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第 213 回 川口市の小原富蔵像と伊奈忠治像 

筆者：林 久治（記載：2022 年 12 月 26 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。昨年の末には感染者数が激減し、「これで流行は終息か？」と期待

していた。所が、本年になって第 6波が到来してしまった。2月 3日には、日本全

国の新規感染者数は、過去最高の 104,334名に達した。しかし、これをピークとし

て新規感染者数は徐々に減少して、6月 23日には 16,670名にまで減少した。 

私は第４回目の予防接種を 7月 8日に受けることが出来た。そこで、私は 7月 16

日からの連休後に大阪に行って、孫達と遊ぶことを計画した。しかし、6月末から

第 7波が到来して、新規感染者数が急激に増加し始めたので、残念ながら私は大阪

行きを中止した次第である。その間、新規感染者数は急激に増加し、8月 3日には

過去最高の 249,789名にまで達した。これは、当日の世界最高値であった。 

東京地方の猛暑は例年以上で、7月初旬から最高気温は連日 35℃以上であった。

従って、第 7波と猛暑のため、私は銅像探索をしばらく自粛していた。しかし、8

月 4日から 6日までは大変涼しくなったので、6日には東京でも銅像探索を再開し

た。９月初旬、私共は大阪に滞在し、近畿の銅像を探索した。東京に帰ってから

も、運動を兼ねて銅像探索を続けている。私の銅像探索記の全ては、２）のサイト

/fから閲覧出来ます。 

私が色々な HPを見ていると、川口市の小原歯車工業の玄関ホールに小原富蔵像が

あることに気付いた（３）のサイト/l）。本像は１）のサイト/に収録されていない

ので、本年の冬が本格化した 12月 20日（練馬で最低気温-1.6℃）に本像を探索す

ることとした。また、そのついでに、川口神社にある小池幸三郎像も探索すること

とした。 

私は小池像の疑問点を調査するために、12月 25日に川口駅東口前にある川口市

立中央図書館に行った。図書館は川口キュポ・ラのビル内にあるので、本ビルの１

階にある伊奈忠治像も探索した。小池像と伊奈像は１）のサイト/に収録されている

が、基本情報が不足しているので探索した次第である。本稿は、小原像と伊奈像の

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
https://www.khkgears.co.jp/about_khk/recruit/virtualkenngaku/index.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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探索記である。本稿では私の意見などを青文字で、資料の内容などを緑文字で記載

する。なお、小池像と川口神社の探索記は、次回の記事に書く予定である。 

 

（２）川口市の小原富蔵像 

 図１に、川口駅から小原歯車工業（図１上の③、川口市仲町 13-17）への道順を

示す。川口駅西口（図１上の①）から西行し、飯仲小学校前（図１上の②）の道路

を北行すると、徒歩約 15分で到着した。 

 

 

図１．上：川口駅から小原歯車工業への道順、本図は、４）のサイト/より借用。

①：川口駅西口、②：飯仲小学校、③：小原歯車工業、④：川口キュポ・ラの入

口。下：小原歯車工業（略称は KHK）のビル。 

② 

③ 

① 

本ビルの玄関 

④ 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M26040/11203/21130079568/
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図１下に、飯仲小学校先（図１上の②）の道路から見える小原歯車工業（略称は

KHK）のビルを示す。KHKビルの玄関（図１下の矢印の場所）を入ると、小じんまり

としたホールがあった。その写真を図２上左に示す。そこには１基の胸像が設置さ

れていた。図２上右に示す題字には「小原富蔵之像」とあった。 

  

  

図２．上左：玄関ホール、上右：胸像の題字、下左：小原富蔵像、下右：本像背面

のサイン。 

 

加藤昭男先生の直筆のサイン 
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図２下左に、小原富蔵像を示す。図２下右には、本像背面の制作者のサインを示

す。私はこのサインを読めなかったので、１）のサイト/の「銅像情報共有掲示板」

に、「解読出来る方に情報を求めます」と投稿した。すると、早速、探偵団仲間の

「ワインカラーさん」から次のようなご教示をいただいた。 

私には〃Akio Kita〃と読めます。色々と検索しましたが、キタ・アキオという名前の彫刻

家は見つかりませんでした。 

 私はそれなら「Akio Kato」かも知れないと思い、検索してみると、加藤昭男とい

う彫刻家にヒットした。ウィキペディアには次のように書かれていた。 

加藤昭男（かとう あきお、1927 年 6 月 16 日- 2015 年 4 月 30 日）は、愛知県瀬戸市出身

の日本の彫刻家、武蔵野美術大学名誉教授、新制作協会会員、旭日小綬章受章。 

さらに、５）のサイト/3には加藤先生の直筆のサインがあった。それを、図２下

右の赤枠中に示す。本サインは、本像のサインと一致していた。 

 本像台座側面には、碑文が貼付されていた。その写真を図３に示す。本碑文で、

本像の設置経緯が理解できた。ウィキペディアには小原歯車工業の記載はあった

が、小原富蔵氏の経歴はなかった。なお、６）のサイト/lには「小原富蔵・ふでの

思いで」と題する文書が収録されていた（本稿最後の図７に、本文書を示す）。ま

た、7）のサイト/oには「創業者 小原富蔵・ふでの思い出」と題する約 2時間 22

分の動画がある。 

 

 

図３．本像台座背面の碑文 

https://douzou.guidebook.jp/
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j718031883
https://www.khkgears.co.jp/tw/about_khk/history/history_6/history_photos6.html
https://www.youtube.com/watch?v=R2jifiDBYfo
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以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

小原富蔵胸像 

設置場所：埼玉県川口市仲町 13-17 小原歯車工業本社１階ロビ－ 

制作者：加藤 昭男（1927 年 6 月 16 日 - 2015 年 4 月 30 日） 

設置日：2005 年 4 月 創業 70 周年記念、本社工場落成記念 

寄贈者：事業継承した三人兄弟（信治、誠治、昭治） 

設置経緯：小原富蔵（1906.10.4-1966.7.14）氏は東京市下谷の生まれ。1933 年 5 月 26

日、所沢市中富生まれの落合ふで（1906.5.14-1976.10.17）さんと結婚。1935 年 1 月 11

日、小原歯車工所を創業。川口市議会議員に３回当選（1954 年、1955 年、1959 年）。台座

側面に以下の碑文あり。 

創業者 小原富蔵 

小原富蔵は、1906 年 10 月（明治 39 年）生れ、1935 年（昭和 10 年）妻 ふでと共に川口

市錦町にて小原歯車工所を創業しました。当時は、徒弟制度の時代で、親方 おかみさん

と呼ばれ、職工さんと一緒に、油と埃にまみれて、歯車製作に努め、第二次世界大戦以後

も、歯車一筋、合理化の意欲に燃え、損益の分岐点、計数管理を、経営にとり入れ、小原

歯車工業株式会社の基盤を築き上げました。事業継承した、三人兄弟（信治、誠治、昭

治）は、2005 年 4 月（平成 17 年）本社工場落成を記念して、ここに創業者胸像を寄贈しま

した。 

 

（３）川口キュポ・ラの伊奈忠治像 

 私は 12月 25日に川口駅東口前にある川口キュポ・ラのビル（図１上の④）に行

った。本ビルの写真を図４に示す。 

 

図４．川口駅東口前にある川口キュポ・ラのビル、８）のサイト/lより借用。 

https://www.jpr-reit.co.jp/portfolio/detail/82.html
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 ウィキペディアには、本商業施設の概要が次のように書かれている。 

キュポ・ラ（Cupola）は、埼玉県川口市川口一丁目 1-1 に所在する再開発ビル。川口市

立中央図書館などの公共施設やショッピングセンター[1]が入居する複合商業施設である。

川口キュポ・ラとも。2006 年 4 月開業。川口駅東口駅前事業により建設された。名称「キ

ュポ・ラ」は、川口市がかつて鋳物の町として栄え「キューポラのある街」と呼ばれたこ

とから。駅東口に再開発によって整備された公共広場には「キュポ・ラ広場」の愛称が付

された。 

館内には、川口市の公共施設として川口駅前行政センター（4 階）、川口市立中央図書館

（5 階・6 階）、川口市メディアセブン（7 階）などが入居する。ショッピングセンター

「エムズタウン 川口キュポ・ラ」内には、核店舗として食品スーパーのマルエツが 1 階に

出店するほか、無印良品（2 階）、文教堂書店（3 階）などの店舗がある。マルエツ川口キ

ュポ・ラ店は 2006 年 4 月 20 日に開店した。ショッピングセンターはマルエツの関連会社

である株式会社マルエツ開発が運営する。隣接地にはタワーマンション「オーベルタワー

川口コラージュ」が建つ。 

 

図５．川口キュポ・ラの１階にある伊奈忠治像 

 

 川口駅東口から川口キュポ・ラのビル１階に入ると、図書館に行くエレベーター

ホールに、小ぶりな立像があった。その写真を図５に示す。本像の近接写真を、次

ページの図６上左に示す。本像台座正面には碑文があった。その写真を図６上右に

示す。また、本像の土台には制作者の氏名があった。それを図６下に示す。それに

は「石膏 井野公三 鋳造 竹脇栄九郎」と書かれていた。本像周辺には、これら

以外の説明は無かった。（本文は、８ページに続く。） 
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図６．上左：伊奈忠治公立像、上右：本像台座正面の碑文、下：本像土台の制作者

の氏名。 
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 ウィキペディアには、伊奈忠治の略歴や業績が書かれている。「井野公三」のネ

ット記事はなかった。「竹脇栄九郎」のネット記事には、次の記載があった。 

竹脇栄九郎：埼玉県川口市東領家 2-30-1、業態は鉄素形材製造業、金属加工。 

以上の資料などにより、伊奈像の概要は次の通りである。 

伊奈忠治公立像 

設置場所：埼玉県川口市川口 1-1-1 川口キュポ・ラ１階ロビ－ 

石膏制作：井野公三  

鋳造：竹脇栄九郎（埼玉県川口市東領家 2-30-1） 

設置日：不明 

設置経緯：本像台座には、以下の碑文がある。 

伊奈半次郎忠治公 文禄元年（1592）－正応二年（1653） 

江戸時代前期の関東代官頭（後の関東郡代）。 

寛永六年（1629）、武蔵国北足立郡赤山（現・川口市）に陣屋を築き、ここを拠点として

見沼溜井（見沼田圃の前身）の造成や利根川と荒川の河川改修事業を実施し、水害を防止

するとともに、新田の開発を推進しました。江戸時代を代表するこの治水・利水事業によ

り、武蔵国東部低地帯の開墾が可能となりました。彼は新田開発にも力を入れ、次第に広

大な荒野は、実り豊かな穀倉地帯へと変貌したのです。 

忠治公は、現代に続く地域発展の礎を築いた郷土の偉人と言えるでしょう。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 
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https://www.khkgears.co.jp/about_khk/recruit/virtualkenngaku/index.html 

４）のサイト：https://www.mapion.co.jp/phonebook/M26040/11203/21130079568/ 

５）のサイト：https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j718031883 

６）のサイト：

https://www.khkgears.co.jp/tw/about_khk/history/history_6/history_photos6.h

tml 

７）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=R2jifiDBYfo 

８）のサイト：https://www.jpr-reit.co.jp/portfolio/detail/82.html 

９）のサイト：  

竹脇栄九郎 - 埼玉県 川口市 - 048-223-2939 - お出かけタウン情報 (gekinavi.net) 

 

 

次のページの図７に、「小原富蔵・ふでの思いで」と題する文書を収録しました。 
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図７．「小原富蔵・ふでの思いで」と題する文書、本図は、６）のサイト/lより借

用。 

https://www.khkgears.co.jp/tw/about_khk/history/history_6/history_photos6.html

