
総務－１ 第５回 北海道インターネット公売のお知らせ

■ 道では、ヤフー株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、道
税の滞納により差し押さえた自動車や動産等の公売を実施します。

【インターネット公売のメリット】
インターネット公売には、
① いつでもどこでも入札に参加できる。
② 自治体が出品しているので、安心して取引できる。
③ 市場よりも安い価格での落札が期待できる。
などのメリットがあります。

■ 公売参加申込期間
令和２年(2020年)９月25日（金）13時 から10月12日（月）23時までの18日間
※ 上記期間中、インターネット上で公売参加の申込みができます。

■ 入札期間
動 産 令和２年(2020年)10月16日（金）13時 から10月18日（日）23時まで の３

日間
不動産 令和２年(2020年)10月16日（金）13時 から10月23日（金）13時まで の８

日間

■ その他
公売財産の詳細や下見会の案内などは、９月25日（金）13時以後、次のホームページで確

認できます。
＜ホームページアドレス＞
・道税ホームページのインターネット公売のページ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/internetkoubai/koubai.htm
・官公庁オークションのページ

https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

【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
総務部財政局税務課 納税推進係
電話 ０１１－２０４－５０６１（ダイヤルイン）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/internetkoubai/koubai.htm
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/


総務－２ 宝くじの発売について

９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月は、１等・前後賞合わせて５億円の、待ちに待った「ハロウィンジャンボ宝くじ」をはじ

め、「お月見くじ」等の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/】

＜９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

・レインボーくじ
１等・前後賞合わせて １億円
発売期間：９月９日～９月22日 抽せん日：９月25日 単価：200円

・夏の女神くじ
１等・前後賞合わせて 3,000万円
発売期間：８月15日～９月８日 抽せん日：９月11日 単価：200円

・お月見くじ
１等・前後賞合わせて 5,000万円
発売期間：９月９日～９月22日 抽せん日：９月25日 単価：200円

・100円くじ
１等 1,000万円
発売期間：８月19日～９月８日 抽せん日：９月11日 単価：100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

・ゴルフスクラッチ ホールインワン
１等 1,000万円
発売期間：８月19日～９月15日 単価：300円

・ワンピーススクラッチ キャベンディッシュ ラッキー３
１等 100万円
発売期間：８月19日～９月15日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ モモの助 ラッキーターゲット
１等 200万円
発売期間：９月２日～９月22日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ 黒ひげ２ トライアングルチャンス
１等 300万円
発売期間：８月15日～９月８日 単価：200円

・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

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


・わんにゃんスクラッチ シーズー ラッキースラッシュ
１等 50万円
発売期間：８月５日～９月１日 単価：200円

・パズルスクラッチ パンダ＆コアラ
１等 ３万円
発売期間：８月15日～９月８日 単価：100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

◯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）



総務－３ ｢まさかは必ずやってくる｣台風などによる災害発生防止について

昨年１０月の台風第１９号による日本各地での大きな災害は記憶に新しいところですが、平成
２８年夏には北海道に台風が相次いで上陸・接近し、記録的な大雨による土砂崩れや河川氾濫な
どで甚大な被害が発生しました。北海道民にとって、台風や大雨はもはや他人事ではなく、「ま
さかあの川が氾濫するとは」「まさか避難することになるとは」と感じるような災害が、いつ自
分の身に降りかかってくるかわかりません。
「まさかは必ずやってくる。」自らの命を守り、大切な人を助けるために、気象情報を毎日確

認し、台風や大雨による災害に備えましょう。
そして、もし市町村から避難情報が発令された場合は、安全な場所へ避難しましょう。
特に高齢者や乳幼児など、避難に時間のかかる方は、付き添いの方などと一緒に、早めの避難

を心がけましょう。

北海道の災害対策に関する情報は、次のホームページから確認できます。
・北海道庁危機対策課のホームページ

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

【問い合わせ】
総務部危機対策局危機対策課災害応急対策係
電話 ０１１－２０４－５９００（ダイヤルイン）



総務－４ 登山や山菜採りでの遭難に注意！

登山や山菜採りなどで山に親しむ機会が増え、遭難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登山等を楽しんで下さい。

【登山】
○ラジオなどで最新の気象状況を確認しましょう。
○携帯電話・無線機など緊急時の連絡手段を持ちましょう。ホイッスルも忘れずに。
○平地と比べ山の気候は違います。
・低体温症の予防のため防寒着等を用意しましょう。

○山岳保険に加入しましょう。
○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.ht
ml

○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。

【山菜採り】
山菜採りにより遭難してしまうことがあるので、次のことを特に注意しましょう。

○家族に行き先地と帰宅時間を知らせましょう。
○天気予報等で天候を確認しましょう。
○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）
・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。

○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、鈴を鳴らすなど音で人の存在や接近をヒグマ
に知らせしましょう。

【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－５ 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－６ 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）１１月１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）
乙種第1・2・3・4・5・6類，丙種（滝川市、留萌市、網走市、中標津町）

３ 願書受付期間
（書 面）令和２年（2020年）９月２８日（月）～１０月 ５日（月）
※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）９月２５日（金）～１０月 ２日（金）
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 ℡011-2

05-5371）
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－７ 危険物取扱者保安講習のお知らせ

令和２年度（2020年度）の第２回危険物取扱者保安講習を実施します。

１ 受講日
令和２年度（2020年度）１０月１日（木）～１２月１０日（木）
※会場毎に日程が異なりますので、事前に御確認願います。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。

２ 受講対象者及び講習開催地
(1) 受講対象者

危険物取扱者のうち、現に危険物の取扱作業に従事されている方は、前回講習を受けた日
以後最初の４月１日から、３年以内に講習を受講しなければなりません。
危険物の取扱作業に従事していなかった方が、その後、従事することとなった場合は、そ

の従事することとなった日から１年以内に受講しなければなりません。
※ただし、今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、保安講習を受講
出来なかった場合、違反点数は計上されません。

(2) 講習開催地
札幌市、千歳市、北広島市、函館市、江差町、小樽市、岩見沢市、滝川市、旭川市、
留萌市、北見市、紋別市、苫小牧市、登別市、帯広市、釧路市

３ 受講申請書の受付
受講希望日の１０日前までに提出してください。

４ 受講申請書提出・問い合わせ先
（一社）北海道危険物安全協会連合会
（〒060-0004 札幌市中央区北４条西６丁目１ 毎日札幌会館 ９階 ℡011-205-508

8）

５ その他連絡先
北海道総務部危機対策局危機対策課 （℡011-204-5009）



総務－８ 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


