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　　　　　　 巻 頭 言

「宮本武之輔を偲び顕彰する会」 ……会 長　鈴  木  幸  一

　“光陰矢の如し”と言いますが、「宮本武之輔を偲び顕彰する

会」が発足して本年が10周年となります。この間、会員の皆様を

始め多くの方々のご協力を戴き、それまで全国的には多少知られてはいましたが、生

誕の地であります松山では全く無名であった武之輔の名前が10年経った今、松山でも

かなり知られるようになりました。皆様のご理解とご協力に､この場をお借りして、篤

く御礼申し上げます。

　思い起こせば、2006（平成18年）に東大名誉教授の高橋裕先生に促されて発足した

会でありましたが、発足後５年目までは武之輔の胸像設置活動を主体とし、武之輔に

関する資料整理や武之輔の日記の概要を勉強することを通して、宮本武之輔を偲び顕

彰しました。

　後半の五年間では、宮本武之輔を一般の皆様に知ってしていただくためのシンポジ

ウムや愛媛県の偉人の一人として認めて頂く運動や武之輔が活躍した新潟県の燕市と

の交流などの展開がありました。そのような活動の中で興居島の若者が武之輔に関心

を持ち、燕市との交流に参加するようになったことは特筆すべきことです。

　昨年興居島で行われた武之輔生誕の碑設置記念式典に参加いただいた鈴木燕市長

に、今年の夏、燕市に興居島の小学生３名を招待して頂きました。信濃川大河津分水

路建設のきっかけとなった大洪水「横田切れ」の120周年記念事業に、引率された先

生や父兄及び松山市職員と一緒に、参加させていただいたそうです。

　興居島小学校６年の３名は地元分水小学校の生徒から宮本武之輔の分水堰建設での

活躍を説明してもらい、郷土の武之輔を誇りに感じていたと、同行された興居島中学

兼小学校の稲田校長からお話を伺いました。

　学校を訪問したその日は、武之輔も見たであろう無形重要文化財となっている興居

島の舟踊りがあり、中学生も参加し水軍太鼓で盛り上げているのを見、興居島で勉学

している中学生のたくましさを感じさせていただきました。

　本会の一つの重要な目的は、宮本武之輔の偉業を世の中に広く知っていただくこと

を通して、郷土の青少年が武之輔のような青雲の志を抱いて社会の進歩に貢献できる

大人になっていただくきっかけを作ることです。それが、高橋先生の最初に言われた

“宮本の松山、松山の宮本”運動の意義ともなると思います。それは、正に宮本武之

輔のめざし努力した軌跡を理解し広めることによってなされるものと考えています。



− 3−

第１章　設立から創立10周年までの経過

１　設立から創立５周年までの経過
　当会は、宮本武之輔に関する情報を発信することにより、より多くの人々に、我が

郷土が生んだ情熱のエンジニア宮本武之輔のことを知って貰うと共に、その業績を永

久に残すための顕彰を行い、顕彰活動によって、成人はもとより、特に青少年にたい

して学校教育や社会教育の中で「飲水思源」の感謝の気持ちを育み、庶民のために生

き、公に奉仕する事が出来る第二、第三の宮本武之輔が生れることを願い、平成18年

６月23日に８名の会員で結成した。

　結成当初は、宮本武之輔の功績と人となりを資料から詳しく把握し理解することか

ら始めた。活用した主な資料は、東京大学名誉教授の高橋裕先生が監修された「民衆

のために生きた土木技術者たち」のＤＶＤ、社団法人北陸建設弘済会（現在の一般社

団法人北陸地域づくり協会）発行の「久遠の人…宮本武之輔写真集」などの書籍、そ

して愛媛大学で解読された「宮本武之輔日記」であった。

　また、県内にある宮本武之輔の痕跡を求めて生誕地の興居島に出向き、顕彰碑や墓

所を巡ると共に、地元の住民の方々と話をした。当時は島民の方々も何の顕彰碑なの

か宮本武之輔とはどのような人なのか知っている方はほとんどいらっしゃらなかった

が､数々の大きな功績の説明を受け感動されていた。

　次に取り組んだのは、講演会や資料展示による広報活動であった。平成19年11月16

～ 17日のアイテム愛媛で開催された「くらしと技術の建設フェアー in松山2007」で

は、古川副会長による講演会が大盛況であり、展示ブースにも多くの方々の訪問があっ

た。また、毎年11月３日の興居島由良地区文化祭において、宮本武之輔に関する講演

会を開催すると共に、効果的に情報を発信するため、平成24年には専用のホームペー

ジを開設した。

　一方、念願であった新潟訪問については、強行軍であったが、平成22年11月21 ～

23日に11名の参加で実現した。初めて信濃川大河津分水路を訪れる会員も多く、宮本

武之輔の最大の功績の一つである可動堰を間近で見ることができ、また、資料館で宮

本武之輔の資料展示や実物の日記等に拝見し、益々顕彰活動に力が入ることとなった。

　そして、最大のイベントとなったのが宮本武之輔銅像建立プロジェクトである。宮

本武之輔が没して70年の歳月が過ぎた節目に、郷土が誇れる土木偉人として胸像を建

立し顕彰することが、郷土松山のためばかりでなく、21世紀を生きる日本の若者のた

めにも意義のある事との思いで、不安もあったが思い切って取り組み、約250の企業・

団体、個人の方々から御寄付を頂き、西条市在住の彫刻家である近藤哲夫氏の手によ
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り立派な胸像が制作された。

　平成24年11月18日に道後のホテル椿館で開催した宮本武之輔銅像完成記念式典で

は、野志松山市長をはじめ多数の来賓の御臨席を賜るとともに、多くの寄付者出席の

もと、高橋裕東京大学名誉教授による記念講演、銅像完成除幕を執り行い、祝賀会で

は大いに盛り上がりました。

　また、平成25年１月５日には、興居島の顕彰碑前において宮本武之輔銅像設置式典

を開催し、多数の地元の方々の御出席のもと、盛大な式典を行いました。

　設立から創立５周年を総括すると、宮本武之輔を知り、その偉大な功績を広めるこ

とに全力を注いだ期間であった。

２　創立５周年から創立10周年までの経緯
　銅像設立という大きな目標を達成したことを受け、新たな活動について模索してお

り、その答えを見つけるため、平成25年11月24日に愛媛県視聴覚福祉センターにおい

て、ミニシンポジューム「宮本武之輔を語る会」を開催した。既に宮本武之輔の顕彰

活動に取り組まれていた新潟のNPO法人「信濃川大河津資料館友の会」の早川理事

長と樋口理事を御招きし、新潟における宮本武之輔の功績や評価について講演頂くと

共に、パネルディスカッションでは、愛媛県生涯学習センターの冨吉主任学芸員にも

御参加願い、これからの活動内容について御議論願った。

　一方、一連の宮本武之輔の銅像完成行事についてマスコミに取り上げて頂いた影響

もあり、講演会の依頼が舞い込んできた。平成26年12月４日には、愛媛県文化センター

において、伊予史談会例会での講演、平成27年11月15日には、愛媛県生涯センターに

おいて、コミュニティーカレッジでの講演で、歴史愛好家をはじめ多くの方々に説明

するチャンスを頂いた。

　また、毎年続けている興居島の由良地区文化祭での講演では、参加されている住民

のほとんどの方が宮本武之輔を知っていることが分った。また、嬉しいことに、平成

27年４月１日から、愛媛県生涯学習センターの愛媛人物博物館において常設展示され

るなど、活動の成果が着実に実を結んでいることが実感できた。

　会の活動に大きな転機が訪れたのは、松山市と燕市の交流の始まりであった。

　平成26年８月18日には、新潟県燕市の信濃川大河津資料館において、遠藤松山市副

市長、鈴木燕市長、当会の鈴木会長、信濃川大河津資料館友の会の早川理事長、福渡

信濃川工事事務所長の出席による交流記念式典が開催された。当会からは、会長に加

え、古川副会長と石丸事務局長も参加し、前日の懇親会において、信濃川大河津資料
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館友の会、信濃川工事事務所、燕市役所、松山市役所関係者と宮本武之輔を介した交

流の発展と顕彰活動の連携について、話が大いに盛り上がった。

　そして松山市と燕市の交流の発展は、平成27年４月14 ～ 15日に松山市で開催され

た「宮本武之輔交流事業」で大きく花咲こととなる。松山市と燕市の行政が関わるこ

とにより非常に大きな波が動き出すと感じた。松山市と協力し、実行委員会会長には､

鈴木会長が就任すると共に多くの会員が参加し、新潟関係者や来賓、講演者、参加者

の調整等の大きな役割を担うこととなった。

　記念講演会には、野志松山市長、鈴木燕市長、松山市と燕市の縁を取り持った衣笠

ヤクルト球団社長の祝辞にはじまり、高橋裕東京大学名誉教授による記念講演、パネ

ルディスカッションが開催され、特に記念講演は、宮本武之輔の生誕の地の松山と功

績の地の燕市に関する貴重な内容に加え、土木技術者としてどうあるべきかとの話も

あり、約300名の出席者は話に引き付けられていたのが印象的であった。

　創立５周年から創立５周年を総括すると、顕彰活動が徐々に実を結びは占めると共

に、新潟との連携に全力を注いだ期間であった。
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第２章　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」活動記録
（平成25年４月～）

１　主な活動内容
……・例　会（日記等の音読、ホームページ更新、活動内容の検討）

……・講演会、資料展示（興居島文化祭、建設フェアー）

　　　�ミニシンポジューム、興居島文化祭、伊予史談会例会、�
　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　�愛媛県生涯学習センター コミュニティカレッジ 　　　�
……・…顕彰碑清掃活動（興居島）

……・新潟燕市との交流活動（松山市役所、興居島、新潟県燕市）

２　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」例会の経緯
回 内容 年 月 日 曜日 時間 出席者数 開催場所 会の内容

第38回 総会 2013 4 19 金 18:30 13
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成25年度総会
・活動計画、予算（案）について
・銅像プロジェクトの会計決算報告

第39回 例会 2013 6 21 金 18:30 10
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・活動内容の検討
・宮本武之輔自傳の音読

第40回 例会 2013 8 23 金 18:30 11
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・ミニシンポジュームの準備

打合せ 打合せ 2013 10 11 金 18:30 10
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・ミニシンポジュームの調整

イベント 講演会 2013 11 3 日 日中 4
興居島

旧由良小学校
体育館

・興居島文化祭（約２００人参加）に於いて
・講演会（演題：宮本武之輔の県内の顕彰活動）

第41回 例会 2013 11 8 金 18:30 13 吉 ・ミニシンポジュームのスケジュール及び
　役割分担

視察 視察 2013 11 23 土 日中 11 興居島
由良

・顕彰碑及び銅像の視察
（信濃川大河津資料館友の会：早川理事長、樋口理事）
・観音寺のお墓参り

イベント ミニシンポ
ジューム 2013 11 24 日 終日 14 愛媛県視聴覚

福祉センター
・宮本武之輔を語る会（約４０人参加）
・講演会、ミニシンポジューム、資料展示

イベント 生誕祭 2014 1 5 日 日中 6 興居島
由良 ・顕彰碑及び銅像の清掃

第42回 例会 2014 3 14 金 18:30 11 東京第一ホテル松山
花椿

・平成26年度活動内容、役員体制について
・新潟での催し物の検討
・えひめ人物博物館の展示物の検討

総会 総会 2014 4 18 金 18:30 13
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成2６年度総会
・活動計画、予算（案）について

第43回 例会 2014 6 20 金 18:30 11
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・新潟での催し物の検討
・えひめ人物博物館の展示物の検討
・鈴木会長による研究発表

イベント 暑気払い 2014 7 20 日 日中 8 古川邸 ・新潟での展示物の制作

イベント 新潟との
交流事業 2014 8 16-18 土日

月 終日 4 新潟県燕市
・新潟関係者との意見交換会（懇親会）
・信濃川大河津資料館での資料展示
・松山市・燕市交流セレモニー出席
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回 内容 年 月 日 曜日 時間 出席者数 開催場所 会の内容

第44回 例会 2014 10 24 金 18:30 11
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・新潟との交流会の報告
・えひめ人物博物館の企画展の宣伝検討

イベント 講演会 2014 12 14 日 日中 1 愛媛県生活文化
センター

・伊予史談会 1,195回例会（約30名参加）
・講演会（演題：情熱の工人 宮本武之輔）

第45回 例会 2014 12 21 金 18:30 13
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・新潟との交流イベントの概要説明

イベント 生誕祭 2015 1 4 日 日中 8 興居島
由良 ・顕彰碑及び銅像の清掃

（第1回） 実行
委員会 2015 1 17 土 16:00 19 東京第一ホテル松山

スカイブリリアン

・委員会設立
・会則及び役員
・事業計画及び収支予算

（第2回） 実行
委員会 2015 2 14 土 16:00 20 坂の上の雲

ミュージアム
・事業計画（イベント内容）
・講演会会場決定

視察 視察 2015 2 17 火 日中 7 興居島
由良

・顕彰碑及び銅像の視察
（全日本建設技術協会：松田会長、中嶋専務理事）
・観音寺のお墓参り

第46回 例会 2015 3 13 金 18:30 14
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成27年度活動内容、役員体制について
・宮本武之輔交流事業計画について

イベント 新潟との
交流事業 2015 4 14-15 火水 終日 17 松山市役所

興居島

・宮本武之輔交流記念講演会（約300人参加）
・講演会（演題：松山の土木偉人 宮本武之輔 燕市
　　　　　　大河津での偉業）
・生誕地碑除幕

総会 総会 2015 5 8 金 18:30 13
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成２７年度総会
・活動計画、予算（案）について

（打上げ） 実行
委員会 2015 6 26 金 18:30 20 葉月 ・実行委員会の打ち上げ

・宮本武之輔交流事業の報告

第47回 例会 2015 8 21 金 18:30 11
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・鈴木会長の研究発表（宮本武之輔の外遊記）

第48回 例会 2015 10 23 金 18:30 10
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・鈴木会長の研究発表（宮本武之輔の外遊記）
・生誕地碑の最終設置場所の説明
・県土木部のホームページ掲載資料の紹介

イベント 講演会 2015 11 3 火 日中 4
興居島

旧由良小学校
体育館

・興居島文化祭（約２００人参加）に於いて
・講演会（演題：宮本武之輔の功績を通じた新潟県
　　　　　　燕市との交流）

イベント 講演会 2015 11 15 日 13:30 3 愛媛県生涯学習
センター

・コミュニティカレッジ（約30人参加）
・講演会（演題：松山の土木偉人 宮本武之輔）

第49回 例会 2015 12 18 金 18:30 13
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・興居島講演会及びコミュニティカレッジ講演会の
　報告

イベント 生誕祭 2016 1 9 日 日中 8 興居島
由良 ・顕彰碑及び銅像の清掃及び植樹剪定

第50回 例会
役員会 2016 3 18 金 18:30 10

松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成２８年度活動内容、役員体制について

総会 総会 2016 4 15 金 18:30 13
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成２８年度総会
・活動計画、予算（案）について

視察 視察 2016 6 3 金 日中 3 興居島
由良

・顕彰碑及び銅像の視察
（国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 田部総括災害査定
官）
・観音寺のお墓参り

第51回 例会 2016 6 17 金 18:30 10
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・今後の活動内容について

第52回 例会 2016 8 19 金 18:30 12
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・１０周年記念誌の制作について
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３　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」活動記録写真

　⑴　総会及び例会（２ヶ月に１回程度開催）

例会開催の様子

回 内容 年 月 日 曜日 時間 出席者数 開催場所 会の内容

イベント 視察 2016 10 1 土 日中 4 興居島船越地区
興居島小学校

・興居島の船踊りの観覧
・興居島小学校児童の学習成果の視察

第53回 例会 2016 10 21 金 18:30 10
松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・平成２９年度活動内容について

イベント 視察 2016 11 3 木 日中 2
興居島

旧由良小学校
体育館

・興居島小学校児童による燕市との交流報告
（松山市・燕市交流事業報告）

視察 視察 2016 11 16 木 日中 9 興居島
由良

・顕彰碑及び銅像の視察
（国土交通省 四国地方整備局 名波局長、西井河川部長）
・観音寺のお墓参り

第54回 例会 2016 12 16 金 18:30 12 葉月 ・１０周年記念誌の制作内容について
・発表会及び講演会の概要について

イベント 生誕祭 2017 1 7 土 日中 7 興居島
由良

・顕彰碑及び銅像の清掃及び植樹剪定
・創立１０周年記念講演会の日程及び会場説明

臨時 役員会 2017 1 28 土 18:30 4 ひめぎんホール ・創立１０周年記念大会の概要（案）について
・行動計画（案）について

臨時 案内状
発送作業 2017 2 24 金 18:30 14

松山市男女共同
参画推進ｾﾝﾀｰ
（コムズ）

・案内状送付先確認
・チラシ完成
・封緘作業
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　⑵　出身地興居島での活動
　　①顕彰碑及び銅像清掃活動（生誕日に合わせ毎年１月初旬）

清掃活動状況

平成27年１月４日の清掃活動を行った会員



− 10 −

平成28年１月９日の清掃活動を行った会員

平成29年１月７日の清掃活動を行った会員
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　　②講演会活動（由良地区文化祭：旧由良小学校体育館）
　　　 開催日：平成25年11月３日㈰　平成27年11月３日㈫

由良地区文化祭で講演会を実施した時の写真
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講演会の様子

　⑶　対外講演活動
　　①伊予史談会　1,195回例会
　　　 開催日：平成26年12月14日㈰

　　　 場　所：愛媛県生活文化センター
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講演会の様子

　　②愛媛県生涯学習センター　コミュニティーカレッジ
　　　 開催日：平成27年11月15日㈰

　　　 場　所：愛媛県生涯学習センター
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第２章　ミニシンポジューム「宮本武之輔を語る会」の記録

開催日：平成25年11月24日㈰　　　　　　　　
場　所：愛媛県視聴覚福祉センター３階会議室

　初めて新潟のNPO法人「信濃川大河津資料館友の会」の早川理事長と樋口理事を
松山市に御招きし、ミニシンポジュームを開催した。

　前日には、興居島に御案内し顕彰碑と銅像を視察して頂き、ミニシンポジュームで

は、新潟での宮本武之輔の功績や評価について講演して頂いた。

１　興居島訪問

興居島を訪問された早川理事長と樋口理事

宮本武之輔を偲び顕彰する会の会員との集合写真
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２　ミニシンポジューム「宮本武之輔を語る会」の開催状況

参加者の皆様

挨拶する鈴木会長 司会者の佐々木さん
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３　基調講演
　　　演　題　　「技術者…宮本武之輔 その為した仕事と思いの丈を量る」

　　　講演者　　長岡技術科学大学名誉教授　早川　典生　氏

 講演する早川理事長
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４　記念講演
　　　演　題　　「新潟の人々に映った宮本武之輔」

　　　講演者　　信濃川大河津資料館友の会理事　樋口　勲　氏

 講演する樋口理事
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５　パネルディスカッション

「宮本武之輔の認知度をあげるために、今後何を為すべきか」

　司　会　者　　石丸  敬三　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」事務局長

　パネリスト　　鈴木  幸一　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」会長

　　　　　　　　早川  典生　「信濃川大河津資料館友の会」理事長

　　　　　　　　樋口  　勲　「信濃川大河津資料館友の会」理事

　　　　　　　　冨吉  将平　愛媛県生涯学習課主任学芸員

 （左から）鈴木会長、早川理事長、樋口理事、冨吉主任学芸員

 荒瀬所長の閉会挨拶
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６　配布用パンフレット
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７　当日配布資料
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８　展示資料

写　真 書　籍
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第４章　愛媛県生涯学習センター常設展示

　愛媛県生涯学習センターでは、センター内の愛媛人物博物館で常設展示していた

155名の偉人に新たに23名の偉人を加え、平成27年４月１日にリニューアルする際に､

宮本武之輔を選定して頂いた。

１　愛媛人物博物館

… … 所 在 地　愛媛県松山市上野町甲650番地

… … 展示室数　５室（面積1,270ｍ2）収蔵庫、作業室含む

２　愛媛人物博物館の解説書

愛媛県生涯学習センター 愛媛人物博物館入口
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３　宮本武之輔の常設展示
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第５章　松山市と燕市の交流記念式典

開催日：平成26年８月18日㈪
場　所：信濃川大河津資料館

　松山市遠藤副市長、燕市鈴木市長、当会の鈴木会長、信濃川大河津資料館友の会
の早川理事長、国土交通省信濃川河川事務所の福渡所長の出席による交流記念式典を

開催し、宮本武之輔をゆかりとした、生誕の地の「松山市」と功績の地の「燕市」の

両市の交流を進めて行くことを確認した。

　当日は、当会の活動内容を紹介する展示ブースを開設するとともに、愛媛県松山市

からの少年野球チームを含む子供達約60名の参加もあり、信濃川大河津資料館のリ

ニューアルされた宮本武之輔に関する展示物を見学し、信濃川大河津分水路における

可動堰設置に関する功績を学習することができた。

１　交流記念式典

（左から、信濃川大河津資料館友の会の早川理事長、当会の鈴木会長、 　　　　
燕市鈴木市長、松山市遠藤副市長、国土交通省信濃川工事事務所の福渡所長）
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松山市の少年野球チーム

説明して頂いた樋口理事

早川理事長による説明

子供たちの見学状況

２　当会の活動内容を紹介する展示ブース

３　資料館見学の様子
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新可動堰の模型宮本武之輔が作成した旧可動堰の模型

日記、エッセイ、技術書等

４　宮本武之輔に関する展示物

宮本武之輔の常設展示コーナー
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旧可動堰撤去時に保管されている建設当時の資材

旧可動堰の撤去工事の様子を紹介した資料
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５　燕市関係者との懇親会（平成26年８月16日）

　 （出席者）
 信濃川大河津資料館友の会

… 　　早川理事長、小林副理事長（前市長）、濱田副理事長、

… 　　樋口理事、五十嵐事務局長など

 信濃川工事事務所

… 　　田澤計画課長

 燕市役所

… 　　五十嵐都市整備部長、土田都市整備部土木課長、

… 　　杉本副主幹（企画財政部企画財政課）

 宮本武之輔を偲び顕彰する会

… 　　鈴木会長、古川副会長、石丸事務局長

 松山市

… 　　重松河川水路課長、津司主幹、山内主査
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第６章　宮本武之輔交流事業の記録

開催日：平成27年４月14日㈫～平成27年４月15日㈬
主　催：宮本武之輔交流事業実行委員会　　　　　
共　催：松山市、宮本武之輔を偲び顕彰する会　　

　松山市が企画した土木技術…宮本武之輔を介した新潟県燕市との交流事業の実行委
員会に参画し、「生誕の地としての松山市」「功績の地としての燕市」の交流促進に取

り組んだ。

　交流事業には、野志松山市長、鈴木燕市市長、松山市と燕市の縁を取り持った衣笠

ヤクルト球団社長に御出席いただいた。また、宮本武之輔の顕彰に力を注ぎ、当会設

立を後押しされた、東京大学名誉教授…高橋裕先生を御招きし講演して頂くと共に、

大河津資料館友の会の皆様をお迎えし、多数の土木技術者や大学生交流事業を成功裡

に終えた。

交流記念講演会の様子



− 31 −

１　宮本武之輔交流事業概要

【４月14日】
　14：00 ～　交流記念講演会　【松山市役所11階大会議室】　
… … 　・松山市長挨拶

… … 　・燕市長挨拶

… … 　・ヤクルト球団社長挨拶

… … 　・信濃川大河津資料館友の会紹介

　14：25 ～　映画上映（民衆のために生きた土木技術者たち）

　14：50 ～　記念講演　高橋裕　東京大学名誉教授
… … 　（松山の土木偉人　宮本武之輔　燕市大河津での偉業）

… … 　2015年（第31回）日本国際賞（Japan…Prize）受賞

　15：55 ～　パネルディスカッション　
… … 　（災害につよい川づくりについて）

　　　　　　　　司会：宮本武之輔交流事業実行委員会会長

　　　　　　　　パネリスト：行政関係者

　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ関係者

【４月15日】
　10：50 ～　生誕地碑除幕　【興居島支所前】
… … 　・生誕碑・銅像等の経緯説明

… … 　・松山市長挨拶

… … 　・燕市市長挨拶

… … 　・役員紹介

… … 　・生誕地碑除幕（児童・生徒）

… … 　・生徒の作文（郷土の偉人）披露

… … 　・展示品贈呈（実行委員会→小中学校）
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２　宮本武之輔交流記念式典

　⑴　松山市長挨拶
　　　　松山市長……　野  志  克  仁 様
　　…　皆様改めましてこんにちは。県外からお越しの方も

多数いらっしゃいますので、松山市長の野志克仁と申

します。

　　…　本日は郷土偉人、宮本武之輔氏を通じました、新潟

県燕市さんとの交流事業が松山市で開催されます事、

大変嬉しく思います。昨年の夏に交流の第一歩としま

して、松山市の訪問団が燕市へお伺いを致しましたが、

この度、こんなにも早く松山へお越しいただきました燕市の鈴木市長さんをはじ

め、また信濃川大河津資料館友の会の皆様に厚くお礼を申し上げます。また本日

御講演をいただきます東京大学名誉教授高橋裕先生は、科学技術の進歩と、人類

の平和に貢献した科学者に送られる日本国際賞を天皇皇后両陛下御臨席のもと､

来週の23日に受賞されると伺っております。その素晴らしい御功績に心から敬意

を表しますと共に、大変お忙しい中をお越しいただきましたこと、心から感謝を

申し上げます。

　　…　さて、本日は燕市と松山市の交流に欠かせないお二人を御紹介させていただき

ます。まず、この事業の主役であります宮本武之輔氏。松山市沖の興居島で生ま

れまして、現場に出て後世に残る事業を手掛けたいとの思いで勉学に励まれまし

て、内務省の技術官僚となりました。河川行政や河川工学の発展、技術者の地位

向上や後進の育成など、多くの功績を残しましたが、中でも現場主任として、設

計と施工の陣頭指揮を執った信濃川大河津分水堰再構築事業は後世に語り継がれ

る偉業となっております。また、私が是非皆様に知っていただきたいなと思いま

すのは、宮本武之輔さんは幼少の頃、ご家庭の事で苦労をされておられます。そ

の苦労をまた、故郷の子どもたちにも知っていただきたいという思いでこの事業

を計画させていただきました。生誕の地が松山、功績の地が燕市となる宮本武之

輔氏ですが、私が多くを語らずとも、このあとの記念講演やパネルディスカッショ

ンでたっぷりと御紹介をしていただけると思いますので、皆様どうぞ楽しみにし

ていただいたらと思います。

　　…　そしてお二人目、二つの市の交流に欠かせないもうお一人は、ヤクルト球団の

衣笠社長でございます。この交流事業はヤクルト球団さんが地域貢献の一貫とし
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て、球団に縁のあります燕市さん、そして沖縄県の浦添市さん、そして宮崎県の

西都市さん、そして松山市が参加する少年野球大会で創設していただいたことに

始まります。ヤクルト球団の衣笠社長には、新たなシーズンがスタートしたばか

りの大事な時期、また今日と明日の公式戦のために松山入りされた忙しいところ

をこの交流事業に御参加いただきました事、心から感謝を申し上げます。本日の

試合には燕市からお越しいただきました皆様と共に、精一杯の応援をさせていた

だきます。皆様方も今日明日がスワローズさんの試合でございますので、大きな

拍手をお送りいただいたらと思います。

　　…　結びとなりましたが、このような素晴らしい交流事業にしていただきました宮

本武之輔交流事業実行委員会の皆様に、国土交通省松山河川国道事務所及び愛媛

県の皆さん、そして興居島御出身の池本市議会議員をはじめ、関係者の皆様方に

心から感謝を申し上げ、私からの御挨拶とさせていただきます。皆様ご来場あり

がとうございます。そしてよろしくお願いを申し上げます。

　⑵　燕市長挨拶
　　　　燕市長……　鈴　木　　力 様
　　…　皆さんこんにちは。ただいま御紹介いただきました

新潟県燕市、市長の鈴木と申します。本日は宮本武之

輔さんの功績を称える記念講演会にお招きいただきま

して誠にありがとうございます。このように大勢の方､

御参加の中、開催されますこと、心からお祝い申し上

げます。

　　…　さて皆さん、新潟県といったら何を思い浮かべるで

しょうか？大抵ですね、雪というのをまず答えます。そしてその次がお米、コシ

ヒカリというふうに皆さんイメージを浮かべると思います。次に新潟県燕市とい

うと何を思い浮かべますか？これは中々、知ってる人と知ってない人が分かれる

んですけど、スプーンとかフォークとかナイフとかですね、そういった金属洋食

器。これを世界中に輸出して、発展してきた街でございます。こういったお米、

そして金属洋食器を製造する産業というのが、このように新潟県燕市で発展して

きた最大の功績はですね、宮本武之輔さんが陣頭指揮を執っていただいた大河津

分水の完成、これにあるんです。実はですね、信濃川というのは江戸時代から洪

水、氾濫を繰り返してきました。もう何百回となく洪水、氾濫を繰り返してきた
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んですね、そして地域の方々はなんとかこの洪水をなくしたいということで、い

ろんな形で掛け合ったんですね。そしてようやく明治から大正にかけて、大河津

分水、信濃川を途中から日本海に水を分けて流すという大工事を行いました。約

百年くらい前です。一旦完成したんですけれど、5年経たずに壊れてしまったと

いうことで、これは何とかしなければならない。国の威信をかけてもう一度それ

を修復するということになりました。その大変な使命を負って、新潟県燕市にやっ

てきて、工事の陣頭指揮を執ってくださったのが宮本武之輔。そしてその上司で

ある青山士さん。この二人の名前はですね、我々地元燕市では決して忘れてはな

らない人物の名前として、ずっと轟いておりまして、我々は小学校のいろんな社

会科の授業にですね、この二人の功績、あるいは大河津分水の意義というものを、

ずっと小学校の授業からやっているという取り組みをしている訳でございます。

　　…　こういった功績がある。我々本当に、この方々の恩恵なしには発展しなかった

地域でございまして、それに対するすごく感謝の気持ちをずっと持ち続けていた

んですが、それと松山市が結び付くということの縁が、きっかけができたのは、

先程、野志市長さんがおっしゃいました、ヤクルト球団との御縁ということでご

ざいます。本当に我々はただ単に宮本さんと言うだけだったんですけど、松山市

出身の宮本さんという形ですごく意識し「いろんな交流をしよう」というふうな

きっかけができたのは、やはりヤクルト球団の通じての交流事業が進んだという

ことでございまして、私からも衣笠社長さんには心より感謝を申し上げたいと

思っております。

　　…　さて、そういったお話をさせていただき、いろんな御功績はこのあと、高橋先

生のほうからお話があると思います。この場を借り大変恐縮でございますが、高

橋先生、JapanPrizeの受賞おめでとうございます。心より御礼申し上げます。

　　…　実はですね、松山市と燕市はもう一つ御縁があるのをせっかくの機会ですの

で、御紹介をさせていただきたいと思うんですけれど、松山といえば正岡子規で

すよね。正岡子規は俳句を作る前に新聞日本というところに勤めて記者をやりま

した。新聞日本を出版したのは陸羯南ですよね、実は陸羯南の妹さんと燕市名誉

市民で京都大学の国文学で、名誉教授で文化勲章をもらった鈴木虎雄先生という

方がいらっしゃいますが、この鈴木虎雄先生の奥さんが陸羯南の妹さんというこ

とで、正岡子規は我々燕市の出身である鈴木虎雄さんとも親交が…こういう御縁

もございます。そういった意味でこれからもですね、松山市と燕市はいろんな交

流を進めていきたいなと、今は少年野球というところを中心にやってますけれ

ど、もっともっといろんな交流ができればいいなというふうに思っております。
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　　…　今日の交流記念講演会がですね、まさにきっかけとなって、いろんな形で燕市

と松山市がドンドンドンドン交流していければということを、ご期待申し上げた

いというふうに祈ってます。

　　…　この講演会を設立するにあたってご尽力いただきました全ての皆様方に感謝申

し上げ、この講演会が皆さんにとっても有意義な講演会であることをご祈念申し

上げまして、私からの御祝いの言葉とさせていただきます。本日はお招きいただ

きまして大変ありがとうございました。

　⑶　ヤクルト球団社長挨拶
　　　　ヤクルト球団社長　　衣　笠　　剛 様
　　…　皆さんこんにちは。ただいま御紹介をいただきまし

たヤクルト球団の衣笠でございます。本日は宮本武之

輔交流記念講演会の開催、誠におめでとうございます。

そしてまた、本日記念講演をされます東京大学名誉教

授高橋先生、日本国際賞の御受賞本当におめでとうご

ざいます。心より御慶びを申し上げます。

　　…　さて、先程、松山市、野志市長さん、並びに燕市、

鈴木市長よりお話がありましたように、東京ヤクルトスワローズがセ・リーグ優

勝、ひいては日本一を目指し、戦っていく上におきまして、ここ愛媛県松山市と

沖縄県浦添市、宮崎県西都市には秋、もしくは春のチームキャンプ地として、多

大な御協力をいただいております。そして、新潟県燕市には、燕という地名と、

スワローズというチーム名の御縁を持ちまして、幅広い地域交流、そしてスポン

サー協力をいただいております。このことからヤクルト球団と致しましては、大

変お世話になっております四つの市の皆さん方にも、是非とも交流を深めていた

だければという思いから、少年野球交流大会を御提案申し上げましたところ、早

速に御承諾をいただきまして、一昨年より、東京ヤクルトスワローズカップ、少

年野球交流大会が開催されまして、この交流大会の開催が、今日のこの講演会に

繋がったというふうに聞いております。誠におめでとうございます。心よりお喜

びを申し上げたいと存じます。是非とも、私ども球団と四つの市、そしてまた四

つの市それぞれにおきまして、これを機会にまた交流が、新たな交流が生まれて

くることを切に願っております。

　　…　さて、皆さん御存知のように、先程市長からもありましたように、今日明日と
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二日間にわたりまして、ここ松山坊っちゃん球場に来まして、セントラルリーグ

公式戦、ヤクルト対広島戦が開催されます。今年の東京ヤクルトスワローズ、例

年と違いまして非常に滑り出しよく出発しております。こういうことから是非に

Aクラスということではなくて、一足飛びに優勝目指して、戦っていきたいとい

うふうに思っております。是非とも皆さん方の御支援、御声援を賜りたいと思い

ます。と同時に、今日明日、坊っちゃん球場へ是非とも足をお運びいただきまし

て、御観戦並びに御声援を賜れば幸いと存じます。結びにあたりまして、本日の

宮本武之輔交流記念講演会、この開催を設立されました皆様方に心より敬意を表

しますと共に、松山市そして燕市、更に交流が深まることを祈念申し上げまして、

御挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。

高橋裕先生の日本国際賞受賞の花束贈呈

　　　　左から

　　　　　　鈴  木  幸  一  　宮本武之輔交流事業実行委員会会長

　　　　　　野  志  克  仁  　松山市長

　　　　　　高  橋  　  裕  　東京大学名誉教授

　　　　　　鈴  木  　  力  　燕市長

　　　　　　衣  笠  　  剛  　ヤクルト球団社長
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３　案内のしおり
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４　宮本武之輔交流事業実行委員会

宮本武之輔交流事業実行委員会 役員

　名 誉 会 長　　高　橋　　　裕　　東京大学名誉教授

　顧　　　問　　荒　瀬　美　和　　国土交通省四国地方整備局松山河国道事務所長

　　　〃　　　　横　尾　和　博　　国土交通省四国地方整備局松山河国道事務所長

　　　〃　　　　頼　木　清　隆　　愛媛県土本部長

　　　〃　　　　池　本　俊　英　　松山市議会議員

　会　　　長　　鈴　木　幸　一　　宮本武之輔を偲び顕彰する会会長

　副　会　長　　古　川　勝　三　　宮本武之輔を偲び顕彰する会副会長

　　　〃　　　　青　木　禎　郎　　松山市下水道部長

　委　　　員　　赤　根　良　忠　　赤根設計

　　　〃　　　　岡　　　兵　典　　株式会社富士建設コンサルタント

　　　〃　　　　垣　添　麻利子　　宮本武之輔の親族

　　　〃　　　　土　居　　　繁　　株式会社親和技術コンサルタント

　　　〃　　　　濱　西　豊　弘　　愛媛県漁業共済組合

　　　〃　　　　見　世　静　子　　宮本武之輔を偲び顕彰する会会員

　　　〃　　　　石　丸　敬　三　　愛媛県土木部河川港湾局河川課

　　　〃　　　　玉　井　良　二　　松山市下水道部企画官

　　　〃　　　　田　中　国　芳　　松山市下水道部企画官

　監　　　事　　関　谷　浩　二　　宮本武之輔を偲び顕彰する会会員

　　　〃　　　　重　松　敏　之　　松山市下水道部河川水路課長

　事 務 局 長　　大　野　二　郎　　宮本武之輔を偲び顕彰する会会員

　事務局次長　　津　司　浩　一　　松山市下水道部河川水路課

　事務局職員　　山　内　潤　一　　松山市下水道部河川水路課

　事務局職員　　山　本　崇　之　　松山市下水道部河川水路課
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５　式典写真
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第７章　記念講演

演題「松山の土木偉人 宮本武之輔」燕市大河津での偉業
　　　講演者　東京大学名誉教授　　高　 橋  　　裕

…

　これから約１時間、宮本武之輔の業績はすでにその他で十分皆さんに紹介されたと

思いますので、私は一つとして、宮本武之輔がどういう生き方をしたか？という事を

中心に事業の事なども含めてお話しいたしたいと思います。

　先程ご紹介ありましたように、私は昭和25年に東京大学を卒業しました。東京大学

の第二工学部というのは、本郷ではなくて千葉にあるんですが、だんだんその存在を

知る人が減ってきまして、東京大学第二工学部

を出たというと「はっ？東大にも夜学があった

んですね」とおっしゃる方もございます。

　その話をすればきりがないんですが、去年､

東京大学出版会から、東京大学第二工学部の光

芒という、大変りっぱな書ができておりまして､

東京大学第二工学部が極めてユニークな技術者

教育を行ったことを高く評価していただいてお

りました。私もだいぶヒアリングに応じました。
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　詳しくは、そういうところを見ていただければ幸いですが、私は大学の卒業論文、

25年卒業ですから、24年から卒業論文を始めましたのが､テーマが大河津分水でした。

私の先生の安芸皎一（あきこういち）先生にご指導たまわって、大河津分水が与えた

川及び環境への影響というのがテーマでした。その時は学生ですから、そのテーマに

沿って勉強した訳ですが、あとから考えると「大変良いテーマをいただいたな」と、

昭和20年代、ひとつの河川事業が川そのものに、あるいはその環境にどういう影響を

与えるか？というのは河川事業にとって極めて重要な視点なんですが、とかく従来は

河川事業を仕上げるまで、そのあとの維持管理がありますけれども、その河川事業が

どういう影響を川やその環境に与えたか？というのが私のテーマでありました。

　先程も映像にありましたように、大河津分水ができた事によって、新潟平野の水害

は、ほぼなくなりました。そして今、新潟平野は日本の米どころ、重要な米どころと

して、評価され、また、流域住民もかつての様に水害に苦しむ事は無くなったのは､

大変この事業の成果を生むものでありますけれども、放水路ができた事によって、洪

水の水は当然、放水路を通って寺泊海岸のほうへ行きます。洪水は水だけじゃなくっ

て、重要な事は、洪水の時には大量の土砂が運ばれますが、それも大河津分水の河

口側に運ばれて、寺泊の漁港は土砂がたまるは、あるいは、その放水路の前面は土砂

がどんどんたまっていった。というのは本来は昔の川を通って、新潟港は河口ですか

ら、そこへ土砂が行けないんですね。それなら大洪水と共に土砂もそちらへ行ってし

まったので、困ったのは新潟港。元の信濃川の河口ですね。

　なにが困ったか？土砂が来なくなったんですよ。それが原因で新潟港周辺、信濃川

の河口とその周辺の海岸決壊が始まりました。私が卒業論文で新潟行きました時に､

少し高い日和山の上に立って遥か海を眺めますと、遠く彼方に、コンクリートの残骸

があって「いやあ、あれが昔の新潟の気象台だよ」と教えてくださいました。つま

り、そこまでは陸地だったのを、土砂が来なくなったから、土砂を放水路のほうへ行っ

ちゃったんですね。それで、こなくなったんで、河口や海岸線の平衡が破れて、つま

り、川から出る土砂と、沿岸流の関係で海岸というのは成り立ってる訳です。土砂が

来なくなったので、もう海のほうの力がはるかに強くなっていき、海岸が削れて、新

潟海岸から周辺はずっと海に襲われた訳です。

　日本の海岸線というのは、川から出る土砂によって養われている。川から土砂が出

なくなると、日本の海岸はいたるところ削られていく。いくらでもそういう例があり

ます。顕著な例として、天竜川、天竜川に佐久間ダムという巨大なダム、これは戦後

の日本の電源開発にとって大変すばらしい働きをしてくれましたし、佐久間ダムの施

工の新しさ、残念ながらそれは全てアメリカから輸入した土木機械ではありましたけ
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れども、その佐久間ダムに使った、従来我々が知らなかった土木の機械力は存分に発

揮されて、佐久間ダムは短期間で完成しました。昭和31年に完成してます。佐久間ダ

ム自体が偉大な成果でした。戦後の日本の高度経済成長を支えたり、そのダムができ

た直後、伺いますと、相撲のシーズンになると、午後３時になると全国で相撲の放送

が始まるので、佐久間ダムの水位をずっとその時は下げるという話を聞きました。

　佐久間ダムの効果はこのへんにしまして、ダムを作りますと土砂が溜まるんです｡

これは皆さんご存じの通り。特に今日は土木関係の方が多いですから、当然ご存じで

すが､佐久間ダムも土砂がたまりました。大量の土砂がたまって、したがって従来は

ダムがなかった時は、海岸へ行ってた土砂が、ダム湖にたまった為に、それが原因で

佐久間ダムの工事を始めた昭和28年と、現在、天竜川の河口その周辺は300メートル

海岸線が削られております。それは、その土砂が佐久間ダムに溜まったからです。

　先程の信濃川の大河津分水が新潟海岸の決壊をもたらした。それをある時、某大学

でその講義をしまして、そこで年度末の試験にその事を出しましたら、驚いたこと

に、驚いたというのはこちらの講義の仕方が問題だ、「大河津分水は新潟海岸を決

壊した、したがって大失敗だ」と書いた答案があって、がっくりいたしました。か

なり丁寧に、説明したつもりでしたが、要するに日本の海岸線は川から出る土砂に

よって、養われているんです。川から土砂が出なくなる、分水工事、ダム工事、その

他、いろいろな原因で､あるいは洪水がずっと来ないとか、いう事になりますと、そ

れが海岸決壊になります｡

　佐久間ダムを作って土砂がたまりました。あらゆる河川事業は必ずマイナスの副作

用を伴うのが当然なんです。しばしばそのマイナスのところだけ取り上げて、少し気

の早いマスメディアがよくやる手ですが、マイナスのところだけ取り上げて、「ああ､

あれは失敗だった」特にダムは河川の生態系にも、土砂のみならず影響しますから､

必ずマイナスの影響が起こります。ダムだけに限りません。大河津分水のような大洪

水とか、あらゆる大事業によって、それ自体は成功しておる。マイナスの影響がつく

のが河川事業の本質だと、そのマイナスの部分だけ取り上げて「ああ、失敗だ」とい

う人は案外多いですね。川の事業はそういうものだという事を確かめる事ができたの

は、私の卒業論文のひとつの大きな収穫で、日本の海岸線は川から出る土砂が日本の

海岸線を養ってる。河口から出る土砂が減る事は日本の海岸線にとって重大である事

を私は卒業論文で教えてもらいました。

　そして大河津分水のような大事業、ダム、その他、河川に大事業を加えれば、それ

自体は成功しても必ずマイナスの影響が起こるのは、それは川という自然との付き合

い方の基本原則ですね。大河津で２、３か月、卒論の時に、昭和24年ですね、ずっと
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過ごしまして、大河津であの周辺を散策しておりましたら先程の映像にもございまし

たように大変驚いたというか、先程も紹介がありましたように昭和６年６月24日に完

成したときに立てた青山士、今でいうと北陸地方整備局長ですね、が青山士で現場の

主任が宮本武之輔。この青山、宮本のコンビくらいその当時の日本にとって、これに

勝るコンビはなかったでしょう。あの青山、宮本のコンビが大河津分水を支えた別の

力だと私は思います。で散策していまして驚いたのは、そこに記念碑があった。「萬

象ニ天意ヲ覚ル者ハ幸ナリ」、「人類ノ為メ國ノ為メ」、その名文句の下にローマ字が

ございました。これがエスペラント語です。

　昭和初期、日本でもエスペラント語がかなり流行しまして、それを発明したザメン

ホフがエスペラント語を世界中に普及して、世界の誰もが自国語とエスペラント語を

知るようになればそれは世界の平和に貢献する。誠に素晴らしいアイデアですが、今

はどうもエスペラント語の代わりに英語になっちゃったんですね、それが悪いとは申

しませんが。やはり世界が共通語を持つ、自分の国の言葉はもちろん大事だけれど

も、それと共通語を持つということは世界平和への大きな手段でありましょう。日本

が色んな危機にあう度に国語論が展開されますし、明治には文部大臣の森有礼は日本

語を全部フランス語にしろと言いました。なんと先の作家の志賀直哉も似たような事

を言ってるんですね。その是非はともかくとしまして、そのエスペラント語を書いた

のが、その発想は青山士なんですね。

　私は青山士が亡くなる２年前に磐田のお宅に２度ほど訪問して、パナマ運河の話､

信濃川の放水路の話、色々伺いました。エスペラント語について伺いまして、「青山

さんあのエスペラント語はどなたに訳してもらったんですか？」と言いましたら、青

山さんが「いや、あのエスペラント語は東京大学へ行って山口昇先生に訳していただ

いた。

　山口昇先生には私はお目にかかったことはなく、お葬式には行きましたけれども､

語学と数学の天才であったといわれております。ですから応用力学ハンドブックと

いう名著、数学が達者な人にしか書けないような多くの著作と同時に、伺いますと

英語、ドイツ語、フランス語、ギリシャ語、ラテン語に精通しておられたと伺いま

すし、エスペラント語は一週間で、エスペラント語というのはそういう人造ですの

で、全部不規則変化はないんですね。一週間でだいたいわかるようになったというこ

とを青山さんも聞いたんでしょうね。で山口昇先生のところいってエスペラント語に

訳してもらった。

　それは青山の、つまりどんな土木事業を行う時もこれは人類のために行っていると

いう自覚、人生観の故でしょう。つまり大河津分水を作る時も「これは新潟県のため
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だ」などと、そういうケチな考えではなくて、これは「自分は人類のために作ってる

んだ」と、誰が使う、誰が恩恵を受けるかではなくて、人類が先に来るんですね。で

青山の書いたものすべて彼は常に「自分が死ぬときは自分が生まれたときよりも少し

でもこの世の中を良くしたい」というのが彼の人生観でした。青山士はもう聖人のよ

うな人で、日頃も大変慎ましい生涯を送って、私が静岡県磐田の青山宅を訪ねました

時に、色々伺っているその背後に、内村鑑三全集とシュバイツァー全集がまさに所を

得たという感で横たわっておりました。

　青山は一高時代に内村鑑三の感化を受け、その教会に通い、内村鑑三と相談してい

る時に土木工学こそが後世に残る最大物だということを教えられて、土木工学科を目

指すと同時に内村鑑三は青山に「君、東京大学へ行きたまえ」と。そこには同じく札

幌農学校のクラスメイトの廣井勇君がいる。その薫陶を得なさい。その薫陶が知識よ

りはむしろその生き方に学べと言われたそうです。そして東京大学へ入って廣井勇の

薫陶を得て、今度は自分は土木技術者になるには何をしたらいいだろうと悩むんです

ね。悩んだ挙句、つまりその時点、青山は明治36年の東京大学の卒業ですので、その

時点で今、人類のために一番重大な土木事業は何か？それはパナマ運河であるという

ことで貨物船に乗ってアメリカへ行き、パナマ運河再建の運動をし、そしてパナマ運

河の工事に日本人の技術者としてただ一人、７年半過ごします。そういう生き方を与

えたのは廣井勇です。

　廣井勇のたくさんの功績、例えば若い時に小樽の港の北防波堤を建設するというん

で最初の大波に立ち向かう防波堤、それまでも静かな湾の防波堤は日本作ってます

が、小樽のように日本海の大波を直接止める防波堤、しかもそれを鉄筋コンクリート｡

日本最初の仕事でしたので、彼は嵐の時は夜も眠れず現場へ行って大丈夫かなとか壊

れていないかなと悩んだそうです。廣井勇の最大の我々に与えて下さった貢献は、そ

ういう小樽の港もあるし色々ありますが、後に明治28年に東京大学がスカウトして､

北海道大学から東大の教授になって、約20年間、東大の土木教室で教えてくださいま

したが、その時に非常に優れた弟子を大勢育ててくれたのは私は廣井勇の一番の功績

だと思います。その多くの弟子たち、それが先程ちょっと見ていただきました、これ

が廣井勇ですが、先程見ていただいた映画は廣井勇の弟子たち、宮本、青山、八田與

一の話なんですが、のみならず青山を筆頭に八田與一、宮本武之輔、久保田豊、様々

な、その後の日本の公共事業を動かした人たちを次々生んだのは廣井勇の最も大きな

功績だと思います。

　その年齢順にいくと青山士が明治36年卒業ですけれども、青山から14年後輩が宮本

武之輔です。大正初めに宮本は卒業しておりますが、宮本は元々、並々ならぬ激しい
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熱情的な個性を持っていた。

　たくさんの逸話にことを書かないんですが、これが逸話と言ってはどうかと思いま

すが、一高時代にですね、半分いたずらで煙突に上って真っ逆さまに落ちてしまっ

て、一週間、人事不省だったそうです。えらい頭を打ったんですね、それであんな秀

才になったという説もありますが、元々一高に入るんですからもともと優秀に決まっ

ていて、落ちて頭を打ったために突如秀才になったのではないでしょう。しかし一週

間近く人事不省なので郷里からお母さんが行って、もう覚悟していたそうですが、奇

跡的に助かって、そしてその後、東京大学にも入りますが、東京大学に入る時、さっ

きの映像にもありましたが、どこへ行こうか？それが迷い方が普通の人と違うんです

ね。東大の法学部へ行くか？工学部の土木へ行くか？これ理科と文化というのは大分

類で、入学試験科目も違うしね。しかし、宮本の物の選びかたというのはそういう選

びかたなんです。凡人と違うわけです。工学部の機械へ行こうか？電気へ行こうか？

これはもういかなる凡人でも迷うことですが、法学部へ行こうか？工学部の土木工学

科へ行こうか？という迷い方はちょっと凡人ではないですね｡

　要するに宮本は日本を動かす人になりたかったんだろうと僕は思います。残念なが

ら私は宮本武之輔にお目にかかったことはありません。亡くなったのは昭和16年12月

24日ですから、私はまだ12歳の時で、青山士にはお目にかかって、薫陶を得ましたけ

れども、残念ながら宮本武之輔が亡くなったのは49歳で、肺炎で一週間床に就いただ

けなんですよ。英・米との戦争が始まったのが８月で、それで亡くなったの12月の末

ですから、戦争は始まってますけれどもまだ始まったばかりの頃、肺炎で一週間床に

就いただけで亡くなってしまったのは49歳で、大変残念な事をしましたが、法学部｡

今でも東京大学法学部というのはお役人になっても、政治家になっても大変幅を利か

せていますが、東大法学部というのはちょっと幅を利かせすぎているかなと常々思う

んですが、これ宮本の高校時代ですから昔の話ですが、やはり日本を動かすには東京

大学の法学部がまず第一候補だ。それから土木工学科というのがですね、選び方が日

本のインフラをちゃんと築きたい。つまり日本を動かす基を作りたいというのが宮本

の考えかたでしょう。

　宮本も青山も廣井勇の弟子ですけどね、生き方とか人生観はかなり違いますね。映

像でご覧になっても概ね検討はついたと思いますが、青山は大変敬虔なクリスチャン

で、部下はちょっと煙たくて閉口したようでありますけれども、宮本はそれとは正反

対というか極めて庶民的なんですね。大河津の工事をしている時は､彼は文才があり

ましたから、ああいう歌を作って、それを自ら歌って、労務者と一緒に歌って士気を

励ますとかね、それは青山にはできないでしょうね。
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　宮本は常に民衆と共に歩き、民衆のために生きるんだというのが彼のモットーで非

常に情熱化でもありますし、そして多分、大河津の工事をしている時も、毎晩のよう

に労務者と飲んでいるんですね。労務者や地元の政治家とか、多分、今だったら燕の

市長さんとも､当時は燕の市ではないですが、つまりそういう地元の有力者だけでな

くて、労務者と一緒に毎晩飲んで大騒ぎしていたと、芸妓とも仲良くなったし、大変

幅の広い人で､それから彼の読書力、読書量は大変なもんです。元々、文学者になり

たかった、小説家になりたかった。それは断念して「そんなことをしたって食えな

いよ」と言うんで断念したけれども、同級の芥川。その芥川は自殺してしまいます

が、菊池寛とか久米正雄とはずっと付き合ってるんですね。菊池寛は宮本の日記を

見て、その文才に驚いたそうです。

　宮本は中学から亡くなるまで丹念に日記を書いておりまして、それは大河津の資料

館に、あるいは東京大学の図書室、そして土木学会にもございますが、誠に丹念な日

記ですね。例えばというのはどうかと思うけれども、毎晩遊びに行って出てくる芸妓

の名前が必ず、必ずかどうか知りませんよ。私は全部調べたわけじゃないから、今日

はどこそこ行って、出てきたのは誰と誰と誰…それ芸妓ですね。そういうことを丹念

に書いております。もちろん昼間会った政治家とかなんとか、それは貴重な文献です

けれども、所々ドイツ語になったり、英語になったりします。

　宮本を研究する人はそれを読まなきゃなんない。宮本の事を書いた３年前に亡く

なった田村喜子さんも大河津分水の事に関連して、宮本の事を書いていますので、相

談にみえましたから、「いや、やっぱり少なくとも大河津時代の日記は読まにゃなる

まい」と、一生懸命彼女も読みましたが、所々ドイツ語になったり、英語になったり

する。

　そこで田村喜子さん、往生して「ドイツ語をこのために勉強するっていうのは大変

だ」っていうんで、「それじゃ誰かに読んでもらえばいいじゃないか」とみんな期待

してたんですね。期待してたっていうのはドイツ語で書くという事はなんか具合が悪

いことがある。そこに面白いことが書いてあるんではないか？そこをドイツ語を読ん

でくださったのは中村英夫さんです。東京都市大学の学長です。今、武蔵工業大学で

すね。

　私の８年ほど後輩ですが、非常に各方面に活躍した中村英夫さんは、ドイツにしば

らくおられまして、私がドイツに行った時にちょっとお訪ねしたこともございます

が、シュトゥットガルトでございましたが、そのドイツ語を読んでくださった。田村

喜子さんのご要望で、それで読んだ挙句、みんな期待して中村さんに聞いたら「い

や、やっぱり同じ真面目な話だ」って、何もがっかりすることはないんですが､がっ
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かりした人は多いようですが。

　それはともかくとして元へ戻りましてエスぺラント語。青山さんが東大行って山口

昇さんに教わった時に、昭和６年ですからね完成は、｢君、注意したまえ」と注意し

たまえというのは当時エスペラント語は危険な言葉である。反戦的な言葉であると特

攻がそう考えた特別高等警察、思想警察ですね。大正末期に治安維持法が通って、特

高が大変な権力を持っていた時代です。エスぺラント語は危険な言葉と思われたらし

いんですよ。特別高等警察がね。いや一般論、自分に分からないことはみんな危険だ

と思ったんではないでしょうかね。で山口昇さんも､青山さんに「エスぺラント語だ

といろいろ誤解される恐れがあるから使い方は注意した方がいい」と言われたそうで

す。当時新潟でエスペラント語に関連する取り締まりもあったと窺えます。

　青山がそれをエスぺラント語で書いたのは、それが世界共通の言葉。つまり大河津

分水を作る時も「これは人類のために作る」そのためにエスペラント語を入れたんで

すね。この記念碑を見て感激した人は数知れず、土木の多くの先輩、後輩達があの記

念碑を見て、その土木の記念碑は日本中いたるところにあるけれど、これだけ格調の

高いものはないだろうと。しかもエスペラント語って大体誰も読めないわけですが､

訳だから何と書いてあるかは分かるわけですが、それで感動するわけですが、つまり

青山と宮本の名コンビで大河津分水は仕上げていく。青山は勤勉、実直な人で、現場

監督には宮本のほうが適しているんでしょうね。

　青山はやっぱり偉過ぎてというか､高潔すぎて、大変付き合いにくかったようです｡

宮本くらいまた庶民的な人は少ないと思います。彼の読書量は普通の通読小説から､

ニーチェ等やベルグソンやデカルトなどを…ものによっては原語で読んでますね。そ

してその日記に、「今日は何々を読んだ」ただ読んだんじゃなくて、読んだものが､

自分の人生にどういう影響を与えるか、について宮本は書いてます。それが彼の教養

の幅を広げるのに大変役立っていると私は思います。

　宮本の特徴は労務者であろうが政治家であろうが、友達が多いです。つまり内務省

の役人だけじゃなくてね、いろんな省の役人と、あるいは政治家と、あるいは文学者

と、そして労務者とか、大変幅の広い交際を持った人ですね、いろんな人と付き合う

ということはどんな人とも話す言葉を持ってたということですね。全然専門の違う人

と会うと何もしゃべれない人は結構います。何を話したらいいかが分からない。宮本

はそんなことありませんね。会うや否やこの人とはこういう話。そんな考えるんじゃ

なくてね。もう間髪を入れず言葉が出てくる。どんな相手にも通用する言葉を持って

たのが宮本の大変な幅の広さだと思います。

　書いたものはいろんな日本の国土に関して、日本の国をどうするか？というような
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評論がたくさんございますし、勿論、学術論文をはじめ、宮本のそういう生き方を証

明する数々の事がありますが、先程の映像にもございましたように、関東大震災のあ

と欧米への視察旅行に行きます。普通の視察旅行はね、普通の人の…例えば土木屋で

あって河川だったら、各国の河川技術、河川行政、あるいは河川考課という関係者に会っ

て現場を見て勉強する｡というのは当たり前のことでしょう。どなたも自分の専門に

近い土木事業や土木の現場を訪ね、現場を見て、それに関係する技術者やあるいは学

者と会って、いろいろ教えてもらう。プラス観光というのが普通でしょうが、宮本は

違うんですね。

　イギリスへ行って、フェビアン協会を訪ねてます。社会主義協会です。そんな求心

的な社会主義ではない。社会主義協会ですが、これを作った一人がバーナード・ショー

です。

　文学者のバーナード・ショーといえばノーベル賞を断ったとか、数々の逸話があ

る、ほんとに彼、皮肉屋で、書いたものは極めて皮肉っぽい本なんですが、大変学

識のあるバーナード・ショー、ある時、バーナード・ショーは女性にも受けたと見

えて、当時､イギリスで大変売れた女優さんからラブレターが入ったんですね。バー

ナード・ショーに。「ラブレター私見たわ」と言ってそういうことが本に書いてあり

まして、それはバーナード・ショーに向けて、あなたと結婚して、あなたの優れた

頭脳と、私の優れた肉体と容貌が備わった子どもが生まれるに違いないと、いうラブ

レターを出したらバーナード・ショーは直ちに返事を書いて、あなたの貧弱な頭脳と

私の貧弱な身体を持った子どもが生まれたら、大変不幸だと言って断ったというよう

な話で。大変な皮肉屋でね、聖人君子も多いんですが、そのバーナード・ショーなん

かが中心になってできた社会主義協会がフェビアン協会。そこへ行くんですね宮本は。

　労働党も訪ねてます。そして日本の土木事業をするには労務者対策がこれからは大

事だと。聞けばフェビアン協会はそういう人の使い方については新しい考え方をすべ

き、そこへ行ってその事務局長に会って、２度行ってますね、フェビアン協会に。そ

こでその時に宮本が作った工人クラブの技術者の方を紹介してね、イギリスに。そし

てフェビアン協会というものの労務者会議とか、ものの考え方、つまりこれからの土

木技術者は労務者に対してどういう態度で接するべきか。あるいは今後の社会主義と

いうのはどうなんだろういうことが宮本の頭にあったんですね。

　それは宮本が元々広い目を持っていたことと、並々ならぬ読書量、しかも読み切り

でなく、それを日記に書くことによってブラッシュアップしたんだろうと思います｡

それはなかなか普通の技術者は、だいたいそんな日記を死ぬまでちゃんと書き続ける

という人がいなくて、しかも日記が単に「今日どこそこに行きました、面白かった｣
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というんではなくて、極めて自分の思想式で…まあ芸妓の名前を書くのは思想式かど

うかは知りませんが、そういう克明さと自分の人生の生き方を日記に描き出したんで

すね、それも彼の人生観でしょう。つまり外国へ行っても見る対象が違う。付き合う

相手が実に広いです。

　宮本のような生き方、人との付き合い方は現在の土木技術者。これからの土木技術

者にとってとりわけ重要ではないかと私は思います。グローバル化時代と俗に言いま

すけれどもグローバル化というのは何も英語をペラペラ話せて、外国に大勢友達を

持ってそれも大事ですけれど、盛んに外国へ行って見聞を広め、それもグローバル化

かも知らんけれども､そんなことよりも何よりもそういういろいろな外国人いろいろ

な人種の人と付き合って、面白おかしくと言うと語弊があるかも知れないけれども、

そういうものと楽しむ生き方それがこれからの土木技術者にとって特に宮本のやった

大河津分水の荒川放水路の訪問も大事ですけれども、そういう形に見えるものよりは

むしろ、彼の生き方の中に学ぶべきものがこれからのグローバル化時代における人生

観であると。

　それはどんな階級の人、職業の違う人、生い立ちの違う人、もちろん外国人、人種

に関わらず､そういう人とちゃんと話し合いのできる人が特に土木事業のような公共

事業をこれから行う技術者はこれからいよいよ必要ではないでしょうか、つまり技術

を磨くことはそれは当然なことで当たり前のことです。技術を磨かないかん大学の人

間、研究者だったらその土木工学を深めなければならないのは当たり前ですけれど

も、大学の人間であろうと、現場の技術者であろうが、民間であろうが、行政官であ

ろうがいろいろな違う立場の人とちゃんと話し合えるのがこれからの土木技術者のあ

り方である。それはまさに宮本に学ぶべきですよ。

　宮本が大河津分水の工事の時、毎晩のように労務者と酒を飲んで騒いでいた。その

酒を飲んで騒ぐだけを学んだのではなくて、彼はその中に自然にどうしてそういう事

になったのか？酒を飲んで楽しいのではなくて、労務者と、いちいちそう思っていた

んではないでしょうが、いろんな人と付き合うという、労務者と深く付き合う事によっ

て、労務者の気持ちを察する。そういうことが特に、ここ数十年、土木事業を行うに

あたっては住民運動との付き合い方が、非常に重要になってくるという。

　ただ、おだてりゃいいとか、ただ意見を聞けばいいという事よりはむしろ、そうい

う人たちが､どういう気持ちをもってるか？どういう生い立ちでそうなったか？を察

するのが宮本の精神ですね。それが、これからの土木技術者、これからの公共事業を

やっていく時には、「ああ、あのマスコミはちょっとうるさくていやだな」などと思

わずに、宮本はそういう、あるいは自分を批判するかもしれない人と会うのを大変楽
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しみにしていた感じがありますね。日記、その他から見ると。

　つまり、自分とどうも考えが違う人と会うのが彼は楽しみだったんですよ。いやが

らずに。それは彼の生き方が、ある時は貧乏で非常に塗炭の苦しみを味わって、ある

いは一高時代に芥川とか、そういう文豪と付き合う。あるいは一方、大学へ来ては廣

井勇のような大教授とつきあう。廣井勇のみならず多くの個性豊かな教授がその頃､

増えました。また、社会へ出た時も､イギリスへ行った時にフェビアン協会を訪ねた

ようです。宮本はどこへ行っても、単に仕事に行っても仕事の事だけしてさっと帰る

んではなくて、必ず時間のあり次第は、そういういろんな人と付き合うのを楽しみに

してたんですね。それが彼のもって生まれた生き方ではないでしょうか。

　宮本に学ぶべき事は人の生き方を理解し、重んじ、それから何か教訓を得るという

姿勢が常にあったのだと思います。それは大河津分水の工事にも窺えるし、外国出張

に行った時にも窺えるし、普通の人と違うわけですよ。外国行って、ただ土木の現場

を見て、友達を見て帰って来る。そういう…つまらんと言っちゃ悪いんですが、そう

いう旅行は彼にとってはもったいない。もったいないと思ったかどうか。積極的に､

多くの人の意見を聞く、それをこなすには彼の驚異的な読書力、読書の範囲というも

のが頭の中につまっているからこそ、人と話をする時におのずとその成果は出たんで

しょう。

　残念ながら、私は宮本武之輔に会った事はありませんけれども、ああいう人に会っ

てみたいなと。青山士には会いましたけれども、青山とはまた、非常に生き方の違う､

しかし廣井の弟子であるという共通点はあるわけで、ここに青山と宮本が並んでる

写真があります。お互いに生き方が非常に違うのですが、青山から見れば宮本の生

き方は若干、不羈奔放だった事を青山は良く理解して、青山は青山なりに宮本の生

き方に敬意を表しているんですね。もっとも青山夫人は宮本の女性関係には大変批

判的であったそうですが、青山自身はそういう事を宮本に何も言わなかった。よく

分かったうえで、部下ですからね、同じ廣井門下で、青山と宮本という非常に人生

観が違う、しかし、ともに土木技術は優れた、まれにみる優れた土木技術者ですが､

生き方の違った２人が付き合ったことを、私は非常に重要だと思う。それが大河津

分水にどう影響したかなというのは簡単にはわかりませんけれども。

　例えば部下が青山は煙ったいけれども、宮本はもう大変親しみやすい上役だった｡

両方とも、どちらも宮本みたいでもまた問題じゃないでしょうかね。青山がいて宮本

がいたことは大勢の…今でいうと北陸地方整備局の人たち、あるいは、それがもちろ

ん恩賞にも影響しますから、大いにこの２人の名コンビが大河津分水を成立させた縁

の下の力持ちではないか。２人とも同じであるよりは、必ずしも具体的な人生観が
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違ったことは大河津分水をかくあらしめた一つの要因だと。

　青山は宮本に生き方を批判してはいませんが理解はしていた。青山は先程の記念碑

とか、次々に青山は三つの記念碑を作っていますが､みんな似たような、部下のため

を思い、そして自分のためを思う事が青山には出ていますが、宮本はある意味では…

そういう技術者としては同様に優れているけれども、技術者としての生き方としては

かなり違うんですね。両方に学ぶべき点があって、この青山、宮本を私は名コンビだ

と、こういう名コンビはその後も生まれていないと思いますが、そんなことを考えて

もお役所は、人事配置をするわけにはいかんでしょうけれども、どうも余計な事です

が、昔は任期が長いんですね、今よりはね。２、３年でどんどん交代するというよう

なことはなくて、一か所に。これは内務省に限りません。それは今よりは人材が少な

かったとか、いろんな理由があるでしょうけれども、宮本のこの顔を見ていると、な

んというかしっかりしたと同時に、内に秘めた熱量とそれから他の人とは違う理性を

感じますね。

　宮本が49歳で亡くならないで、今だったら昭和16年ですから、戦争が始まったばか

りでペニシリンもなければ、医学も進んでなかった。今なら助かったでしょう。多く

の人が思うんですが、彼がもう少し長く生きて、戦後、日本の国土荒廃を救うのに｡

　それから高度成長いく時に「宮本がいたらどうだったろうな」と思う人は数多くお

りますけれども、ちょっと水を差すような話ですが、宮本は中国との戦争中、黄河の

堤防が切られますね。これは蒋介石軍によって軍事破堤ですが、日本軍が北と南から

進軍して真ん中にある徐州作戦。

　徐州を占領して、「徐州徐州…」という歌があって、戦後もそれを歌う人があって

いろいろ問題になりますが、徐州を占領して西へ向かった。天津を目指したんです｡

その時その進軍を止めるべく、蒋介石軍が黄河の堤防を天津中部の近くの花園口で人

為的に切るわけです。日本軍の進撃を止めるためです。それによって89万人の中国の

無辜の民が亡くなっています。予報なんか出しませんよ。軍事破堤ですから誰にも知

らさないようにするわけです。それによる破堤の面積は九州と四国を合わせたよりも

広い面積ですね。

　一時的に日本軍の攻撃は止めましたが、日本にとってあの堤防を塞がなきゃならな

い。そこで宮本武之輔がその黄河の修復工事を、そういう立場におりましたから、考

えたんですが、宮本はその頃ものすごく忙しいんですね、なんやかんやと。それで最

初に黄河へ視察に行って、黄河へ視察といっても今のように飛行機がすっと行くわけ

にもいかないので、最初に行ったのが、宮本が信頼していた私の先生の安芸皓一先生

と一緒に、中国の破堤箇所に行ってそれをどうするかを相談します。そのあとは、私
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の先生ですので、安芸皓一先生は中国へ13回旅をしております。それが先生の御自慢

で「黄河へ13回も行ったよ」と、だいぶ黄河の事を猛勉強なさったようで、黄河は､

余計な話ですが、黄河の治水地は興味津々たるものがありますね。

　かつて、かの国をつくった時代から黄河の治水の歴史というのは、世界の宝庫であ

るというふうに私も、中国へ行って花園口の破堤地点を見たいというのが若い頃の念

願で。ところが、文化大革命で中国に行けなかったんですね。ようやく、文化大革命

が収まって中国へやっと行けるようになったのが、1979年ですが、そこで真っ先に行っ

たのが花園口、あの破堤地点。ここに宮本も安芸皓一もここに立って、何を考えたん

だろうなと思い浮かべておりました。

　宮本が働いた大河津。だから卒論に選んだわけでもありませんけれども、私が卒論

の頃から青山と宮本という偉大な先輩がいた事、で、青山にはお目にかかれたけど､

宮本はもうすでに､昭和16年に世を去ってお目にかかる事はできなかったけれども､

宮本の書いた治水工学、あるいは評論集がいっぱいあるんです。日本の国土をどう考

えるか。さすがに文筆家の筆が立った宮本らしい評論がたくさんあります。それか

ら、何といっても貴重なのは日記でしょうね。それによって日本の社会史、土木技術

者から見た社会史を知る事ができる。もっとも私、日記全部は読んでおりません。拾

い読みですから。

　宮本が残してくれたものは、そういう日記とか著作とか、ありますけれども、最も

重要な生き方は、彼の生き方。一口でいうなら、どんな階級の人とも話し合える言葉

をもっていた。それが最も貴重な事であり、それが後に、現在、これからの土木技術

者にとって、それは、いよいよこれから国際化してきます。やがて次々と外国の労務

者が入ってくるし、技術者も入ってくる。復興作業の形で入ったり、いろんな恰好で

入ってくる。そういう人たちと付き合える言葉をもつ事がこれからの技術者に強く要

望される事です。その時、宮本武之輔の生き方がおおいに手本になるんではないか？

生き方、それはどんな人とも積極的につきあえるように心掛ける事、恐るべきほどの

読書力、そしてそれをまとめる、何も日記にするだけがいいんではありませんけれど

も、自分の考えた事、成した事を単に羅列して書くんではなくて、何も書かなくても､

頭の中で反芻してもいいんです。それは何であったか？

　廣井勇の話に戻りますが、敬虔なクリスチャンだったんで毎晩寝る前に30分、床に

正座して灯火を消してその一日を振り返ったそうです。今日一日、自分は本当に恥じ

ない一日を送ったかどうか。大学教授の間は今日一日、精魂込めて教育にあたったか、

研究にあたったかを毎晩反芻したそうです。凡人が夜、灯火を消したら眠っちゃいま

すけどね。そういう真似は誰にもできない経験です。
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　宮本はそういう廣井や青山のような敬虔な生き方ができなかった人です。できな

かったからいかんというのではなくて、別の生き方をしています。それは自分がやっ

た仕事あるいは、その自分が今日付き合った人から何を得られるかを考え、それを日

記に具体的に必ずしも書いていない、書いている時もあるけれど。しかし、たぶん書

くことによって、それを反芻しながら書いていたでしょう。つまり自分が付き合った

人とは話したことを話しっぱなしでなくて、それを次の会話にいかしたんですね。

　それは土木事業に限らず常にそれを自分の人との付き合いの経験を、それっきりや

りっぱなしに、付き合いっぱなしでなくて、それをいかすすべを宮本は知っていたん

です。それに心掛けたんです。それで外国のみならず、日本へ行った時もできるだけ

専門以外の人と会うことを、彼は心得ていました。それが彼の教養の幅を広げ、もの

の考え方に深さを与えたんだと私は思います。それが宮本から学んでいく最も重要な

点であると私は考えました。

　今日は、私は今まで今日の行事をうかがいまして、松山の方々が宮本を大変慕い､

それを学ぶことを具体的に勧め、先程は、また去年は宮本武之輔の顕彰の銅像ができ

て、それが興居島にも建てられたそうです。明日、興居島にも行って参りますが、実

は、みんなこういう土木の偉大な先輩は、宮本だけではありません。廣井や青山や八

田與一だけではありません。非常に多くの土木技術者が日本の国土を形成してきたん

です。

　それを、それぞれの郷土が重んじて、それを学ぶことをこの松山ほど宮本武之輔を

敬愛し、それをこういう会を開くこと、そして燕市は大河津分水というものを取りもっ

て、宮本と縁が付きました。こういうことは松山や燕だけでなくてね。日本中に偉大

な土木技術者いっぱいおりました。それぞれを称え、学ぶことは日本国中で､せめて

10都市でも、それができたらね、公共事業に対する一般の見る人の目は変わると思う

んです。というのは日本では公共事業というものの意味は抽象的には知ってますよ。

それに貢献した人が一般国民の常識になっていない。

　宮本武之輔を大変研究したのは、大淀昇一さんです。大淀さんが宮本武之輔をテー

マに博士論文をお書きになった。そして、博士論文だけでなくて、これを一般向けの

本にしたならば多くの人に知らせるであろうなというんで、中公新書で「土木技術者

の政治参画」という、いっそう売れそうのない題で作りました。つまり一般向けの

本を、宮本を書くというんで僕は大変喜んだ。そうすると本が「宮本武之輔の何と

か…」となって、宮本が「新書が出れば多くの人が知るだろう」ところが、出版社

は「裕さん、宮本武蔵なら売れるけども宮本武之輔なんて土木の一部の人しか知らな

い、一般の人は知らない、そういうのが本屋に出ても、宮本武蔵とかなら売れるけど
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も、宮本武之輔なんて全然知らない人を本の題にしても売れない」と言うので、難し

い題になっちゃった。

　ということは、日本ではこういう、もう松山は例外ですけど、つまり偉大な土木技

術者を生んだ地域、地方ですね、松山以外にはそれほど知られていない。宮本武之輔

だって、一般の庶民が知ってますから。どうかこれからは松山のみならず、これを日

本中に知らせる努力を私も及ばずながら果たしますが、たぶん、燕は大丈夫でしょう。

　なんでそんなこと言うかというと、イギリスやドイツやフランスは違うんです。そ

ういう国では偉大な土木技術者の名前は、多くの国民がよく知っています。イギリス

の偉大な土木技術者、ブルネルを知らないイギリス人はほとんどいません。

　十数年前にBBC…（British…Broadcasting…Corporation）が一般聴取者に向けて、イギ

リスの歴史で最も偉大だった人を挙げろと言ったら１番がチャーチルでした。２番目

がなんと土木技術者のブルネルなんですよ。あとね、ニュートンとか、シェークスピ

アとかダーウィンとか、ダイアナ妃というのもありましたけど。つまりそういうとこ

ろへ土木技術者が、日本でもしNHKが一般聴取者に日本の歴史で偉大な、日本に貢

献した人は誰か？ともし､イギリスでも100万人が答えています。残念ながらベスト

10に土木技術者は選ばれることはないでしょう。ベスト20もどうかな？知らないんだ

から一般の人は。イギリスの友人にその話ししましたら「ベスト20なら土木技術者は

もう３人位出る」と言ってました。それは一般の義務教育から教えるからですよ。

　どうぞこれから日本のインフラストラクチャーに貢献した人たちが多くの日本国民

の常識になる。松山がその出発点になることを祈ってなりません。

　どうもご清聴ありがとうございました。
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シンポジューム開催状況

第８章　パネルディスカッション

タイトル：災害につよい川づくりについて

　　司　　　会

　　　宮本武之輔交流事業実行委員会 会長　鈴木幸一（愛媛大学名誉教授）

　　パネリスト

　　　四国地方整備局 河川部 河川調査官　高橋政則（河川整備に関する分野）

　　　　　発表：四国における河川事業の大規模改修の歴史

　　　愛媛県 土木部 河川港湾局 河川課 主幹　石丸敬三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮本武之輔の可動堰建設の分野)

　　　　　発表：宮本武之輔が取り組んだ土木技術と河川整備方針の策定について

　　　ＮＰＯ法人大河津資料館友の会 理事　樋口　勲（地域住民の防災活動の分野)

　　　　　発表：宮本武之輔に学ぶ…住民と川とのかかわり方
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第９章　生誕地除幕式

開催日：平成27年４月25日㈬　　　 　
場　所：興居島支所前（松山市由良町)

　宮本武之輔顕彰碑及び銅像の前に、野志松山市長、鈴木燕市市長、東京大学名誉
教授…高橋裕先生、大河津資料館友の会の皆様、多くの地元住民の方々御出席のもと、

生誕地碑の除幕等を盛大に執り行った。

１　式　典

主催者及び来賓者による記念写真

多数の参加者の皆さん
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今後の交流促進に向けて
「野志克仁　松山市長」　「鈴木　力  燕市市長」による力強い握手

鈴木燕市長の挨拶野志松山市長の挨拶



− 61 −

興居島小学校児童・興居島中学校生徒による生誕地碑除幕

興居島中学校の生徒による作文発表興居島小学校・興居島中学校への
展示パネル贈呈

興居島の食材がふんだんに使われた昼食会

２　除幕、興居島中学校生徒作文発表、展示品贈呈
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３　式典写真
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第10章　興居島中学校生徒及び興居島小学校児童の学習

　興居島の中学校の生徒及び小学校の児童は、当会の古川副会長が講師となった宮本

武之輔学習会で宮本武之輔の功績等について学んだ。

　小学生の代表は、鈴木燕市長の招待で新潟県燕市を訪問し、地元小学生と交流し､

信濃川大河津資料館では、宮本武之輔が造った可動堰や展示資料を見学するととも

に、由良地区文化祭で、地元の方々に発表し好評を博した。

１　小中連携広報誌

宮本武之輔学習会 新潟県燕市との交流
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２　興居島小学校児童による燕市との交流報告

　　　開催日：平成28年11月３日㈭　文化の日

　　　　　　　興居島の由良文化祭に於いて　

　…　稲田校長先生、川上教頭先生、平野先生からは、燕市では行く先々で歓待を受

け、地元分水小学校とも心温まる交流となった。また、大河津資料館での地元小学

生の説明はとても素晴らしく、宮本武之輔の功績にも直に触れることができ、とて

も意義のある交流事業でしたとの感想をお聞かせいただきました。

　…　期待の発表は、ニュース報道番組を模しており、燕市との交流の経緯や今回の交

流内容について、非常にテンポの良い説明があり、燕市では、まず最初に、鈴木市

長を訪問し、熱伝統率の高い特別なスプーンのプレゼントがあり、昼食を一緒にと

り、その後、産業資料館でのスプーンづくり、水分小学校との交流、大河津資料館

訪問、横田切れ120年シンポジューム参加など、特別なおもてなしを受けているこ

とが良く分りました。

　…　参加した３名からは、宮本武之輔の功績の大きさにとても感動したとのコメント

があったことが印象深い発表でした。

「松山市・燕市交流事業報告」発表の様子
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興居島小学校児童による
発表の様子

「松山市・燕市交流事業」の展示資料
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第11章　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」会則

第１条　名称

　　　　本会は、「宮本武之輔を偲び顕彰する会」と称する。

第２条　目的

　　　…　宮本武之輔の足跡をたどり、多くの人々にその生き方や業績を認識してもら

うための顕彰活動を行う。

第３条　構成

　　　　本会は、次の会員で構成する。

　　　　　１　正 会 員……入会届を提出し会費を納め、本会の目的達成の活動を行う

会員

　　　　　２　賛助会員…本会の目的に賛同し、顕彰活動に協力する会員

　　　　　３　学生会員…本会の目的に賛同し、顕彰活動に協力する在学中の会員

　　　　　４　団体会員……本会の目的に賛同し、顕彰活動に協力する各種団体の会員

　　　　　５　特別会員……本会の目的に賛同し、役員会によって承認され会費を免除

された会員

第４条　事業

　　　　本会は、第２条の目的達成のために、次の事業を行う。

　　　　　１　宮本武之輔に関する研究

　　　　　２　宮本武之輔の顕彰に関する活動

　　　　　３　会員の親睦に関する活動

　　　　　４　会報・会誌の発刊

　　　　　５　その他本会の目的達成に必要な事業

第５条　事務局

　　　　本会の事務局は、松山市内または松山市内周辺に置く。

第６条　役員

　　　　本会には、次の役員を置く。

　　　　　１　会長　　　　１名

　　　　　２　副会長　　　１名

　　　　　３　幹事　　　若干名

　　　　　４　会計　　　　１名

　　　　　５　監査　　　　１名

　　　　　６　事務局長　　１名
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第７条　役員

………………１　役員は会員の推薦により選出し、総会の決議により決定する。

………………２　役員の任期は１年とする。但し、再選を妨げない。

………………３…　役員は任期終了後といえども、後任者が就任するまで引き続きその任にあた

るものとする。

………………４　役員が年度途中で欠員になった場合は、会長が選任する。

第８条　役員の任務

………………１　会長は、本会を総括し本会を代表する。

………………２　副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。

………………３　幹事は、本会の重要事項の決定に参与する。

………………４…　会計は、総会で議決された予算の執行及び決算報告等の会計関するすべての

事務を行う。

………………５　監査は、会計に関する監査を行い、総会で監査報告を行う。

………………６　事務局長は、会員への連絡及び本会業務に関する事務を行う。

第９条　総会

………………１　総会は、本会の最高決定機関であり、会長が招集し議長となる。

………………２　総会の議決は、出席者（委任状を含む）の過半数の賛成を以て成立する。

………………３…　総会は、規約の改正、予算・決議案の決議、役員選出のほか、本会の目的遂

行のための決議を行う。

………………４…　総会は、原則として毎年４月に開催する。但し、会長の判断により臨時総会

を開催することができる。

第10条　役員会

………………１…　役員会は、会長・副会長・幹事・事務局長で構成し、定例会の前月に必要に

応じて会長が招集し議長となる。

………………２　役員会の議決は、第９条２を準用する。

………………３　役員会は、本会則に定められた事項のほか、次の事項を審議する。

……………………⑴　本会業務の執行に関する事項

……………………⑵　総会に提出すべき原案の作成

……………………⑶　本会の執行に関する細則の決定

……………………⑷　一般会計及び特別会計等の予算外支出の承認を必要とする事項

……………………⑸　総会を開催できない場合の総会の権限に属する事項

……………………⑹　特別委員会および活動に必要な部会の設置に関する事項
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第11条　会計

………………１　本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。

………………２　総会で承認された予算外の支出を行うときは、役員会の承認に基づいて行う。

………………３　本会の会計年度は、４月１日始まり翌年３月31日に終わる。

第12条　会費の納入

　　１　正会員は一人年額5,000円の会費を納入するものとする。
　　２……賛助会員は一人年額1,000円の会費を納入するものとする。
　　３……学生会員は一人年額500円の会費を納入するものとする。
　　４　団体会員は一団体年間20,000円の会費を納入するものとする。
　　５　特別会員は会費の納入を免除する。
　　６…　会費を３年間未納の会員は、役員会の決定により会員資格を停止することが

できる。
第13条　慶弔
　　１…　会員の慶弔に関する内容は、原則として役員会においてその都度決定する。
　　　　但し、急を要する場合は、会長の判断により決定できるものとする。
付則
　　本会則は、平成19年４月１日から施行する。
　　本会則は、平成21年６月19日から改正施行する。
　　本会則は、平成23年10月15日から改正施行する。
　　本会則は、平成27年５月８日から改正施行する。
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第12章　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」の役員・会員名

平成28年度　 「宮本武之輔を偲び顕彰する会」の役員

会　　長………鈴……木……幸……一　　 副 会 長　古……川……勝……三　　 幹　　事………濱……西……豊……弘

幹　　事………土……居……　……繁　　 幹　　事　大……野……二……郎　　 会　　計………山……内……潤……一

監　　査………赤……根……良……忠　　 事務局長　石……丸……敬……三

平成28年度会員名　
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第13章　興居島を訪問された方々

訪問日：平成27年２月17日　 　　　　　　
訪問者：一般社団法人 全日本建設技術協会

　　　　　　　　 会　　長　松田　芳夫　氏（左から２人目）
　　　　　　　　 専務理事　中嶋　章雅　氏（左から３人目）

　　　　　　　　　…訪問日：平成28年６月３日　 　　　　　　
　　　　　　　　　…訪問者：国土交通省 水管理・国土保全局…防災課　　　
　　　　　　　　　…　　　　総括災害査定官　田部　成幸　氏（一番左）
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　　　　　　　　　…訪問日：平成28年11月16日　 　　　　　　
　　　　　　　　　…訪問者：国土交通省 四国地方整備局　　　
　　　　　　　　　…　　　　局　　長　名波　義昭　氏（前列左から２人目）
　　　　　　　　　…　　　　河川部長　西井　洋史　氏（後列左から４人目）
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第14章　宮本武之輔に関する報道記事

ミニシンポジューム「宮本武之輔を語る会」の開催を伝える新聞記事
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高橋裕 東京大学名誉教授の日本国際賞受賞を伝える新聞記事

2015年（平成27年度）3月16日　月曜日　生活
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宮本武之輔交流事業の開催を伝える新聞記事

2015年（平成27年度）4月15日　水曜日　地方 ⑻
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宮本武之輔交流事業の開催を伝える新聞記事
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第15章　宮本武之輔に関する保有資料リスト（著書及び資料）

書籍名 著者 出版
時期 出版元

治水工学 宮本武之輔 S11 修教社書院

鉄筋コンクリート 岩波全書 26 宮本武之輔 S9 岩波書店

河川工学 アルス土木工学大講座11 宮本武之輔 S12 アルス

大陸建設の課題 宮本武之輔 S16 あつき書店

科学の動員 宮本武之輔 S16 改造社

宮本武之輔自傳（原稿）ゲラ校正版 内海清温　他 未出版 なし

川から見た国土論 高橋裕 H23 鹿島出版社

宮本武之輔と科学技術行政 大淀昇一 H元 東海大学出版会

技術官僚の政治参画　日本の技術科学行政の幕開き 大淀昇一 H9 中央公論社

物語　分水路－信濃川に挑んだ人々 田村喜子 H2 鹿島出版会

物語　分水路－信濃川に挑んだ人々 田村喜子 H2 鹿島出版会

治水の歴史コミック1信濃川への挑戦 田村喜子（原作者） H4 こだま出版

技師・青山士の生涯-われ川とともに生き、川と共に死す 高崎哲郎 H6 講談社

評伝　山に向かいて目を挙く　工学博士・広井 勇の生涯 高崎哲郎 H13 鹿島出版会

評伝　工人　宮本武之輔の生涯-われ民衆と共にことを行わん 高崎哲郎 H10 ダイヤモンド社

評伝　工人　宮本武之輔の生涯-われ民衆と共にことを行わん 高崎哲郎 H10 ダイヤモンド社

評伝　工人　宮本武之輔の生涯-われ民衆と共にことを行わん 高崎哲郎 H10 ダイヤモンド社

評伝　工人　宮本武之輔の生涯-われ民衆と共にことを行わん 高崎哲郎 H10 ダイヤモンド社

評伝　工人　宮本武之輔の生涯-われ民衆と共にことを行わん 高崎哲郎 H10 ダイヤモンド社

久遠の人　宮本武之輔写真集-「民衆とともに」を高く掲げた土木技術者高崎哲郎（監修） H10 北陸建設弘済会

大河津分水双書 資料編 第一巻 横田切れ 五百川 清（信濃川大河
津資料館長） (社)北陸建設弘済会

大河津分水双書 資料編 第五巻 第一次工事・信濃川築堤工事・第二
次工事

五百川 清（信濃川大河
津資料館長） (社)北陸建設弘済会

大河津分水双書 資料編 第六巻 信濃川補修工事 青山士・宮本武之
輔と山宮半四郎

五百川 清（信濃川大河
津資料館友の会 顧問） (社)北陸建設弘済会
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第16章　歴代松山河川国道事務所長コメント
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編 集 後 記
　宮本武之輔は、早すぎる一生（49歳で急逝）でありましたが、内務省建設局土木技

術者、政府の中枢を担う企画院の次長（官僚のトップ）、東京帝国大学教授、技術者

の地位向上の指導者の顔を持っており、非常に多くのことに力を注いでおります。

　彼をここまで動かした情熱の原動力は一体どこにあったのか、宮本武之輔を知るう

えで重要なことは、彼の技術者としての哲学・精神にあると考えられます。

　それが良くわかるものとして、若手の技術者にその意義を説いた随想である著書

「技術者の道」（エッセイ）があります。

　この中で、「技術に立脚する経国済民の抱負と見識とを以て社会国家に寄与貢献す

ることが、技術本来の使命であり、技術に負わされた尊い使命を正しく、かつ明らか

に認識することから生ずる烈火、火の如き信念、それが私の技術の学生に望まんとす

る総てである。」と言っています。

　宮本武之輔は、人生のかなり早い時期に、弱者である「民衆のために生きる」こと

に目覚めており、技術により民衆のために何をするべきか考え、実践することに人生

の価値を見出していたと思っています。

　この情熱的な生き方をより多くの方々に知って頂くため、銅像を製作し生誕地興居

島の顕彰碑横に設置できたことは、非常に喜ばしいことであると同時に、多くの個人・

団体からのご寄付や銅像完成記念式典・銅像設置式典へのご参加等の支援に応える使

命を感じております。

　今後とも、更なる活動の輪を広げて参りたいので、ご支援の程よろしくお願いいた

します。…………………

　　　　　　　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」　事務局長　　石　丸　敬　三

　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」が発足して、早くも５年が過ぎてゆく。これまで、

宮本武之輔の日記を読み回し、色々な解釈をしては楽しんだ。この他にも、何度か興

居島に渡ったり、石川県や新潟県に土木技師の足跡を訪ねたりしたこともあった。…

　多くない会員数だが、団結するとその力は巨大になる、と自信を持ったのが、今回

の「宮本武之輔銅像建立プロジェクト」への取り組みであった。

　最初はみんな尻込みをした。「無名に近い、土木技師の銅像造りに、寄付してくれ

る企業はないよ」「最後は赤字を抱えて、会員が苦労することになるよ」と口に出し

ては言わないものの、顔を見れば心配していることは分かった。しかし、「石は投げ
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てみないと、波紋はできない」のたとえ通り、無駄になると分かっている石でも、投

げ続けると、波紋は起きた。やがてその波紋は重なり合って、大きな波紋になった。

33の企業や団体からの寄付があり、205人にも及ぶ個人からの寄付もあり、目標額を

超える金額が集まった。11月18日に開催した「宮本武之輔銅像完成記念式典」での会

員の動きは軽く、笑顔に満ちていた。また年開けた１月５日の興居島における銅像設

置式典で聴いた「島に新しい宝が出来た」と言う島民の声が耳に達したとき、これま

での苦労が一気に消えていくのを実感した。「やって良かった」と心の底から思う今

日この頃である。

　私達の活動は、胸像設立で終わるわけではない。気長に、地道に募金活動を続け、

第２、第３の銅像を制作し、大河津分水記念館や松山市内の多くの人達が往来する場

所にも設置して、宮本武之輔の顕彰活動を続けたいと思っている。

　この「創立５周年記念誌」は、「宮本武之輔を偲び顕彰する会」の一区切りの記録

として、作成した。今後、創立10周年記念誌、15周年記念誌と本会が活動の歴史を積

み上げていくことを願うばかりである。

　　　　　　　　「宮本武之輔を偲び顕彰する会」　副会長　　古　川　勝　三
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