
大正後期から昭和の戦前を代表する土木技術者、高級官僚。

愛媛県松山市興居島に生まれ、東京帝国大学を首席卒業後、内務省土木局の技官となり、

新潟県燕市の信濃川大河津分水路の可動堰建設工事を指揮し、わずか３年半で完成させ、

越後平野を洪水から守り、民衆のために尽くした。



１ 宮本武之輔の生涯

経 歴

1892年(明治25年) 愛媛県 興居島由良に生まれる。

1917年(大正 6年) 東京帝国大学を首席卒業、内務省土木局技官となる。

1919年(大正 8年) 荒川放水路開削事業小名木川閘門の設計施工を行う。

1920年(大正 9年) 日本工人倶楽部を発足し、機関紙「工人」発刊する。

1927年(昭和 2年) 信濃川大河津分水路自在堰復旧の設計を命じられる。

1928年(昭和 3年) 工学博士となる。

1931年(昭和 6年) 信濃川大河津分水路可動堰建設工事が竣工する。

1936年(昭和11年) 「治水工学」を著す。（多数の土木技術書を遺す。）

1937年(昭和12年) 東京帝国大学工学部教授を兼任

1938年(昭和13年) 興亜院技術部長に就任する。

1941年(昭和16年) 企画院次長に就任する。肺炎のため急逝（享年49歳）

宮本武之輔とは、大正から昭和にかけて、土木の黎明期に活躍した内務省建設局土木技術者であり、政府

の中枢を担う企画院の官僚のトップであり、東京帝国大学教授であり、技術者の地位向上の指導者であった。

一言で言えば、超人的な「情熱の工人（エンジニア）」であった。

宮本武之輔は、明治２５年１月５日に興居島の島屈指の裕福な商家に生まれ、何不自由なく生活していた

が、小学校の頃、父親が事業に失敗し、全財産を失ったため、成績優秀であったにもかかわらず中学校に進

学できず、１５歳で瀬戸内海航路の貨客船「扶桑丸」の三等ボーイとなって家計を助けた。

その後、父親と幼なじみであった興居島の篤志家宮田兵吉（みやた ひょうきち）氏から、学費と生活費を援

助するので、勉学の道に戻るよう勧められ、異父兄窪内石太郎（くぼうち いしたろう）を頼り、１６歳で東京の私

立錦城中学校に編入学し、半年足らずで主席となる。中学では、同人雑誌「南風」を発刊、数多くの文芸作品

を執筆し、文学者を目指していたが、異父兄窪内石太郎から医学・工学のコースに進むよう鉄槌とも言える忠

告を受け、工科のコースを歩む決心をする。

１８歳で、当時、全国のナンバーズスクールの中で、特に難関のエリート校であった第一高等学校に優秀な

成績が認められ無試験入学となる。一高では、ボート部に入り体を鍛える傍ら、多くの文学作品や哲学書など

を読破し、後の宮本武之輔の精神を作る基礎になっている。同級生には、芥川龍之介、菊池寛、久米正雄が

おり、菊池寛は、彼の文才を高く評価し、晩年になって親密な付き合いが始まる。また、理由は不明であるが、

校内の煙突から転落し、瀕死の重傷を負い１年休学し、道後温泉で療養生活を送るとともに、四国八十八ヵ

所の遍路に出ている。
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内務省土木局第一技術課幹部として
栄転になった頃の武之輔

裕福な商家であった生家
（旧由良小学校、現ハイムインゼンごごしま）

15歳 貨客船「扶桑丸」
三等ボーイの頃

21歳 四国八十八ヵ所
遍路旅の頃



大正３年９月、２２歳で東京帝国大学工科大学土木工学科に入学し、一学年終了時の成績は、工科大学（今

の工学部全体）を通じ最高得点で特待生となる。卒論は、隅田川に架ける斜張橋の設計で、担任教授であった

広井勇は高く評価し研究者としての道を勧めている。

※ 広井勇（ひろい いさみ）とは、高知県佐川町出身で、土木黎明期の優秀な土木技術者を育てた一級の指

導者であり、その指導を受けた、青山士、八田與一などの技術者を総称して、広井山脈と表現している。

※ 青山士（あおや まあきら）は、日本人としてただ一人パナマ運河開削工事に携わった。

※ 八田與一（はった よいち）は、台湾の烏山頭ダムを建設し、嘉南高原を一大穀倉地帯にした。台湾では、

今も恩人として慕われている。

土木工学科の中でも抜きん出た成績であり、主席（恩賜の銀時計組）で卒業後、大正６年７月、２５歳で内務省

に入省する。

当時、明治半ばに立て続けに発生した大水害に対し、内務省は明治２９年に河川法を制定し国直轄の治水事

業に取り組んでいた。宮本は、利根川、荒川の大規模河川改修を手掛け、荒川では、「小名木川閘門」の設計施

工を担当した。このとき、後に信濃川大河津分水路陥没事故の補修工事で最高責任者（現在の整備局長）とな

る主任技師青山士に出会っている。

大正１２年９月１日に関東大震災に見舞われ、被害調査に取り組んでいたが、上司の勧めにより、大正１２年か

ら大正１４年の１年半、鉄筋コンクリート構造物の研究のため、欧米諸国（フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ）を歴

訪した。

昭和２年、内務省が建設した東洋一の信濃川大河津自在堰が竣工からわずか５年で陥没し、下流の信濃川は

干上がり農業用水が枯渇する事態となった。若干３５歳の宮本は、威信をかけた可動堰建設の陣頭指揮をとり、

風雪、風土病と戦いながら、また、昭和５年８月の集中豪雨では、上流の堤防破堤を回避するため仮締切の破

壊を命令し、完成間近の工事現場に被害が及んだにもかかわらず、わずか４年後の昭和６年に完成させ、越後

平野を洪水から守り、民衆のために尽した。
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宮本武之輔の生涯は、窪内石太郎
無しではあり得ない。
武之輔は、人生の苦悩をことあるご
とに打ち明け相談した。
また、石太郎も、弟の才能を評価し、
勉学に励む必要性を教え、工科の
コースを目指すよう強く説得する。
東京帝国大学採鉱冶金学科卒
明治鉱業株式会社取締役

【異父兄 窪内石太郎】 【篤志家 宮田兵吉】

宮本武之輔の生涯を語るうえで
忘れてはならない大恩人である。
武之輔に中学、高校を通じて毎

月学費、生活費の仕送りを続けた。
村会議員を３０年余り務めた村

の長老格で、私財をなげうって、
道路や貧民救済事業を行った。
無理な返済は求めず、勤勉さと

ともに、優秀な成績を求めた。
武之輔は、危篤と聞いて公務を

中断し急遽興居島まで駆けつけて
いる。

荒川放水路開削事業
【小名木川閘門】

信濃川補修事業
【大河津可分水可動堰】

東京帝国大学
学生時代
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家族の写真

大河津分水記念碑を訪
問した家族。

戦時中は、夫人と子とも、
夫人の両親が、興居島に
疎開している。

興居島での村民葬

また、欧米諸国歴訪後、多忙な中、論文「コンクリート及び鉄筋コンクリート試験」を書き上げ、昭和２年、東京帝

国大学工学部教授会で工学博士論文として承認され、コンクリート工学博士となり、「鉄筋コンクリート」「治水工

学」「河川工学」等を執筆している。昭和１２年、４５歳で東京帝国大学教授（河川工学）を兼任するなど、現在の

土木技術の基礎を作り上げるとともに、後進の指導に力を注いでいる。

※ 「治水工学」や「河川工学」（大学用テキスト）は、現在の河川砂防技術基準と比べても見劣りしない内容と

なっている。

さらに、宮本武之輔は、科学技術を結集することが国を作る礎であり、政策立案の決定には技術者が関わらなく

てはならないとの信念のもと、日本工人倶楽部を発足するなど、技術者の地位向上の運動を展開するとともに、

科学技術の体制づくりのため、科学技術庁の前身である技術院の設立に取り組んだ。

※ 背景には、法科万能主義の時代、技術系官僚は事務系官僚に比べ低く見られており、正当に評価されて

いなかった。

昭和１５年、４８歳で内務省土木局から、内閣直属の中国占領地域に対する最高行政機関であった興亜院の

技術部長に抜擢され、技術者の活躍の場所として、満州開発に力を入れた。

昭和１６年、４９歳で戦時中における国の最高政策立案機関であった企画院の次長（官僚のトップ）に就任。

昭和１６年１２月２４日、東京で悪性肺炎のため急逝（享年４９歳）

満州開発の視察企画院次長時代

多数の技術書等の著書

16歳から亡くなる49歳まで書き記した日記（丁未日記）
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◆会長 鈴木 幸一（愛媛大学名誉教授）
副会長 古川 勝三

◆会員数 ３３名（正会員・特別会員）
◆活動内容
例 会（日記の音読、興居島での調査、資料収集、ＨＰ作成）
講演会及び資料展示
（興居島文化祭、宮本武之輔生誕祭、創立5、10周年記念大会の開催）
新潟（燕市）との交流事業
顕彰碑清掃活動等（興居島）
現地研修旅行＆会員相互の懇親会等
◆ホームページ http://miyamoto-takenosuke.biz/

○連絡先
（事務局）〒790-0852 愛媛県松山市石手１丁目１－５
事務局長 石 丸 敬 三
携帯090-8970-6745 E-mail ishikei0912@gmail.com

２ 宮本武之輔を偲び顕彰する会

例会の様子

顕彰碑・銅像の清掃活動

講演会の様子
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３ 信濃川大河津分水路可動堰建設工事

信濃川（新潟⇒）

大
河
津
分
水
路

可動堰

在りし日の信濃川大河津分水路可動堰

信濃川大河津分水路（新潟県燕市五千石）

現在、老朽化のため撤去され３門のみ保存されている。（背後に見えているのは新可動堰）
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宮本武之輔の生涯で一番の功績は、信濃川大河津分水路可動堰建設工事である。

昭和２年６月２４日、大正１１年に完成した東洋一の規模を誇った大河津分水路の自在堰が激流に洗

われ陥没したのであった。

自在堰が機能しなくなり、信濃川の水が分水路側に流れ、本流に流れ込む水が枯渇したため、田植え

時期の流域農民は激怒し、内務省土木局の威信は大きく失墜した。

内務省は、弱冠３５歳の若きエース宮本武之輔を陥没した堰の修復工事の現場の主任技師として投

入した。

昭和２年７月に新潟土木出張所兼土木試験所勤務を拝命し、１１月には信濃川補修事務所主任と信

濃川維持大河津工事主任の辞令を受け取った。

就任の挨拶は悲壮なもので、「技術家としての栄辱を決せんとす」「内務省直轄工事のための雪辱戦」

「災害の犠牲となれる不幸なる同僚のための弔い合戦」・・・声を震わせ幾度も絶句した。

陥没した自在堰の復旧は、技術的に無理であり、内務省は原形復旧を断念し、可動堰を新たに建設す

ることとなった。

宮本武之輔は、工事事務所に隣接して６畳の小屋を建てさせ、寝泊まりし、自在堰に代わる可動堰の

設計施工をすべて手掛けた。

工事が佳境を迎えた昭和５年、信濃川は７月３１日から大正３年以来の集中豪雨に見舞われた。

宮本は、８月２日に「上流地方、大破堤の危機迫る」との情報を受け、上流の被害の拡大を防ぐため、

ほぼ完成していた工事現場に壊滅的な被害が発生する恐れがあるにもかかわらず、独断で「仮締切を切

れ。」と部下に命じている。全責任をとる覚悟であった。

これにより、工事は遅れたものの、寒風の冬も猛暑の夏も先頭に立って働く獅子奮迅の活躍で、実質３

年余りという驚異的な工期で可動堰を完成させた。

昭和６年６月２０日、内務大臣や新潟・長野・山形などの県知事らを招いて竣工報告式が現場で盛大

に行われた。

その後、越後平野は日本を代表する穀倉地帯に生まれ変わり、人身売買の悪習も一掃された。

ゲート本体の設置最新の技術である工矢板工法を採用した

可動堰基礎工事

完成直後の可動堰 宮本武之輔と所長の青山士

上流部の堤防決壊を防ぐため

仮締切を切る
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４ 宮本武之輔の顕彰碑と銅像

（顕彰碑）

偉大なる技術者／宮本武之輔博士／この島に生る

宮本武之輔君は正義の士にして信念に厚し
卓抜せる工学の才能と豊かなる情操と秀でたる
文才とを兼ね具へ／終生科学技術立国を主唱す
知る者皆其の徳を慕ふ
明治２５年１月生
東京帝国大学工学科卒業
内務技師として我国土木事業に盡瘁(じんすい)
興亜院技術部長として大陸の建設事業を指導
企画院次長として産業立国の策定に挺身
昭和１６年１２月東京に於いて没す

昭和２９年５月 全日本建設技術協会が建立

（銅像）

平成２５年１月５日

宮本武之輔を偲び顕彰する会建立

生誕地 愛媛県 松山市 興居島 由良

（観音寺）

宮本家の菩提寺

階段を上った左側の見晴らしの良い一等地に

宮本武之輔の墓がある。

ごごしま ゆら

（生誕地碑）

平成２７年４月１４日

宮本武之輔を偲び顕彰する会建立

顕彰碑近くにある生家跡

（旧由良小学校、現ハイムインゼルごごしま）
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５ 宮本武之輔を偲び顕彰する会の式典

宮本武之輔銅像完成記念式典 平成24年11月18日

宮本武之輔銅像設置式典 平成25年1月5日

創立10周年記念大会 平成29年4月22

野志松山市長 名波四国地方整備局長 樋口愛媛県土木部長

会場の様子

喜びいっぱいの来賓及び主要関係者による記念撮影

古川副会長による記念講演

興居島中学校生徒による
「松山市・燕市交流事業報告」の発表
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６ 松山市と燕市の交流事業

松山の土木偉人 宮 本 武 之 輔 交 流 事 業
宮本武之輔の功績を通じた

～「愛媛県松山市」と「新潟県燕市」の交流促進に向けて～

平成27年4月14日（火） 交流記念講演会 【松山市役所11階大会議室】

◆ 記念講演 高橋 裕 東京大学名誉教授
2015年（第31回）日本国際賞（Japan Prize）受賞

演題：松山の土木偉人 宮本武之輔 燕市大河津での偉業

平成27年4月15日（水） 生誕地碑除幕 【松山市役所興居島支所前】

高橋 裕 東京大学名誉教授

約300名の参加者

◆ 松山市長、燕市市長挨拶
◆ 生誕地碑除幕（児童・生徒）
◆ 生徒の作文（郷土の偉人）披露

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

関係者による記念撮影
（顕 彰 碑）昭和29年5月 全日本建設技術協会建立
（銅 像）平成25年1月5日 宮本武之輔を偲び顕彰する会建立
（生誕地碑）平成27年4月15日 宮本武之輔を偲び顕彰する会建立

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

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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７ 宮本武之輔に関する資料及び展示

宮本武之輔の紹介映画(DVD)
「民衆のために生きた土木技術者たち」

2005年・ハイビジョン・65分
監修＝高橋裕（東京大学名誉教授）
監督＝田部純正
撮影＝藤崎彰
ナレーション＝江守徹
企画＝大成建設株式会社
制作＝大成建設株式会社
（株）日映企画 中嶋康勝

土木学会アーカイブス

書籍（代表的なもの）
○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1998年 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）1998年 北陸建設弘済会

○物語 分水路－信濃川に挑んだ人々
田村 喜子1990年 鹿島出版会

○宮本武之輔と科学技術行政
大淀 昇一1989年 東海大学出版会 平成2年土木学会著作賞

○技術者の自立・技術の独立を求めて-直木林太郎と宮本武之輔の歩みを中心に-
（創立100周年記念出版）
土木図書館委員会 直木林太郎・宮本武之輔研究小委員会 2014 土木学会

愛媛県生涯学習センター
（えひめ人物博物館）

信濃川大河津資料館

所在地 愛媛県松山市上野町甲650番地

所在地 新潟県 燕市 五千石



松山市内 からのアクセス

◆市駅から高浜港まで
（車では）20分
※高浜港には駐車場有り

（伊予鉄高浜線では）20分 →（徒歩）1分
※伊予鉄高浜駅から高浜港は目の前
※約10分から30分毎に運行

宮本武之輔に会いに行こう

顕彰碑・銅像のある 松山市 興居島 由良 へ
ご ご し ま ゆ ら

◆高浜港から由良港
（フェリー）15分
※富士汽船（運賃：大人片道240円）
※約1時間毎に運行

◆由良港から宮本武之輔顕彰碑・銅像
（徒歩）2分
※フェリー乗り場前の道路を左に曲がりAコープ由良前を
道路沿いに進むとすぐそこ。

ユーチューブの動画で宮本武之輔に会いに行こう

宮本武之輔に会いに行こう 検索
製作 宮本武之輔を偲び顕彰する会
撮影編集 愛媛県（合）日本空撮


