
[川崎大師平間寺その他伽藍]見学レポート
左から本堂、金剛閣、総受付

資料　1 金剛閣



資料　2 奥から信徒会館、不動堂、稲荷堂、中書院



資料 3 　　　　　　　　西解脱門



資料　4 正面が総受付、右手は御水屋



資料　5 　　　　　　　　　総受付



資料　6 　　　　　　　　　納札殿

昭和52.06（1977）～52.11に助手の松浦弘二が意匠設計共、Ｓ造（一部木造）で建立した。構造設計・施工はともに大林組であった。しかしその後
境内再整備に伴い、解体され、現在は別の場所に平成13年（2001）新たに納札殿が建立されている。



資料　7 　　　　　　　　　不動堂



資料　8 　　　　　　　　　不動堂



資料　9 　　　　　　　　　不動堂



資料　10 　　　　　　　　　不動堂



資料　11 　　　　　　　　　不動堂



資料　12 浮御堂と降魔釈迦 資料　13 浮御堂と降魔釈迦



資料　14 　　　　　浮御堂 資料　15 浮御堂



資料　16 　　　　　　浮御堂



資料　17 浮御堂、遠方は大本坊



資料　18 浮御堂、左は降魔釈迦（台座新設）



資料　19 奉賛会事務局

昭和38.10（1963）～39.05に助手の松浦弘二が意匠設計共、木造で建立した。構造設計は松浦弘二、施工は大林組であった。しかしその後
境内再整備に伴い、解体された。



資料　20 　　　　　本堂境内



資料　21 本堂献香屋、右手は経蔵



資料　22 　　　　　本堂献香屋



資料　23 　　　　　本堂献香屋



資料　24 　　　　　　本堂御水屋



金剛閣
　　　　　正面が金剛閣





年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和54 1979 川崎大師 金剛閣 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和54～57.11 松浦弘二 松本構造設計 大林組 ＳＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



奥から信徒会館、不動堂、稲荷堂、中書院



不動堂
不動堂















年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和38.06 1963 川崎大師 不動堂 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和38.06～43.05 松浦弘二 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



稲荷堂
稲荷堂

鳥居は明神鳥居形式である







中書院
中書院

大岡實建築研究所では監理のみ行なった。







西解脱門
西解脱門











年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和60 1985 川崎大師 裏門（解脱門） 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和60 松浦弘二 松本構造設計 大林組 ＳＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



総受付
総受付









年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和59 1984 川崎大師 総受付 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和59～62 松浦弘二・隆松本構造設計 大林組 ＳＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



御水屋
御水屋







年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和38.06 1963 川崎大師 御水屋 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和38.06～43.05 松浦弘二 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



納札殿
納札殿



年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

平成13.06 2001 川崎大師 納札殿 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 平成13.08～14.12 松浦弘二・隆 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



浮御堂
浮御堂





右手遠方に降魔釈迦像が見える。その台座は昭和52年に大岡實建築研究所にて設計され新設された。（みかげ石の組積式）



年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和53 1978 川崎大師 浮御堂 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和53～53.11 松浦弘二 大林組 大林組 Ｓ、ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



献香屋
献香屋







年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和38.06 1963 川崎大師 献香屋 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和38.06～43.05 松浦弘二 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



経蔵
経蔵





年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

平成13.06 2001 川崎大師 経蔵 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 平成13.08～15.12 松浦弘二・隆 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



大本坊
大本坊

唯一戦災で骨組だけが残った大本坊（久留弘文氏と小野薫氏による設計で昭和9年に完成している）を改修して一時、本堂として
活用していた。昭和56年に本坊内を一部浄光殿に大改造した。その後、平成3年に屋根の銅板葺き替えおよび外部改修を行なっている



























年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

平成03 1991 川崎大師 大本坊改修 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 平成03～04 松浦弘二 既存建物 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



おみくじ・おふだ授所
おみくじ・おふだ授所





年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

平成02 1990 川崎大師 おふだ授所 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 平成02 松浦弘二 大林組 大林組 Ｓ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



不動門
不動門

昭和50年に移築に伴い外装屋根の改修を大岡實建築研究所の手で行なっている。付属の透塀も新設した。

















年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和50.04 1975 川崎大師 不動門改修 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和50.04～51.12 松浦弘二 松浦弘二 大林組 木造
（意匠設計共）

工事名 所在地



聖徳太子堂
　　　　　聖徳太子堂





鐘楼堂
　　　　　　　鐘楼堂

昭和50年に屋根の改修と玉垣の新設を行なった。





年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和50.04 1975 川崎大師 鐘楼改修 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和50.04～51.12 松浦弘二 松浦弘二 大林組 木造
（意匠設計共）

工事名 所在地



至真門
至真門





年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和54.08 1979 川崎大師 至真門 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和54.08～54.12 松浦弘二 大林組 大林組 ＲＣ造
（アドバイスのみ）

工事名 所在地



清浄光院
　　　　　清浄光院



















年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

平成07 1995 川崎大師 清浄光院 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 平成07～08 松浦弘二・隆 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



三宝殿
　　　　　　三宝殿







年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和42.12 1987 川崎大師 三宝殿 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和42.12～43.10 松浦弘二 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



西廻廊（長庚廊）







年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和47.10 1972 川崎大師 付属家、廻廊 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和47.10～48.11 松浦弘二 松本構造設計 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



北廻廊











年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

昭和58.03 1983 川崎大師 北廻廊増築 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 昭和58.03～58.12 松浦弘二 松本構造設計 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



境内便所
　　　　　　境内便所

トイレであってもこの程度のデザイン的配慮はしたい



年月 西暦 工事期間 助手 構造設計 施工 構造種別

平成05 1993 川崎大師 信徒用便所 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 平成05 松浦弘二 大林組 大林組 ＲＣ造
（意匠設計共）

工事名 所在地



アプローチ
アプローチ







遠方に大山門が見える





築地塀
築地塀

















歴代の貫首が眠る（左手は隆天前貫首のお墓）







ホームページ

http://www.geocities.jp/flow_and_stock/jisya-kanto/kawasakitaisi.html

http://www.geocities.jp/flow_and_stock/jisya-kanto/kawasakitaisi.html

