
工事年度
昭和49年 浄音寺様 桃生町永井

50 凸版ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ様 桃生町中津山
51 龍沢寺様 仙台市緑ｹ丘
51 龍沢寺様 仙台市緑ｹ丘
51 法円寺様 富谷町西成田
52 泰心院様 仙台市南鍛冶町
53 浄音寺様 桃生町永井
53 浄音寺様 桃生町永井
54 東光寺様 仙台市岩切
54 金華山神社様 牡鹿町金華山
54 大通寺様 桃生町倉埣
55 東光寺様 仙台市岩切
55 東光寺様 仙台市岩切
55 東光寺様 仙台市岩切
55 大通寺様 桃生町倉埣
55 東雲寺様 石巻市蛇田
56 大通寺様 桃生町倉埣
56 東雲寺様 石巻市蛇田
56 東光寺様 仙台市岩切
56 功岳寺様 鳴瀬町小野
56 功岳寺様 鳴瀬町小野
56 佐々木家 豊里町本地
57 功岳寺様 鳴瀬町小野
57 功岳寺様 鳴瀬町小野
57 法山寺様 石巻市湊
57 建立寺様 河北町大森
58 高徳寺様 河北町特領
58 功岳寺様 鳴瀬町小野
58 音声寺様 津山町黄牛
58 大徳寺様 津山町横山
58 大徳寺様 津山町横山
59 天性寺様 三本木町坂元
59 真法寺様 石巻市真野
59 済興寺様 鳴瀬町上下堤
60 智福院様 名取市愛島
60 雲泉寺様 大衡村駒場
60 功岳寺様 鳴瀬町小野
60 浄音寺様 桃生町永井

昭和61年 東光寺様 仙台市岩切
61 東雲寺様 石巻市蛇田
61 雲泉寺様 大衡村駒場
61 西光寺様 涌谷町小里
61 西光寺様 涌谷町小里
61 不動院様 牡鹿町

 1



61 長照院様 古川市馬放
61 志津川八幡様 志津川町入谷
62 箟峯寺様 涌谷町篦岳
62 西昌寺様 色麻町一ﾉ関
62 林昌院様 桃生町神取
62 亀ｹ岡八幡宮様 河北町相野谷
62 妙円寺様 桃生町樫崎
62 梅林寺様 河北町中野
62 常因寺様 亘理町祝田
62 東光寺様 仙台市岩切
63 箟峯寺様 涌谷町篦岳
63 箟峯寺様 涌谷町篦岳
63 西昌寺様 色麻町一ﾉ関
63 西昌寺様 色麻町一ﾉ関
63 城泉院様 宮崎町米原
63 楊岐寺様 利府町八幡
63 箟峯寺様 涌谷町篦岳
63 箟峯寺様 涌谷町篦岳
63 東雲寺様 石巻市蛇田
63 楊岐寺様 利府町八幡

63 本山妙心寺様 京都花園妙心寺町

平成元年 渓水寺様 丸森町金山
元 常因寺様 亘理町祝田
元 耕田寺様 仙台市岩切
元 智光院様 大和町鶴巣
元 少林神社様 仙台市
2 東雲寺様 石巻市蛇田
3 東雲寺様 石巻市蛇田
3 須岐神社様 大衡村
3 大崎八幡神社 田尻町
3 雲泉寺様 大衡村駒場
3 東雲寺様 石巻市蛇田
3 清泰寺様 矢本町大塩
3 耕田寺様 仙台市岩切
3 常因寺様 亘理町祝田
3 桃泉寺様 丸森町
3 東雲寺様　　 石巻市蛇田　
3 智光院様 大和町鶴巣
4 名川寺様 柴田町槻木
4 須岐神社様 大衡村
4 雲泉寺様 大衡村駒場
4 渓水寺様 丸森町
5 光厳寺様 河北町
5 高泉寺様 古川市伏見
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5 当行寺様 亘理町
5 慈恩院様 石巻市不動町
5 清福寺様 鳴瀬町
5 弥勒寺様 色麻町
5 妙円寺様 桃生町樫崎
6 耕田寺様 仙台市岩切
6 浄音寺様 桃生町永井
6 楊岐寺様 利府町八幡
6 當行寺様 亘理町
6 慈恩院様 石巻市不動町
6 清福寺様 鳴瀬町
6 光厳寺様 河北町
6 城泉院様 宮崎町米原
6 西蔵寺様 北上町白浜
7 西蔵寺様 北上町白浜
7 浄音寺様 桃生町永井
7 光厳寺様 河北町
7 永福寺様 涌谷町
7 法円寺様 富谷町
7 西光寺様 涌谷町
7 鳳仙寺様 山元町
7 日吉神社様 松山町
8 真禅寺様 小牛田町
8 宮殿寺様 石巻市渡波
8 済興寺様 鳴瀬町　　　
8 東昌寺様 東和町
8 西円寺様 角田市尾山
8 法円寺様 富谷町
9 普門寺様 名取市上余田
9 長谷寺様 津山町横山
9 蓮蔵寺様 蔵王町
9 久昌寺様 山形県上山市
9 明石神社 富谷町
9 連蔵寺様 蔵王町　　　　
9 耕田寺様 仙台市岩切
9 瑞巌寺様 松島町

平成10年 龍泉院様 大和町吉岡
10 西福寺様 色麻町黒沢
10 広渕寺様 河南町広渕
10 保昌寺様　 蔵王町　
10 二の宮神社様 富谷町
10 五十鈴神社様 女川町
10 済興寺様 鳴瀬町
10 長泉寺様 北上町
10 龍泉院様 大和町吉岡　
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10 妙円寺様 桃生町樫崎
11 長光寺様 中田町石森
11 西光寺様 涌谷町小里
11 金泉寺様 山元町高瀬
11 円龍寺様 柴田町入間田　
11 楊岐寺様 利府町八幡
11 連蔵寺様 蔵王町宮
11 延命寺様 河北町大谷地
11 昌源寺様 大衡村駒場
12 鉤取寺様 仙台市太白区鈎取
12 照徳寺様 仙台市若林区岡田
12 桃泉寺様 丸森町耕野
12 西光寺様 涌谷町篦岳
13 鳳仙寺様 山元町小平
13 足利神社様 気仙沼市
13 西福寺様 色麻町黒沢
14 熊野神社 角田市小阪
14 冷松寺様 東和町米谷
14 永福寺様 涌谷町練丑
14 西福寺様 色麻町
14 明光院様 山元町
15 横山不動尊 津山町横山
15 龍泉院様 加美町（宮崎町）
15 法円寺様 富谷町西成田
15 保昌寺様 蔵王町平沢
15 広渕寺様 河南町広渕
15 広渕寺様 河南町広渕
16 佐々木様 矢本町大塩
16 楊岐寺様 利府町八幡
16 高橋勝太郎様 石巻市蛇田
16 鉤取寺様 仙台市太白区鈎取
17 鉤取寺様 仙台市太白区鈎取
18 八雲神社様 石巻市桃生町永井
18 城泉院様 加美町米泉
18 永福寺様 涌谷町練牛
19 徳寿院様 一関市花泉
19 常堅寺様 遠野市土淵町土淵
19 三谷寺様 蔵王町宮字町４２
19 洞林寺様 岩沼市志賀字八幡

平成20年 三谷寺様 蔵王町宮字町４２
20 見龍寺様内 涌谷町
20 洞林寺様 岩沼市志賀字八幡
20 常堅寺様 遠野市土淵町土淵
20 飯野山神社様 石巻市河北町
21 龍昌寺様 大崎市古川上椊
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21 三谷寺様 蔵王町宮字町４２
21 常堅寺様 遠野市土淵町土淵
21 富山熊野神社　　 松島町手樽
21 大仰寺様 松島町手樽
21 春日神社 角田市藤田
21 神明神社 富谷町
21 桑折寺様 福島県桑折町
21 花岳院様 岩出山町
21 洞林寺様 一迫町
21 延喜式飯野山神社 石巻市河北町
22 光厳寺様 河北町
22 三谷寺様 蔵王町宮字町４２
22 桃泉寺様 丸森町
22 長光寺様 中田町
22 妙蔵寺様 福島県桑折町
23 清福寺様 東松島市
23 蓮蔵寺様 蔵王町
23 永福寺様 涌谷町
23 西福寺様 加美町
23 光厳寺様 石巻市河北町
23 長光寺様 中田町
23 東雲寺様 石巻市蛇田町
23 高泉寺様 大崎市古川
23 大仰寺様 松島町手樽
23 広渕寺様 河南町広渕
23 福現寺様 栗原市高清水町
23 西光寺様 涌谷町小里
24 東雲寺様 石巻市蛇田町
24 鹿嶋神社様 石巻市桃生町
24 清泉寺様 気仙沼市本吉町
24 済興寺様 鳴瀬町
24 常堅寺様 遠野市土淵町土淵
25 長承寺様 登米市上沼大泉
25 大祥寺様 加美町下新田
25 妙蔵寺様 福島県桑折町
25 円通院様 大崎市三本木町
26 金剛院様 山形県米沢市
26 円通院様 大崎市三本木町
26 鹿嶋天足別神社様 富谷町大亀山
26 東雲寺様 石巻市蛇田町
26 清泉寺様 気仙沼市本吉町
27 香林寺様 加美町谷地森
27 建立寺様 石巻市大森
27 山津見神社様 福島県飯館村
27 円明院様 福島県南相馬市
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27 円明院様 福島県南相馬市
28 松吟寺様 茨城県常陸大宮市
28 円明院様 福島県南相馬市
28 円通院様 大崎市三本木町
28 刈田嶺神社 蔵王町宮
28 養性寺様 大崎市古川
28 新山神社 東松島市大塩
29 桜田山神社 栗原市栗駒
29 月夜見神社 石巻市桃生町

平成30年 円明院様 福島県南相馬市
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工　事　内　容
鐘楼堂新築工事
稲荷神社社殿一式
向拝復元
庫裡、玄関新築
本堂修復
本堂新築
庫裡改築
東司新築
本堂屋根替及び改修
宝物殿屋根替え
本堂屋根替え
内陣改築、須弥壇工事
山門新築
本堂廻廊新築
書斎、寺務室新築
袴腰鐘楼新築
物置新築
屋根修復
本尊様他仏像復元
本堂新築
庫裡、新築
稲荷神社新築
東司新築
開山堂改築
向拝屋根修復
開山堂紅梁彫刻、壁画制作
開山堂紅梁彫刻
内寮離室新築
本尊様、仏具復元
本尊様、復元
袴腰鐘楼復元
接賓、倉庫、その他
開山様御像復元
山門新築
山号額及び仏具製作
本堂新築
鐘楼新築
本堂増改築
鐘楼新築
本堂廻廊新築、改築
庫裡増改築
本堂屋根替え
本堂改築
不動堂新築
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本堂改築その他
拝殿、幣殿屋根改築
納経所増改築
本堂新築
山門屋根替え及び改築
拝殿、塗装工事
山門屋根替え
須弥壇製作、床張り替え
中央香台、施餓鬼壇製作
礼盤、その他仏具製作
本堂内部改築
本堂屋根改築
開山様像制作、仏像修復
墓地移設
庫裡新築
本堂新築
太郎杉蘇生対策工事
須弥壇改築
本堂向拝改築
庫裡新築、小書院改築
・書院、床の間地板
・花園天皇御日誌入れ欅製文箱製作納入 他
本堂新築
仏具製作
本堂新築、その他
本堂新築
本殿新築
護摩堂、大書院、　　佛間新築
須弥壇製作、内陣改築
拝殿、幣殿新増替工事
社殿一式新築造営
書院新築
四脚山門及築地幣新築
鐘楼新築
大庫院新築
不老閣新築
大庫院新築
十王堂新築
鐘楼新築
庫院新築
社務所兼住居新築
接賓、寺務室新築
離室「渓顕閣」新築
本堂新築
本堂新築
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庫裡増改築
山門新築
本堂、開山堂新築
本堂、開山堂新築
鐘楼新築
山門、納骨堂、塀新築
庫裡増築
庫裡増改築
庫裡増改築
塀、参道石貼り工事
山門建立、及び塀工事
鐘楼付楼門新築
山門、本堂増築
本堂新築
庫裡新築
山門、塀新築
庫裡増築
大冠木門、塀新築工事
本堂新築
本堂向拝新築
鐘楼新築
拝殿、幣殿、本殿新築
本堂修復
庫裡改築
本堂向拝、山門改築、築地塀新築
山門新築
本堂新築
山門新築
本堂改築
本堂屋根改修
本堂新築
山門新築
社殿新築
庫裡増改築、車庫、その他
本堂裏門新設
外置提灯掛一対他
庫裡改築、渡り廊下新設
本堂、開山堂、須弥壇、塀、新築
大仁王門欅造一式新築
本堂向拝新築　母屋口、中央香台
拝殿、幣殿本殿一式
社殿、向拝、高欄彫刻
本堂改築、仏具他
鐘楼付山門建立
本堂、開山堂新築、その他の工事
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本堂改築、大書院新築
本堂、会館新築
墓地造成
本堂新築
鐘楼新築
鐘楼新築
水屋一式工事
本堂改築、開山堂新築
鐘楼新築
本堂新築
鐘楼新築
本堂新築
指定文化財薬医門修復工事
本堂、開山堂新築
本殿新築工事
塀、記念碑設置工事
社殿一式新築
本堂向拝、開山堂その他改築
仁王堂、塀新築工事
仁王門新築工事
本堂新築工事、他整備
重要文化財本堂屋根修復
本堂新築工事
庫裡、会館新築工事
八角鐘楼堂新築工事
地震修復屋根その他工事
倉庫新築
板蔵新築工事(伝統工法による)
離室及び集会室新築工事
唐破風邸宅新築工事
大仁王門新築工事
八角堂新築工事
幣殿及び本殿覆屋改修工事
本堂新築工事
本堂及び大書院新築工事
本堂、開山堂、位牌堂新築
本堂大修復　位牌堂、地蔵堂新築工事
本堂新築工事
庫裡及び会館新築工事
本堂新築工事
見龍廟内長厳院ご宝珠修繕工事
庫裡及び会館新築工事
庫裡新築
大修理、大改修工事
本堂新築工事
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庫裡新築工事
本堂屋根銅板葺き替え工事
社殿新築工事
庫裡改修工事
社殿新築工事
社殿新築工事
本堂新築工事
本堂新築工事、便所棟新築、改修他
本堂新築工事、寺院背面土留工事
社務所新築、神楽殿修復、便所新築
庫裡改修工事
山門鐘楼新築工事、境内整備
大供養塔新築工事
鐘楼新築工事
本堂大改修工事
本堂、境内震災復興工事
山門大改修工事、仁王像修復
本堂、境内、山門震災復興工事
境内外構災害復興工事
本堂、庫裡震災復興工事
本堂、庫裡震災復興工事
山門、鐘楼震災復興工事
本堂震災復興補強工事
庫裡震災復興工事
本堂、庫裡震災復興工事
本堂震災復興補強工事
本堂震災復興補強工事
本堂新築工事
神社拝殿本殿新築工事
本堂震災復興補強工事
付属建物解体～塀建替え工事
本堂屋根銅板修繕工事他
千手観音坐像修復工事
本堂・書院・東司新築工事
四脚門新築工事
収納庫新築工事
本堂・東司新築工事
大本堂新築工事～会館大改修
神社社殿修復大改修工事
八角重層観音堂
庫裡震災復興補強工事
本堂・東司新築工事
本堂新築工事・会館増築
社殿向拝・彫刻
庫裡向拝新築～葬祭会館大改装
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多宝塔型永代供養納骨堂新築
鐘楼堂
奥の院・六角開運堂
六角堂型納骨堂
本社殿屋根修復
本堂・会館・東司新築工事
本社殿、神輿堂、水屋新築
本社殿屋根修復
本社殿新築～境内建物群大改修
境内・大観音七福神・駐車場整備
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