
総務－１ 個人事業税のお知らせ

■ 11月30日（火）は、個人事業税第２期の納期限です！

個人事業税第２期分の納付書は、８月に第１期分納付書と一緒に送付していますので、

お確かめの上、銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関で納期限までに納めてください。

また、バーコードが付いている納付書については、コンビニエンスストアでも納める

ことができます。

■ お手元に納付書はありますか？

納付書がお手元にない場合は、再度納付書を送付しますので、総合振興局、振興局又

は道税事務所までご連絡ください。

■ 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。

・ 今年度の申込みは翌年度から口座振替を開始します。

・ 口座振替納税の申込みは、「口座振替依頼書（申込書）」に必要事項を記入してポ

ストに投かんしてください。

申込書がお手元にない場合は、総合振興局、振興局又は道税事務所にご請求くだ

さい。

■ 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などにより、道税を一時に納税できない場合は、申

請により納税が猶予される場合があります。

詳しくは、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】

総合振興局、振興局納税課（税務課）又は道税事務所

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

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－２ 第36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３年(2021年)10月１日（金）～令和４年(2022年)１月21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４年(2022年)２月中旬に入賞者の所属する学校に通知

し、入賞作品は学校名及び氏名とともに北海道の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 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/

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


総務－３ 宝くじの発売について

11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。

11月には、１等・前後賞合わせて当せん金が10億円の「年末ジャンボ宝くじ」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/】

＜11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24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24日 抽せん日：12月31日 単価：300円

・実りの秋くじ

１等・前後賞合わせて 5,000万円

発売期間：10月23日～11月16日 抽せん日：11月19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：10月27日～11月23日 抽せん日：11月26日 単価：100円

・100円くじ

１等 1,000万円

発売期間：11月24日～12月14日 抽せん日：12月17日 単価：100円

◯スクラッチ

・ワンピーススクラッチ ロー３ ”シャンブルズ”

１等 1,000万円

発売期間：10月23日～11月23日 単価：300円

・ワンピーススクラッチ サボ３ ラッキースラッシュ

１等 50万円

発売期間：10月13日～11月9日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ ブルック３ ラウンド６

１等 30万円

発売期間：11月10日～12月7日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ サイベリアン２ ラッキー３

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


１等 300万円

発売期間：10月27日～11月23日 単価：200円

・わんにゃんスクラッチ チワワ３ ハッピーカウント

１等 50万円

発売期間：10月23日～11月23日 単価：200円

・８ラインスクラッチ４ タテ・ヨコ・ナナメ

１等 100万円

発売期間：９月29日～11月30日 単価：200円

・ダーツスクラッチ チャレンジ！ハイスコア

１等 ５万円

発売期間：10月27日～11月23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 https://www.pref.hokkaido.lg. jp/sm/zsi/62773.html

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）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsi/62773.html


総務－４ 暖房用石油類の安全な保管と取り扱い

灯油は、貯蔵のための保管方法や燃料タンクへの給油など取り扱い方法を誤ると大きな

事故を引き起こす危険があります。

家庭における灯油の保管と取扱いについて、特に次の点に注意してください。

○ 容器による灯油の保管について

１ 貯蔵のため保管する灯油は、専用の容器に詰めて、火気を使用しない場所に保管し

ましょう。

２ 容器は、倒れやすい場所、腐食しやすい場所に保管しないようにしましょう。

３ 容器のふたは、常にきちんと閉めておきましょう。

○ 容器から暖房器具の燃料タンクへの給油について

１ 暖房器具の燃料タンクに給油するときは、必ず火が消えたことを確認してから行い

ましょう。

２ 暖房機具に燃料タンクをセットするときは、ふたが完全に閉まっていることを確認

しましょう。

３ 油量計に示されている一定量以上は給油しないようにしましょう。

４ こぼれた場合の灯油は完全に拭き取りましょう。

○ 屋外タンク及び屋内用タンクによる灯油の保管について

１ 屋外タンクは、地震や地盤の凍上により容易に傾斜しないよう、束石などに架台を

固定して据え付けましょう。

２ 屋外タンクの注入口は、完全に注油できる高さに位置するようにし、給油車両から

の給油作業に支障の無いようタンク周辺を整理整頓しておきましょう。

３ 屋外タンク及び室内用タンクの油漏れや送油配管などの腐食、その他の異常がな

いか調べましょう

４ 建物に接近している屋外タンクは、落雪による被害を受けないように注意しましょ

う。

○ 灯油ストーブの取り扱いについて

１ ストーブの修理や分解掃除は、石油機器技術管理士など、専門的知識のある業者に

依頼しましょう。

２ ストーブの付近には燃えやすい物を置かないようにしましょう。

３ 外出するときは、必ず火を消しましょう。

【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－５ １１月９日は「１１９番の日」

消防に対する正しい理解と認識を深め、防火防災意識の高揚、地域ぐるみの防災体制

の確立を目的に、昭和６２年から１１月９日は「１１９番の日」として設定されました。

「１１９番の日」は皆さんと消防との結びつきを象徴するダイヤルナンバーにちなん

だものですが、正しい１１９番通報とはどのようなものかご存じですか。

災害に直面したとき、人はどうしても慌ててしまうものです。しかし、１１９番をか

けるときに慌ててしまうと、正確な情報が伝わらないため、結局は緊急車両の到着が遅

れてしまうことになり、助かる命が助からなくなる場合があります。

１１９番をかける前には、一度深呼吸をしてみてください。そして電話がつながれば、

通信員の問いかけに正確に答えてください。

正しい１１９番通報が、迅速、的確な消防活動につながるのです。

いざというときに備え、普段から落ち着いて正確な通報ができるよう心がけてくださ

い。

１１９番の正しいかけ方

火災の場合

消防署 通報者

はい１１９番、消防署です 火事です。

火事ですか？救急ですか？

場所はどこですか？ ○○町（村）大字○○の○○番地

○○です。

何が燃えていますか？ 住宅（車・山・枯草等）です。

目標物はありますか？ ○○の隣りです。

お名前と今お使いの電話番号を 私は○○です。電話番号は１２－３４５

言ってください。 ６です。

消防隊に出動指令をかけましたので、

詳しいことを聞かせて頂いてもよろしいです

か？

逃げ遅れた人や、怪我をされた方は 逃げ遅れやけが人はありません。

いませんか？

わかりました。

まもなく消防隊が到着しますので、

誘導してください



救急の場合

消防署 通報者

はい１１９消防署です 救急です。

火事ですか？救急ですか？

場所はどこですか？ ○○町（村）大字○○の○○番地

○○です。

どうされましたか？ 急病（怪我・交通事故等）です。

目標物はありますか？ 国道○○号線の○○交差点です。

お名前と今お使いの電話番号を 私は○○です。電話番号は１２－３４５

言ってください。 ６です。

救急隊に出動指令をかけましたので、

詳しいことを聞かせて頂いてもよろしいです

か？

患者さんの意識はありますか？ あります(ありません）

怪我の容態はどうですか？ 右足から血がでています。

わかりました。

まもなく救急隊が到着しますので、

それまで患者さんを安静にしてあげて

ください。

※ 携帯電話による通報の場合は、通報後、しばらく電源を切らずにその場にいること。

（消防から問い合わせをすることがあります。）

【問い合わせ】

総務部危機対策局危機対策課消防係・救急係

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）１２月１９日（日）

２ 試験の種類及び試験地

甲種、乙種（第1～6類）及び丙種

札幌市

３ 願書受付期間

（１）書 面

令和３年（2021年）１１月１２日（金）～１１月１９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）１１月９日（火）～１１月１６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－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）


