
総務－１ 宝くじの発売について

２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。

２月には、今年度最後のジャンボ宝くじである「バレンタインジャンボ宝くじ」、「バ

レンタインジャンボミニ」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/】

＜２月の発売予定＞

◯ジャンボ宝くじ等

・バレンタインジャンボ宝くじ

１等・前後賞合わせて ３億円

発売期間：２月２日～３月４日 抽せん日：３月11日 単価：300円

・バレンタインジャンボミニ

１等・前後賞合わせて 3,000万円

発売期間：２月２日～３月４日 抽せん日：３月11日 単価：300円

・新春運だめしくじ

１等・前後賞合わせて 5,000万円

発売期間：１月12日～２月１日 抽せん日：２月４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：２月９日～３月１日 抽せん日：３月４日 単価：100円

◯スクラッチ

・ワンピーススクラッチ カタクリ レンゾク３

１等 300万円

発売期間：１月1２日～２月８日 単価：200円

・ワンピーススクラッチ ヤマト カウントチャレンジ

１等 50万円

発売期間：２月９日～３月８日 単価：200円

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


・わんにゃんスクラッチ メインクーン２ ラッキートライアル

１等 30万円

発売期間：１月５日～２月１日 単価：200円

・８ラインスクラッチ６ タテ・ヨコ・ナナメ

１等 100万円

発売期間：１月26日～３月31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/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－２ 所得税・個人事業税・住民税の確定申告は３月15日まで

所得税・個人事業税・住民税の確定申告の税務署及び市町村窓口受付期間は、２月16

日（水）から、３月15日（火）までです。

期限間近になると税務署及び市町村窓口が大変混雑することが予想されますので、申告

は早めに済ませましょう。

会場内の混雑緩和のため、税務署の確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指

定された「入場整理券」が必要です。

入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能で

す。

税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日等）は、税務署での確定申告の受付は行っておりま

せんが、札幌東税務署、札幌西税務署、札幌南税務署及び札幌北税務署では、２月20日（日）

及び２月27日（日）に限り確定申告の受付を行います（札幌中税務署は閉庁していますの

で、ご注意ください。）。

確定申告書は、パソコンやスマートフォン等で作成できます。作成した申告書は、

e-Tax（電子申告）で送信又は印刷して郵送等により提出することができます。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Tax

をぜひご利用ください。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

【問い合わせ】

総務部財政局税務課 企画調査係

電話 011-204-5060（ダイヤルイン）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm


総務－３ 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－４ 住宅防火について

火災はちょっとした気のゆるみから発生することが多いものです。かけがえのない命を

守るために、日々の住宅防火に対する取組みをお願いします。

住宅火災の実態を見ると、亡くなられた方の多くが６５歳以上の高齢者となっています。

最近では、一人暮らしのお年寄りも増えていますので、地域みんなの力を合わせて火災か

らお年寄りを守りましょう。

火の取扱いには、十分な注意をはらうよう心がけるとともに、特に次のことに注意しま

しょう。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

－ ４つの習慣 ・ ６つの対策 －

４つの習慣

○ 寝たばこは絶対にしない、させない。

○ ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

○ こんろを使うときは火のそばを離れない。

○ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策

○ 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を

使用する。

○ 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を

目安に交換する。

○ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは

防炎品を使用する。

○ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

○ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えて

おく。

○ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

住宅用防災機器、防炎品については、お近くの消防署等にお問い合わせください。

【お問い合わせ】

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 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４年（202２年）３月13日（日）

２ 試験の種類及び試験地

甲種１・４類、乙種４・６・７類

札幌市

３ 願書受付期間

（１）書 面

令和４年（202２年）２月３日（木）～２月１０日（木）

※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４年（202２年）１月３１日（月）～２月７日（月）

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－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４年（2022年）３月13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４年（202２年）２月３日（木）～２月１０日（木）

※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４年（202２年）１月３１日（月）～２月７日（月）

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 冬山登山での遭難防止について

冬山の気象状況は絶えず変化し、穏やかな状況から一変して、突然猛吹雪になり、視界

不良となることがあります。また、雪面の状態も新雪、アイスバーンと変化が激しく、な

だれや滑落の危険性が高まります。

登山やスキー・スノーボードで冬山に入る方は、備えを万全にし、気象情報に十分留意

して無理な行動を控え、遭難事故を起こさぬよう注意しましょう。

登山者の皆様、登山届の提出を忘れていませんか？「登山届の提出が面倒」・「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、救助活動に役立てるための手段として大変重要なものです。

■ 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.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chi iki/sangaku/sangaku-top.html

■ 登山の前のチェック事項

①エスケープルート（万一の時の逃げ道）は考えていますか。

②気象情報を入手する手段はありますか。（ラジオなど）

③応急措置のための知識と医薬品・器具は整えましたか。

④雪山に関する知識・心構えと装備は整えましたか。（雪崩ビーコンなど）

⑤緊急時の連絡手段は用意しましたか。（携帯電話・無線など）

⑥過去の事故を確認しましたか。

⑦山岳保険への加入について、検討されましたか。

【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


総務－８ ２月７日は「北方領土の日」。

１月21日から２月20日は「北方領土の日」特別啓発期間です。

北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還要求

運動の一層の推進を図るために、政府は1981年（昭和56年）1月6日の閣議で2月

7日を「北方領土の日」とすることを決定しました。

この2月7日は、1855年（安政元年）伊豆の下田で、『日魯通好条約』が結ばれ、

択捉島とウルップ島の間に国境を定め、択捉島以南の北方四島が我が国の領土として

国際的にも明らかにされた歴史的な意義をもつ日であり、平和的な話し合いの中で

領土の返還を求める北方領土返還要求運動推進の目的に最も合った日として設けら

れたものです。

現在、日露両国間では北方領土問題を含む平和条約締結交渉が進められています

が、北方領土問題の解決には、北方領土返還要求運動が国民の総意であることを明

確に示し続けることが重要です。

国の外交交渉を積極的に後押しし、さらなる道民世論の結集を図るため、北海道

では、独自の取組として、2月7日の「北方領土の日」を中心に「北方領土の日」特

別啓発期間を定め、道、市町村及び関係団体が連携し、一層強力に北方領土問題の

啓発活動を展開します。

【主な行事】

・「北方領土の日」署名活動（2月７日～10日 札幌駅前通地下歩行空間）

・北方領土パネル展及び署名コーナー（1月21日から 全道各地）

【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〕



総務－９ チ・カ・ホに「北方領土返還要求啓発活動ブース」を設置

しています。

北方領土問題について多くの方の理解や関心を高めるため、チ・カ・ホに啓発活動

ブースを設置しています。

レゴ○R で製作した北方領土と北方領土隣接地域（根室管内1市4町）のジオラマや、

北方領土問題について紹介したパネルなどを展示しているので、お気軽にお越しく

ださい。

１ 場所

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）内 北大通交差点広場（西）

（札幌市中央区大通西４丁目）

２ 期間（予定）

令和３年10月19日（火）～令和４年２月20日（日） 11：00～17：00

※年末年始の期間等及びチ・カ・ホにおける設備等点検実施日は休場します。

また、新型コロナウイルス感染症の状況により、休場する場合があります。

開設状況は下記ＵＲＬで案内します。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/81662.html

３ 内容

① ＡＲシステムを活用した北方領土や北方領土隣接地域のジオラマ展示

レゴ○R で製作したジオラマにスマートフォン等をかざすと、ＡＲで北方領土に

ついて学ぶことができます。

② ショートムービーの上映

北方領土の概要などを映像で分かりやすく紹介します。

③ パネル展示

北方領土問題や北方領土隣接地域の魅力などを紹介します。

④ 署名コーナーの設置

北方領土返還要求署名のためのコーナーを設置します。

※会場内のタブレット端末からクイズに挑戦すると、抽選で景品が当たるイベン

トを随時実施しています。

【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〕

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/81662.html
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