
発表項目 令和４年度（2022年度）
(行事名) 「北方領土の日」特別啓発期間の取組について

「北方領土の日」特別啓発期間：令和５年１月21日（土）～２月20日（月）
概 要 ２月７日の「北方領土の日」を中心に、北海道独自の取組として特別啓発期間を設定

し、道（本庁、（総合）振興局）、市町村及び関係団体が相互に連携し、道内各地で啓発
活動を展開します。

【期間中の主な取組】
行 事 名 開催月日・開催場所 実施内容

北 北 方 領 土 ・２月７日 決意表明 等
方 フェスティバル さっぽろ雪まつり大通西５丁目会場 ※３年ぶりの開催
領 北方領土の日 ・２月６日～８日 署名活動
土 署 名 活 動 チ・カ・ホ北大通交差点広場(東)
の 北方領土の日 ・２月７日 式典
日 根室管内住民大会 根室市総合化会館

北方領土の日 ・２月７日 広報車による街頭啓発、パ
全道一斉啓発 道内各地（各振興局） ネル展 等

北方領土返還要求 ・１月10日～１月31日 ＡＲを活用した北方領土の
啓発活動ブース チ・カ・ホ北大通交差点広場(西) レゴ®ジオラマやパネルの

・２月１日～２月13日 展示、ショートームービー
サッポロファクトリールーム の上映 等

北 方 領 土 展 ・１月24日～１月28日 ポスターコンテスト入賞作
(パネル・写真展) かでる２．７ 品の展示

・期間中 北方領土パネル展 等
道内各地（各振興局等） ※別紙一覧参照

ラ ン チ タ イ ム ・１月23日 北方領土の語り部講話
セ ミ ナ ー 道庁１階交流広場
民 間 協 働 広 報 ・期間中 動画コンテスト最優秀賞作

【新規】 道内銀行（北洋銀行・北海道銀行） 品を銀行店舗内サイネージ
札幌市内街頭大型ビジョン 及び札幌市内街頭大型ビジ

※動画コンテスト最優秀賞作品 ョン６カ所で放映
北方四島交流等 ・２月６日～２月９日 北方四島交流等事業の写真
事 業 写 真 展 ＪＲ白石駅（道と北方同盟の共催） の展示、事業の紹介、洋上
【新規】 ※ビザなし交流開始から30年 慰霊の動画上映 等
洋 上 慰 霊 映 像 ・１月下旬 洋上慰霊の映像を元島民や
ＤＶＤの配布・活用 元島民等への配布・啓発へ活用 各都道府県等に配布し、啓
【新規】 ※洋上慰霊の映像 発活動に活用
高校生Ｎサミット ・１月23日（全３回 12/7、1/11） 根室管内の高校生が北方領

【新規】 オンライン開催 土を紹介するデジタルサイ
※根室振興局の取組 ネージの映像を制作

※このほか、全道各地で市町村広報紙への記事掲載、観光施設やイベント会場での啓発
活動などを予定。

＜２月７日の「北方領土の日」について＞
参 考 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、政府は1981年(昭和56年)１月６日の閣議了解で、２月７
日を「北方領土の日」とすることに決定しました。
２月７日は、1855年(安政元年)伊豆の下田で「日魯通好条約」が結ばれた日で、択

捉島とウルップ島の間に国境が確認された歴史的な意義を持つ日です。

担 当 総務部北方領土対策本部北方領土対策課 （担当者：千葉、森山）
(連絡先) 電話(代表)０１１－２３１－４１１１（内線２２－７５３）

電話(直通)０１１－２０４－５０６９



場所（施設） 内　　容 期　　間 主　　催

1 札幌駅前地下歩行空間北大通交差点広場 パネル展示（特別啓発ブース） 1月10日～1月31日 北方領土対策本部

2 道庁1階道政広報コーナー パネル展示 1月23日～1月24日 北方領土対策本部、石狩振興局　共催

3 かでる２・７ ポスコン作品展 1月24日～1月28日 北方領土対策本部

4 サッポロファクトリールーム パネル展示（特別啓発ブース） 2月1日～2月13日 北方領土対策本部

5 ＪＲ白石駅 ビザなし30周年写真展 2月6日～2月8日
北方領土対策本部、

北方四島交流北海道推進委員会　共催

6 岩見沢市コミュニティプラザ１Ｆロビー 北方領土写真展 1月20日～2月20日 北方領土復帰期成同盟空知地方支部

7 道庁1階道政広報コーナー ポスコン「こどもの部」作品展 2月2日～2月3日 石狩振興局

8 南区民センター　1階ロビー 北方領土写真パネル展 1月24日～1月31日
北方領土復帰期成同盟札幌地方支部、

札幌市　共催

9
白石区複合庁舎

地下2階まちづくりイベント広場
北方領土写真パネル展 2月15日～2月20日

北方領土復帰期成同盟札幌地方支部、

札幌市　共催

10 豊平区民センター　1階ロビー 北方領土写真パネル展 2月16日～2月22日
北方領土復帰期成同盟札幌地方支部、

札幌市　共催

11 北広島市庁舎　５階市民ギャラリー パネル展示 2月6日～2月10日 北広島市

12 石狩市本庁舎　１階ロビー パネル展示（ポスター展） 2月1日～2月20日
北方領土復帰期成同盟石狩地方支部、

石狩市　共催

13 野幌公民館 北方領土写真パネル展 2月1日～2月8日 北方領土復帰期成同盟石狩地方支部

14 後志合同庁舎１階道民ホール パネル展示 1月23日～2月20日
北方領土復帰期成同盟後志地方支部、

後志総合振興局　共催

15 ウイングベイ小樽 パネル展示 2月3日
北方領土復帰期成同盟後志地方支部、

後志総合振興局　共催

16 倶知安町役場3階展望テラス パネル展示 2月7日～2月10日 北方領土復帰期成同盟後志地方支部

17 むろらん広域センタービル　１階ロビー
パネル展示

ポスコン「こどもの部」作品展
1月23日～2月20日 胆振総合振興局

18 日高合同庁舎　1階エントランスホール
パネル展示

ポスコン作品展
1月23日～2月20日 日高振興局

19 渡島合同庁舎　１階道民ホール パネル展示 2月1日～2月10日
渡島総合振興局、

北方領土復帰期成同盟渡島地方支部　共催

20 檜山振興局１階ロビー パネル展示 1月23日～2月20日 檜山振興局

21
上川合同庁舎

1階大雪カムイミンタラホール

パネル展示

ポスコン「こどもの部」作品展
1月20日～2月20日 上川総合振興局

22 旭川冬まつり会場 パネル展示 2月11日～2月12日 北方領土復帰期成同盟上川地方支部

23 留萌合同庁舎　1階道民ホール パネル展示 1月23日～2月20日 留萌振興局

24 小平町文化交流センター パネル展示 1月21日～1月30日 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部

25 留萌市中央公民館 パネル展示 2月1日～2月10日 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部

26 とままえ温泉ふわっと パネル展示 2月17日～2月26日 北方領土復帰期成同盟留萌地方支部

27 キタカラ内１Ｆアトリウム パネル展示 1月23日～2月3日 北方領土復帰期成同盟宗谷地方支部

28 稚内商工会議所１階展示コーナー パネル展示 2月6日～2月20日 北方領土復帰期成同盟宗谷地方支部

29 合同庁舎1階道民ギャラリー パネル展示 1月23日～2月20日
宗谷総合振興局、

北方領土復帰期成同盟宗谷地方支部　共催

30 オホーツク合同庁舎１階ロビー 写真・パネル展示 1月23日～2月20日 オホーツク総合振興局

31 十勝総合振興局１階道民ホール ポスコン作品展 1月23日～2月20日 十勝総合振興局

32 釧路総合振興局庁舎 ポスコン作品展
1月23日～2月22日

（2月7日を除く）
釧路総合振興局

33 イオン釧路町店 ポスコン作品展 2月7日 釧路総合振興局

34 釧路市防災庁舎１階展示ホール
「北方領土の日」啓発書道展・

パネル展示
1月30日～2月3日

釧路市、

北方領土復帰期成同盟釧路地方支部　共催

35 生涯学習センター
「北方領土の日」啓発書道展・

パネル展示
2月7日～2月12日

釧路市、

北方領土復帰期成同盟釧路地方支部　共催

36 根室振興局１階道民ホール
パネル展示

ポスコン作品展、作文コン
1月23日～2月20日 北方領土対策根室地域本部

37 北方四島交流センター（ニ・ホ・ロ）
パネル展示、ポスコン作品展及び

「こどもの部」原画展
1月21日～2月20日 北方領土対策根室地域本部

38 道の駅スワン44ねむろ
パネル展示

ポスコン作品展、作文コン
1月21日～2月20日 北方領土対策根室地域本部

39 大地みらい信用金庫本店
パネル展示

ポスコン作品展、作文コン
1月21日～2月20日 北方領土対策根室地域本部

40 中標津町総合文化会館 パネル展示 2月４日～2月９日
中標津町、

千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部　共催

41 標津町生涯学習センターあすぱる パネル展示 2月1日～2月14日
標津町、北方領土復帰期成同盟根室地方支部、

千島歯舞諸島居住者連盟標津支部　共催

42 羅臼国後展望塔 ポスコン作品展（Ｒ４版） 1月21日～2月20日 羅臼町

43 羅臼町民体育館　玄関 ポスコン作品展（Ｒ４版） 1月21日～2月20日 羅臼町

令和４年度（2022年度）「北方領土の日」特別啓発期間に開催予定のパネル展・ポスコン作品展一覧


