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第 154 回 杉並区善福寺公園の内田秀五郎像 

               筆者：林 久治（記載：2021 年５月 27 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。3 回目の「緊急事態宣言」が、東京、大阪、兵庫、京都の 4 都府県

で、4 月 25 日から 5 月 11 日までの 17 日間、出されることとなった。そこで、私

は発令前日の 4月 24 日に、小平市泉蔵院に設置された高木亮範像を探索した。そ

の探索記を152 回の記事/fに記載した。26 日には散歩を兼ねて東久留米駅前のブラ

ック・ジャックとピノコ像を探索した。５月１日にも散歩を兼ねて朝霞の綿谷新之

助像を探索した。これらの探索記を前回の記事/fに記載した。 

 杉並区の善福寺公園に内田秀五郎像が設置されている。本像は大変有名であるの

で、勿論１）のサイト/に収録されている。しかし、本像の建立時期、制作者、銘文

などの基礎情報が全く記載されていない。これでは、「銅像データベースの礎とな

ることを目指す」ことをモットーにする本サイトの名折れである。そこで、出来る

限り、短距離で人出の少ない所を選ぶという方針で、私は５月 25 日に本像を探索し

た。本稿はその探索記である。本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意

見は青文字で記載する。 

 

（２）杉並区善福寺公園の内田秀五郎像 

 次ページの図１上に、内田像が設置されている善福寺公園（杉並区善福寺 3-9-

1）へのアクセス地図を示す。本公園は広いので、内田像を見つけるのは容易ではな

いが、本図には本像の位置が書かれており、大変便利であった。なお、荻窪駅北口

から関東バスの「南善福寺」行のバスに乗ると、約 15 分で善福寺公園（の内田像

前）に到着する。 

 善福寺池のほとり（図１上の位置）に、内田秀五郎氏の立派な立像が設置されて

いた。その写真を図１下に示す。 

（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-152.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-153.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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図１．上：善福寺公園へのアクセス地図、 本図は、２）のサイト/lより借用。 

下：善福寺池のほとりに設置された内田秀五郎立像。 

荻窪駅 

からの 

バス路線 

https://www.suginamigaku.org/2019/10/utida-hidegorou.html
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 内田翁の立像を図２上左に示す。本像の台座裏には、石碑が設置されていた。そ

の写真を図２上右と図２下に示す。そこには、「昭和二十八年六月建立」及び「内

田秀五郎翁 銅像建設協賛會」と刻まれていた。なお、昭和 28 年は、1953 年であ

る。本像の横には、もう一基の石碑が設置されていた。その写真を次ページの図３

に示す。本碑の上部には「内田秀五郎翁像」と刻まれており、下部には銘文が刻ま

れていた。銘文は古い物ではあるが、拓本などが屡々取られているためか、随分綺

麗であった。（本文は、５ページに続く。） 

図２． 
上左：内田秀五郎立像、 
上右：本像裏の石碑、 
下：本像裏の石碑 



 4 

 

 

 

図３．上：本像の横に設置されていた石碑、下：石碑の銘文。 
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 本碑の銘文は、次のように書かれていた。 

内田秀五郎翁は人格高潔資性温厚天賦の才能自ら備わり有能達識の偉人地方自治開拓の慈

父にして文化開発の大恩人なり明治九年十一月内田家に生る年二十一厳父を喪い独力克く

父祖の業を継ぐ年三十にして衆望を担つて全国一の年少村長となる爾来多年一日の如く終

始渝らす悦意自治の為めに生き文化の為めに生涯を捧ぐ人悉く其の徳を仰ぎ其の恩惠によ

る常に百年の計を樹て千年の後を慮る翁の雄図は大正十年電灯の布設となり昭和七年井荻

水道の完成又同十年には拾ヶ年の苦節実つて全国唯一の大区画整理を完遂する等社會福祉

の為めの功績挙けて数うべからす又幾度か府政都政にも参与時に議長となって其の令名を

讃われ今尚全国農業委員会協議會長として活躍せらる昭和十九年二月宦其の功を賞して藍

綬褒章を賜う今や喜寿を祝するに方り円満玲瓏玉の如き翁の人格と徳望とは翁を敬慕する

人々により地を此処に卜し寿像を建て辞を刻して永遠に伝う千載不磨の名は日月と輝き天

地と倶に遣らん 東京都知事 安井誠一郎 

 なお、ウィキペディアによれば、安井誠一郎の略歴は次の通りである。 
安井 誠一郎（やすい せいいちろう、1891 年（明治 24 年）3 月 11 日 - 1962 年（昭和 37

年）1 月 19 日）は岡山県生まれ、東大法学部卒業。日本の内務・厚生官僚、政治家。 東

京都長官（第 6・8 代）、東京都知事（初・2・3 代、1947.5.3-1959.4.18）、衆議院議員

（1 期）を歴任した。 

内田翁は東京都では有名人であるので、翁の紹介記事は多い。その幾つかを以下

に示す。 

①３）のサイト/l：荻窪の歴史の夜明け、土地区画整理の功労者。 

地域開発の功労者として、内田秀五郎氏の業績が浮かび上がってきます。内田氏は 21 年

間、村長、町長などを歴任し、人々の生活に道路整備が必要だと考えたわけです。 

②４）のサイト/m：西荻の父。 
善福寺公園上池のほとり、こんもりとした森の中に、一体の銅像が緑青に染まって威厳

ある姿を見せています。それが内田秀五郎さん。明治の末から大正、昭和初期に、井荻村

の村長をしていた人物です。彼こそが先見性にあふれた、西荻の父。私欲を棄てて地域の

ために尽力を惜しまなかった名村長として、遺徳を慕う人々の手により銅像が建立された

のです。彼は、善福寺の風致地区指定にあたっても積極的に活動し、また地域の有力者の

協力を得て風致協会を設立、自ら会長となって協会の活動にも関わりました。 

内田秀五郎さんは、1907（明治 40）年、29 歳の若さで井荻村の村長に就任しました。

当時の村長は住民の直接選挙ではなく村会議員による選出。内田村長の卓越した手腕に寄

せる期待は、村会議員の衆望一致したものだったのでしょう。彼はその期待を上回る活躍

をし、西荻一帯の今日を築きあげた、と言って過言はありません。 

戦後、内田元町長は、東京都議会議長、東京農業会長、東京新宿青果株式会社社長など

を歴任。また善福寺公園の都立公園化にも尽力。これは私有地の提供を前提にするもので

したから、地主さんたちの反対は当然ありました。けれども、なにしろ地元に絶大な貢献

があった内田元村長からの提案ですので、案外とスムーズに話が進んだようです。まさに

偉大な行政家。先見の明とリーダーシップ、困難に打ち勝つ精神力と人望を集めるカリス

マ性。こういう人こそ、銅像になるにふさわしい人物であったと言えるでしょう。銅像は

1953（昭和 28）年に建立されました。 

③５）のサイト/l：内田秀五郎氏の略歴 

1876 年 誕生 

1907 年 井荻村長 井荻信用購買組合（東邦信用金庫。現西武信用金庫）設立 

1921 年 電灯の敷設 

http://amanuma8.com/amanumashowakai-old-site/ogikubo_h.html
http://http//%EF%BC%94%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.kariginu.jp/chu-7.htm
http://www.shiro1000.jp/tau-history/strike/uchida/uchida.html
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1922 年 中央本線荻窪駅～吉祥寺駅間の西荻窪駅誘致 7 月 15 日 

1932 年 井荻水道の完成 

1935 年 区画整理の完了帝国美術学校父兄会 内田府議に調停を要求 

1944 年 藍綬褒章 

1953年 内田秀五郎胸像 

④６）のサイト/l：井荻村（井荻町）の偉人、内田秀五郎氏 

1975 年 99 歳で死亡。「内田秀五郎伝」と題する本が 1952 年に発行。 

⑤ウィキペディ（井荻町）： 

1907 年（明治 40 年）に井荻村長に就任した内田秀五郎は、井荻信用購買組合（後の東邦

信用金庫。現西武信用金庫）設立による農業資金・資材供給の安定化、中央本線荻窪駅～

吉祥寺駅間の新駅誘致（西荻窪駅として開業）、村内の大規模な区画整理などを実行し、

名村長とうたわれることとなった。特に区画整理については、関東大震災後、荻窪駅、西

荻窪駅周辺の宅地化が急速に進みつつあったことから、多数の反対者を説得の上実施。

1933 年（昭和 8 年）には総面積 888 ヘクタールに及ぶ区画整理が完成した。 

 本像の制作者に関しては、ネット記事が全くない。探索当日、私は本像の周辺を

探索したが、制作者に関する情報は容易には発見出来なかった。そこで、本像の枠

内に立ち入り、本像の背面や足元を調査した。その結果、本像の足元に制作者のサ

インがあることを見つけた。その写真を図４に示す。 

 本サインには「昭和二十八年孟春 貞弘作」と明確に彫られていた。しかし、ネ

ット上には「貞弘」なる彫刻家の記事はなかった。 

 

 
図４．内田像の足元に彫られた制作者のサイン 
 

http://sas2005.eco.coocan.jp/30_uch/uch.html
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 以上の資料などより、内田像の概要は次の通りである。 

 

内田秀五郎（杉並区） 

設置場所：杉並区善福寺 3-9-1 善福寺公園 上池の畔 

設置時期：1953 年 6 月建立 

設置者：内田秀五郎翁 銅像建設協賛會 

制作者：「貞弘作」とのサインあり（貞弘の経歴は不明） 

設置経緯：内田秀五郎翁（1876-1975）は、1907 年に 30 歳で井荻村長に就任（全国で最年

少首長）、井荻信用購買組合（後の東邦信用金庫、現西武信用金庫）設立による農業資

金・資材供給の安定化、中央本線荻窪駅～吉祥寺駅間の新駅誘致（西荻窪駅として開業）、

村内の大規模な区画整理などを実行し、名村長とうたわれることとなった。特に区画整理

については、関東大震災後、荻窪駅、西荻窪駅周辺の宅地化が急速に進みつつあったこと

から、多数の反対者を説得の上実施。1933 年には総面積 888 ヘクタールに及ぶ区画整理が

完成した。 

 

（３）杉並区善福寺公園の紹介 

 善福寺公園には「上の池」と「下の池」の二つの池があるが、「上の池」の写真

を図５に示す。 

 

 

図５．善福寺公園の「上の池」 
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善福寺公園に掲示されている本園の説明板を図６に示す。ウィキペディアによる

善福寺公園の概要を以下に示す。 

善福寺池を中心に、遊具・遊歩道が整備され、市民の憩いの場となっている。また、善福

寺池は善福寺川の水源にもなっている他、東京都水道局杉並浄水所の水源になっている

（23 区内の東京都水道局管轄の水道で、井戸を水源としているのはここだけ）。北と南に

2 つの池がある。池を中心に、憩いの場として整備され、公園としては 1961 年 6 月 16 日

に開園。井の頭池（井の頭恩賜公園）・三宝寺池（石神井公園）と並び武蔵野三大湧水池

として知られている。

 

図６．善福寺公園の説明板 

 

 本稿では、紙面の都合で、水源と市杵嶋神社（いちきしまじんじゃ）を紹介する。

水源は「遅の井（おそのい）」と呼ばれ、その由来は次の通りである。 

ウィキペディア：1189 年(文治 5 年)に源頼朝が奥州合戦の途時この地に宿陣し、飲水を求

めて弓筈で各所に穴をあけたが水の出が遅く、弁財天に祈り、やっと水を得たという故事

が、当地の旧名「遅の井（おそのい）」の由来である。 

 次ページの図７上に、「遅の井」の写真を示す。この故事により、建久 8年

（1197 年）に江ノ島弁財天を勧請したのが市杵嶋神社の始まりである。 

ウィキペディア：寛永年間（1624 年 - 1644 年）には、それまで祀られていた右手奥の島

から現在地へ移されたといわれている。かつては旱魃の折には、近隣の練馬（現・練馬区、

板橋区付近）や中野（現・中野区付近）などの村からも雨乞い祈願に訪れたと言われてい

る。 また、かつて社殿へ向かう太鼓橋が架けられていたが、橋は井草八幡宮の境内に移

設されている。                 （本文は、10 ページに続く。） 
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図７．上：「遅の井」の脇口、下：市杵嶋神社 
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 図７下に、市杵嶋神社の写真を示す。本社は当地では未だに厚く信奉されている

ようで、本社に手を合わす人が絶えない。それ故、当社の護符「幸守」は人気があ

るらしい。その案内板を図８に示す。 

 

 

図８．護符「幸守」の案内板 
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