
総務－１ 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－２ 不正軽油防止強化月間について

不正軽油とは、軽油に灯油や重油を混ぜたり、軽油以外の石油製品から軽油を密

造したものなどをいい、これらを製造・販売・使用することは、脱税行為であるの

みならず、大気汚染や硫酸ピッチと呼ばれる有害物質の不法投棄にもつながるなど、

私たちの健康に重大な影響を与える悪質な犯罪です。

道では、１０月を「不正軽油防止強化月間」と定め、関係機関とも連携しながら、

不正軽油の取締りをさらに強化します。

また、次のような情報がありましたら、「不正軽油ストップ１１０番」まで情報を

お寄せください。

・著しく安い価格の軽油を売り込んでいる業者がいる

・灯油や重油をトラックの燃料に使っているようだ

・不審な施設（場所）にタンクローリーが出入りしている

【不正軽油ストップ１１０番】

電話 ０８００－８００２－１１０（通話料無料）

【問い合わせ】

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

「北海道 不正軽油」で検索！

総務部財政局税務課 間税係

電話 ０１１－２０４－５０６２（ダイヤルイン）

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


総務－３ 宝くじの発売について

10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。

９月から発売されている１等・前後賞合わせて５億円の「ハロウィンジャンボ宝くじ」

に加え、10月21日には「実りの秋くじ」が発売されます。

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/】

＜10月の発売予定＞

◯ジャンボ宝くじ等

・ハロウィンジャンボ宝くじ

１等・前後賞合わせて ５億円

発売期間：９月23日～10月20日 抽せん日：10月27日 単価：300円

・ハロウィンジャンボミニ

１等 1,000万円

発売期間：９月23日～10月20日 抽せん日：10月27日 単価：300円

・実りの秋くじ

１等・前後賞合わせて 3,000万円

発売期間：10月21日～11月10日 抽せん日：11月13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：９月30日～10月20日 抽せん日：10月23日 単価：100円

◯スクラッチ

・ワンピーススクラッチ ロビン２ レンゾク３

１等 300万円

発売期間：10月７日～10月27日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ シャンクス もうすぐ会えそうだな･･･ルフィ

１等 500万円

発売期間：10月21日～11月17日 単価：300円

・ワンピーススクラッチ ペローナ２ ラッキートライアル

１等 300万円

発売期間：10月28日～11月23日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ ジンベエ２ トライアングルチャンス

１等 50万円

発売期間：10月21日～11月17日 単価：200円

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


・ワンピーススクラッチ サンジ２ タテ・ヨコ・ナナメ

１等 30万円

発売期間：９月９日～10月６日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス＆子ブタ ハッピーカウント

１等 100万円

発売期間：９月16日～10月13日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ ボーダー・コリー ラッキースラッシュ

１等 100万円

発売期間：10月28日～11月23日 単価：200円

・ジャンケンスクラッチ ラウンド６

１等 ５万円

発売期間：10月14日～11月10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－４ 広報誌「エネ環地研VIEW」創刊号を発行しました！

本年４月に新たにスタートした道総研 エネルギー・環境・地質研究所（略称：エネ環

地研）では、この度、広報誌「エネ環地研VIEW」を創刊しました。

エネ環地研の活動を気軽に眺めて（VIEW）もらいたいという思いから、誌名を『エネ

環地研VIEW』といたしました。今後とも、当所の研究活動への理解を深めてもらえるよ

う、わかりやすく興味を持っていただける記事作りに努めてまいります。

創刊号では、所長のご挨拶と、当所の研究部・グループの紹介を掲載しています。ぜひ

ご覧ください。

▼広報誌「エネ環地研VIEW」の詳細はこちらから！

https://www.hro.or.jp/l ist/industrial/research/eeg/development/publications

/pr-magazine/
▼道総研 エネ環地研ホームページ

https://www.hro.or.jp/eeg.html

https://www.hro.or.jp/list/industrial/research/eeg/development/publications/pr-magazine/
https://www.hro.or.jp/list/industrial/research/eeg/development/publications/pr-magazine/
https://www.hro.or.jp/eeg.html


総務－５ 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、これからの取組について、パネルや動画で紹介します。

【日時・場所】

①紀伊國屋書店札幌本店１階 インナーガーデン

令和２年10月15日（木）～17日（土）10時～18時半（17日のみ17時まで）

②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（1８日のみ17時まで）

③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/index.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/index.html
http://www.hro.or.jp/index.html


総務－６ 登山や山菜採りでの遭難事故に注意！

秋は、紅葉や山菜等の味覚を楽しめる一方、遭難事故が増加する時期になっています。

次のことに注意して安全に山を楽しんで下さい。

【登山】

○天気予報等で最新の気象状況を把握しましょう。

○携帯電話など緊急時の連絡手段を持ちましょう。

○平地と比べ山は早く冬がやってきます。

低体温症の予防のため防寒着等の冬を想定した用意をしましょう。

○登山計画書を忘れずに提出しましょう。

・提出先：家庭、クラブ（山岳会）、職場、学校、北海道警察本部、各警察署など

※インターネットでも届出ができます。

＜（公財）山岳ガイド協会（コンパス）＞

https://www.mt-compass.com/

＜北海道警察ホームページ（安全登山情報）＞

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chiiki/sangaku/sangaku

-top.html

○パーティ全員でエスケープルート（緊急時の逃げ道）の確認など登山計画の検討・理

解を行いましょう。

○山岳保険に加入しましょう。

【山菜採り】

○家族に行き先地と帰宅時間を知らせましょう。

○天気予報等で最新の気象状況を把握しましょう。

○携帯電話など緊急時の連絡手段を持ちましょう。

○体調が悪いときは、入山を止めましょう。

○軽装で入山は危険です、持ち物を確認しましょう。

・雨具（目立つ色を着用）、防寒着

・飲料水

・食料

◆もし、道に迷ったら。

・むやみに歩かず、風雨が避けられる場所で救助を待ちましょう。

・高い音が出る物（ホイッスル）や光る物など（鏡、携帯電話、発煙筒）で自分の位置

を捜索隊に知らせましょう。

https://www.mt-compass.com/
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chiiki/sangaku/sangaku-top.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chiiki/sangaku/sangaku-top.html


◆ヒグマに遭わないために。

・出没のあった場所には近づかないようにし、鈴やホイッスルを鳴らすなど音で人の存

在や接近をヒグマに知らせるようにしましょう。

【問い合わせ】

総務部危機対策局危機対策課危機管理係

電話 ０１１－２０４－５０１４（ダイヤルイン）



総務－７ 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－８ 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２年（2020年）１２月２０日（日）

※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）

３ 願書受付期間

（書 面）令和２年（2020年）１１月１３日（金）～１１月２０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）１１月１０日（火）～１１月１７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－９ 北方領土に関する「ポスターコンテスト」「作文コンテスト」

を開催しています

道では、北方領土に関するポスターデザインと作文を募集しています。

■「北方領土の日」ポスターコンテストについて

２月７日の「北方領土の日」を啓発するためのポスターデザインを募集しています。

一般の部の応募対象は高校生以上の方で、プロ・アマ問いません。

「こどもの部」では、道内の小学生（５・６年生）及び中学生を対象に啓発資材の図

案などに活用する図画作品を募集しています。

応募期間は、１０月１６日（金）までです。

■北方領土中学生作文コンテストについて

次代を担う北海道内の中学生が、日本固有の領土「北方領土」についての関心を高め

てもらうため、北方領土に関する作文を募集しています。

応募対象は北海道内の中学生で、テーマは北方領土に関することであれば自由です。

応募期間は、１０月３０日（金）までです。

詳しくは北方領土対策本部のホームページをご覧ください。

多くの皆様からの作品の応募をお待ちしています。

【問い合わせ】

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道総務部北方領土対策本部北方領土対策課啓発係

電話 ０１１－２０４－５０６９〔ダイヤルイン〕

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

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

