を踏まえ

つつ、その業務において当該ケアラーの健康状態、生活環境等について確認

し、支援の必要性を把握するよう努めるものとする。

３ 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、他の関係機関

への取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

（ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関の役割）

第８条 教育に関する業務を行う関係機関であってヤングケアラーと関わるもの

は、前条に規定するもののほか、ヤングケアラーの意向を踏まえつつ、その業

務において当該ヤングケアラーに対する教育の機会の確保の状況について確認

し、支援の必要性を把握するよう努めるものとする。

２ 教育に関する業務を行う関係機関であってヤングケアラーと関わるものは、

前項に規定するもののほか、支援を必要とするヤングケアラーからの教育及び



福祉に関する相談に応じるよう努めるものとする。

（支援団体の役割）

第９条 支援団体は、基本理念にのっとり、適切かつ効果的にケアラー支援を行

うとともに、ケアラー支援に関する道及び市町村の施策並びに事業者、関係機

関及び他の支援団体の活動に協力するよう努めるものとする。

第２章 ケアラー支援に関する基本的施策

（推進計画）

第10条 知事は、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

の計画（以下この条において「推進計画」という。）を定めなければならな

い。

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(１) ケアラー支援に関する施策についての基本的な考え方

(２) ケアラー支援に関する具体的施策

(３) 前２号に掲げるもののほか、ケアラー支援を推進するために必要な事項

３ 知事は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映す

ることができるよう必要な措置を講じなければならない。

４ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。

５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。

（普及啓発の促進）

第11条 道は、ケアラーが自らの置かれている状況について正しく理解し、必要

な支援を求めることができるようにするため、道民、事業者、関係機関及び支

援団体に対し、それぞれが果たすべき役割及びケアラー支援の必要性について

の普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

（ケアラーの早期発見及び相談の場の確保等）

第12条 道は、ケアラーの早期発見に向けて、学校、職場、地域その他の様々な

場における気づき、市町村、関係機関及び支援団体の間の情報の共有並びに必

要となる人材の育成を促進するために必要な措置を講ずるとともに、市町村及

び関係機関との緊密な連携の下、ケアラーが相談することができる場を確保す

るために必要な措置を講ずるものとする。



２ 道は、ヤングケアラーへの支援に関し、ヤングケアラーが自らの意見を表明

する権利を行使することができ、かつ、その意見が適切に支援に反映される環

境の整備に努めるものとする。

（ケアラーを支援するための地域づくり）

第13条 道は、公的な介護、福祉又は医療に関するサービスがケアラーによる援

助を受けている者等によって効果的に利用され、ケアラーが必要な支援を受け

て安心して暮らすことができる地域づくりを、ケアラーと地域住民等が一体と

なって推進することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

（推進体制の整備）

第14条 道は、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

必要な体制を整備するものとする。

（財政上の措置）

第15条 道は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。

附 則

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

２ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、社会経済

情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


