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ユニチカ跡地裁判 LUNCH 学習会・・・ 

市民の主張を全面的に認める画期的判決 
 

ユニチカ跡地住民訴訟原告団 

事務局長 鈴木 正廣 

 

豊川市職労働組合は、毎月「LUNCH 学習会」を行っています。 

3 月の学習会は、今注目されている「ユニチカ跡地裁判」を取り上げました 

(3/27、参加者 18 人)。お話は、ユニチカ跡地住民訴訟原告団事務局長の鈴木正

廣氏です。 

 

佐原光一市長の控訴に市民から強い怒りの声・・・ 
佐原市長を被告に名古屋地裁に提訴(平成

28.8.23)したユニチカ跡地住民訴訟 原告:宮入興

一原告団長ら 130 人に、地裁は原告の主張を全面的

に認める画期的な判決を言い渡しました(2/8)。 

その模様は、テレビ、新聞等々で大きく取り上げら

れてユニチカ跡地の返還を求める市民の会のホー

ムページへのアクセスは急増、判決の衝撃の大きさ

を示しました。ところが、佐原市長は、名古屋地裁の判決命令を不服として控訴

しました(2/19)。控訴したことに多くの市民から不信感や疑問の声が広がってい

ます。それに油を注ぐように佐原市長は、定例記者会見(3/1)で「差し上げて(ユ

ニチカの)所有物になった土地を、改めて返してくれとはいえない」「戦後復興の

ために差し上げた土地。(市側が)請求できる立場にない」とさえ発言しました。 

佐原市長のユニチカ跡地に対する認識に驚きました。 

名古屋地裁判決主文 

「被告は、被告補助参加人(ユニチカ)に対し、６３億円及びこれに対する平成 27

年 10 月 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払うよう請求せよ。」 
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ユニチカ跡地の歴史的経緯・・・ 
ユニチカ跡地の旧土地台帳を見ると登記は 1953(昭和 28)年 12 月 25 日です。

ユニチカを誘致するための特別な措置でした。原告団は、豊橋市が 27 万平米も

の土地をユニチカに無償提供した事実を資料に基づき主張してきました。開拓農

民等への補償金 13,576,334 円、作物補償費 180,100 円、鉄道引込線移転補償費

933,300 円、合計 14,689,734 円と、土地代を合わせて 26,017,896 円です。この

金額は現在の豊橋市の年間予算(一般、特別)に換算すると数十億円という莫大な

市税を一企業のために出したのです。 

佐原市長代理人とユニチカ代理人の両者とも「争いません」と、全額豊橋市の市

税で賄ったことを認めました(第 8 回口頭弁論平成

29.11.30)。原告団は、契約書(昭和 26.4.3)第 12

条の解釈を重視すると共に、開拓農民関係者への聞

き取り調査、資料の発掘等々にエネルギーを注ぎま

した。この努力が、原告の全面勝利判決に結びつい

たと確信しています。 

 

ユニチカ 4項目文書・・・ 
ユニチカ跡地売却を巡って、特別に重視した文書は、土地を売却する一年前、

ユニチカが豊橋市長に提出した 4項目文書です(平成 26.10.9)。その内容は、「①

平成 27 年 3 月末までに、豊橋事業所全体を閉鎖すること。②閉鎖に前後して、

豊橋事業所は、再開発を前提とする第三者に売却したいこと。③敷地の売却は、

三菱 UFJ 信託銀行をアドバイザー兼仲介者として執り行うこと。④今後、敷地の

売却及び開発を行うにあたり、豊橋市様にご相談させて頂きたいこと。」、という

ものです。この書面から、ユニチカは契約第 12 条を念頭において豊橋市長に相

談を持ち掛けていることは明らかです。これに対して、佐原市長は記者会見で、

「社長と面会したが、これまでのお礼をされただけで跡地の処分については相談

を受けなかった」と釈明しました(平成 28.6.1)。 

しかし、面会は、「ユニチカの 4項目文書」が提出された 20 日後です。市長応

接室でユニチカ社長と面会した際、当然、「4 項目文書」の内容が話し合われた、

と考えるのが自然です。ユニチカ跡地売却に至る流れを見ると、この最初の時点

で佐原市長のとった姿勢がどうだったのかが鋭く問われます。公文書公開請求等

で知り得た資料から見れば、その後の当該土地売却の最大のキーポイントです。 

 

疑義事項協議書、早川勝市長の定例議会答弁・・・ 
最初の契約から 15 年後に締結された疑義事項協議書(昭和 41.2.21)は、二つの

ことを互いに確認しています。一つは、「将来とは」、期限を定めないこと。二つ

は、豊橋市から空き地になっていても返して下さいと言わないことです。 
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契約書から実に 15 年たって交わした疑義事項協議書の持つ意味は、非常に重い

ものがあります。名古屋地裁は、ユニチカが「撤退する」と意思表示した時には、

豊橋市は、将来、期限を定めず「お返し下さい」という権利があることを認めて、

主文「…請求せよ」の原告全面勝訴の画期的判決を言い渡したのです。ですから、

市民から負託された行政の長として佐原市長は「お返し下さい」と、ユニチカに

言わなければならなかったのです。 

早川勝前市長の定例市議会答弁も極めて重要です。弁護士にも相談したことを

明らかにして、次のように答弁しています。「…全く違う企業が来たときに、で

は目的外の使用になっていくのではないかとなりますと、市としてはどうぞお返

しくださいと、そのような話に戻っていくということにもなりかねません」

2006(平成 18.9)。この答弁について、名古屋地裁判決は、「全く別の企業が対象

土地を使用する場合には返還請求が可能であることを示唆されたものである」と

判断しています。 

 

控訴審で必ず勝利を・・・ 

名古屋地裁 1102 号法廷における原告全面勝訴「判決言渡し」の瞬間、嬉しさ

が全身にこみ上げました。ユニチカ跡地住民訴訟全面勝訴は、私たちの豊橋市を、

今後どう作っていくのかという非常に大きな跳躍台、出発点となると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝今後の日程＝会員の皆さま、ふるってご参加ください。 

地方行財政講座４回目「地方行財政の新しい動向について」 

日時:5 月 12 日(土)  13：30～16：30             

会場：アイプラザ豊橋３０７会議室       

講師：宮入 興一 氏（愛知大学名誉教授、研究所代表世話人） 

 

「東三河くらしと自治研究所第１２回定期総会・記念講演会」 

日時：6 月 17 日(日)  会場：豊橋市民センター(カリオンビル) 6 階多目的ホール  

(総会 13：30～14：20、 記念講演会 14：30～16：00)  
記念講演 「人口減少社会の下での地域再生をどう考えるか」 

講師：中山 徹 氏 (奈良女子大大学院人間文化研究科教授) 
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第１７回サイエンスカフェ ２８名参加 

 「今なぜ 渡辺崋山と高野長英か 

  ―開国前夜の徳川知識人の生きざまに学ぶー」 

 ３／１７（土）、サイエンスカフェを開催しました。講師は、念願だった元愛

知大学教授の別所興一先生をお招きしました。今までのサイエンスカフェの中で

最多の参加者２８名で、賑やかなサイエンスカフェとなりました。 

 

 教員時代から「渡辺崋山のキャンペーンボーイ」とし

て研究をしてきました。 

「今なぜ 渡辺崋山と高野長英」とわざわざ言うのか、

それは、最近の政治があまりにも悪くなったからです。

私も自分の晩年がこんなに悪くなるとは想像していま

せんでした。そろそろ店終いしようとしていましたが、

こんな酷い世の中を若者に丸投げ出来ない、と思いまし

た。 

 例えば、森カケ問題は酷すぎます。財務省は、とんでもない優秀集団なのに 

上司の顔色のみ見ていますよね。また、トランプや橋下のように反知性主義、学

者をバカにするような人たちが増えていること。彼らも酷いが彼らを支持してい

る人達がまだまだ居るということが、嘆かわしいです。 

 渡辺崋山は、田原藩の上級武士の家に産まれ、江戸家老という重役を務めてい

ました。封建官僚と芸術的部分を両方持っている人で、新しい時代に憧れながら

も儒教的思想や慣習に後ろ髪をひかれた、両極を揺れ動いた人でした。 

 高野長英は、「我が道を行く。」タイプで、同じ時代を生きながら対照的な２

人でしたが、「世の為、人の為」というヒューマンな部分を持っているという共

通点もありました。その点が、今のお粗末な政治家とは違うところです。 

江戸時代後の１５０年間を見ると、獲得したものも数多くありますが、喪失した

ものの重さを痛切に感じます。 

崋山の思想ベースは９割方儒学で、孟子と孔子の

教えを学び、「士大夫」としての人格識見を高め養

正することが本来の立場であると考えていました。 

日本は中国と違って科挙試験の様なものはありませ

んでしたが、単なる個人的な知識ではなく、人びと

の為に役に立つもので無ければダメだという考えか
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たがあり、遅れてスタートした日本の方が、政治の初期として

はりっぱなものがありました。しかし、それもだんだん失われ

ていきます。 

崋山は、４０歳の時に田原藩の江戸家老になります。彼の基

本的姿勢は、開明的な為政者の道徳的感化により人々を信頼さ

せる徳治主義の理想を持っていました。 

法治主義とは違い、人々が自然にこの人なら信頼出来ると思

う人を育成することが、藩の政治を活性化させることに繋がる

と考えました。彼は、役目柄から沿岸防備のため、儒学だけでなく蘭学も学んで

いました。三宅友信（田原藩の若隠居）の資金を活用して蘭書を購入し、小関三

英や高野長英をスカウトして翻訳して貰いました。その為、田原藩は１万２千石

の小さい藩でしたが、1830年代の世界情勢について、最新かつ正確な情報を収集

していました。 

崋山は、西洋の実学の隆盛を可能にしたものは何かと探求しました。 

西洋の科学技術が進歩したのは、理詰めで物事を考えていき共有財産にしていっ

たからです。しかし、日本は、実学を家で独占してしまい、儒学者も現実を直視

せず視野が余りにも狭いので発展しませんでした。 

 崋山は、「慎機論」で鎖国政策を批判しています。それは、モリソン号事件が

きかっけで、アメリカのモリソン号が、漂流民を届け通商も出来たらと平和的申

し入れをしに浦賀へ来ますが、江戸幕府は、大砲を打ち込み追い払ってしまいま

した。その後諦めきれずに、鹿児島の山川にも寄りましたが、同じく追い返され

ました。この事件を知った崋山は、あまりにもやり方が酷いと、江戸幕府と日本

に落胆します。 

 彼は、他の儒学者とは違い、個別領域の枠を超えた西洋社会の全体像をとらえ

ていました。例えば、西洋諸国は日本と違って、自国民の命は囚人であっても大

事にする、しかし、植民地化を強行し他国の人の命は犬ちくしょうの様に扱って

も構わない等、否定的側面も持ち合わせていました。一方、西洋では基礎科学を

重んじ、研究に国が助成金を長期間出す等（青虫の腹の斑点に３０年間助成金を

出していた。）魅力的な部分もありました。 

西洋に憧れながら一方で、西洋を警戒しなければいけないという二重の感情を

持っていたという点が、崋山の特徴です。 

高野長英は、 年に陸奥国に生まれました。父の後藤実慶は武士でしたが、

歳で父を亡くし、医者である叔父の高野玄斎の養子となります。義父である高

野玄斎は若い頃に杉田玄白のもとで医学を学んだ事から、長英も医学をはじめ学

問には非常に積極的でした。

蘭方医学を学ぶ為、長崎に行き、シーボルトが作った鳴滝塾で医学をはじめヨー

ロッパの文化など幅広く学び、優秀な成績を修めました。
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しかし、 年、あのシーボルト事件が起こりました。

シーボルトの関係者ということで、共に学ぶ仲間は取り調べを

受け逮捕者まで出ましたが、長英はなんとか逃げ切ります。

長英は江戸麹町で開業し、町医者となり、また、田原藩から頼

まれていた翻訳の仕事を請け負ったりもしていました。

長英は、「戊戌夢物語」でモリソン号事件や鎖国について書き、

幕府を猛烈に批判します。 年、これがきっかけで逮捕され

ます（蛮社の獄）。

 また、長英は農民に直接役立つ蘭学の普及にも力を入れていました。天保の飢

饉の際には、「二物考」（ジャガイモとそば）や「避疫要法」（病気やケガを医師

にかからず身近な物で治療する方法や予防法）を出版し、実際に役立つ日用の学

としての蘭学の普及に努めました。

 崋山も長英も国や幕府の為に役立つ書物等を数多く出版しましたが、幕府は何

故２人を処罰したかと言いますと、「国に関わることは庶民が考えることではな

い。崋山や長英のしていることは、越権行為で民心を惑わし世の中を不安にさせ

る。」というのが、大きな理由でした。

そんな中、長英は、幕府当局の「御明断」への期待が裏切られ、放免の望みが

絶たれると牢屋の番人に放火をさせ脱獄し、逃亡を続けながら蘭書（主に兵学書）

の翻訳に従事しました。四国の宇和島藩（現・愛媛県）伊達宗城に元に身を寄せ

るも長くは続かずに江戸に戻りますが、幕府の役人にみつかり自害したのでした。

 近代の批判精神につながる長英の実学精神は、明治以降の学校教育では継承さ

れず、お国や天皇陛下の為に命を捧げることが大事だという教育が昭和２０年頃

まで続きます。このような自主的批判的精神の断絶が、近代日本社会の大きな病

の源となったのです。近代的実学の大成者と言われる福沢諭吉は、富国強兵策を

主導し、多くの国民がそれに同調し、日本は戦争への道をつき進むことになった

のです。 

～参加者の方の感想～

◆別所先生のお話は素晴らしく、先生のお話を聞いたことで

渡辺崋山と高野長英２人がとても近く感じられた。

◆私が学んだ崋山とは違っていた。

文学・言論の自由を守っていく力を貰うことが出来た。

◆幕末の時代に、グローバルな視点で物事を見ていたことに感心した。

◆気軽にコーヒーを飲みながら、知らないことばかりで勉強になった。

今後、田原城の城主の家系を勉強したい。


