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第 78 回 岩手県奥州市の後藤新平と正力松太郎の銅像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年２月３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、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は主として近畿地方や東京で銅像探索を行っている。昨年末の記事は、以下の

通りである。近畿地方：70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事

/f。東京：74 回の記事/f。私の銅像探索の目的は、日本文化と日本人の人生を実地

に学ぶことと、運動不足の解消である。 
本年の１月 11 日は久しぶりに好天であったので、私は都心へ銅像探索に出かけた。

75 回の記事/fでは東京・講道館の正力像の探索記を、76 回の記事/fでは上野・寛永

寺の了翁像の探索記を、および77 回の記事/fでは了翁僧都道行碑記の解説を記載し

た。75 回の記事/fで、私は次のように記載した。「私の調査では、正力松太郎氏の

銅像は日本に６カ所７体あるが、日本銅像探偵団サイトの「日本の銅像ギャラリ

ー」欄に収録されているのは、その内わずかに１体に過ぎない。」 

正力像の所在を以下に示す。 
岩手県奥州市・後藤伯記念公民館（×）東京都中央区・読売新聞本社（×）、東京都文京

区・講道館（75 回の記事/fで紹介：×）、東京都文京区・東京ドーム（×）、富山県射水

市・正力小林記念館に２体（×、×）、富山県高岡市・読売会館（○）。なお、（○）は

日本銅像探偵団サイトに収録されている銅像で、（×）はされていない銅像である。 

 幸いなことに、私の中学・高校の同窓生の一人である佐藤弘一君が長らく水沢

（旧・水沢市、現・奥州市水沢地区）に住んでいる。そこで、私は佐藤君に「後藤

伯記念公民館の正力像と後藤新平像、旧緯度研究所の木村栄像、および奥州市横町

の佐々木佐五平像の撮影」を依頼した。これらの銅像は日本銅像探偵団サイトの

「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されていない。早速、佐藤君からこれらの写真

が送られて来たので、本稿では正力像と後藤像を紹介する。木村栄像と佐々木佐五

平像は、次回に紹介する。なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私

（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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（２）奥州市の概要 
 奥州市の HP（２）のサイト/l）によれば、「奥州市は、水沢市、江刺市、前沢町、

胆沢町、衣川村の 5 市町村が合併し、2006 年 2 月 20 日に誕生しました（図１上を参照）。

奥州市の 2015 年の人口は、119，422 人で、岩手県全体の 9.33％を占め、県内では盛岡市、

一関市についで第 3 位の人口規模となります」だそうである。 

 
 
３）のサイト/lによれば、「水沢は偉人の町」だそうである。図１下には、水沢地

区の旧跡や記念館を示す。（水沢には、本図以外にも、記念館や旧跡が多い。）

３）のサイト/lは水沢の名所紹介が優れており、本サイトによれば「江戸時代後期の

蘭学者 高野長英（1804-1850）、その甥の子で後に東京市長となる後藤新平（1857-1929）、

そして後藤新平の１つ年下で第 30 代内閣総理大臣となった斎藤實（1858-1936）など、水

沢は幕末維新には幾人もの偉人を輩出した魅力的な町である」そうである。 

 上記以外にも、後藤新平の甥・椎名悦三郎（1898-1979）や、小沢一郎の父・小沢 
佐重喜（1989-1968）は水沢出身である。ウィキペディアによれば、水沢には次のよ

うな記念館がある。①高野長英記念館、②後藤伯記念公民館（日本初の公民館）、③後藤

新平記念館、④斎藤実記念館、⑤木村栄記念館、⑥菊田一夫記念館。本稿と次回の記事で

は、これらの記念館も紹介する。 

 

図１．上：奥州市の構成。本図は、

２）のサイト/lより借用。なお、旧市

町村は、ｘｘ区と呼ばれていたが、本

年から区呼称を廃止した。 
下：偉人の町・水沢の地図。本図は、

３）のサイト/lより借用。水沢には、

本図以外にも、記念館や旧跡が多い。 

https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/2823.html
http://http//%EF%BC%93%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.geocities.jp/sennbonnzakura/60-17.html
http://http//%EF%BC%93%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.geocities.jp/sennbonnzakura/60-17.html
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/2823.html
http://http//%EF%BC%93%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.geocities.jp/sennbonnzakura/60-17.html
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（３）後藤伯記念公民館の正力松太郎像と後藤新平像 

 私は75 回の記事/fで、後藤伯記念公民館に正力松太郎の胸像があることを記載した。

同時に、私は後藤伯記念公民館に後藤新平の胸像があることに気付いた。これらの

銅像は、日本銅像探偵団サイトには未だ収録されていない。そこで、私は水沢在住

の佐藤君に、これらの銅像を撮影することを依頼した。図２下左に正力像を、図２

右に後藤像を示す。 

 

  

 

４）のサイト/lは、後藤新平の業績や銅像を詳しく紹介している。本サイトによれ

ば、図２上において、左は後藤新平伯像で、右：は正力松太郎先生像、中央は後藤新平自

治三訓の碑である。後藤像は、皇紀 2589 年４月３日に東京聯合少年團が贈ったもので、倉

林正雪と津田眞瑞の合作である。（皇紀 2589 年は西暦 1929 年で昭和４年である。なお、

後藤は 1922 年に、初の全国組織「少年団日本連盟」を結成して、初代の総裁に就任してい

る。）三訓の碑には「人のお世話にならぬよう 人のお世話をするよう そしてむくいを

もとめぬよう」と刻まれている。 

 当館の正力松太郎（1885-1969）の胸像は、私が75 回の記事/fで紹介した講道館の

正力像と同じである。75 回の記事/fで、私は正力の経歴を紹介したので、本稿では省

略する。正力が当館を設立した経緯は、「記念公民館」の碑に次のように刻まれて

いる（４）のサイト/lより）。 

図２．上：後藤伯記念公民館の正力像と後藤像、 

本図は、４）のサイト/lより借用。 

下左：正力松太郎の胸像、下右：後藤新平の胸像。 

両像ともに、佐藤弘一君の撮影である。 

http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
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本記念公民館は故後藤新平伯爵の生前其知遇を受けたる讀賣新聞社長正力松太郎君が故伯

の忠誠豪邁なる人格を永く地上に標置し以て薫化育英の源泉と為さんと欲し故伯の出身地

水澤町を選んで之を建設寄附したるものなり 昭和 16 年 11 月３日 水澤町 

 ４）のサイト/lは、正力が当館を設立した経緯を次の様に詳しく書いている。 

正力松太郎は、警視庁官房主事時代、内務大臣であった後藤新平を嫌って地方転出を希

望したときがあるが、当時の警視総監湯浅倉平から警務部長として警視庁に残るよう説得

され、大正 12 年 10 月 27 日警務部長に転じた。しかしながら、後藤新平は、正力を直接呼

びつけては政治上の用件をいいつけるなど自由に使った。正力は、最初は大嫌いだった新

平も直接使われてみると、その雄大な着想や計画に触れるに至り、次第に敬服するように

なった。そして、虎ノ門事件で免職となった正力に対し、新平から生活費の援助の申し出

を受けて感激した。この申し出は辞退したが、新平は自分が相馬事件で収監された時に、

母親が訓戒和歌集の歌を家人に読み聞かせて新平の苦労を共感した話しをし、その歌集を

正力に与えた。この日から正力は心から新平を信頼できる先輩と信服うるようになった。 

 その後、正力は読売新聞社を経営するため、その資金について新平に相談した。新平は

１、２分考えただけで、「新聞経営は難しいと聞いているから、失敗したらきれいに捨て

て未練は残すなよ。金は返す必要ないからな。」と言って１０万円を正力に貸した。この

とき、正力は、新平に親の愛を感じたと言われている。正力は、新平の死後になって、そ

の金は新平が住んでいた麻布の土地を担保に無理な借金をして作ったものであることがわ

かり、感激し、号泣した。そして、新平の郷里の水沢に公会堂を作ってほしいと、建設費

１５万円に維持費５万円を足して２０万円の金を当時の水沢町に寄附した。この施設は、

昭和 16 年 11 月に竣工し、その名称は、新平の甥の椎名悦三郎が「公民館」と名づけた。

これが公民館のという名称の日本第１号となり、公民館発祥の地と呼ばれるゆえんとなっ

ている。 

ここで、ウィキペディア「後藤 新平」から、後藤の略歴を以下に記載する。詳細

は、ウィキペディアをご覧下さい。 

後藤 新平（ごとう しんぺい、1857 年 7 月 24 日 - 1929 年 4 月 13 日）は、日本の医

師・官僚・政治家。位階勲等爵位は正二位勲一等伯爵。 台湾総督府民政長官。満鉄初代総

裁。逓信大臣、内務大臣、外務大臣。東京市第 7 代市長、ボーイスカウト日本連盟初代総

長。東京放送局（のちの日本放送協会）初代総裁。拓殖大学第 3 代学長を歴任した。 計画

の規模の大きさから「大風呂敷」とあだ名された、植民地経営者であり、都市計画家であ

る。台湾総督府民政長官、満鉄総裁を歴任し、日本の大陸進出を支え、鉄道院総裁として

国内の鉄道を整備した。関東大震災後に内務大臣兼帝都復興院総裁として東京の帝都復興

計画を立案した。 甥に政治家の椎名悦三郎、娘婿に政治家の鶴見祐輔、孫に社会学者の鶴

見和子、哲学者の鶴見俊輔、演出家の佐野碩、義孫に法学者の内山尚三、曾孫に歴史家の

鶴見太郎をもつ。  

 

（４）後藤新平記念館の後藤新平像と浜野彌四郎像 

 ５）のサイト/lによれば、「1978 年、後藤伯記念公民館の北東に隣接し、後藤新平記

念館が設置された」そうである。本記念館にも、後藤新平の胸像が２体と、後藤の色

彩人形が１体設置されているそうである。これらの像も、日本銅像探偵団サイトに

は未だ収録されていない。そこで、私は水沢在住の佐藤君に、これらの銅像を撮影

することを依頼した。次ページの図３に胸像の写真を示す。 

 

http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/bane2161/siinaetusaburou.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%82%A6%E4%B8%89%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E7%A5%90%E8%BC%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%92%8C%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%92%8C%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%B2%E5%AD%A6%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E4%BF%8A%E8%BC%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%94%E5%87%BA%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E9%87%8E%E7%A2%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%B1%B1%E5%B0%9A%E4%B8%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://yshisotricalplace.web.fc2.com/historical_place/shinpei_goto_kominkan/index.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図３．後藤新平記念館の後藤像 両像ともに、佐藤弘一君の撮影である。 
 

 図３左の胸像は、芝愛宕山の東京中央放送局（今のＮＨＫ）にある胸像と同じ。

後藤は初代放送局総裁であった。図３右の胸像は、許文龍（台湾・奇美実業董事

長）の製作で、後藤健蔵（後藤新平の孫）の寄贈である。４）のサイト/lは、許文

龍氏が本像を製作した理由を次の様に書いている。 

後藤新平先生は台湾総督府民政長官（在任 1898 年３月～1906 年 11 月）として施政にあ

たり、「生物学原則」の科学的方法で旧慣調査を行い、それに基づいて台湾の社会に適し

た法律を制定し法治の基礎を確立しました。爾来、極度に劣悪であった治安が「夜不閉

戸」夜戸締りが不必要なまでに回復したこともその一例です。又、上下水道を整備し衛生

環境の改善により住民の平均寿命は大幅に延び、教育を普及して民智を啓蒙し、水利・灌

漑・道路・鉄道・港湾・郵便・電信等、経済発展と工業化に必要な基礎をつくりました。 

私が後藤新平先生の胸像をつくったのは、その功績に感謝の念を表し、台湾の人達にも知

ってもらいたいためです。 

 加えて、この胸像を日本に寄贈するのは、日本の皆様に、台湾の近代化と今日の繁栄に

貢献した多くの先達、例えば殖産（特に製糖工業）に力を尽くした新渡戸稲造博士、蓬莱

米の父と言われた磯永吉博士、日月潭ダムをつくり、不毛の嘉南平野を潤した八田与一技

師、そのほか朝鮮で化学工業を興された野口遵、孫文の革命事業に生涯を捧げた宮崎滔天、

印度・ビルマ・東南アジア各地の独立を支援した人びとが海外に残された輝かしい業績の

過去に対する事実を思い起こし、戦後失われた民族としての誇りと自尊心を取り戻しても

らいたいからです。 1999 年２月吉日 許 文龍 誌す 

 私は、上記の文を読んで感動した。日本の植民地統治は、西洋列強の過酷な植民

地統治と比較すると、雲泥の差があった。この点を台湾の人達はよく理解している

が、朝鮮の人達は微塵も分かっていない現状である。 

http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/bane2161/nitobeinazou.htm
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後藤新平記念館には、後藤新平の蝋人形も展示されているようで、本像の撮影も

佐藤君に依頼した。本像の写真を図４左に示す。本像は、大変ユーモラスな感じで、

なぜ本像が本館に設置されたかは不明である。佐藤君は、私が依頼しなかった銅像

の写真も送って下さった。その写真を図４右に示す。本像は浜野弥四郎技師の胸像

である。 

  

図４．左：後藤新平記念館にある後藤新平の蝋人形、右：浜野弥四郎技師の胸像 

両像ともに、佐藤弘一君の撮影である。 

 

６）のサイト/mは、浜野弥四郎像について、次のように説明しているい。 

浜野弥四郎技師（1869-1932）は千葉縣佐倉人である。1897 年７月、帝国大学工科大学土

木工学科を卒業すると共に恩師バルトンに従い台湾に渡り、総督府に奉職した。爾来、

1919 年４月に辞職するまでの 23 年を通じ、都市の醫師として、同地の衛生施設の計畫と

建設に尽力した。就中、台南水道の策計は最も心血を注いだ事業で、十一星霜の歳月を経

http://www.geocities.jp/bane2161/hamanoyasirou.htm
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て完成された。ここに至って瘴癘の地は楽土と化し、台湾の近代化はその礎が築かれたの

である。台南が事業発祥の地である奇美文化基金会は、技師の偉業を称え、創業者許文龍

自らの手によって、創作された粘土原型から鋳造した銅像を贈呈し、併せて技師の偉業を

誌す。2008 年６月吉日 奇美文化基金会 
 私は、上記の文を読んでここでもいたく感動した。日本の植民地統治は、西洋列

強の過酷な植民地統治と異なり、現地の文明開化に大いに貢献したのである。この

点を台湾の人達はよく理解しているが、チョンの人達は認めたくないのである。 

 

（５）奥州市には後藤 新平の銅像がまだ沢山あります 

４）のサイト/lによれば、後藤 新平の銅像が２体水沢公園に、「後藤新平と少

年」の像水沢江刺駅・東口前も設置されている。これらは、日本銅像探偵団サイト

に収録されている。それらの銅像を、図５と次ページの図６に示す。 

  

図５．奥州市水沢公園の後藤 新平の全身像 本図は、４）のサイト/lより借用。 

 

 ４）のサイト/lによれば、図５左の像は次の様にして設立された。 

設立：昭和 53 年（1978 年）６月５日 岩手県水沢市 後藤新平顕彰記念事業会 

銅像寄贈者：読売新聞社、日本テレビ放送網株式会社 

台座寄贈者：株式会社富士銀行、安田生命保険相互会社、安田火災海上保険株式会社、中

央魚類株式会社 

原型制作：朝倉文夫（1883-1964） 

鋳造：岡宮正明 

原型：1930 年 10 月 12 日、大連星ヶ浦公園（現星海公園）に建てられた銅像 

４）のサイト/lによれば、図５右の像は次の様にして設立された。 

銅像は、大熊氏広の作により明治４４年（1911 年）に建立されたが太平洋戦争の際応召し、

その後昭和４６年（1971 年）４月 22 日東北３県（青森、岩手、秋田）ライオンズクラブ

年次大会３０２Ｅ－４地区の記念事業として、旧台座の上に日本ボーイスカウト初代総長

の姿の銅像が建立された。 

http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
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４）のサイト/lによれば、図６の像は次の様にして設立された。 

碑誌：この「後藤新平と少年」の銅像は、「羽黒山展望園構想」に伴い、1960 年年代に建

立されましたが、構想の頓挫により山中におかれたままの状態にありました。そこで、後

藤新平生誕 150 年の節目にあたる 2007（平成 19）年、有志が集い、広く浄財を募り、鉄

道院総裁として提唱した広軌鉄道が実現した東北新幹線水沢江刺駅前に移築したものです。 
長年の風雪により老朽化が進んでいた台座も、新しく、丈夫に、ここによみがえりました。 
医者として、政治家として優れた業績を遺した後藤新平は、ボーイスカウトの初代総裁と

して、子どもたちの未来が明るく誠意にみちたものになるよう願っておりました。この像

には、その慈しみの心が描かれています。わたしたちに自立の大切さを訴える「自治三

訣」を遺し、悔やむことのない精一杯の生き方とは何かを示した新平の思いが、未来永劫、

この地の精神的礎になるよう祈念いたしますとともに、ご賛同、ご厚志をいただきました

皆さまに、衷心より感謝申し上げます。 

 以上に記載したように、後藤新平の銅像は奥州市内に６体も設置されている。

４）のサイト/lは、その他の地に設置されている後藤像も紹介している。それらを

まとめると、次の通りなる。 

岩手県奥州市・後藤伯記念公民館（本稿で紹介：×）、岩手県奥州市・後藤新平記念館に

２体（本稿で紹介：×、×）、岩手県奥州市・水沢公園に２体（○、○）、岩手県奥州

市・水沢江刺駅前（○）、東京都港区愛宕・ＮＨＫ放送博物館内（○）、東京都文京区・

拓殖大学文京キャンパス正門（○）、東京都国分寺市・鉄道総合技術研究所（×）台湾台

北市・「児玉総督及び後藤民政長官記念博物館」（現・国立台湾博物館）に２体（×、

×）。なお、（○）は日本銅像探偵団サイトに収録されている銅像で、（×）はされてい

ない銅像である。 

 本稿により、奥州市の方々が後藤新平を大変敬愛し、自慢していることがよく分

かる。なお、貴重な時間を割いて、銅像の写真を撮影して下さった、佐藤弘一君に

感謝する。次回は、奥州市の木村栄像と佐々木佐五平像を紹介する予定である。 

 

参考資料 
１）のサイト：http://www.geocities.jp/douzouz/ 

図６．「後藤新平と少年」の像 
（岩手県奥州市・水沢江刺駅前） 

銅像製作者 小野寺玉峰 
台座設計     同 
施工 （株）小野忠石材店 
平成１９年１１月２４日 
後藤新平銅像移転推進会 

 

http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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２）のサイト：https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/2823.html 

３）のサイト：http://www.geocities.jp/sennbonnzakura/60-17.html 

４）のサイト：http://www.geocities.jp/bane2161/gotousinpei.html 

５）のサイト：

http://yshisotricalplace.web.fc2.com/historical_place/shinpei_goto_kominkan

/index.html 

６）のサイト：http://www.geocities.jp/bane2161/hamanoyasirou.htm 
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