
東京都内、
多摩川上流に残る
内務省直轄施工に
よる砂防堰堤群

髙橋 透
たかはし とおる

㈱ダイヤコンサルタント技術顧問
NPO防災情報研究所 理事（非常勤）

まえがき
　一昨年、戦前の直轄砂防に関する官報を全部チェッ
クする機会があり、集めた資料中の多摩川流域の直轄
工事終了を告示した『昭和12年（1937）３月29日付け
官報3069号★1』に、興味をかきたてられた表-1。
「都内で直轄砂防が実施されていたのか。」と感動す
るとともに、他の河川流域の官報がいずれも地域名表
記にとどまっているのに対して、何故か多摩川の官報
だけは、地域名に加えて、渓流ごとに完了した全部の
砂防施設名が記載されていることにも興味が湧いた。
　ところで、土木学会図書館では、Web上に内務省
土木技師の真田秀吉の寄贈資料を大量に開示してお
り、その一つとして、『砂防関係図面集』★２に14編の
図面が収められ、その中に『多摩川砂防』が含まれて
いる。この図面をチェックして見たところ、全砂防施
設の名称・堤高・堤長と位置記号が、朱色の手書きで
記入され、しかも、その施設名は、全て官報の内容と
完全に一致していた。真田の寄贈資料には、ほかにも
『相模川外四箇川流域震災復旧砂防工事概要』★３など
が含まれ、これらによって多摩川における直轄事業の
概要を把握することができた。
「これらの施設の現状を確認したい」と思いを馳せて
いたが、集めた資料では詳細な情報が不足していた。
昨年６月初め、防災情報研究所事務局の村上康子さん
にこうした状況を話したところ、砂防図書館所蔵の『管
内砂防事業概要（構造物編）多摩川及び相模川流域』★４

という約50年前の分厚い報告書（図-1）を、立ちどこ
ろに見つけ出してくれた。この資料によって、多摩川
の渓流ごとの直轄砂防の全施設の位置、構造など詳細
情報が判明したので、同６月の休みの日に数回、奥多
摩町内の山中を踏査し、歩き回った範囲内については
施設が全部現存していることを確認した。
　同月末に、当地域の砂防を所管する東京都西多摩建
設事務所を訪ね、調査結果を説明申し上げて、併せて
関係者による現場見学会を開催したいと願い出た。事
務所では、管内に直轄砂防施設が存在していたことに
大変驚かれ、また、見学会への支援を快諾いただいた。
奥多摩町役場や見学対象地域の自治会長にも見学会開
催のご了解を頂いた上で、昨年12月６日に、砂防関
係者13人（村上と高橋含めて計15人）が参加して、奥
多摩町の栃久保沢を対象として見学会を開催すること
ができた（見学会の模様については、（一社）全国治水
砂防協会「砂防と治水」第223号（2015. ２月号）に村
上が報告済み）。
　以下に、これまでの調査結果の概要を紹介する。

１
多摩川で内務省直轄砂防事業が実施された経緯等

1-1．関東大地震による山地の荒廃
　内務省による直轄震災復旧砂防事業は、今から92

表-1 砂防法第６条による直轄工事の終了を告示する官報（明治以降～終戦前）
官報年月日 官報番号 終了した河川流域

昭和７年 （1932）１月29日 官報1522号 岐阜の神通川流域

昭和７年 （1932）９月８日 官報1709号 京都の桂川流域

昭和10年 （1935）12月13日 官報2685号 滋賀の淀川支川瀬田川流域

昭和11年 （1936）12月24日 官報2995号 京都の木津川

昭和12年 （1937）３月24日 官報3065号 山梨の富士川流域

昭和12年 （1937）３月29日 官報3069号 東京と山梨の多摩川流域

昭和19年 （1944）３月15日 官報5149号 滋賀の淀川支川瀬田川流域

昭和19年 （1944）５月３日 官報5187号 三重の木津川流域

昭和19年 （1944）11月22日 官報5358号 三重の木津川流域

昭和20年 （1945）３月20日 官報5452号 三重の木津川流域

昭和20年 （1945）３月23日 官報5454号 三重の木津川流域
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を新設し、前述の計５河川において、大正13年（1924）
からの10箇年計画として内務省直轄の砂防事業に着
手した。砂防便覧★６によれば、震災発生翌年の大正
13年度（1924）は、全国の直轄砂防事業費は前年度の
2.8倍の70.8万円に増額され、その７割を占める48.7万
円の巨費が、この５河川の直轄砂防事業に充当され
ている（直轄震災復旧砂防事業は、全額国費（10/10）
で実施）。

1-3．砂防法の改正
　流域が神奈川県内に限られる花水川及び早川を直轄
砂防の対象とするために、直轄施行の範囲の拡大に
関する砂防法第六条第一項が改正された（大正13年
（1924）7月18日）。すなわち、主務大臣による直轄施
行を実施する場合、従前は、「他府県ノ利益ヲ保全ス
ル為必要ナルカ又ハ其ノ利害関係一ノ府県ニ止マラサ

ル場合」であったのに対して、改正によって「其ノ工
事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキ」が追加さ
れている。法改正直後、大正13年（1924）８月30日に、
直轄砂防区域として、山梨県、神奈川県、東京府に関
する官報告示がなされている。また、立法当時の衆議
院の委員会において、本法を富山県の常願寺川にも適
用することを希望する旨の附帯決議★７がなされ、大
正15年（1926）の常願寺川の直轄砂防着手の途が拓か
れている。

1-4．関東大地震以前の多摩川流域の状況
　東京の水源である多摩川源流域の保全を図るため
に、明治期半ばに、神奈川県から三多摩地域（西、北、南）
が東京府に編入された。東京市は、府有の水源林地域
を譲り受けるとともに、さらに山梨県内も含めて水源
地域内の民有林を次々に買収した。多摩川流域の森林
経営のため、諸戸北郎などの指導の下で水道事業とし
ての水源林砂防事業が大正４年（1915）から実施され
ている。
　東京府による補助砂防事業は、東京府12箇年砂防
計画に基づき、現在の奥多摩町内において大正７年
（1918）に着手されている。大正10年（1921）の東京
府組織一覧★８によれば、多摩川砂防工営事務所も設置
され、組織の強化も図られたようだが、大正13年（1924）
の直轄砂防事業開始以来、昭和12年（1937）の完了ま
での間、この補助砂防事業は中断されている。

年前の大正12年（1923）９月１日に発生した関東大地
震に伴う山間地の荒廃を契機としている。この震災復
旧砂防事業は、表-2の河川流域が対象区域である。
　事業の中核は、地震で甚大な土砂災害を被った神奈
川県下で展開され、事業名にも“相模川”の名称が使
用されている。
　地震による多摩川の山地崩壊状況を、『内務省直轄
工事年報』★５（大正13年度版）では、次のように総括
している。

　大正12年の震災に因る山地の崩壊は他の４河川に

比し遥かに軽きも山地至る所に亀裂あり　将来益々

崩壊面積の増大するの処あり　殊に東京市上水道に

対し重大なる関係あるを以てその砂防は1日も怱諸に

附し難し

　このように、多摩川流域では、他の４河川流域より
も山地崩壊が少なかったうえに土砂災害による人的被
害が皆無であった。このため、事業完了から長年月が
経過して、多摩川の直轄砂防は忘れ去られてしまい、
国交省や都や、砂防OBをはじめ地元ですら、もはや
知る人が誰もいない現状に至ったようである。

1-2．相模川外４河川流域の対策事業の概要
　内務省では、地震直後に「直轄震災復旧砂防事業費」

表-2 相模川外四箇川流域

図-1「管内砂防事業概要（構造物編）多摩川及び相模川流域」より

河川流域名 流域の帰属府県

① 相模川 神奈川県、山梨県

② 多摩川 東京府、山梨県、神奈川県

③ 酒匂川 神奈川県、静岡県

④ 花水川 神奈川県

⑤ 早川 神奈川県
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のは区分して列記している。これにより、直轄震災復
旧砂防事業を担当した技術者を表-3に示す。

2-1．内務省技師の蒲 孚について
　『東京帝国大学卒業生氏
名録』★10や『懐古追想録第
１号』★11等により、蒲の
経歴を整理した。蒲は、
東京帝大林科を明治44年
（1911）7月に卒業した後、
大正３年（1914）７月に東
京帝大土木科を卒業し直し
て、同年に農商務省に入っ
た。29歳となった大正6年（1917）には同省を退職し、
同年５月に内務省東京土木出張所に入り、富士川流域
と鬼怒川流域の砂防工事に従事している。両川の砂防
工事の後、関東大地震に対する直轄震災復旧砂防事業
には当初から関わっている。その後、昭和５年（1930）
２月に、東京土木出張所から横浜土木出張所に転じ、
砂防から一時離れて狩野川改修工事を担当し、昭和
13年（1938）には新潟土木出張所長（現在の北陸地方
整備局長）として転出し、昭和17年（1942）３月に内
務省を退職して、昭和58年（1983）に95歳で逝去して
いる。
　蒲は、我が国初の砂防堰堤へのコンクリート利用（勝
沼堰堤、芦安堰堤）や、コンクリート量を軽減するた
めのアーチ式砂防堰堤（芦安堰堤の嵩上げ）の設計施
工などを直接担当した。大正15年（1926）に日本工人
倶楽部より、非売品ではあるが蒲が執筆した『河川工
學』★12が発行された。同書はタイトルこそ、“河川工学”
であるが、本文189頁の半分を砂防技術論が占めてお
り、地形・地質・雨量・流量といった調査・計画から、
砂防堰堤その他施設の設計や、コンクリート利用につ
いて自らの実績をもとに詳述している。当時ようやく

1-5．多摩川の直轄震災復旧砂防事業の概要
　多摩川の直轄震災復旧砂防事業の目論見は、次のと
おりである（『内務省直轄工事年報）』★５大正13年度版）。

　本川砂防の計画の大要は、本工事費55万円を以て

青海町以奥多摩川本流流域457㎢五日市以奥秋川流

域141㎢及び八王子以奥浅川流域103㎢、合計701

㎢の流域内河川適富の箇所に56ｹ所の堰堤を築設し川

床の侵食を防ぐとともに、土石の流下を扞止しなお崩

壊の増大を防止し且つ将来行わるべき山腹工事の基礎

たらしめんとす

　こうして、多摩川流域の直轄震災復旧砂防事業は、
東京府内【氷川村栃久保、氷川村海澤、古里村棚澤、
同小丹波（以上、現在の奥多摩町）、三田村御岳瀧本
入（現在の青梅市）、戸倉村金掘東峰大日影（現在の五
日市町）、小宮村養澤（現在のあきる野市）、檜原村樋里、
同数馬】と、山梨県内【小菅村、神金村（現在の甲州市）、
丹波山村】において、内務省東京土木出張所によって、
当時の鉄道の終点であった二俣尾駅付近に開設された
多摩川砂防工場を基地として、昭和12年（1937）の事
業完了までの14年間実施され、多摩川全体で砂防堰
堤37基、床固１群（13基）の砂防設備が設置され、そ
のうち東京府内での完成数は、堰堤28基、床固１群（13
基）、堰堤補修２基である。

２
この事業に関わった当時の砂防技術者群像

　『内務省直轄土木工事略史／沖野忠雄博士伝』★９は、
治水技術者であった沖野忠雄博士の伝記の体裁をとり
ながら、実際には、明治以降の内務省直轄土木事業の
概要を語る貴重な資料である（編集者は真田秀吉）。
砂防事業に関しては、『赤木正雄、蒲

かば

 孚
まこと

、その他の調
べによる』と注記を添えて、次のような情報が記述さ
れている。
　太平洋戦争以前の、全国の直轄砂防の対象水系（淀
川、木曽川、信濃川、利根川、庄川、富士川、吉野川、
常願寺川、手取川、相模川、酒匂川、花水川、早川、
多摩川、神通川、斐伊川、肱川、天神川、阿武隈川、
庄内川、最上川、安倍川、天竜川、鈴鹿川、六甲山系
諸渓流、土岐川、中津川）毎に工事の実施期間、担当
技術者氏名、主要工種について、支川に分割できるも

表-3 直轄震災復旧砂防事業の担当技術者
河川名 担当技術者

相模川 遠藤守一

酒匂川 蒲 孚、遠藤守一、五十嵐真作、桑原芳樹

花水川 蒲 孚、遠藤守一

早川 蒲 孚、遠藤守一、杉本培吉

多摩川 石井来太郎

蒲 孚『土木建築工事画報』より
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　なお、真田秀吉は、東京帝大土木科を明治31年（1898）
に卒業後、内務省に入り、明治末期から昭和初期の国
内の河川改修事業に従事した土木技師である。大阪土
木出張所長や東京土木出張所長（現在の近畿地方整備
局長、関東地方整備局長）を歴任し、昭和９年（1934）
の退官後も、土木学会第21代会長や土木旧交会の初
代会長★15）として活躍している。大正12年（1923）の
関東大地震時には、真田は東京土木出張所の工務部長
兼庶務部長であり、蒲の直属の上司であった。

３
砂防堰堤の状況（奥多摩町栃久保沢を例として）

3-1．６基もの堰堤の集中配置の背景
　東京都奥多摩町の栃久保沢（子ノ神沢、根の神沢）
は、集水面積が0.3㎢に満たない小さな沢である。JR
奥多摩駅から直線距離で約400m西の、多摩川支川日
原川の本川への合流点直上流右岸にあって町の中心地
に近接している（見学会はこの栃久保沢を対象として
実施）。この小渓流には震災復旧事業として合計６基
もの砂防堰堤が集中して設置されており、その理由は
次のとおりと思われる。
　地震に伴い発生した崩壊かどうかは不明だが、真
田の『多摩川砂防』地図（明治43年（1910）測図1/5万
図-2には、この沢の最上流左岸に崩壊らしきものが手
書きで記入されている（昭和7年（1932）の５万分の

普及し始めたコンクリートを用いる砂防技術に関する
第一人者であり、この直轄震災復旧砂防事業を担当し
た技師達の最年長者でもあった蒲が果たした役割は非
常に大きかったものと推測される。

2-2．その他の内務省技師
　多摩川の直轄砂防工事を担当した技術者は石井来太
郎である。石井は、東京帝大林科を大正６年（1917）
７月に卒業して、農商務省東京大林区署に籍を置き、
大正７年（1918）に東京府土木課砂防主任となり、開
始されたばかりの府の砂防事業の設計にあたった。大
正13年（1924）には、内務省東京土木出張所に異動し
て、多摩川の直轄砂防事業に従事した。石井は、この
事業の完成を見ずに、おそらく30代半ばの若さで、
昭和６年（1931）1月29日、病没している。
　赤木正雄は、地震発生時にはヨーロッパ留学中であ
った。留学からの帰国は、大正14年（1924）４月であ
り、内務省復帰後は土木局と東京土木出張所に併任が
かけられ、『職員録（大正14年7月1日現在）』★13の東
京土木出張所の欄には蒲、赤木、遠藤守一、石井来太
郎が掲載されているが、直轄震災復旧砂防事業に赤木
が関与した形跡は全くない（赤木の『砂防一路』★14で
は、この直轄震災復旧砂防については、２行しか触れ
ていない）。赤木は、当時土木局において、富山の常
願寺川の直轄施行の準備に取り組んでいたようで、大
正15年（1926）５月には新潟土木出張所並びに土木局
勤務となって、常願寺川の砂防を指揮している。

図-2 栃久保沢の6基の砂防堰堤 「多摩川砂防」図 図-3 同地点の昭和7年　5万分の1地形図
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治40年（1907）豪雨により、大規模な山腹崩壊（図-2

あるいは図-3の左端にある崩壊と見受けられる）が発
生、９人が死亡し、また崩土によって日原川に高さ

１地形図図-3にも、真田の示した同位置に大きな斜面
崩壊が記載されている）。
　一方、この栃久保沢の北に隣接する寺地沢では、明

表-4 栃久保沢（奥多摩町）の砂防堰堤群の特徴

堤体本体の構造
堤体の前法勾配は２分、裏法勾配は直（このため、堤体天端幅は約２mと厚い）。水叩きは未設置。堤体構成材料は粗
石コンクリート（蒲は、「抱石混凝土」と称している）。堤高は、５基が約６m、１基が７m、堤長は約20m程度の小型
の砂防堰堤群である。

袖の勾配
全堰堤の両袖天端に勾配をつけている。当初袖天端が水平で完成した前山堰堤には、後年度にわざわざ、袖に勾配を
もたせるための翼壁を増設している。

使用石材
石材は、現地採取のものであろう。切込みはぎのような丁寧な加工の跡はみられず、石の接合面は未処理の粗面むき出
しの石材である。見通し直下の堤体中央下部に、大きな石材を要石のように用いている。

表-5 東京都内の内務省直轄工事による砂防設備リスト（太枠内着色が現地見学対象施設）

郡 町村 大字 字 河川/
渓流名

砂防
設備名

堤高
ｍ

堤長
ｍ

天端厚
ｍ

水通し断面 堤体法勾配 水抜暗渠
袖天端
勾配 その他 竣工年水通W

ｍ
水深
ｍ

袖小口
勾配 （下流）（上流）

サイズ
個数

西
　
多
　
摩

古里村
（現奥多摩町）

棚澤

入川

上鞍堰堤 6.0 36.3 2.4 16.6 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5② レベル 大正13年頃
下鞍堰堤 6.0 42.7 2.3 17.0 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5③ レベル 大正12年頃
瀬戸堰堤 6.0 34.3 2.4 18.0 1.5 1割 0.2 0.2 0.5*0.5② レベル 大正11年頃

（瀬戸堰堤補修） 前庭部の補修？
大蔵堰堤 8.2 31.8 2.0 12.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5② レベル 大正10年頃
唐澤堰堤 3.5 13.5 1.4 8.5 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大正９年頃

棚澤・
小丹波

後山堰堤 9.0 21.6 2.0 13.0 2.0 1割 0.2 0.3 0.5*0.9①
0.4*0.5② レベル 大正８年頃

栃ケ谷戸堰堤 5.0 23.9 1.6 12.3 1.4 1割 0.2 直 0.6*0.6② レベル 大正７年頃

氷川村
（現奥多摩町）

氷川 杤久保 日原川右支
栃久保沢

澤入堰堤 6.0 21.0 2.4 8.0 1.5 1割 0.2 直 勾配 昭和2年
日向薙堰堤 6.0 19.0 2.4 8.0 1.0 1割 0.2 直 0.4*0.4① 勾配 昭和2年
大指堰堤 6.0 21.0 2.4 8.0 1.8 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配 昭和2年
前山堰堤 7.0 31.5 2.2 8.0 1.0 1割 0.2 直 レベル 昭和2年

（前山堰堤
翼壁増補）

左右岸袖上
に翼壁増設 0.2 直 勾配 昭和2年

大久保堰堤 6.0 22.4 2.4 8.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配 大正14年
根ノ神堰堤 6.0 22.5 2.4 8.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配 カットオフ 大正13年頃

海澤 海澤
姫松尾堰堤 9.0 22.0 2.0 10.0 2.0 1割 0.2 0.35 0.5*0.5② 勾配10％ 大正９年頃
海澤堰堤 6.0 28.5 2.0 9.0 2.0 1割 0.25 0.2 0.5*0.8① 勾配10％ 大正８年頃

三田村
（現青梅市） 御岳 大沢川

瀧本入堰堤 5.0 23.5 2.0 6.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① 勾配10％

琴澤堰堤 6.0 22.0 2.0 9.0 1.5 1割 0.2 0.25 0.6*0.６① 勾配10％ 昭２年６月着手、
昭３年３月竣工

戸倉村
（現五日市町）

金堀東峰
大日影

秋川右支
盆堀沢 盆堀堰堤 8.0 32.0 2.0 9.0 3.0 1割 0.3 0.35 0.5*0.5③ 勾配10％ 着手不明、

昭3年1月竣工

小宮村
（現あきる野市） 養澤 秋川左支

養澤川

柿平堰堤 3.5 11.0 1.0 6.0 2.0 0.25 0.2 直 0.5*0.5① レベル 左岸袖
なし岩着

着手不明、
昭3年1月竣工

養澤第一堰堤 3.0 17.2 1.2 9.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大14年1月着手、
大正14年5月竣工

養澤第二堰堤 4.0 21.3 1.6 9.0 1.0 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大14年1月着手、
大正14年5月竣工

養澤第三堰堤 3.0 22.0 1.8 9.0 1.5 1割 0.2 直 0.5*0.5① レベル 大14年1月着手、
大正14年5月竣工

神谷堰堤 5.0 24.8 2.0 11.0 2.0 左岸1割
右岸5分 0.2 0.1 0.6*0.6② 大15年6月1日着手、

大15年11月10日竣工

本須堰堤 7.0 20.3 2.0 11.0 1.5 1割 0.2 0.3 0.5*0.6① 勾配 着手不明、
大15年12月1日竣工

檜原村

樋里 秋川左支
北秋川 笹久保堰堤 9.0 25.5 2.0 12.0 2.0 1割 0.2 0.37 0.6*0.5① レベル 着手不明、

昭6年5月竣工

数馬 秋川右支
南秋川

大平堰堤 6.0 26.0 2.0 6.0 1.5 1割 0.2 0.35 0.8*0.8① 勾配10％ 着手不明、
昭5年3月竣工

中ノ平堰堤 7.0 25.0 1.5 10.0 2.0 1割 0.2 0.4 0.5*0.5① 勾配10％ 昭3年8月16日着手、
昭4年7月15日竣工

内台堰堤 10.0 31.7 2.0 17.0 2.0 左岸１割
右岸５分 0.2 0.35 0.5*0.4② 勾配10％ 着手不明、

昭6年2月竣工

古里村
（現奥多摩町） 棚澤 舟川沢 舟川澤床固13基 2 15m

前後 0.8 4.5 1 1割 0.2 直

総計 堰堤新設２８基、床固新設１群13基、堰堤補修２基

なお、竣工年は、関東地方建設局の報告書にあるものをそのまま転記したが、事業開始前の年があり、誤記と思われる。
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防に限らず、また、砂防分野のみならず、各地に眠る
防災に関する土木構造物の由来などについて、関係官
庁や地元において着実に整理記録し、起こった出来事
を教訓として後世へ伝承していくべきであり、その仕
組みを構築しておくことが防災上の観点からも有益で
あろう。関係者の取組み努力が期待されるとともに、
ボランティアとして、今後共、側面からお手伝いした
いと考えている。　
　また、この調査や見学会の開催に際して、ご支援や
ご協力を賜った皆様に、厚くお礼を申し上げる。

約10間（約18m）の天然ダム湖が形成され、短時間の
うちに決壊している（『東京市水道水源多摩川流域森
林調査第一報告書』★16：「渓谷ニ沿フテ幅30間（約
50m）長サ400間（約700m）許ノ大溝渠ヲ造リ」、「日
原川底ニ高サ10間餘ノ自然的堰堤ヲ築キ其ノ水流ヲ

遮断セリ」、「瀦水ハ約１時間ニシテ遠雷ノ如キ響キト
共ニ非常ナル勢ヲ以テ流下シ来タリ」（村上の指摘に
よる））
　栃久保沢への堰堤の集中配置は、この寺地沢崩壊の
経験も踏まえて、関東大地震に伴う崩壊の恐れのある
箇所からの流出土砂の待ち受けと渓床侵食防止のため
の砂防堰堤群として計画されたのではないかと推定さ
れる。

3-2．栃久保沢の堰堤の特徴
　栃久保沢の堰堤群の特徴を、表-4にまとめた。また、
表-5に東京都内の内務省直轄による砂防設備一覧を示
す。

さいごに
　現地見学を実施した、栃久保沢の堰堤群は、約90
年の歳月が経過しているにもかかわらず、ほぼ原形を
とどめて砂防効果を発揮し、無骨ながらも周囲の緑と
調和している。
　今回の調査は、多数設置された直轄砂防施設のごく
一部を確認したにとどまっているが、当地域の直轄砂

参考文献
★１ 昭和12年（1937）３月29日付け官報3069号、国会図書館
 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2959552
★２ 砂防関係図面集 土木学会図書館 図面資料アーカイブス
 http://www.jsce.or.jp/library/drawing/files/open02.shtml
★３ 『相模川外四箇川流域震災復旧砂防工事概要』、内務省東京土木出

張所、大正14年（1925）10月、土木学会図書館
 http://library.jsce.or.jp/Image_DB/human/sanada/3-2/1/4467.

pdf
★４ 『管内砂防事業概要（構造物編）多摩川及び相模川流域』、関東地方

建設局、昭和40年（1965）６月、砂防図書館蔵
★５ 『内務省直轄工事年報（各年度版）』、内務省土木局編、土木研究所
 http://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/archives/AnnualReports/

data/
★６ 『砂防便覧 平成26年版』、（一社）全国治水砂防協会、平成27年

（2015）２月、砂防図書館蔵
★７ 『第49回帝国議會 衆議院 砂防法中改正法律案委員会会議録（速

記）第２回』大正13年（1924）７月８日、国会図書館の議事録集、
国会図書館

 http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/049/2837/
main.html

★８ 『東京府組織一覧』、東京都公文書館
 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0702enkaku.

htm
★９ 『内務省直轄土木工事略史／沖野忠雄博士伝』、旧交会、昭和34

年（1959）刊、土木学会図書館
 http://library.jsce.or.jp/Image_DB/human/sanada/book/okino.

htm
★10 『東京帝国大学卒業生氏名録』、東京帝国大学、昭和8年（1933）、

国会図書館
 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1466152
★11 『懐古追想録第1号』、旧交会、昭和30年（1955）、土木学会図書

館
 http://library.jsce.or.jp/Image_DB/human/sanada/3-3/4/4392.

pdf
★12 『河川工學』、蒲 孚、大正15年（1926）、日本工人倶楽部出版部（非

売品）、国会図書館
 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1020002
★13 『職員録（大正14年７月１日現在）』, 内閣印刷局、図書館
 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/986608/121?viewMode=
★14 『砂防一路』p476、赤木正雄、平成12年（2000）再版、（一社）全国

治水砂防協会
★15 『真田秀吉 略歴』、真田秀吉アーカイブス、土木学会図書館
 ht tp :// l ib ra ry . jsce .o r . jp/ Image_DB/human/sanada/

sanadaHPryakureki.htm
★16 『東京市水道水源多摩川流域森林調査第一報告書』東京市、明治

41年（1908）、東京都立図書館東京アーカイブ
 ht tp ://a rch ive . l ib ra ry .met ro . tokyo . jp/da/deta i l? t i lc

od=0000000009-00005656

砂防堰堤（栃久保沢 平成26年（2014）6月 撮影）

sabo vol.118 夏 2015sabo vol.118 夏 2015 41




