
総務－１ 宝くじの発売について

12月に発売を予定している宝くじについてお知らせします。

１年の集大成を迎える12月には、先月に引き続き、年間最大のくじであります「年末

ジャンボ宝くじ」が発売されております！

今回の年末ジャンボは、１等・前後賞合わせて「10億円」となっております。

宝くじを買って、大晦日をワクワクしながら迎えませんか？

宝くじの売り上げの約４割は、北海道の貴重な財源として、交通安全や森林づくりなど

道民の皆様の生活を豊かにする身近な事業に役立てられています。

宝くじは、北海道内で購入しましょう。

なお、宝くじは、パソコンやスマートフォンから24時間購入できます。

【宝くじ公式サイト：http://www.takarakuji-official.jp/】

＜12月の発売予定＞

◯ジャンボ宝くじ等

・年末ジャンボ宝くじ

１等・前後賞合わせて 10億円

発売期間：11月24日～12月25日 抽せん日：12月31日 単価：300円

・年末ジャンボミニ

１等・前後賞合わせて 5,000万円

発売期間：11月24日～12月25日 抽せん日：12月31日 単価：300円

・初夢宝くじ

１等・前後賞合わせて ２億円

発売期間：12月26日～1月12日 抽せん日：１月15日 単価：200円

・100円くじ

１等・前後賞合わせて 2,000万円

発売期間：12月２日～12月22日 抽せん日：12月25日 単価：100円

◯スクラッチ

・ワンピーススクラッチ ゾロ＆サンジ ゾロ十郎と!!!サン五郎だァ～～!!!

１等 1,000万円

発売期間：12月26日～１月19日 単価：300円

・ワンピーススクラッチ 小紫 タテ・ヨコ・ナナメ

１等 50万円

発売期間：12月16日～1月12日 単価：200円

http://www.takarakuji-official.jp/


・ワンピーススクラッチ ブルック２ トリプルマッチ

１等 300万円

発売期間：11月24日～12月22日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ ハンコック２ レンゾク３

１等 300万円

発売期間：12月26日～1月19日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス８ ラッキー３

１等 30万円

発売期間：11月18日～12月15日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ トイ・プードル３ ラッキーターゲット

１等 100万円

発売期間：12月23日～1月19日 単価：200円

・パズルスクラッチ ライオン＆ゾウ

１等 10万円

発売期間：12月26日～1月12日 単価：100円

◯数字選択式宝くじ

ロト７ 毎週金曜日抽せん

ロト６ 毎週月・木曜日抽せん

ミニロト 毎週火曜日抽せん

ナンバーズ４ 毎週月～金曜日抽せん

ナンバーズ３ 毎週月～金曜日抽せん

ビンゴ５ 毎週水曜日抽せん

◯インターネット専用くじ

着せかえクーちゃん 毎週月～金曜日抽せん

【問い合わせ】

ホームページアドレス http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsi/index.htm

総務部財政局財政課財政企画係

電話 ０１１－２０４－５０３２（ダイヤルイン）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsi/index.htm


総務－２ 個人住民税の特別徴収の徹底について

北海道と道内市町村は、個人住民税の特別徴収を適切に行っている大多数の事業主との

間の公平性を確保する観点から、特別徴収の徹底に取り組んでいます。

まだ特別徴収を行っていない事業主の皆様には、この制度をご理解の上、市町村への

手続等を行っていただきますようお願いします。

○ 個人住民税の特別徴収とは

給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税（市町村民税

＋道民税）を徴収（天引き）し、従業員の住所地の市町村に納入する制度であり、地方

税法第321条の４及び各市町村の条例で規定されている義務です。

この特別徴収の義務を有する事業主を｢特別徴収義務者｣といいます。

地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴

収義務者になります。

○ 特別徴収の流れ

（ （

①給与支払報告書

納 従 特 事 の提出 市

税 業 別 業 町

義 員 ③特別徴収税額の 徴 主 ②特別徴収税額の 村

務 通知 収 通知

者 義

）

④給与から個人住 務
⑤個人住民税の納入

民税を徴収 者

）

① 毎年１月末までに、事業主が、従業員の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出

します。

② 毎年５月末までに、市町村が、事業主に特別徴収の税額を通知します。

③ 毎年５月末までに、市町村が、事業主を経由して従業員に特別徴収の税額を通知

します。

④ ６月以降の給料日毎に、事業主が、従業員の給与から個人住民税を徴収します。

⑤ 徴収した翌月10日までに、事業主が、徴収した個人住民税を市町村に納入しま

す。



○ 道では、個人住民税の特別徴収に関する道内各市町村提出用の様式を、ダウンロー

ドしてお使いいただけるページを作成しています。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/download/kozin.htm

特別徴収手続等の詳細については、従業員の住所地の市町村へお問い合わせくださ

い。

○ 北海道と道内全市町村は、個人住民税特別徴収推進宣言を次のとおり採択し、特別徴

収の更なる推進を図ることとしています。

【問い合わせ】

総務部財政局税務課

電話 011-204-5061（ダイヤルイン）

ホームページアドレス http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm

                          

 

 
地方税法上、事業者（所得税の源泉徴収義務

のある事業者）は、個人住民税についても所得

税と同様に給与から差し引き、従業員に代わっ

て納税することとされています。  

しかし、いまだこの特別徴収を実施していな

い事業者もいます。  
北海道と道内１７９市町村では、法令を遵守

し納税の公平を図るため、事業者への周知を図

りつつ、個人住民税の特別徴収の更なる推進に

努めます。  
 

平成２９年１０月３０日  
 

北海道及び道内全市町村（１７９市町村）  

北海道と道内全市町村による

個人住民税の特別徴収推進宣言

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/download/kozin.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/


総務－３ 第35回全道中学生の税をテーマとしたポスター募集について

「”道税”の大切さを伝えるポスターを描いてみませんか？」

本道の次の世代を担う中学生の皆さんに、広く私たちの暮らしの中で活かされている

「税」について関心を持ち、理解を深めていただくため「税をテーマとしたポスター」

を募集します。

■ 対 象 道内の中学生

■ テ ー マ 「税について」

■ 用 紙 画用紙八つ切り（約27㎝×39㎝）

【最大Ａ３（約29㎝×42㎝）サイズまで】

■ 使用画材 水彩絵具（透明水彩、不透明水彩）

■ 募集期間 令和２年(2020年)10月１日（木）～令和３年(2021年)１月22日（金）

■ 応 募 先 各総合振興局・振興局 課税課（税務課）又は道税事務所

■ 賞 北海道知事賞

優秀賞 ５点 賞状及び副賞

入選 ２５点 賞状及び副賞

奨励賞 １０校 賞状

北海道教育委員会教育長賞

優秀賞 ５点 賞状及び副賞

入選 ２５点 賞状及び副賞

応募者全員に記念品を贈呈します。

■ 発 表 審査結果は、令和３年(2021年)２月中旬に入賞者の所属する中学校に通

知し、入賞作品は学校名及び氏名とともに道税ホームページに掲載しま

す。

■ そ の 他 応募作品は道税広報資料に使用する場合があります。この場合、補作す

ることがあります。

【問い合わせ】

最寄りの総合振興局・振興局課税課（税務課）又は道税事務所

ホームページアドレス http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm


総務－４ ほっかいどうの希望をかたちに！

～道総研設立10周年パネル展～を開催します！

今年で設立10周年を迎える道総研（北海道立総合研究機構）がこれまでに取り組んで

きたさまざまな分野の研究や、これからの取り組みについて紹介するパネル展を下記の２

会場で開催します。

会場では道総研の歴史や研究についてまとめたパネルのほか、動画上映や研究成果品な

どの展示も行います。

【日時・場所】

①札幌市民交流プラザ１階 SCARTSモールA

令和２年１２月18日（金）～1９日（土）10時～18時半（1９日のみ17時まで）

②北海道庁１階 特設展示場A・B

令和３年２月８日（月）～10日（水）10時～17時半（10日のみ1６時まで）

【参加費】

無料・事前予約不要

【主催】

道総研

▼パネル展の詳細はこちらから！

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/event/event/R2_panel.html

▼道総研ホームページ

http://www.hro.or.jp/index.html

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/event/event/R2_panel.html
http://www.hro.or.jp/index.html


総務－５ 年末年始における火災予防について

年末年始は、休日が多く外出などで家庭が留守となったり、事業所が無人になったりし

がちですので、火気の取扱いには十分注意しましょう。

また、お出かけ前や就寝前にはもう一度火の元を確かめましょう。

（道民の皆さんへ）

○ 住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。

○ 設置している住宅用火災警報器の作動確認をしましょう。

○ 寝タバコは、絶対にやめましょう。

○ ベランダ等でのタバコ火災が増えています。吸い殻は完全に消火しましょう。

○ ストーブの周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。

○ 子供の火遊びに注意しましょう。

○ 万一に備え、出入口の点検や除雪に努めましょう。

○ 家族全員で火気の取扱い、避難方法などについて話し合いましょう。

（事業所の皆さんへ）

¡ 人の出入りが多くなる事業所では、繁忙のため火気の取扱いがおろそかになりがちで

す。

巡回体制を強化するとともに、避難誘導が円滑に行われるよう従業員一人一人の責任

分担を明確にしておきましょう。

○ プレハブ等の仮設建築物であっても、通常の建物と同様、それぞれの規模、用途等に

応じて消防用設備等の設置が必要です。

設置が必要となる設備については、消防本部・消防署にお問合せください。

【問い合わせ】

総務部危機対策局危機対策課消防係

電話 011-204-5009（ダイヤルイン）



総務－６ 消防団への入団について

あなたの大切なまちを守る～消防団に入りませんか！

消防団は、市町村の消防機関で、会社員や自営業者、主婦、大学生など、１８歳以上の

方なら性別・職業を問わず入団できます。

消防団では、日ごろは放水訓練や地域の防災意識を高める啓発活動などを行い、災害時

には、消火活動や避難誘導などを行っています。女性団員も応急手当の普及などで活躍し

ています。

興味のある方は、お近くの消防本部・消防署へお問い合わせください

【問い合わせ】

総務部危機対策局危機対策課消防係

電話 ０１１－２０４－５００９（ダイヤルイン）



総務－７ 危険物取扱者試験のお知らせ

令和２年度（2020年度）の危険物取扱者試験を実施します。

１ 試験日

令和３年（2021年）２月１１日（木）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更が生じる可能性があります。

２ 試験の種類及び試験地

甲種，乙種第１・２・３・４・５・６類，丙種

（札幌市、函館市、旭川市、北見市、苫小牧市、帯広市、釧路市）

３ 願書受付期間

（書 面）令和２年（2020年）１２月２４日（木）

～令和３年（2021年）１月８日（金）

※当分の間、来所による申請をお控えいただき、郵送による申請をお願いします。

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）令和２年（2020年）１２月２１日（月）

～令和３年（2021年）１月５日（火）

４ 願書提出先

一般財団法人 消防試験研究センター北海道支部

（〒060-8603 札幌市中央区北５条西６丁目２－２ 札幌センタービル12階

℡011-205-5371）

インターネットによる受験申請は、(一財)消防試験研究センターの

ホームページ（http：//www.shoubo-shiken.or.jp）をご覧下さい。

【問い合わせ】

上記の(一財)消防試験研究センター北海道支部又は総務部危機対策局危機対策課消防係

（℡011-204-5009）



総務－８ 消防設備士試験のお知らせ

令和２年度（2020年度）の消防設備士試験を実施します。

１ 試験日

令和３年（2021年）２月１１日（木）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更が生じる可能性があります。

２ 試験の種類及び試験地

甲種特・１・２・３・４・５類、乙種１・２・３・４・５・６・７類

（札幌市、函館市、旭川市、北見市、苫小牧市、帯広市、釧路市）

３ 願書受付期間

（書 面）令和２年（2020年）１２月２４日（木）

～令和３年（2021年）１月８日（金）

※当分の間、来所による申請をお控えいただき、郵送による申請をお願いします。

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）令和２年（2020年）１２月２１日（月）

～令和３年（2021年）１月５日（火）

４ 願書提出先

一般財団法人 消防試験研究センター北海道支部

（〒060-8603 札幌市中央区北５条西６丁目２－２ 札幌センタービル12階

℡011-205-5371）

インターネットによる受験申請は、(一財)消防試験研究センターの

ホームページ（http：//www.shoubo-shiken.or.jp）をご覧下さい。

【問い合わせ】

上記の(一財)消防試験研究センター北海道支部又は総務部危機対策局危機対策課消防係

（℡011-204-5009）
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