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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　11月10日のI．M．参加
ありがとうございました。
有意義な講演会ではなか
ったでしょうか？又幸道会
員さんにはクラブを代表し

てクイズ大会に参加をいただきましたこと、ありが
とうございました。来年度も敦賀の地で、敦賀西RC
が主催致します。18人のメンバーで同じ会場で、刀
根パストガバナーの監修だそうです。
　今の日本は海外諸国にとってあまりにも弱すぎ
る。お人よしではないでしょうか？【モスクワ時事】
ロシアのプーチン大統領は15日、北方領土問題を
含む日ロの平和条約締結交渉の基礎となる1956

桑原　重之
　　ソング委員長

「日も風も星も」

ロータリーソング
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「働き方改革と中小企業」
社会保険労務士法人リヴル総研代表社員

奥   村　繁   子　様

注：11月23日は休会です

クラブフォーラム
「社会と福祉」

齋藤  多久馬  会員
「例会出席率向上と会員拡大」テーマ

年の日ソ共同宣言に関し、歯舞、色丹２島の引き
渡し後の主権について明記されておらず、プーチン
氏が平和条約締結後の歯舞、色丹２島の主権も交
渉対象となるとの認識を示したが、ことで、交渉は
難航必至と言えそうです。なおロシアは返還後にア
メリカの基地配備を懸念して居るようです。北方領
土変換とは４島の事です。
日本とロシア・ソ連の国境の変遷

・1945年4月ソ連が日ソ中立条約不延長を通告　
　　（２次世界大戦中日本の敗戦濃厚）
・8月9日ソ連が対日参戦
・8月14日日本がポツダム宣言受諾、終戦　　
・9月ソ連が５日までに千島列島と北方領土を占領

北方領土をめぐる日ロや関係国の主な動き
　1951年9月8日、米サンフランシスコで、日本が
米国など48カ国と署名した。冷戦を背景に共産圏
の旧ソ連、旧チェコスロバキア、ポーランドは署名

を拒否した。翌52年4月28日に発効し、連合国によ
る日本占領が終わった。日本は独立を回復し、千島
列島、南樺太などを放棄。沖縄や小笠原諸島、奄美
群島は本土復帰までの間、米国の施政下に残った。
また、吉田茂首相は講和条約の受諾演説で、次の
ように語った。「日本開国の当時、千島南部の2島、
択捉、国後両島が日本領であることについては、帝
政ロシアもなんら異議をはさまなかったのでありま
す」「千島列島および樺太南部は、日本降伏直後の
1945年9月20日一方的にソ連領に収容されたの
であります。また、日本の本土たる北海道の一部を
構成する色丹島および歯舞諸島も終戦当時たまた
ま日本兵営が存在したためにソ連軍に占領された
ままであります」
　外務省の西村熊雄・条約局長が衆院特別委員会
で答弁。「（講和）条約にある千島」
・1955ソ連が日本に国交正常化交渉の呼びかけ
・1956外務省の森下国雄・政務次官が衆院外務委
員会で政府統一見解を述べる。「南千島、すなわち
国後、択捉は常に日本の領土。（講和）条約にいう
千島列島の中にも両島は含まれていない」
　日ソ交渉に絡み、ダレス米国務長官が、4島一括
返還でないなら沖縄は返さないとの趣旨を日本に
伝達。米の従来見解を変え、日ソ接近を牽制
　日ソ交渉に対する米国覚書。「択捉、国後は（歯
舞、色丹とともに）常に固有の日本領土」
　日ソ共同宣言。日ソ国交が回復。平和条約締結
後に歯舞、色丹の日本引き渡しを明記
　1956年10月19日、モスクワで鳩山一郎首相と
ソ連のブルガーニン首相が署名。両国議会の批准
承認を経て、12月12日に発効した。第2次大戦の日
本とソ連の戦争状態を終わらせ、両国の外交関係
を回復させる内容。領土問題については「日ソ両国
が外交関係を回復した後も平和条約締結交渉を
続ける」「ソ連は平和条約締結後に、歯舞群島と色
丹島を日本に引き渡す」という規定がある。米国は
日ソ交渉途中の56年9月7日、「ヤルタ協定は、単に
当事国の当時の首脳が共通の目標を陳述した文
書に過ぎない」「当事国による何らの最終決定をな

すものでもなく、領土移転のいかなる法律的効果
を持つものでない」とする覚書を出し、択捉島、国
後島も日本領だとする見解を示した。当時は冷戦
期で、交渉の妥結で日ソが接近するのを阻もうとし
たのではないかという指摘がある。
　1960年1月27日、改定した日米安保条約の締結
に反発し、ソ連は対日覚書を出した。その中で、色
丹、歯舞の2島引き渡しに米軍撤退という新条件を
付けた。「新条約がソ連と中国に向けられたもので
あることを考慮し、これらの諸島を日本に引き渡す
ことによって、外国軍隊によって使用せられる領土
が拡大せられるがごときことを促進することはでき
ない」としている。

「北方領土の日」（2月7日）の設定に関する閣議了解
　1981年1月6日、鈴木善幸内閣が閣議了解で、毎
年2月7日を「北方領土の日」と定めた。北方領土問
題に対する国民の関心と理解を深め、返還運動の
全国的な盛り上がりを図ることを狙っている。
1855年に伊豆・下田で、択捉島以南の北方四島が
日本の領土と定められた日露通好条約の調印日に
由来する。ソ連はこの記念日制定に対し、81年1月
20日に、「ソ連に対する非友好的でかつソ日関係
において達成された肯定的な成果を破綻に導く行
為である」「存在しない『領土問題』を人工的にあお
るために日本政府がどのような措置をとろうとも、
ソ連の立場がこのために変わることはありえない（
略）」との口頭声明を出した。
・1991ソ連のゴルバチョフ大統領が訪日。日ソ共
同声明で、ソ連側は、４島の名前を具体的に書き、
領土画定の問題の存在を初めて文書で認める
ソ連崩壊。ロシア連邦誕生
・1993年細川護熙首相がエリツィン大統領と「東
京宣言」。４島の名前を列挙し、交渉対象に
　1993年10月13日、東京で、細川護熙首相とロシ
アのエリツィン大統領が署名した。北方領土問題
について4島の名前を列挙し、「帰属に関する問題」
を解決して平和条約を早期に締結すると合意した。
日本と旧ソ連の間の条約をロシアが引き継ぐこと
も確認しており、エリツィン氏は記者会見で、平和
条約締結後の歯舞、色丹両島の引き渡しを約束し
た56年の日ソ共同宣言の有効性も確認した。
　橋本龍太郎首相とエリツィン大統領が「クラスノ
ヤルスク合意」。「東京宣言に基づき2000年までに
平和条約を締結するよう全力を尽くす」
　1997年11月2日、ロシア・シベリアのクラスノヤ
ルスクで、橋本龍太郎首相とエリツィン大統領が非
公式会談し、「東京宣言に基づき、2000年までに平
和条約を締結するよう全力をつくす」ことで合意し
た。また、包括的な経済協力を盛り込んだ「橋本・エ
リツィン・プラン」もまとまった。会談以降、日ロ関係
は急テンポで進展した。
・1998年橋本首相とエリツィン大統領が「川奈合
意」。日本側から、4島の北に境界線を引き、当面は
ロシアの施政を認める「川奈提案」
　1998年4月19日、静岡県伊東市川奈で、橋本龍
太郎首相がエリツィン大統領と、「平和条約が、東
京宣言に基づき、（北方）四島の帰属の問題を解決
すること」を再確認した合意。日本側はこの時、「4
島の北に国境線があることを確認できれば、4島が
ロシアの施政下にある現状を『合法』と認め、当面
は日本に渡さなくてもよい」という妥協案を秘密裏
に提示した。だが、ロシア側は同年11月、小渕恵三
首相に拒否を伝えた。

　小渕恵三首相とエリツィン大統領が会談。エリツ
ィン氏が、当面は4島全体に特別な法体系を適用
し、共同経済活動を進めることを提案する一方、「
川奈提案」は拒否
・2000年プーチン大統領が訪日し、「56年の（日ソ
共同）宣言は有効」としつつ、「（川奈提案は）ロシア
側の考え方と完全には一致しない」
・2001年森喜朗首相とプーチン大統領が「イルク
ーツク声明」。日ソ共同宣言を交渉の出発点と確認
し、4島の帰属問題を解決して平和条約を締結する
ことをうたう
　2001年3月25日、ロシアの東シベリア・イルクー
ツクで、森喜朗首相とプーチン大統領が出した。
1956年の「日ソ共同宣言」を「（平和条約）交渉の
出発点を設定した法的文書」と確認。さらに、4島の
帰属問題を解決することをうたった「東京宣言」に
基づいて交渉を続けることで合意した。森氏は「歯
舞、色丹の引き渡し条件」と「国後、択捉の帰属問
題」に分けて話し合う「同時並行協議」を打診した。
・2003年小泉純一郎首相とプーチン大統領が「日
ロ行動計画」。経済協力を確認
　2003年1月10日、モスクワで、小泉純一郎首相
とプーチン大統領が合意した両国関係強化のロー
ドマップ。日本は、経済分野などでロシアと幅広い
協力関係を目指す姿勢を示したが、小泉政権が
「四島一括返還」にこだわったほか、ロシア経済の
好調もあり、領土問題の具体的な進展は得られな
かった。
・2016年安倍首相とプーチン大統領がソチで会談。
安倍氏は「新しいアプローチ」を提案し、「今までの
停滞を打破する突破口を開く手応えを得ることが
できた」
　2016年5月6日、ロシアの保養地ソチで、安倍晋
三首相がプーチン大統領に提案した。安倍氏は国
会の質疑で、内容について、「経済分野を含め、幅
広い分野で日ロ関係を国益に資するような形で進
めていくなかで、4島帰属の問題を解決して平和条
約を締結すべく粘り強く交渉に取り組む」と答弁し
た。日本政府はロシアに対し、エネルギー開発や極
東地方の振興策、ロシア国民の生活環境改善など
8項目の協力プランを提案している。
　北方領土をめぐる日ロ交渉で、返還後の島に米
軍基地を置かない考えを日本がロシアに伝えてい
たことが明らかになった。

　「２島先行」、首相周辺で検討本格化　ロシア世
論は反発(2018/11/15)シンガポールで14日開か
れた安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領によ
る首脳会談。両首脳は１９５６年の日ソ共同宣言
を基礎に協議を重ねていくことで合意したが、懸案
の北方領土問題で折り合える道はあるのでしょう
か。

　プーチン氏案、首相どう対応　前提なし平和条
約提案後初、あす会談(2018/11/13)　安倍晋三
首相は14日にシンガポールでロシアのプーチン大
統領と会談する。会談はプーチン氏が9月に前提条
件なしで平和条約を締結しようと提案してから初
めて。ただ、この提案は「北方四島の帰属の問題を
解決しないまだまだ先の見えない時代になりつつ
あります。
　例会後はクラブ協議会です。11/30日はクラブフ
ォーラム例会です。みんなのクラブで親睦を深めま
しょう。 
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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

酒井　芳則　会長
　11月10日のI．M．参加
ありがとうございました。
有意義な講演会ではなか
ったでしょうか？又幸道会
員さんにはクラブを代表し

てクイズ大会に参加をいただきましたこと、ありが
とうございました。来年度も敦賀の地で、敦賀西RC
が主催致します。18人のメンバーで同じ会場で、刀
根パストガバナーの監修だそうです。
　今の日本は海外諸国にとってあまりにも弱すぎ
る。お人よしではないでしょうか？【モスクワ時事】
ロシアのプーチン大統領は15日、北方領土問題を
含む日ロの平和条約締結交渉の基礎となる1956

牧野　友美　幹事
　例会終了後、２階役
員室に於いてクラブア
ッセンブリーを行いま
す。理事役員・各委員長

・ロータリー歴3年未満の会員は、出席義務
です。よろしくお願いします。
　11月23日(金)は、休会です。
　11月30日(金)は、通常例会です。よろしく
お願いします。

佐野  直美 
　　　出席委員長
　本日の出席は23名で、
出席率は53.4％となって
おります。
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渡し後の主権について明記されておらず、プーチン
氏が平和条約締結後の歯舞、色丹２島の主権も交
渉対象となるとの認識を示したが、ことで、交渉は
難航必至と言えそうです。なおロシアは返還後にア
メリカの基地配備を懸念して居るようです。北方領
土変換とは４島の事です。
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米国など48カ国と署名した。冷戦を背景に共産圏
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であります。また、日本の本土たる北海道の一部を
構成する色丹島および歯舞諸島も終戦当時たまた
ま日本兵営が存在したためにソ連軍に占領された
ままであります」
　外務省の西村熊雄・条約局長が衆院特別委員会
で答弁。「（講和）条約にある千島」
・1955ソ連が日本に国交正常化交渉の呼びかけ
・1956外務省の森下国雄・政務次官が衆院外務委
員会で政府統一見解を述べる。「南千島、すなわち
国後、択捉は常に日本の領土。（講和）条約にいう
千島列島の中にも両島は含まれていない」
　日ソ交渉に絡み、ダレス米国務長官が、4島一括
返還でないなら沖縄は返さないとの趣旨を日本に
伝達。米の従来見解を変え、日ソ接近を牽制
　日ソ交渉に対する米国覚書。「択捉、国後は（歯
舞、色丹とともに）常に固有の日本領土」
　日ソ共同宣言。日ソ国交が回復。平和条約締結
後に歯舞、色丹の日本引き渡しを明記
　1956年10月19日、モスクワで鳩山一郎首相と
ソ連のブルガーニン首相が署名。両国議会の批准
承認を経て、12月12日に発効した。第2次大戦の日
本とソ連の戦争状態を終わらせ、両国の外交関係
を回復させる内容。領土問題については「日ソ両国
が外交関係を回復した後も平和条約締結交渉を
続ける」「ソ連は平和条約締結後に、歯舞群島と色
丹島を日本に引き渡す」という規定がある。米国は
日ソ交渉途中の56年9月7日、「ヤルタ協定は、単に
当事国の当時の首脳が共通の目標を陳述した文
書に過ぎない」「当事国による何らの最終決定をな

すものでもなく、領土移転のいかなる法律的効果
を持つものでない」とする覚書を出し、択捉島、国
後島も日本領だとする見解を示した。当時は冷戦
期で、交渉の妥結で日ソが接近するのを阻もうとし
たのではないかという指摘がある。
　1960年1月27日、改定した日米安保条約の締結
に反発し、ソ連は対日覚書を出した。その中で、色
丹、歯舞の2島引き渡しに米軍撤退という新条件を
付けた。「新条約がソ連と中国に向けられたもので
あることを考慮し、これらの諸島を日本に引き渡す
ことによって、外国軍隊によって使用せられる領土
が拡大せられるがごときことを促進することはでき
ない」としている。

「北方領土の日」（2月7日）の設定に関する閣議了解
　1981年1月6日、鈴木善幸内閣が閣議了解で、毎
年2月7日を「北方領土の日」と定めた。北方領土問
題に対する国民の関心と理解を深め、返還運動の
全国的な盛り上がりを図ることを狙っている。
1855年に伊豆・下田で、択捉島以南の北方四島が
日本の領土と定められた日露通好条約の調印日に
由来する。ソ連はこの記念日制定に対し、81年1月
20日に、「ソ連に対する非友好的でかつソ日関係
において達成された肯定的な成果を破綻に導く行
為である」「存在しない『領土問題』を人工的にあお
るために日本政府がどのような措置をとろうとも、
ソ連の立場がこのために変わることはありえない（
略）」との口頭声明を出した。
・1991ソ連のゴルバチョフ大統領が訪日。日ソ共
同声明で、ソ連側は、４島の名前を具体的に書き、
領土画定の問題の存在を初めて文書で認める
ソ連崩壊。ロシア連邦誕生
・1993年細川護熙首相がエリツィン大統領と「東
京宣言」。４島の名前を列挙し、交渉対象に
　1993年10月13日、東京で、細川護熙首相とロシ
アのエリツィン大統領が署名した。北方領土問題
について4島の名前を列挙し、「帰属に関する問題」
を解決して平和条約を早期に締結すると合意した。
日本と旧ソ連の間の条約をロシアが引き継ぐこと
も確認しており、エリツィン氏は記者会見で、平和
条約締結後の歯舞、色丹両島の引き渡しを約束し
た56年の日ソ共同宣言の有効性も確認した。
　橋本龍太郎首相とエリツィン大統領が「クラスノ
ヤルスク合意」。「東京宣言に基づき2000年までに
平和条約を締結するよう全力を尽くす」
　1997年11月2日、ロシア・シベリアのクラスノヤ
ルスクで、橋本龍太郎首相とエリツィン大統領が非
公式会談し、「東京宣言に基づき、2000年までに平
和条約を締結するよう全力をつくす」ことで合意し
た。また、包括的な経済協力を盛り込んだ「橋本・エ
リツィン・プラン」もまとまった。会談以降、日ロ関係
は急テンポで進展した。
・1998年橋本首相とエリツィン大統領が「川奈合
意」。日本側から、4島の北に境界線を引き、当面は
ロシアの施政を認める「川奈提案」
　1998年4月19日、静岡県伊東市川奈で、橋本龍
太郎首相がエリツィン大統領と、「平和条約が、東
京宣言に基づき、（北方）四島の帰属の問題を解決
すること」を再確認した合意。日本側はこの時、「4
島の北に国境線があることを確認できれば、4島が
ロシアの施政下にある現状を『合法』と認め、当面
は日本に渡さなくてもよい」という妥協案を秘密裏
に提示した。だが、ロシア側は同年11月、小渕恵三
首相に拒否を伝えた。

　小渕恵三首相とエリツィン大統領が会談。エリツ
ィン氏が、当面は4島全体に特別な法体系を適用
し、共同経済活動を進めることを提案する一方、「
川奈提案」は拒否
・2000年プーチン大統領が訪日し、「56年の（日ソ
共同）宣言は有効」としつつ、「（川奈提案は）ロシア
側の考え方と完全には一致しない」
・2001年森喜朗首相とプーチン大統領が「イルク
ーツク声明」。日ソ共同宣言を交渉の出発点と確認
し、4島の帰属問題を解決して平和条約を締結する
ことをうたう
　2001年3月25日、ロシアの東シベリア・イルクー
ツクで、森喜朗首相とプーチン大統領が出した。
1956年の「日ソ共同宣言」を「（平和条約）交渉の
出発点を設定した法的文書」と確認。さらに、4島の
帰属問題を解決することをうたった「東京宣言」に
基づいて交渉を続けることで合意した。森氏は「歯
舞、色丹の引き渡し条件」と「国後、択捉の帰属問
題」に分けて話し合う「同時並行協議」を打診した。
・2003年小泉純一郎首相とプーチン大統領が「日
ロ行動計画」。経済協力を確認
　2003年1月10日、モスクワで、小泉純一郎首相
とプーチン大統領が合意した両国関係強化のロー
ドマップ。日本は、経済分野などでロシアと幅広い
協力関係を目指す姿勢を示したが、小泉政権が
「四島一括返還」にこだわったほか、ロシア経済の
好調もあり、領土問題の具体的な進展は得られな
かった。
・2016年安倍首相とプーチン大統領がソチで会談。
安倍氏は「新しいアプローチ」を提案し、「今までの
停滞を打破する突破口を開く手応えを得ることが
できた」
　2016年5月6日、ロシアの保養地ソチで、安倍晋
三首相がプーチン大統領に提案した。安倍氏は国
会の質疑で、内容について、「経済分野を含め、幅
広い分野で日ロ関係を国益に資するような形で進
めていくなかで、4島帰属の問題を解決して平和条
約を締結すべく粘り強く交渉に取り組む」と答弁し
た。日本政府はロシアに対し、エネルギー開発や極
東地方の振興策、ロシア国民の生活環境改善など
8項目の協力プランを提案している。
　北方領土をめぐる日ロ交渉で、返還後の島に米
軍基地を置かない考えを日本がロシアに伝えてい
たことが明らかになった。

　「２島先行」、首相周辺で検討本格化　ロシア世
論は反発(2018/11/15)シンガポールで14日開か
れた安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領によ
る首脳会談。両首脳は１９５６年の日ソ共同宣言
を基礎に協議を重ねていくことで合意したが、懸案
の北方領土問題で折り合える道はあるのでしょう
か。

　プーチン氏案、首相どう対応　前提なし平和条
約提案後初、あす会談(2018/11/13)　安倍晋三
首相は14日にシンガポールでロシアのプーチン大
統領と会談する。会談はプーチン氏が9月に前提条
件なしで平和条約を締結しようと提案してから初
めて。ただ、この提案は「北方四島の帰属の問題を
解決しないまだまだ先の見えない時代になりつつ
あります。
　例会後はクラブ協議会です。11/30日はクラブフ
ォーラム例会です。みんなのクラブで親睦を深めま
しょう。 


