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砂防事業の展開

武 居 有恒

土砂害を防止するための事業が，国の責任によ って行なう公共の事業であ

るとはっき り位置づけられたのは，明治30年〔1897年〉の砂防法および森林

法の公布にはじまる。元来，土砂害というものは，これを独立した範障とし

てと りあげること がむつかしいよ うな性質をもっており ，これに対応する営

為が公共の事業として独立の位置を与えられるとい うことは，必ずし もわか

りきった出来事と して見過ごすことはできなし、。さきに，「砂防事業のなりた

ち」（『水利科学』No.99〕においては，それが事業として発足する背景とな

った歴史的経過についていちおう の説明を試みた。 しかし，こうして成立し

た砂防卒業とはただ単に七砂災害に京、j応する とし、 う基本原則が定められたに

すぎず，その内容は現在の砂防事業とくらべてみるならば，質および量にお

いて貧弱であ ったというばかりでなく，われわれが対応しなければならない

土砂災害とはどのよ うな事態であるのかというこ とについて も，ほとんど明

確な展望をも ってはいなかったのではないかと思われる。 したがって，現在

の砂防事業を理解しようとするならば，治水三法公布には じまる事業を，そ

の出発点を確かめることも必要ではあるが， それが時代の変遷に応じ， どの

ような契機にいかに展開されていったかとい う過程をさらに追跡してゆくこ

とが，より緊要な問題であるO
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河川法，砂防法，森林法は，その国土保全的な性格をと らえて治水ニ法と

呼ばれたが，これらの法律が成立した時代ヵ一般的状勢を考えてみると，当

初からの性格はそれほど単純なものではなし、。明治20年代において，国会開‘

設， 地方自治体の確立によって近代的な国家組織の基礎が固められ，憲法を

はじめ基本法がつぎつぎと制定されたが，これを補完する行政的な法律 ・規

則までには及ばなかった。いっぽう ，経済的には農業生産も安定化し工業化

も着々と進行し，また日清戦争を経てようやく明治政府の基盤；主確固たるも

のとなり，ここに国内の諸制度整備の時期を迎えていたといえるっそして明

治29年＝河川法， 30年＝森林法 ・砂防法，32年＝国有林野法 ・固有森林原野

下戻法 ・耕地整理法， 33年＝土地収用法， 34年＝漁業法など，あいついで行一

政の基本となる法律が公布された。 河川法 ・森林法の成立には，これに先立

つ個々の問題の解決に対する永年の要望が反映されたと いう 面 も否定できな

いが，全体的な流れの中でみるならJ王国と し、う 組織が公共財的な性格を もっ

河川および森林を物としてならびにその属性を含めて，いかに管理してゆ く

かという ことを明確に規定しなければならない時期になっていたという ，き

わめて一般的な状況によるものと考えるほうが妥当であろ向。治水事業がこ

の治水三法を基礎と して実行されたということは，確かに事実の示すとおり

であるが，これらの法律制定がただちに関連事業の飛躍的発展に結ひ‘つくと

いう性格を持つのではなく，現実に治水事業が本格的に着手されるのは，明

治44年から発足した第一期治水事業まで待たなければならなし、。河川法によ

って “公共の利害に重大な関係があると認定されたかJ川”は河川法適用河川｜；

となり ，敷地 ・流水に対する私権は排除され，国によって管理されるように

なった。同時に，適用河川に対しては国によってその管理および維持修繕の

ための工事が施行されることが規定された。 しかし，第一期治水計画以前の

河川改修事業実施状況をみると，第 l図のように，河川法の成立自体は河川

事業の伸展にはほとんど影響していないように見受けられる。いっぽう，森

林法においては， 地自 によって森林を規定し，保安林編入および森林警察を

中心とする監督が行なわれるようになり ，また固有林野法および固有森林原

野下戻法によって山林行政の基本が規定されたが，とくに積極的な事業はは

じめられていなし、。 現在の治山事業の発足は，明治44年の荒廃地復旧費補助

規則の成立以後とみなすほうがより妥当で，それまでには，足尾国有林ほか・



（出所） 『日本土木史』より。
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で特殊な例として荒廃地復旧事業が行なわれたにすぎない。 現実に行なわれ

た仕事は， 明治30年に国有林12万4,378町歩， 民有林46万5,172町歩，計58万

9, 5501町歩が保安林に編入され，34年までに84万l,265町歩が指定を受け，そ

の後，解除と指定が繰返されたが，第一期治水事業のはじまった44年には121

万5,845町歩になっているO すなわち， 森林法は治水という意味では，保安

林制度の実現とい う面においてのみはじめて内容をともなったものであった

といえる。

もちろん，当時の一般的状勢として，諸制度の整備とともに，その実質的

な効果を誘導するための投資の必要性はみとめられたとしても， 圏内産業の

振興と 国際状勢の関係で，軍事力による海外進出，海外市場の確保がこれに

優先する政策とされ，政府予算の中で占める軍事費の圧力のため，そのほか

の事業への投資拡大はほとんど望めない財政状態であったとし、う要因も無視

できなL、。

砂防事業に関しては，明治31年以降，砂防法成立にともない事業費の急速

な伸びがみられる〔第2図，明治年聞における砂防事業費の変遷〉。砂防法自

体は河川法 ・森林法などと異なり事業法的な性格が強く，社会的な強い要請

を受けて成立したとも思われない砂防事業がこのよう に急速に拡大されたの

は，主と して国庫による府県営事業の補助の制度が地方費の投資をひき出し

たものと思われる。その内容をみると，直轄砂防に関してはむしろそれ以前

より は沈滞気味で， 第一期治水計画がはじまるまでは最低限度で維持するの
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第2図 明治年間における砂防事業費の変遷 （昭和47年換算）
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（出所） 『建設省砂防便覧』および「砂防工事費指数」より。

がやっとであったとさえいえるO さらにこれを水系別にみると，明治年間の

直轄砂防事業費の 8割強が淀川および木曽川に投資されており ，河川および

砂防事業のひとつのピークであった明治17, 18年にはいったん信濃川，利根

川， 富士川， 圧川，筑後川，吉野川にまで及んでいるが，その後逐次施行さ

れる河川は減少している。砂防法公布後にいたっては，木曽川が36年度まで

続けられたほか，信濃川に33～38年度，利根川に35年度だけ工事が行なわれ

た以外は，わずかに淀川水系のみで事業が継続されたにすぎなL、。 これに反

し，補助事業は日露戦争下の37,38年を除けば急速に充実された。国費支出

の面からみれば補助率は大体1んであるから，補助事業費の伸びをそのままほ
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かの事業の消長と比較するわけにはゆかなし、。しかし，現実に補助事業はま

ず31年から長野，｜岐阜，滋賀，岡山の 4県ではじめられ，ついで32年には福

島，栃木， 三重，福井，大阪，兵庫にひろげられ， 43年までには愛知，山梨，

静岡，広島，徳島，愛媛，富山，京都，奈良，山口，和歌山の計21府県で行

なわれるにいたった。そ して全事業費の中で直轄事業費の占める比率におい

て， 31年から36年の聞に30%から10%まで低下し，さらに第一期治水事業の

はじまる前年43年には 5%にな っている。 砂防法施行以前に府県単独事業と

して行なわれていたものでは，奈良，愛知，岡山，広島などがあるが，これ

らはいずれも禿山植栽によって土砂流出を防止するものではあっても，直轄

河川における工事のように下流の低水工事に対する預防の工と意味づけられ

るものとは思われなし、。 30年以降急速に拡大されて行った補助砂防事業も，

直轄工事の肩替りではなくて，地先の土砂害防止を主体とした独自の事業で

あったと考えられる。砂防法制定の意図がなんであったかはよくわからない

が，結果としては，預防の工として定着しつつあった山腹工と空積堰堤を中

心とする土砂留工事が，国庫補助を通じて地先の土砂害防止工事として浸透

し，また農山村がこのよ うな事業の施行を待ち望んでいたとし、う現実に遭遇

することによって，まず最初の展開がはじまったと考えられる。

いっぽうで‘は，この聞に技術的な発展の素地が，主としてオーストリヤ技

術の導入によ って準備されつつあった。明治32年 (1899年〉には東京帝国大

学に林学第4講座（森林理水および砂防工学〉が設置され， 37年にはオース

トリヤからア メリゴ ・ホフマン講師が招鴨され，明治42年 (1909年〕には諸

戸北郎がヨーロッパ諸国における砂防工学調査のために出発した。当時のオ

ーストリヤにおける状況は， 1883年に砂防法（に相当するもの〕が公布され，

砂防技術書と してはデモンツェイ (1880年L ゼッケンドノレフ (1884年〉な

どの著書があいついで刊行され，さらに1901年にはワングの有名な砂防工学

の教科書の初版が出されたとし、 う｜時期で，ょうやく技術体系が完成され，砂

防事業が着々と行なわれようとしていた時にあたる。したがって，既成の技

術が権威をもって移し入れられたというよりは，暗中筏索の中から類似の土

砂害対策の模範をオースト リヤ技術に探しあてたといえるO そして明治45年

諸戸北郎が帰朝するにおよび，あいついで砂防工学の教科書を刊行し，大正

中期までにほぼその体系が定めらJltこo オーストリヤ技術の輸入は，従来の



6 

山腹植栽工を中心とした工法から，まず荒廃渓流の安定化をはかる土木的工

法の多用という面で大転換をもたら し，また事業的にも土砂害に対する対応、

は個別的に被災者の自衛にゆだねるのではなくて，地域保全のために国が公

共の事業としてとりあげてゆくとし、う 体系と して組織された技術が，先進国

の権威を背負って持ち込まれたという点も大きい意味を持っているつ土砂害

との個別的な対応が，集団による事業に転化してゆく過程：t.，被災者ないし

被災者集団の社会的 ・技術的な力量によって変化してゆくであろうげれど

も 土砂害は水害にくらべるならば，一回に発生する地域は狭くまたかなり

長い周期で発生する現象であるため，このよ うに正統的な型での展開の機会

はむしろまれである。水害に対応する一般的な治水事業でさえも，この直前

の時期には個別的な水防に大きく 依存し，ょ うやく 30年代に入って公共事業

として実行されるようになったとし寸時期に，また制度はできても現実には

その実行について確固たる基本方針もできていないという時期に，砂防事業

が治水の一環としてい っきょに中央政府の投資の対象と してとりあげられる

ようになったということは，むしろ変則的な展開といえるかも しれなし、。そ

こにはもちろん， わが国が土砂災害に対してきわめて特殊な環境条件にあっ

たということももっとも基本的な理由として重要ではあるが，諸外国の中で

もむしろ特殊といえるよ うなオーストリヤの技術と制度が持ち込まれたとい

うことは，その後の砂防事業の展開にきわめて大きい影響を与えたといえる。

土砂災害に対応する事業は，実態としてまた技術的にその内容が整備される

以前に制度として裏付けられ，しかもその内容は地域保全に貢献するような

事業を模索するという方向を背負わされた。そして，このような傾向はその

後の局面展開においてしばしばあらわれ，また現在においても底流と して同

じような傾向が感じとられる。

明治40年および43年関東地方に激しい水害が来襲し，これを契機として43

年10月内閣に臨時治水調査会が設置され，翌44年 (1911年〉から第一期治水

事業が開始され，ここにはじめて国土保全のための計画的な公共投資がはじ

められるの 当時の一般的状勢は， 日露戦争の終結によりようやく極東におけ

る国際的地位は確保されたが，財政的には軍事費による圧迫のため， 社会基

盤整備のための公共投資を行なえるに十分な基礎は形成されていなかった。



武居：砂防事業の展開 7 

30年代において中小フツレジョアジーはいちじるしい成長をとげたが，なお直

接税収入の根幹は地租に頼る状態であり，その脆弱な経済的基盤では生産を

刺激するにも国内消費に頼る期待は持てず，いきおい消費節約 ・緊縮政策へ

と向かわざるを得ない時期にあった。この時期に樹立された第一期治水計画

が，もともと多くの無理を内包しており，し ょせんその計画目的の十分な達

成は困難になる運命にあったとい うことは他の論者もすでに指摘している。

一般的に公共投資は単に事業自体の達成目標だけを目的とするのではなく，

フイスカルポリシーとの関連において理解し得るものであるが，第一期治水

事業に関しては，むしろ純粋に技術的・治水的に発足したことになる。この

ようにして，明治44年を初年度とし，明治61年度まで18ヵ年にわたる継続事

業が計画され，事業費総額は内務省所管176,744千円 （河川費152,215千円，

砂防費12,430千円L 農林省所管16,340千円が決定された。 しかしながら，

前述のような財政逼迫の影響で， 3年目の大正 2年には早くも計画年限の繰

延べが行なわれた。大正3年 (1914年）第一次世界大戦勃発によって しだい

に好況に転じたため，その後比較的順調に事業は進められたが，実情は当初計

画の名目額の執行ーが達成されたに止まり ，その聞の急速な物価上昇と社会状

勢の変化のため，大正10年 (1921年〉には大改訂が必要と なり第二期治水事

業に移されてゆく 。しかし，第一期治水事業の持つもっ とも大きい意義は，

治水に関する恒久対策が国家の公共投資の対象として評価され，また最初の

長期計画として政策の中心のひとつとして浮上してきたことであろう。

この間いっぽうでは，資本主義経済発展のかげに農村の困窮化はしだいに

顕在化し，工業生産性の急速なj語大にくらべ停滞的な農業生産性と，農業生

産物が商品経済にまきこまれてゆく過程にともない，農業恐慌はしだいに慢

性化する。さらに大正6年ころ までは農産物価格の相対的下落に止まってい

たものが，それ以降になると戦後景気の反動恐慌が加わり 日用生活品の全般

的 t昇となり ，労働問題 ・農村問題はいよいよ深刻になってゆく。こうした

状勢の中で河川行政の大綱もしだし、に変化しつつあった。明治中期まで、はM

Jllの公益的機能は舟運と濯慨を中心に考え られて来たが，明治30年代に入る

と舟運はすでに衰え，いっぽう工業化にともない水力発電が高まり新たな水

利用の側面があらわれはじめる。 しかも濯j慨に関して も， 耕地整理 ・土地改

良事業の進展によって，農業水利は農業生産技術の中にとりこ まれてゆくこ
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とになり，農林行政の立場から外的に河川計画を規制してゆく要素になる。

さらに大正期に入ると，工業生産の伸びはいちじるしく，たとえば生産力指

数において明治27年を 1.0とした場合， 大正3年には， 米1.35, 麦1.07, 

生糸2.70，綿糸5.70，織物4.58，造船21.43，鉄5.63，石炭5.23c『日本土木

史』による〉としづ値を示し， また水力発電は，明治36年1.3万kWであった

ものが，明治43年には11.3万kW，大正9年には82.5万kWという急速な増大

となっている。その結果，利水の新しい面として発電，工業用水などが注目

される ようになり，洪水防止を中心とする河川行政に流動化のきざしがあら

われはじめる。

砂防事業においても，この期間に行なわれた工事をみる と， いくつかの注

目すべき変革がはじまっている。まず第 1に，従来の渓流構造物が空積石堰

堤を主体としていたものが，この時期にコン クリ ー ト技術の導入によって，

より堅固な練積に転換されてゆ く。たとえば， 富士川支流御勅使川では，明

治15年から25年に施工された空積堰堤が，その後の災害によってほとんど原

形を止めずに破壊され， また日光稲荷川砂防においても，明治34,35年に施

工された本川4ヵ所，支川20ヵ所の空積堰堤が，明治35年の出水でほとんど

流失してしまったという経験にかんがみ，大正5年以降の これら両川の計画

では， 2, 3の例外を除きすべて練積で設計された。 それとともに，従来，

高さlOm以下の規模であったものが， 平均lOm程度，場合によっては20mを

超えるものも計画されるようになったO そしてこの結果，それ以前は荒廃の

はなはだしい野渓におL、ては大災害のたびごとに潰滅的な被害を被っていた

砂防施設がようやく恒久的な施設となり，その大部分が現在まで機能を保っ

ている。また大規模な堰堤の築設が可能になったという結果，思想的にはオ

ーストリ ヤの渓流工事が導入されても，現実の計画はいぜ、んと して山腹の緑

化ない し安定化がその主要部分を占め，渓流工事はこれを補助するための手

段にしか過ぎなかったものが，渓流を安定化しそれによって山地の安定化，

生産流出土砂の防止をはかるという計画が現実のものとなった。そしてこう

した技術革新が，後に詳述する震災砂防において事業の展開に大きい役割を

果たして来る。

もうひとつの注目すべき事業は，富土川支流 日川の砂防工事である。 この

工事は明治40年の大出水によって大災害を受けた山梨県勝沼町周辺に対 し．
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明治44年以来昭和4年まで継続されたもので，上流部12ヵ所に高さlOm程度

の砂防堰堤（その多くは空積であった〕を築設し，中流部以下は両岸から水

制工を連続的に計画し，流路を固定しその安定をはかったものであるO この

結果，両岸32haの、河原が豊鏡な葡萄固になり，砂防工事による効果とくに地

先の発展開発への寄与が絶大なものであることをまざまざと示した事例で、あ

った。工法的にはその後普及した床固工と護岸による体系以前のもので，水

制工の多用などかなり 河川工法的なもので現在の方法からみると特殊な もの

といえるかも知れないが，当時拡大されつつあった地先保護的な補助砂防車

業に好個の実例を与える結果となった。その後，たとえば長野県夜間瀬川，

京都府雲原川，兵庫県逆瀬川などの，地域発展に寄与した多くの計画の原形

がここに誕生しているO

いっぽう治山事業においても，保安林行政に依存していた明治年間の施策

は，この時期に大きい転換をとげた。森林行政の分化はまず明治40年の森林

法改正にはじまる。すなわち，明治30年の森林法は保安林制度と森林警察が

中心になっており，山地・森林の管理および保全とし、う面が強調される反

面，林業を助長増進させようという意図がとぼしいとし、う批判がしだいに高

まった。これは30年代の経済発展と諸制度の整備の結果，森林の持つ意味と

して国土の一部分である林地が，林業を営む場所としてまた林産物を生産す

る場所として位置づけられるようにな ってきたことを示すものであるO 40年

の大改正によって，森林の定義は抽象的な規定である地自主義から実際の状

態に即応するものに改められ，事業を実行するための士地の使用および収用

と， 実行する組織としての森林組合に関する条項が加えられ，全体として面

白を一新したが，保安林に関してはほとんど変更は加えられなかった。明治

44年にし、たり，省令によって荒廃地復旧補助規則が定められ，従来単なる保

安林指定と行為制限による消極的な保全に頼っていたものを，積極的に癒悪

林地ならびに荒廃地を修復する事業が進められる態勢がととのえられた。こ

れはひとつには，第一期治水事業開始にもみられる治水行政の一環としての

意味を持っと同時に，林業生産の拡充をはかる森林撫育の延長において荒廃

地の施業が考えられ，しかもその事業の内容は，一般の森林施業とはかなり

異質な荒廃地復旧事業を森林行政の一部として実行してゆくとし、う基本が定

められたものといえる。
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第一期治水事業においては， 治山関係分で、は当初計画で、は公有林野造林事

業が大きい比重を占めていた。これは，当時荒廃のはなはだしい林地および

林相の劣悪なものは公有林に多く，財政的にも十分な施業が困難であったた

め，その造林を国の補助金によって行なお うとしたものである。しかし．こ

の計画は当時の市町村財政の強化を目指すための部落有林の統一と入会整理

の施策と不可分の関係にあり， 単純には説明できない要素を含んでいる。と

もあれ，現実には公有林野の無立木地 100万町歩のうち49万町歩を造林する

計画がたてられ，いわゆる荒廃地復旧事業は地盤保護植樹を主体として約4

万mr歩を実施することになっf.:..o しかし第一期事業終了時〈昭和10年〕の実

績においては，公有林野造林事業は当初計画の約70%にあたる35万町歩に終

わり， 予算的にも発足当時総予算の約40%を占めていたものが，終期には約

10%にまで減少し，荒廃地復旧事業とくに地盤保護工事が大部分となってい

た。その直接の動機は国庫補助の軽重にあり，公有林野造林事業の補助はl/4

～1/6で、あるのに対し，荒廃地復旧事業で、は地盤保護植樹は1/6，地盤保護工事

は2f3で－あ り，さ らに工事単価も地盤保護工事は植樹の約2倍であったことの

影響が大きいとされている。事業発足時の意図は治水の根底は森林の造成に

あるとの考え方によって， 比較的低い補助率および単価で国庫の負担を抑制

しながらも この事業を拡大して行こうと したものとみられるが，現実には逆

に地方財政に基づく選択がより効果的に働き， もっとも有利な地盤保護工事

が持及するとしづ結果になった。そして，本来の主旨であった森林造成とは

もっとも離れた土木的手法を多用する地盤保護工事が拡大され，内務省、で行

なう砂防工事と技術的にはほとんど変わらない内容を持つようになって行っ

たc これにはたしかに上述のような財政的な面も見逃すことはできないが，

技術的にみるならば荒廃地復旧というものが単純な造林事業とは異なり，土

木的手法を多用せざるを得ないものであり〉事業全体からみるならば生物的

手法ないしは値栽はその一部にすぎないため，林地の復旧とはL、ってもこれ

を荒廃流域の保全とし、う立場から取扱おう とすれば．当然落着くべきところ

に落着いたということもできる。またこのような経過の上で，生物的手法と

土木的手法が十分整理されないまま不即不離の形で．現在まで相並んでその

事業：の内容を構成しているということも理解できる。

このようにして大正初期には山地保全の土砂害防止の対策として，内務省、
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の主裁する砂防事業と農林省、の主裁する荒廃地復旧事業が，ほとんど同じ目

的と手法で同じ地区で行なわれる結果となり，そのため再三にわたり両者の

調和をはかる必要を生じているO 荒廃地復旧事業のはじまった直後の大正 2

年には，早くも内務省土木局長と農商務省山林局長の依命通牒によって，同

一地域で砂防法および森林法の両方で取締っているものでは，工事あるいは

施設を施工する見込みのない側が，砂防指定地あるいは保安林の指定を解除

するように指示している。これらの事業がしだいに普及してくると，砂防事

業と荒廃地復旧事業を統ーして行なおうとしづ提案が，内務省、および農商務

省から交互に行なわれるが，いずれも相手側の不同意によって実現しなかっ

た。そして結局は昭和2年閣議によって，それぞれの設備権限の分掌を定め

併行して実行されることに落着いた。その結果，原則として渓流工事および山

腹急峻で造林の見込のない場所の工事は内務省、の所管とし，森林造成を主と

する工事およびこれと同時に施行する必要のある渓流工事は農林省の所管と

する，というかなり抽象的な方針が決定され，さらに翌昭和3年にはこの分

掌内容を補足する説明として，渓流工事の維持上必要な場合は，造林の見込

のある場所でも近接した面積狭小なものは内務省で施行し，原則として内務

省所管になるものでも山腹工事面積が大きいものおよび農林省所管となるも

のでも堰堤多数になるときは，両者が協議する，とし、う内務 ・農林両次官の

依命通牒が出され，いちおう表面的には両者の権限は整理された。しかし現

実にはこれで問題が解決したわけではなく，河川行政と森林行政の接点とし

てその調整は個々の場合の状勢判断にまかされた形になっている。

第一期治水発足以後，直轄砂防工事の事業費も漸j：普し，府県補助事業もそ

の前期の趨勢を受けついでしだいに普及して行ったが，財政的な逼迫のため

国費の増加が十分でなく， 事業量も大正5年以降逆に減少の傾向を示し，大

正8年には事業量の維持 ・拡大をはかるために補助率をlf3から1んに引き下げ

るとし、う措置がとられている。いっぽう国家財政では，第一次世界大戦後の

好景気の影響を受けて，産業振興，交通整備，国防充実などの積極政策がと

られ，その反面，農村においては地主の巨大化， 農民の階層分化が進み， 大

正初期からあらわれはじめた農業に対する工業の優位がこの時期にほとんど

確定的になる。また地方財政は政府の積極政策によって歳出膨張し，しだい

に運営が窮迫して行く。このような一般状勢のもとで，地方財政を圧迫する
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低補助率の事業は歓迎されるものではな く， それでもなお事業量が漸噌して

いることは補助砂防に対し根強い要望があったものと思われる。そしてほぼ

同様の内容を持ち， しかも高補助率を維持した荒廃林地復旧事業はこの間に

着実に進展し，昭和初年には総事業量において砂防事業とほぼ同じ水準に達

している。

第一期治水事業はこのような一般状勢の中で一応進捗して行ったが，事業

の性格に関連してくるような社会状勢の変化や，対象とされる河川自体の河

状の変化と政府財政上の理由が重なり，大正10年には第二次臨時治水調査会

を設け，計画の転換が行なわれる。その結果第一期計画において，それ以前

にすでに改修に着工されていたような大河川の早期竣功を中心に計画が樹て

られたが，その後現実にはそれ以外の河川においても内務省で直接施工され

るものがあいつぎ，なお同様の補助申請が続出するという状態に対応し， 第

一期河川20に加え，さきに第一期竣功後に着手する計画になっていた第二期

45河川を再検討し57河川と し，これらに対しでも大正11年度以降20年内に改

修が行なわれることになった。そして，その選定にあたっては，水害区域

(2, 000町歩以上〉，流域平地面積（l,000方里以上〕および既往水害平均損失

額〔 IlllJ歩あた り10円以上〉などとし、う具体的な規準が与えられた。これは

計画の基礎としてはじめて数量的な考え方が示されたとし、う意義も大きい

が，調査会が同時に決議した，河川lの維持ならびに河川行政の連絡統ーに関

する件，および農業水利改良に関する件と考え合わせると，いっぽうでは利

水面の分化進展の影響を受け河川行政が多岐化し，これに対し河川改修を洪

水対策という性格を強く打ち出すことによって性格づ、けたという意味を持っ

ている。砂防事業に関してはとくに新たな考え方はみられず，補助事業の補

助率を高めること，砂防吏員の待遇を改善すること，および国有林，御料林

においても所管省において治水のための事業を行なうこと，が要望されたが3

現実には積極的な施策は行なわれなかった。

砂防事業の展開に大きい影響をもたら した 出来事は，むしろ大正12年

(1923年〉の関東大震災およびその直後の大雨による山地荒廃への対応でーあっ

た。大正12年9月1日の大地震と 9月15日の大雨によって，相撲川， 酒匂

川， 早川，花水JII，多摩川などの流域山地で、は10～30%が崩壊し各所で土石
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流が発生し， 2,500町歩にのぼる荒廃地を生じた。しかもこれら諸河川の下

流は大動脈である東海道線を各所で横断し上流域で不安定化した土砂の流

出はただちにばく大な経済的損失を招くおそれがあった。そこで従来，原則

として直轄河川上流で行なわれた圏直轄の事業が，利害関係重大にして工事

至難なものとしてとりあげられ，いわゆる震災復旧砂防事業が行なわれるこ

とになった。その計画にあたって，従来主として上流域の土砂生産源付近に

おける抑止工を中心にしていたのに対し，かなり中流部に下った本川に比較

的大規模な単独砂防堰堤が重点的に計画された。これは砂防事業が下流部へ

の土砂の異常流出による災害を意識し，また急速な効果を期待するという計

画であって，ここに従来の生産源の安定化あるいは地先保護を主目的とする

ものから一歩離れ，下流域への土砂災害防止を指向する事業がはっきりと位

置づけられたことになる。こうした事業が洪水氾濫の防止をはかる河川改修

の一環としてではなく，土砂災害防止のための砂防事業としてとりあげら

れ，また技術的にも可能になっていたということは，前にも指摘したように

渓流工事を重視するオーストリヤの技術がすでに普及消化され，構造物につ

いてもコンクリ ート技術の導入がこれを可能にする素地を作っていたという

点と，大震災直後の大雨によって，経済価値の高い下流域が突然土砂災害に

見舞われる危険にさらされるという特殊な条件の発生によるものであろ句。

この結果，比較的流量の大きい河状の不安定な中流部に多くの砂防堰堤が計

画され，技術的には基礎の洗掘に対する安定，通水断面の合理的決定，堅固

な構造など高度の知識が要求され，計画・設計面の進歩をうながす第一歩を

踏み出すことになった。またこれを契機として，内務省における砂防事業は

さらに渓流工事主体に進む傾向がみられ，昭和2年には補助率を工事の種類

によって変え，渓流工事は補助率lんを1/3に引き上げ，山腹工事はlんを1んに引

き下げるとしづ措置がとられた。そしてさき1こ述べた昭和2年の閣議決定お

よび昭和3年の農林 ・内務両次官依命通牒にみられる，内務省、は渓流工事を

主体とし農林省、は山腹工事を主体とするとしづ合意によって，両者の性格が

はっきりと区分された。しかし，ここでより重要な意味を持つものは，商工

業の優位が確定的になったこの時期に，かつての下流部水運維持のための土

砂流出防止の意味が薄れ，上流部における地先保護あるいは国家百年の大計

としての流域保全としづ直接下流部にアピールしにくいような事業の性格
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に，下流部保全のためにも積極的に要請される土砂害対策としての砂防事業

を位置づけるために貴重な一歩を印した点で、あろう。

荒廃地復旧事業においては，従来，森林治水事業の一環としての継続的な

計画内においてのみ行なわれた事業が，これを契機として新たに災害荒廃林

地復旧事業がおこされ，その後の事業推移をみると， 前：者は年間平均 100万

円程度であるのに対し，後者は平均200万円以上になり，災害発生に即応し

て随所に復旧事業が行なわれる体制が作られるとともに，実際には継続的な

計画と同様に実行された結果，その後の事業発展に大きく寄与している。

大正末期になると農村の疲弊はますます顕在化し，また都市における賃銀

労働者が激増し社会不安が深まって来る。国内的には第一次世界大戦後の不

況が産業界に浸透してゆくいっぽう対外関係でも大陸における反日の気運が

高まり，また欧米列強の東洋への進出が再開されるため，経済力の弱さを軍

事力で補なうべく多大の軍事費予算が計上され，さらに財界整理，中小企業

の圧迫，農村への肩がわりという循環が不景気を慢性的なものにしてしまっ

たO 昭和4年になると世界大恐慌が日本にまで波及するや，経済は深刻な恐

慌の底に落ち込んでしまう。これに対応するために行なわれた産業合理化は

熟練労働者の再配置と賃銀の引き下げによる製品価格低下策であったが，そ

の結果の両極は大企業の独占の進行と農村の崩壊を招来した。昭和5年にお

ける失業者は帰農者をいれると約300万人に達するといわれ，都市の失業者

で；農村に帰ることによってかろうじて糊口を凌ぐという者が続出した。いわ

ゆる「東洋的家族制度のおかげ」が都市の労働問題の緩衝物となったが，こ

れが積極的な社会政策，失業対策の肩がわりとなって，農村の疲弊をより深

刻なものにしていった。いっぽうでは，この不況を大陸への進出による資源・

市場の確保によって解消し，あわせて国民の目を海外にそらしてゆこうとす

る方策もとられ，昭和6年には満州、｜でまた7年には上海で中国との戦端が聞

かれるに及ぶと，今度は農村の窮乏が継続することは戦争政策の上でも障害

となるとしづ事態が生じた。すなわち農村人口は全人口の75%を超え，兵土

の大部分は農村出身である軍隊をかかえ，農村問題の解決は武力進出政策を

継続するため絶対に必要な条件となってきた。ここに救急的な対策としてと

りあげられたのが，昭和7年〔1932年〕からはじまった農村救済 ・時局匡救

事業であった。これを支えるものとして，「勤倹力行」，「隣保相助」 の奨励
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による「自力更生」が呼びかけられ，経済的な裏づけとして，昭和7年度か

ら3ヵ年継続で，道路 ・河川｜・ 農業関係など総経費6億円にのぼる事業によ

って農村の収入を増加させあわせて失業救済を行なう施策をたてたO 当H寺の

15～20億円という国家予算規模ならびに軍事費の比重を考えるならば， 驚く

べき決断が下されたわけで，当時いかに農村問題に腐心していたかがうかが

える。この事業においては，事業を各町村に普遍的に配分し就労の機会均等

をはかること，および農山漁村の振興にもっとも効果あるものを行なうなど

の考慮がはらわれ，補助砂防事業やこの機会に国庫補助の道が聞かれた府県

施行の中小河川改良事業は，大半が地元労務費で構成され，事業の飛躍的な

拡大が行なわれた。また，これと同時に「自力更生」の方針によって不在地

主の地位が弱まり，在村の富農 ・中農層の指導性が高まることによって，農

村における公共事業を実際に支える階層が強化される結果をもたらした。ま

たこの機会に補助事業の補助率が高められ，昭和7年には一律にlんとなり，

翌8年には砂防法規定の最高限度である2/aまで引き上げられ，砂防事業は地

方財政にとっても歓迎されるものとなり現在に至っている。農林省関係でも

時局匡救荒廃林地復旧事業として，国営事業992町歩， 119万443円，府県助

成事業7,293町歩， 652万68円が行なわれ，この事業終了後においても同じよ

うな形での投資が続けられ，ほかに適当な事業のない山村における経常的な

現金収入源としての役割をはたすようになった。

この事業はもともと社会不安に対する宥和策、的な性格が強く，公共投資自

体の直接的な効果があらわれるまで長期的に継続する可能性はほとんどなか

った。公共の立場で行なわれる治水事業の意味は，被害の傷痕を修復し次に

予期される災害を防除しようと L、う本来の目的のほかに，民生安定のための

いわゆる“お救い普請”的な性格が含まれていたことはすでに幕藩体制下に

おいても指摘しうるが，時局匡救事業においては逆に社会政策から出発して

その手段の一部として治水事業がとりあげられたものであったっ農村におけ

る雇用が進み経済基盤がある程度安定することによって，自力更生を助長す

ることが真のねらいであり，またある程度その目的は達成された。そして，

昭和10年以降農村に対する公共投資はふたたび急速に衰退して行ったにもか

かわらず，この機会に砂防および治山事業が地元民の要求として着実に定着

して行ったということは注目に値することであろう。すなわち，砂防事業が
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既存の大荒廃地あるいは禿椅地の復旧を目的とし，あるいは下流の保護を目

的として実行される場合，地元民の強い要請への対応として行なわれるとい

うよりも，むしろ災害一般に対応する施策の一部として，いわば与えられた

事業の性格が強かった。山村に生活を営み，日常大小の土砂害に直面する住

民の要求がそのまま政府の公共投資の対象としてとりあげられるという対応

関係は，大災害を契機としてではなくこのような比較的日常的な営みと して

の砂防事業の普及によってはじま ったといえる。もともと都市あるいは下流

部においては，近世以来の個人ならびに公共資本の投入の結果， 自然、を馴化

させる生活基盤をかなりの程度まで作り上げているのに対し，農山村におい

てはこのよう な投資の蓄積はきわめて貧弱で，そのため人々の生活は荒 し々

い自然その ものに対応してゆかなければならないというハンディキャップを

背負っている。したがって，このような自然、条件を改善するための投資は日

常的な要求であって，もしこれに対する公共投資の窓口が聞かれるならば，

こうした要求にこたえる事業として育成されてゆくとい うこともまた当然の

帰結であろう。そしてその契機となるものは，自然の大災害よりも，社会状

勢の急速な変化に対応しきれない構造的な欠陥が社会全体のアンバランスを

引き出した時に顕在化し， 自然の荒廃と結びついた形で、解決を迫られる問題

が提起されることになる。同じような条件が，その後第二次世界大戦終結直

後，および最近の状勢の中で別の形であらわれているとみることができる。

ちょうどこのような時期に，まさしくこれに対応する形で‘行なわれた一例

を，雲原村砂防事業にみるこ とができる。 京都府雲原村は「丹波の大江山の

麓」海抜200～300mに位置し，面積約15km2, 総面積のうち：11林原野が約90

%を占め，戸数約 150戸，そのうち80%強が農業に従事するという典型的な

山村であった。昭和9年 9月，関西地方風水害によって，水源である三岳山

をはじめ山地各所に崩壊を生じ，村内を貫流する雲原川の本川および諸支渓

はことごとく 氾濫し甚大な被害を与えた。田畑，人家，道路などの直接的な

被害に加えるに河岸欠潰約3.6 kmに及び，村勢の復興はこの渓流の修築にか

けられた。そこで昭和10年から全体計画が樹立され，各支渓の水源、に高さ 5

～lOmの砂防ダム計8基を築設し，これより下流は計画勾配 1/15～lf35に基

づき，高さ1.2～ 3mの床固工129基，帯工136基を50～80m間隔に設け， さら

に護岸工総延長約36闘を逐次施行した。この全工事の完成は戦後の昭和27年



第 1表 主要時局匡救事業予算

武居・砂防事業の展開 17 

｜ 昭和 7年

： 千円
治 水 ： 13, 253 

道 路 I 33, 661 

農林関係 I 42, 723 

その他 I 37,601 

到
川

n
E
 

ハベ
υ

n
4
 ，

 

弓

rつ白
T
よ

昭和 8年 : 昭和 9年 ' 計

千円 千円 千円
28, 568 I 19, 841 i 61, 662 

63, 446 I 24, 150 i 120, 257 

58, 004 I 49, 785 I 150, 512 

55,706 

205,724 

45,456 

139,232 

138,763 

472,194 

（出所） 『日本土木史』より。

に及んでいるが，その聞に名目額総計776万円が投資された。このような山

村tこかくも多額の投資が継続的に行なわれた一因は，雲原村村長西原亀蔵に

つながる人脈の政治的活動に負うところが大きいが，いっぽうこの計画を可

能にしたものは，技術的に最善と考えられる砂防計画を全面的に受容し，逆

に砂防計画完成によって新しく作り上げられる自然条件を基礎とし，これに

適合した形で、村を（乍り変えるという思い切った考えをとった点がとくに注目

される。その結果，耕作道約2lkm，濯瓶用水路約7kmが水系をもとにして修

築されることによって，耕地の地理的条件の均衡が得られ，農地の 交換分

合，住居の移転を含む集団耕地造成事業が進められた。この構想は，住居3

倉庫，作業場， 牛舎，鶏舎を入れる4畝の宅地の周辺に，標準反別として田

5反，競菜園 5畝，桑園3反，果樹園5反，山林 lBIJを配置する多角経蛍の

モデノレ農家を村内に分散配置しよ うとするもので，約 130戸の耕地集団化お

よび約30戸の農家移転が行なわれた。さらに雇用の噌加による収入の安定に

加え，村営の金融によって自作農地の購入が進められ，不在地主所有の耕地

68反余な木村民の自作農地と なり，また40反余の小作地もすべて自作農地に

後続した場所に永小作地として設定された。そのほか，このようにして計画

的に作り上げられた条件を基盤として畜産振興，衛生施設，教育研修所の設

置などが関連事業として行なわれ，これらを総計すれば総事業費約2.6億円

が問和27年までに投資されているO これはたしかにきわめて特殊な条件に恵

まれた一例で、あるが，自然の猛威に直接さらされる山村の期待する公共投資

のひとつの姿と，その中に位置づけられる砂防事業の意味を考える上でとく

に注目すべき事業であるO

砂防事業全般の趨勢i主第3図あるいは第 2表にみられるように，時局匡救
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第3図 第一期治水事業以後における砂防事業費の変進
（昭和47年換算）
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（出所）『建設省砂防便覧』，『治山事業六十年史』および「砂防

事業工事費指数」，「治山事業工事費指数Jより。

事業によって一時的にL、ちじるしい伸展をみせたが， 事業実行に対する要望

の高まりにもかかわらず，国費に対する軍事費の圧迫のため昭和9年以降む

しろ低調に向かっている。この傾向が再び変化するのは，｜附和13年(1938年〕

神戸市を襲った未曾有の都市土砂災害であった。昭和13年7月5日にいた り

連続雨量461.8阻， 最大日雨量326.Smm，最大時雨量60.8阻という豪雨に遭遇

20 

24 
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第 2表 昭和初年における砂防関係事業費の変遷（名目額）

直轄 砂防 補 助 砂 防 治 山

昭和4年 869,505円 1,696,206円 1,246,462阿

5 884,955 1,134,638 1, 278, 210 

6 746,808 1,006,774 1, 133, 889 

7 911, 412 6,422,182 3, 182, 180 

8 965,776 6, 075, 080 5,514,778 

9 851,755 3,000,000 4,014,534 

10 530,968 2,025,000 2,028,175 

11 888, 105 2,250,000 2,408,007 

( U:I所） 『日本土木史』より 。

した六甲山地は，各所に山崩れ，土石流を生じ，大小すべての渓流は増水，

氾濫をくり返し，山麓の西宮市から垂水｜町に至る市街地に大惨害をもたら し

た。流出土砂量600万ffilと推定され，死者および行方不明530名，家屋流失お

よび全壊約6,000戸，浸水， 損壊を含める と14万戸を超え， 神戸市一帯を廃

都と化した。もともと，神戸市一帯は六甲断層最下の狭長な扇状地群上に立

地し，明治以降神戸港の発展とともに急速に開発された市街地であり，自然

現象としてはこのよ うな事態の発生も十分予想されるところであった。しか

しながら，現実に起こった災害の猛威は諸人を睦目させるものであり，また

その原因が単なる水の氾濫ではなく多量の土砂流出が被害をいちじるしく激

化しているということも衝撃的な印象を与えた。災害規模自体の大きさ，お

よび被災地帯の有する社会経済的影響力の結果， ここに大規模な復旧ならび

に再建計画が導き出された。そして，表六甲25河川に対し昭和14～20年に至

る7ヵ年継続で約3,000万円にのぼる河川改良工事が計画され，また砂防事

業としては昭和14～ 23年の10ヵ年継続で総額 1,000万円を国直轄で施行する

計ー画がたてられた。この計画は表六甲25河川に対し 462基，裏六甲25河川に

対し 203基の砂防ダムを築設するもので，表六甲諸河川の大部分に対してま

ず初年度に谷の出口，すなわち市街地への入口付近に高さ10～20mの比較的

大規模なダムを設け，当面の爾後荒廃による災害にそなえ，ついで上流渓流

の安定化，山脚の固定のための工tJ,1：ーをしだいに進めようとするものであっ

た。実際に行なわれた事業費実績は第3表のとおりであるが，公共事業予算
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第 3表 六甲砂防事業費の変遷（当初10ヵ年）

六甲砂防事業費（A)I直轄砂防事業費（B)i A/B 

昭和14年 910, 000円 ｜ 1, 992, 603円 45.6% 

15 910,000 1,940,632 46.8 

16 910,000 2,245,463 40.5 

17 728,000 1,988,236 36.6 

18 728,000 2,064,589 35.2 

19 500,000 1,636,706 30.5 

20 200,000 849,150 23.5 

21 1,650,000 6,687,000 24.6 

22 3,150,000 20,393,000 15.4 

23 9,957,000 95,225,000 10.8 

がしだいに圧縮される中で，物価騰衰のため実質的な内容の低下はあったと

はいえ，当初3年聞は計画の91%が実行され，第二次世界大戦の戦局が悪化

しはじめた田和18年においてさえ，当初計画の約73%が実行されているとい

うことは，六甲山系の砂防事業がし、かに重視されていたかを如実に物語るも

のである。また直轄事業費総額に対する比率をみると，敗戦前年の19年まで

は45～30%を維持しており，いかにこの事業が重点的に行なわれたかを知る

ことができる。神戸市の13年災害は，自然 ・社会条件ともにきわめて特殊な

ものであって，これをほかの場合に適用することはできないが，この災害の

与えた教訓は，われわれが生活している場所は平常自覚されないところでも

土砂災害の可能性を持っているものが少なくなく ，また不用意な開発が進め

ばそれだけ大きい被害が発生し，その対策には優先的に巨額の投資を強いら

れるということであった。また，それまで砂防事業は大多数の人々にとって

は無縁の存在で，非常に永い周期でおとずれる土砂害に偶然遭遇した人々の

みが実感をも って要求し， あるいは禿山の土砂害との対応の歴史を持つ人々

や，理論から出発して土砂害対策の必要性を知る人々という非常に限られた

範囲を出ることは困難であった。しかし13年災害は，それまでより飛躍的に

広範囲の人々の覚醒を もたら し土砂害のおそろしさを教えたものといえる。

また六甲山系砂防工事は，被害想定額と投資効果の単純な対比を行なって

も，高額な密度の高い工事の実行が可能であった。現実には公共経費の配分

は，なんらかの意味で投資効果の判定によって支配されるのは止むを得ない
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としても， 一般の被害想定額の小さい砂防事業において，このような都市砂

防と同程度の密度の事業がひとつの模範例と してまた達成目標として据えら

れることによって砂防事業の発展をもたらしたともいえる。事実，もし人間

の生活基盤と して要求される土砂流出のコント ロールが，六甲における工事

以下のもので目的を十分達しうるとしたならば，六甲山系砂防工事は過大投

資であり，逆にこれだけの工事が必要不可欠のものであるとするならば，そ

れ以下の仕事は目的を十分達し得ない効果の悪い半端工事ということになっ

てしまう。 しかし， 住民自体の感じ方としては，農山村であっても都市であ

って も同じ程度に土砂流出の コントロールを希求し，現実に被害想定額が低

くなる原因の一部は資本投下の蓄積の少なさによるものであって，これを根

拠としてさらに劣悪な環境条件で固定化されることに甘んずるのでは なく

て，この機会を利用して少しでも有利な環境を獲得したいと考えるで あ ろ

う。そして，現実にも六甲山系砂防工事や雲原村砂防工事が出現することに

よって，より密度の高い砂防事業が普及し，またそれは地先の利益と合致す

るものとして砂防事業の拡大に作用して行った。そしてこの13年災害を契機

として， 14年からは砂防事業費総額はふたたひ守拡大されるが， 16年以降戦争

の激化により衰亡に向かい， 17年以後いわゆる太平洋戦争の時期に入ると，

！被時体制を支える国家総動員体制の下に，公共事業自体がほとんどその性格

が消滅し，マイナーな消長はあってもその内容全体にかかわるような大きい

改変の動きはもはやみられなくなってしまう。

治山事業においても，この聞に相当な変革がみられる。時局匡救事業の影

響は前にも述べたように砂防事業とほぼ同様に作用しているが，その後llB和

10～13年には連年の大災害によって，災害荒廃林地復旧事業が森林治水事業

を超過するような状態が続き，また昭和11年から第二期森林治水事業による

国有林の治山工事もはじめられるという状態で，造林を包含するという形で

かなりの進展がみられた。とこ ろが，第二期森林治水事業においては荒廃地

復旧補助規則， 公有林野造林奨励規則にかわり，昭和11年6月から森林治水

事業奨励規則が制定され事業名も荒廃林地復旧事業と改められた。さらに昭

和14年になると山林局長通牒によって，公有林野造林事業は民有林造林補助

事業に包括され，森林治水事業は造林事業と完全に分離された。14年の改革

よそれまで公有林野政策と森林治水事業は表裏の関係にあったものが， 部落
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有林野統一の打ち切りによって公有林は民有林の一部として扱われるように

なったためこの両者が分離され，また造林はすべて資源造成の立場から森林

治水事業以外の経費から補助されることになり，その結果，治山を目的とす

る事業は山腹工事および渓間工事に限定された。そして14年以降は軍事費の

圧力による予算縮小のなかで，敗戦後，復興計画がはじまるまで急速に衰微

して行った。

第一期治水事業の期間における河川事業と砂防および治山事業の全体的な

関連性についても検討する必要があるが，この問題については『治山事業六

十年史』に十分総括されているので，ここでは詳論するのはやめてその結果

についてだけふれておく 。明治44年以降昭和10年までに河川改修事業，砂防

事業，治山事業（森林治水事業〕に支出された国費を比較してみると，第 1

に治水事業が下流重点主義であったことが指摘され， 25ヵ年間合計において

河川事業が87%を占め，残りの13%を砂防と治山が分けあっている。第2に

国費支出においては砂防と治山は常にほとんど同規模で，多少の消長はあっ

ても結局25年合計では砂防3,288.8万円，治｜心3,251. 5万円とほぼ同額になっ

ている。第 3に砂防，治山はこの間多少の増減はあってもほぼ一定の1曽加を

示しているが，河川事業は数次の急、僧，反落をくりかえし， 実施状態はきわ

めて不安定である。結局，計画終期における事業では砂防および治山が約10

倍の成一長を示しているのにくらべ，河川は約2倍の成長にとどま っている。

第二期治水事業は計画が予定どおり進捗しないまま，昭和8年の土木会議

河川部会の決議によって昭和9年からさらに15ヵ年継続で国費3.38億円の事

業を行なう第三期治水事業へと移されるO この計画では，はじめて中小河川

改修＇ff.業が長期計画の中に明記されるという出来事があったが，実施はやは

り附和14年以降戦時体制強化の影響で衰退を余儀なくされ， 昭和20年には相

当数の河川が休工するにいたった。

敗戦後ふたたび経済復興期に入ると，次々に新しい変化をみせはじめ，治

山治水基本対策要綱，治山治水緊急措置法，地すべり等防止法，急傾斜地崩

壊防止に関する法律の制定や，河川法，森林法の抜本的な改正などが行なわ

オLる。

しかし，砂防およひ治山事業の骨組みは，ほとんど戦前に形成さ れてお
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り，戦後における発展もその文脈において読みとられ，またそれによっては

じめて正しい解釈が可能なものが少なくなし、。その意味において戦前におけ

る展開過程の分析は単なる歴史的考察では／主くて，今後の発展の方向を見定

めるために不可欠な要素であると考えられる。

なお以上の考察において，いちおうふれずに過ごしてきた問題がある。そ

れは，社会全体の動きを反映した変化としては，いちおう考えうる条件はな

るべく網羅したつもりではあるが，局面の展開にあたり，個人ないしは一団

体の積極的な働きが非常に大きい作用を持っている。たとえば，砂防事業に

おける赤木正雄（治水砂防協会〉 や，治山事業におけーる田中八百八〔日本治

山治水協会〉の影響力など，事業の展開過程において無視できない要素であ

ろう。ただ，筆者は，そこにあらわれる徴妙な人間関係の関与を正確に評価

するに十分な知識を持たす’，これを総括しうるだけの資料も得られないまま，

これにふれずに論じて来た。しかしながら， こうした個人が時代の流れを正

確に予見し，その方向に従ってこれを動かすために全霊をふりしぼる活動を

行なったときに，はじめて現実の状況展開がはじまる と考えるな らば，これ

らの活躍がそれぞれの局面に位置づけられ，必ずしもこれを無視したことに

はならないといえるのではないかと考えている。
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