
総務－１ 宝くじの発売について

８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。

８月には、１等・前後賞合わせて当せん金が７億円の「サマージャンボ宝くじ」や、１

等１億円の「宝くじの日記念」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/】

＜８月の発売予定＞

◯ジャンボ宝くじ等

・サマージャンボ宝くじ

１等・前後賞合わせて ７億円

発売期間：７月13日～８月13日 抽せん日：８月25日 単価：300円

・サマージャンボミニ

１等・前後賞合わせて 5,000万円

発売期間：７月13日～８月13日 抽せん日：８月25日 単価：300円

・宝くじの日記念

１等 １億円

発売期間：８月１４日～９月７日 抽せん日：９月1０日 単価：200円

・レインボーくじ

１等・前後賞合わせて １億円

発売期間：８月２５日～９月１４日 抽せん日：９月１７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：７月28日～８月17日 抽せん日：８月20日 単価：100円

◯スクラッチ

・クロスワードスクラッチ トライ６

１等 ５００万円

発売期間：８月１８日～９月１４日 単価：３００円

・ワンピーススクラッチ フランキー３ ラウンド６

１等 50万円

発売期間：７月７日～８月３日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ ウソップ３ レンゾク３

１等 ３００万円

発売期間：８月４日～８月３１日 単価：200円

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


・わんにゃんスクラッチ カニンヘン・ダックスフンド ラッキーターゲット

１等 １００万円

発売期間：８月１４日～９月1４日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ マンチカン３ ラッキートライアル

１等 ３００万円

発売期間：８月２５日～９月２１日 単価：200円

・８ラインスクラッチ３ タテ・ヨコ・ナナメ

１等 100万円

発売期間：７月28日～９月28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 https://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－２ 個人事業税のお知らせ

■ 個人事業税とは？

この税金は、事業者が収益活動を行うに際して、道路、港湾などの公共施設を利用

するなど、さまざまな行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担し

ていただく性格を持っており、事業を行っている個人に課税されるものです。

■ 納める人

道内に事務所又は事業所があり、事業を行っている個人で、総合振興局等から納税

通知書が送付された人

※ 所得税の修正申告や年の途中で事業を廃止した人などは、納税通知書が届く時期

や納期限が異なる場合があります。

個人事業税の申告については、毎年３月１５日までに前年中の所得を申告すること

とされていますが、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は個人事業税の申告を

したことになり、改めて申告する必要はありません。

■ 納める時期

８月と11月の２回に分けて納めます。

なお、年税額が１万円以下の場合には８月に全額を納めます。

第１期分の納期限は８月31日（火）です。

■ 口座振替納税をご利用ください。

・うっかり納期限を忘れて延滞金を支払うことがなくなります。

・手数料はかかりません。

・一度の申込みで翌年以降も継続されます。

口座振替納税の申込みは、「預貯金口座振替依頼書（申込書）」に必要事項を記入、

金融機関の届出印を押印してポストに投函してください。

申込書がお手元にない場合は、最寄りの総合振興局等納税課（税務課）又は道税事

務所にご請求ください。ホームページや携帯版サイトからも請求することができます。

n 納税の猶予制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、道税を一時に納税できない場合については、

申請により納税の猶予が適用される場合があります。

詳しくは、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。

【問い合わせ】

ホームページアドレス https://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/


総務－３ 第２回北海道インターネット公売のお知らせ

■ 道では、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３年(2021年)８月23日（月）13時から９月８日（月）23時までの16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

せ り 令和３年(2021年)９月14日（火）13時から９月16日（木）23時までの

３日間

入 札 令和３年(2021年)９月14日（火）13時から９月21日（火）13時までの

８日間

■ その他

公売財産の詳細は、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

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/internetkoubai/koubai.htm

・官公庁オークションのページ

https://kankocho.jp

【問い合わせ】

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


総務－４ 災害時の避難情報が変わります

■ 令和３年５月20日に、災害対策基本法の一部が改正されたことに伴い、災害時に市

町村が発令する「避難勧告」が廃止され「避難指示」に一本化されました。避難指示は、

これまでの避難勧告のタイミングで発令されますので、｢避難指示｣が発令された際は、

危険な場所から全員避難しましょう。

■ 【レベル３】は｢高齢者等避難｣にかわりました。

レベル３は｢避難準備・高齢者等避難開始｣から｢高齢者等避難｣に名称が変わりまし

た。高齢者の方や身体の不自由な方など避難に時間のかかると思われる方は避難を開始

してください。

■ 【レベル４】は｢避難勧告｣は廃止され｢避難指示｣に一本化されました。

レベル４は、これまで｢避難勧告｣と｢避難指示(緊急)｣がありましたが、違いが分かり

にくいため｢避難指示｣に一本化されました。

従来の｢避難勧告｣のタイミングで発表され、危険な場所にいる人は全員、避難の対象

となります。

■ 【レベル５】は｢災害発生情報｣から｢緊急安全確保｣にかわりました。

レベル５では、近くの堅固な建物に移動するほか、屋外に出ることが危険な場合は、

建物の２階以上に移動するなど、少しでも安全な場所で、命を確保する行動をとる必要

があります。

■ 注意点

避難情報は、スムーズに移動できるように時間的な余裕をもって発令されるので、発

令された場合はただちに避難を開始しましょう。

■ 新｢北海道防災情報システム｣の運用開始について

令和３年７月１日から、新｢北海道防災情報システム｣の運用が開始されました。避難

勧告・避難指示の一本化にともなう新たな避難情報に対応するほか、地図機能や使用言

語が拡充されます。また、システム更新に伴い、防災情報のHP｢北海道防災ポータル｣

をリニューアルし、より分かりやすく防災情報を発信します。

■ 詳細

避難指示一本化の詳細について

(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/hinan/hinan_k.htm)をご覧下さい。

北海道防災ポータルの詳細について

(https://www.bousai-hokkaido.jp)をご覧下さい。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/hinan/hinan_k.htm
https://www.bousai-hokkaido.jp%29


【問い合わせ】

総務部危機対策局危機対策課教育訓練係

電話 ０１１－２０６－７８０４（ダイヤルイン）



総務部－５ ８月８日は「山の日」！

８月８日は「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日、国民の祝日「山の日」

です。（2021年は東京五輪が予定されていたため、８月8日となりますが例年８月11日

です。）

登山者の皆様、登山届の提出を忘れていませんか？「提出するのが面倒」・「日頃よく

登っている山だから大丈夫」・「遭難するはずがない」等の理由で登山届を提出しない方

がおります。

登山届は、登山で道に迷ったり、怪我をするなどして行動不能となった場合、あなたの

情報を迅速に収集し、救助活動を行うために大変重要なものですので、必ず提出しましょ

う。

また、ふもとには夏の暑さが訪れていますが、山頂付近では夏でも気温が１０℃以下に

なることもあり、過去には低体温症で亡くなるなど、大きな事故も発生しています。

夏休みなどに登山をされる方は、気象や地形などの条件を十分に調べ、無理のない計画

を立て、万全な準備をしましょう。

■ 登山届とは？

①登山者の氏名・年齢・連絡先・予定登山ルート・装備等を記入し提出します。

②登山届を作成することにより登山計画を見直すことができるため、遭難防止の第一

歩となります。

■ どうやって作成・提出するの？

北海道警察ホームページで作成・提出、様式の印刷ができるほか、印刷した用紙に

必要事項を記載の上、近くの交番・駐在所、警察署等へ郵送、ＦＡＸ等で提出するこ

とが出来ます。

＜北海道警察ホームページ（安全登山情報）＞

https://www.pol ice.pref.hokkaido.lg. jp/info/chi iki/sangaku/sangaku-top.ht

ml

【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）

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


総務－６ 令和３年度(2021年度)北海道「防火・防災」作品

コンクールの実施

■ 道では、火災予防運動の一環として小学校高学年及び中学生を対象に火災予防や防災

に関する作文及びポスターのコンクールを実施しています。

このコンクールは、どうすれば火災を防ぐことができるのかということについて、日

ごろ勉強したこと、感じたこと、考えていること、これから実行することなどを道民の

皆さんに広く呼びかけることを目的として、毎年実施しているものですので、是非ご応

募ください。

■ 応募期間

令和３年（2021年）６月15日（火） から ８月23日（月）まで

■ 応募資格

道内の小学校高学年及び中学生

■ 募集テーマ（予定）

作文 小学生・中学生の部 Ａ「火災や死傷者をなくすために」に関するもの

Ｂ みんな一緒に、地域を守る消防団

ポスター 小学生・中学生の部 Ａ 火災予防、注意を表現するもの

Ｂ「おうち時間 家族で点検 火の始末」

（2021年度全国統一防火標語）をイメージしたもの

■ 応募方法

作文は４００字詰原稿用紙（縦書き）８００字以上１，０００字以内とし、所属の学

校に提出してください。

ポスターは四つ切り画用紙１枚とし、所属の学校に提出してください。

ポスターについては、審査後、作品は返却します。

■ 入賞発表 秋の全道火災予防運動実施期間（１０月中旬）に合わせて発表

■ 賞（予定）

・北海道知事賞 各部１作品（賞状・副賞として図書カード）

・北海道消防協会長賞 各部１作品（賞状・副賞として図書カード）

・全国消防長会北海道支部長賞 各部１作品（賞状・副賞として図書カード）

・北海道少年婦人（女性）防火協議会長賞 各部１作品（賞状・副賞として図書カード）

・佳作 各部数作品

※各賞の内容は、変更になることがあります。



■ 主催：北海道、公益財団法人北海道消防協会

後援予定：全国消防長会北海道支部、北海道少年婦人（女性）防火協議会

【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 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３年度（2021年度）の危険物取扱者試験を次のとおり実施します。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、日程等が変更となる場合があります。

１ 試験日

令和３年（2021年）９月１９日（日）

２ 試験の種類及び試験地

（１）甲種、乙種（第1～6類）及び丙種

札幌市

（２）乙種（第1～6類）及び丙種

小樽市、倶知安町、岩見沢市、網走市

３ 願書受付期間

（１）書 面

令和３年（2021年）８月１３日（金）～８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。

（２）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

令和３年（2021年）８月１０日（火）～８月１７日（火）

４ 書面による願書提出先

〒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

一般財団法人 消防試験研究センター北海道支部

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】

（一財）消防試験研究センター北海道支部（℡011-205-5371）



総務－９ 消防設備士試験のお知らせ

令和３年度（2021年度）の消防設備士試験を次のとおり実施します。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、日程等が変更となる場合があります。

１ 試験日

令和３年（2021年）１０月１７日（日）

２ 試験の種類及び試験地

甲種（第１～５類）及び乙種（第１～７類）

札幌市、旭川市、北見市、苫小牧市、帯広市、釧路市

３ 願書受付期間

（１）書 面

令和３年（2021年）８月３０日（月）～９月６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。

（２）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

令和３年（2021年）８月２７日（金）～９月３日（金）

４ 書面による願書提出先

〒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

一般財団法人 消防試験研究センター北海道支部

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】

（一財）消防試験研究センター北海道支部（℡011-205-5371）



総務－10 ８月は「北方領土返還要求運動強調月間」です。

我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島からなる北方四島の早

期返還の実現は、道民はもとより国民の長年にわたる悲願であります。

道では、昭和４１年から、この北方領土問題の解決に向け、道民世論の結集を図り、

国の外交交渉を積極的に後押しするため、旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布告し、北方四

島の占拠を開始した月である８月を「北方領土返還要求運動強調月間」として、重点的

に返還要求運動を実施しています。

北方領土を取り巻く状況について、四島交流等事業の実施や返還要求運動の取組に依

然として新型コロナウイルス感染症の影響が及んでいますが、昨年９月に行われた日露

首脳電話会談では、平和条約締結問題を含む対応の継続などについて一致したところで

あり、道民の悲願である北方領土の１日も早い返還の実現に向け、国の外交交渉を後押

しするため、道、市町村及び関係機関が相互に連携し、返還要求運動に取組みます。

また、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するコンテストを実施

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。

また、「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１５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２９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。

皆さまからの作品の応募をお待ちしております。

【お問い合わせ】

〒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〔直通〕

ホームページ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/index.htm

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

