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序 章 妻沼聖天山建造物群序説
―国登録有形文化財に向けた調査研究を通じて―

現地確認と調査の経緯

平成２７年（2015）１１月５日、文化庁文化財部参事官（建造物担当）調査部門文化財調査官の西岡聡氏及び
埼玉県教育局生涯学習文化財課指定文化財保護担当の根ヶ山泰史氏（各所属当時）が妻沼聖天山・歓喜院（宗教

法人代表役員：鈴木英全）を訪れ、国登録有形文化財の候補確認を実施した。平成２４年度（2012）より国登録
有形文化財の候補として国・県へ情報提供を行っていた「歓喜院仁王門」の現地確認のために文化庁文化財部の

西岡調査官が現地確認を行った。現地では歓喜院・鈴木英秀副院主が対応し、筆者が関係資料・図面等を提示し

ながら解説した。西岡調査官からは、歓喜院仁王門については、明治時代建立年の記銘資料の補足追加を求めら

れたが、国登録として認定し得る建築物として評価された。また、仁王門の１件だけではなく、指定物件を除い

た聖天山内の他の建造物も併せて登録したいとの意向が西岡調査官から示され、予め準備した「鐘楼」、「五社大

明神」、「天満社」、「三宝荒神社」、「平和の塔」の資料を提示し、現地確認を実施した。これら５件の各々につい

ても、西岡調査官は登録相当との評価があった。各建物については、国登録に向けて必須となる平面図が図面化

されていなかったために、今後、筆者が実測し、図面データ化、PDF化として提出する意向を伝え、了承を得
た。また西岡調査官からは、各建物の建立年代を確定する棟札や資料の確認調査を進めて欲しいとの指示があっ

た。

これに加えて、境内に所在する複数の建造物の確認を行い、西岡調査官から歓喜院の「籠堂」、仁王門西側の

「閼伽井洞」、仁王門東側の「水屋」、四脚門の東側にある「伽持護摩堂」（交通安全祈願を行うお堂）について

も、登録文化財候補に加えるよう言及があった。この４件についても、図面化及び文化財的見地からの所見作成

に向けての依頼があった。この中で「伽持護摩堂」については、国登録有形文化財における事務取扱上の基準で

ある建立または移設後５０年の年期を経過していないことから、国登録有形文化財に係る本調査の対象からは除

外されることになった。

現地確認後、測量及び撮影、概要調査を進めた。「歓喜院聖天堂」の保存修理報告書を中心に文献調査及び資

料調査を行い、建造物の図面化と概要の所見化を目途に準備を進めた。本登録に際しての所有者の宗教法人歓喜

院からの同意を得るとともに、埼玉県と文化庁との精査を経ながら、妻沼聖天山建造物群の全体像について把握

に務めた。これらの経過を経て、国登録候補建造物の概要について一定程度の集約を確認した上で、文化庁へ具

申書類を提出することができた。その後、国の文化審議会（当時の会長：馬渕明子）は、平成２８年（2016）１
１月１８日（金）、開催の同審議会文化財分科会における審議・議決を経て、妻沼聖天山に所在する９件の建造

物を登録有形文化財（建造物）に登録するよう、文部科学大臣に答申した。当時、この登録により埼玉県内の登

録有形文化財（建造物）は１６８件になり、熊谷市内では熊谷聖公会聖パウロ教会礼拝堂、同聖公会門、坂田医

院旧診療所に加えて、１２件となった。

国登録有形文化財の調査研究と概要の抄録

本調査研究では旧来から蓄積された調査情報が些少であったこともあり、第一次資料である建造物そのものに

対する認識とともに、「歓喜院聖天堂」工事の際に併せて保存修理を実施した「五社大明神」、「三宝荒神社」、「天

満社」に関する調査資料が大きな意義を持っていた。また、「歓喜院仁王門」については平成２３年（2011）に、
ものつくり大学横山晋一研究室が実施した測量調査資料が建造物概要の把握に大きな役割を果たした。特にこの

仁王門に関する国登録への要望が地元妻沼地域及び同研究室から出されたことが、文化庁への情報提供の発端と

なった。このことから考えると登録に向けての動きは、平成２０年代初頭から始まっていたことが分かる。その

他、文化庁文化財部参事官（建造物担当）調査部門文化財調査官の西岡聡氏の現地確認によって登録予定になか

った「籠堂」や「平和の塔」などの候補についても提起がされ、それに向けての調査研究を進めることになった

ことは、意外性を有する経過であったが、「歓喜院聖天堂」の国宝指定以降における境内建造物群の理解を進め

る上でも意義深い動機付けになったのである。また、答申に際して建造物名の語頭に「歓喜院」を付して登録さ

れることとなった。

これらの調査概要については本報告に掲載しているところであ

るが、本項では文化審議会の答申において示された建造物の概要と

その登録基準などを示して概要の抄録としたい。

１ 歓喜院籠堂

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造２階建、瓦葺、建築面積１８４．６８㎡

（４）年代 明治１２年／昭和３０年代後半増築

（５）登録基準 「一 国土の歴史的景観に寄与しているもの」

＜登録有形文化財（建造物）とは＞

建築物、土木構造物及びその他の工作物（重要

文化財及び文化財保護法第 182条第 2項に規
定する指定を地方公共団体が行っているもの

を除く。）のうち、原則として建設後 50年を経
過し、かつ、次の各号の一に該当するもの

一 国土の歴史的景観に寄与しているもの

二 造形の規範となっているもの

三 再現することが容易でないもの
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２ 歓喜院鐘楼

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造２階建、瓦葺、建築面積３５．２４㎡

（４）年代 宝暦１１年（1761）／大正期・昭和２６年改修
（５）登録基準 「一 国土の歴史的景観に寄与しているもの」

３ 歓喜院閼伽井堂

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造平屋建、銅板葺、建築面積１５．３０㎡

（４）年代 江戸時代後期

（５）登録基準 「一 国土の歴史的景観に寄与しているもの」

４ 歓喜院三宝荒神社

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造平屋建、銅板葺、建築面積３．８６㎡

（４）年代 天明７年（1787）／平成２３年改修
（５）登録基準 「二 造形の規範となっているもの」

５ 歓喜院五社大明神

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造平屋建、銅板葺、建築面積１５．０４㎡

（４）年代 天明３年（1783）／平成２３年改修
（５）登録基準 「二 造形の規範となっているもの」

６ 歓喜院天満社

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造平屋建、銅板葺、建築面積３．８３㎡

（４）年代 天明５年（1785）／平成２３年改修
（５）登録基準 「二 造形の規範となっているもの」

７ 歓喜院仁王門

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造平屋建、銅板葺、建築面積７４．８２㎡

（４）年代 明治２７年

（５）登録基準 「一 国土の歴史的景観に寄与しているもの」

８ 歓喜院御水屋

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造、瓦葺、面積３．３７㎡

（４）年代 明治時代中期

（５）登録基準 「一 国土の歴史的景観に寄与しているもの」

９ 歓喜院平和の塔

（１）員数 １棟

（２）所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

（３）構造・形式 木造多宝塔、銅板葺、建築面積１７．２８㎡

（４）年代 昭和３３年

（５）登録基準 「一 国土の歴史的景観に寄与しているもの」
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第１章 妻沼聖天山建造物群の概要と歴史

第１節 妻沼聖天山における建造物９件の文化財登録
平成２８年（2016）１１月１８日、国の文化審議会は熊谷市の妻沼聖天山に所在する「歓喜院籠堂、歓喜院鐘

楼、歓喜院閼伽井堂、歓喜院三宝荒神社、歓喜院五社大明神、歓喜院天満社、歓喜院仁王門、歓喜院水屋、歓喜

院平和の塔」９件を国の有形文化財（建造物）に登録するよう、文部科学大臣に答申した。その後、平成２９年

（2017）５月２日に官報告示され正式に登録された。国宝「歓喜院聖天堂」や重要文化財「貴惣門」を手掛けた
大工や彫刻師が関わった物件があるほか、地域の信仰や風土の歴史を明らかにするものとして評価されたもので

ある。平成２７～２８年度（2015-2016）、熊谷市教育委員会は国登録有形文化財への具申に向けて、妻沼聖天山
内の建造物について測量・図面化や概要調査を実施した。当建造物群の概要については第２章に掲載している。

第２節 国宝「歓喜院聖天堂」の概要
平成２４年（2012）５月１８日（金曜）に国の文化審議会から文部科学大臣に対して、妻沼聖天山の本殿であ

る「歓喜院聖天堂」を国宝として指定するよう答申がなされた。同年７月９日、官報により正式に国宝指定が告

示された。この度の国宝指定は、本県の建造物として初の栄誉であり、昭和２５年の文化財保護法の制定以降、

熊谷市においては初めての国宝指定となった。

歓喜院聖天堂は、利根川中流南岸、熊谷市北部妻沼の県道太田熊谷線沿いに所在する。山号を聖天山と号し、

高野山真言宗に属する。寺伝によれば、治承３年（1179）に、この地を治めていた武将・斎藤別当実盛が、彼の
守り本尊である大聖歓喜天を祀った聖天宮に始まると伝えられている。

現在の建物は、享保２０年（1735）に着工し、利根川の洪水やそれに伴う資金難などで中断しながらも、宝暦
１０年（1760）、２５年の歳月を経て完成し、屋根については、さらに１９年後の安永８年（1779）に当初計画
した瓦棒銅板葺が完成した。棟梁は、幕府作事方大棟梁として活躍した平内政信の子孫である妻沼の大工林兵庫

正清とその子正信で、彫刻は上州花輪村の石原吟八郎とその弟子、関口文次郎が中心になって制作されたといわ

れる。また、工事の資金は信仰の厚い庶民の寄付により賄われた。

聖天堂は拝殿と奥殿を中殿で連結した権現造りで、屋根全体が瓦棒銅板葺である。拝殿は桁行五間、梁間三間

の入母屋造で、正面に三間向拝を付け、千鳥破風と軒唐破風で飾る。中殿は、桁行三間、梁間一間の両下造であ

る。奥殿は、桁行三間、梁間三間の入母屋造とし、間口幅の向拝を中殿に接続している。本殿は、再建後２５０

年の時の流れとともに生じた痛みや剥落した彩色を再建当時の姿に蘇らせるため、国・県・市の財政支援と共に、

平成１５年１０月に保存修理工事に着手し、７年間の歳月をかけ平成２２年１１月に竣工した。

本殿を飾る彫刻は豪華絢爛である。外部には、肉彫り・透彫り・丸彫り・籠彫りなどの多様な彫刻群が飾られ

ている。特に、奥殿は軒周り以外の全ての部材が彫刻となっている。柱や長押などは、地紋彫りと呼ばれる文様

彫刻が施され、獅子・龍・獏・鳳凰などの霊獣や動植物が観る者を圧倒する。とりわけ、奥殿外周りの壁板や縁

下に嵌め込まれた大羽目彫刻と縁下腰羽目彫刻は、七福神や唐子遊びなどを題材とした高肉透彫りは高度な技術

が用いられ、いずれも鮮やかな彩色に彩られている。また、内部の壁や柱は漆塗りや金箔で彩られており、獅子

や蝶の障壁画、龍や鳥獣、吉祥文字などの天井画が描かれている。

日光東照宮の創建から百年あまり後、装飾建築の成熟期となった時代に、棟梁の統率の下、東照宮の修復にも

参加した職人たちによって、優れた技術が惜しみなくつぎ込まれた聖天堂は、「江戸時代建築の分水嶺」とも評

価され、江戸後期装飾建築の代表例とされる。

文化財指定の経過として、昭和３４年（1959）、埼玉県指定有形文化財に指定された後、昭和５９年（1984）、
国指定重要文化財に指定された。

歓喜院聖天堂 拝殿正面 歓喜院聖天堂 奥殿南側

- 5 -



第３節 「歓喜院聖天堂」建立の背景
棟梁の林兵庫正清（政清）は、日光東照宮の改修に携わったことが伝わっており、それを機会に様々な装飾技

法を習得したと言われている。彫刻は石原吟八郎を棟梁として、江戸在住の後藤正綱や小沢五右衛門ら御用彫物

師高松又八の門弟が手掛けた。彩色は下山平吉、市村忠七ら狩野派門弟の絵師が、拝殿天井の龍図は、奥絵師の

狩野英信が描いた。地方の一民間寺院でありながら、当時の一級の装飾技術を持った職人達が参加している点が

注目される。この背景には、正清が幕府作事方大棟梁を務めた平内家の二代目応勝の次男であるとの言い伝えが

関連している。

聖天堂が建立された江戸中期は、経済や文化の中心が上層階級から庶民層へ移る時代であった。経済力を蓄え

た庶民の目は、宗教・文化・芸術へ向くこととなり、特に建築装飾に対する欲求も高まったことが考えられる。

そのような中で、幕府附属の官僚大工達は、世襲制の弊害により技術的にも経済的にも競争力を失い、幕府の

財政立直しのあおりを受けて衰微した。一方、民間大工は技術を身に付け、請負制度のもとで仕事を獲得してい

った。これらを考えたとき、正清が理想の「建築」を実現するため、官僚の枠組みから抜け出して、自ら習得し

た技術の集大成として、聖天堂の再建を企図したと考えられる。そして、それに共感した職人達も、技量を発揮

する絶好の機会と捕えて、聖天堂の建立に参加し、壮麗な装飾美術を築いたといえる。

第４節 「歓喜院聖天堂」彫刻の特徴
彫刻は上州花輪村（現在の群馬県みどり市）の石原吟八郎が携わったことが伝わる。他には、後に江戸彫の祖

となる後藤茂右衛門正綱や、小沢五右衛門の参画が確認できる。小沢の系統は、後に諏訪の立川流の祖となる立

川和四郎を輩出している。いずれも、御用彫物師高松又八の門弟達の仕事である。技法については、大羽目や腰

羽目彫刻に見られるように、人物は上から見ると頭を不自然に歪ませているが、正面から見ると自然な表情にな

る、いわゆる「見立て」が上手な彫り方である。そして、その平面的な顔に比較的薄い彫りを入れて、生き生き

とした表情を創り出しているのである。分厚い現物を貼り付けたような、単に写実的な彫刻とは異なり、端正で

ある。龍や獅子の丸彫は目や鼻、顎のバランスが良く、細かく彫り過ぎずに体幹の動きをゆったり大きく、力強

く表現しており、建物に負けない存在感がある。一方、虹梁や破風板などの建築部材には、唐草文様の浮彫、陰

彫の様々な技法が随所に見られる。

聖天堂は、装飾建築の流れの中においては、建築に彫刻や彩色等の装飾技法を取入れ、様式として完成させた

日光東照宮に続くものである。これは１８世紀中期以降、権現造の建築形式と彫刻・彩色の技法が発達し、地方

の大工による作品が出始めた時期にあたる。これらの建物は、東照宮で用いられた装飾を一段と押し進め、おび

ただしい量の彫刻・彩色が施された。聖天堂は、その早期に位置付けられる。聖天堂建立以降、北関東地方には

多くの権現造の装飾建築が建立されるが、聖天堂がこれらの建立に大きな影響を与えたことは、その形式や装飾

から明らかである。しかし、徐々に彩色は衰退し、彫刻は素木を細密に彫込むことが主流となった。このため、

局所的に突出した表現が多様化された結果、装飾建築としては、調和を欠くなどの課題を含んでいた。

聖天堂には実際に置上彩色や地紋彫を再現した絵図が残されている。設計図は正清が描き、彩色はその手慣れ

た筆致から、狩野派の絵師が担当したと推察され、図面としても、絵画としても非常に精緻な仕上がりとなって

いる。また林家には、絵手本や雛形本、その時々の棟梁が自ら描いたと見られる彫刻の下絵が数多く残されてい

る。大工の修行には現場の技術はもとより、画題の知識を蓄え、絵の修練を積み重ねた。これらのことから聖天

堂は、彫刻師や絵師達の技量を存分に発揮させ、装飾建築として調和させ得るだけの、知識と技量をもった大工

棟梁により完成されたことは明らかである。

なお、造営資金は、正清自らも寄附を募って歩いたことを考えると、聖天堂の建立は、正清自身の理想の「建

築」をひたすら追求し、実現に邁進した結果であったともいえる。そして、民衆の共感を得て寄付という形で実

を結び、その後の屋根替えを含め約６０年以上もの長い年月を経て完成した労作となった。

歓喜院聖天堂 奥殿西側（北西から） 歓喜院聖天堂 奥殿西側（南西から）
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第５節 重要文化財「歓喜院貴惣門」の概要

貴惣門は妻沼聖天山の参道の正門として建てられた重厚な八脚門であり、梁間 5.2ｍ、桁行 9.2ｍ、棟高 13.3
ｍの規模を誇る国指定重要文化財の建造物である。側面（妻側）に破風を三つ重ねた類例の少ない特異な形式を

有してているほか、屋根には瓦棒銅板葺が用いられている。 貴惣門の建立は、寛保２年（1742）に利根川大洪
水の復旧工事のために妻沼を訪ねた周防国岩国吉川藩（現在の山口県）の作事棟梁・長谷川重右衛門が発案した

設計図に始まるが、当時は建設する余力が無く、約１００年後の嘉永４年（1851）に、林家を引き継いだ林正道
が棟梁となり設計より規模を大きくした上で竣工した。彫刻は聖天堂に見るような極めて秀逸な技術を継承した

上州花輪村の彫師、石原常八らが担当した。

貴惣門正面 貴惣門妻側

第６節 熊谷市指定有形文化財「四脚門」の概要

室町時代の公家などの正門として多く建てられた様式に

類推され、四脚の構造で全体を支えている。江戸時代初期

に建立されたと推定されている。高さ 5.45m、柱間 3.50ｍ、
前後脚間 2.90ｍの規模で、丸柱の上部に知巻の施工あり、
木鼻及び側面破風の懸魚など室町時代の建築以降の影響が

見られる。元来の屋根構造は茅葺であり、その後、江戸末

期に化粧垂木を残して大部分の修理が加えられたことが伝

わる。四脚門は、参道の中部にあることから「中門」、聖天

堂本殿彫刻の一部を手掛けたという伝説が残る後代の左甚

五郎にちなんだ「甚五郎門」とも称されている。

第７節 概説：江戸時代の熊谷地域周辺における建築の推移

安土桃山時代～江戸初期…豪華建築・霊廟建築の進展

「上之村神社・雷電神社本殿」（江戸時代初期）、「日光東照宮」（1636）、「三峰神社本殿」秩父（1661）、
「妻沼聖天山四脚門」（江戸時代初期）

江戸時代中期…幕府主導の大規模事業と庶民信仰社寺での壮麗建築・彫刻が出現

「冠稲荷神社本殿」太田（1722）、「箭弓稲荷」東松山（1735）、「歓喜院聖天堂奥殿」（1744）、「諏
訪神社本殿」（1746）

江戸時代中期以降…幕府の社寺建築に対する質素倹約令により、彩色彫刻や装飾華美な建築から素木彫刻

への傾向変化があった。

「胄山神社本殿」（1752）、「歓喜院聖天堂拝殿」（1760）
＊上州花輪村、熊谷周辺の大工棟梁、彫物師の師弟関係が築かれる。歓喜院貴惣門・三宝荒神社、五

社大明神、天満社などへの技術的派生が確認できる。
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第８節 概説：妻沼聖天山と建造物群に関する主な歴史年譜

1179 年（治承 3年） 斎藤別当実盛公は、武蔵国長井庄に大聖歓喜天を奉り、聖天宮を開き、妻沼聖天山を開基した。

1192 年（建久 3年） 源頼朝が下野国に向かう途中、聖天宮に参詣した折、良応は、頼朝に聖天宮の修復と別当坊寺

院建立のため、関東八カ国の勧進を進める。

1197 年（建久 8年） 聖天宮の改修と別当坊歓喜院長楽寺を建立する。この際、国平は、良応の兄の２人の子と共に、

歓喜院に十一面観音、聖天宮に御正躰錫杖頭を寄進し御本尊とした。

1405 年（応永 12年） 第１２代忍城主成田五郎家時により聖天堂再建。

1552 年（天文 21年） 第１６代忍城主成田長泰の母を大檀那として聖天堂造営。紵絲斗帳（県指定文化財）奉納。

1604 年（慶長 9年） 徳川家康は、伊奈備前守忠次に聖天堂造営を命じ、五十石の朱印を付す。

1659 年（万治 2年） 仁王門建立。（明治２４年８月暴風雨により倒壊）

1731 年（享保 16年） 歓喜院宝物「紵絲斗帳」を８代将軍吉宗へと上覧した。

1734 年（享保 19年） 歓喜院の海算院主は、聖天山信徒の総意の下、聖天堂の再建を決意。林兵庫正清に設計を依頼

する。

1735 年（享保 20年） 林兵庫正清を総棟梁として聖天堂再建開始。石原吟八郎が彫刻棟梁を担う。

1741 年（寛保元年） 本殿が上棟を迎える。

1742 年（寛保 2年） 本殿竣工により遷宮される。

1743 年（寛保 3年） 周防吉川藩士の長谷川十右衛門良治が貴惣門の設計を構想。

1755 年（宝暦 5年） 林兵庫正信に引き継ぎ、拝殿と中殿を着工。

1760 年（宝暦 10年） 拝殿と中殿を竣工。

1779 年（安永 8年） 拝殿と中殿を瓦棒銅板葺に改修。

1851 年（嘉永 4年） 貴惣門完工。

1859 年（安政 6年） 漢学者寺門静軒、歓喜院に寄寓。

1868 年（明治元年） ３月２８日、神佛分離令発布の折、英隆院主と妻沼郷２８ヶ村の村役人は聖天堂を護持支援し

現状のとおりとした。

1873 年（明治 6年） ６月１日、学制発布により歓喜院仮本堂を妻沼小学校とする。

1879 年（明治 12年） 聖天山籠堂落成。

1894 年（明治 27年） 現在の仁王門落成。

1897 年（明治 30年） ９月、昭憲皇后、聖天山籠堂で休憩される。

1933 年（昭和 8年） 本坊金剛殿竣工。

1958 年（昭和 33年） 平和の塔建立。

1965 年（昭和 40年） 英海院主により本殿屋根替工事発願、翌年起工。

1968 年（昭和 43年） 本殿改修事業の英全院主により竣工式執行。

1978 年（昭和 53年） 開創８００年記念お開扉法会を執行。

1982 年（昭和 57年） 仁王門の屋根を改修。

1983 年（昭和 58年） 実盛公８００年遠忌法要を執行。

1984 年（昭和 59年） 弘法大師１１５０年遠忌法要を執行。

1987 年（昭和 62年） 本殿、貴惣門に消防設備設置、聖天山防災協力隊発足。

1988 年（昭和 63年） 貴惣門の屋根を改修。

1996 年（平成 8年） 重文本尊奉鋳８００年、開創８１８年を記念して開扉法会執行。本坊庫裡を新築。

2000 年（平成 12年） 聖天堂保存活用計画策定調査実施。

2002 年（平成 14年） 貴惣門が国重要文化財に指定される。

2003 年（平成 15年） 聖天堂保存修理工事着手。

2010 年（平成 22年） 聖天堂保存修理工事完了。（国庫補助事業）

2011 年（平成 23年） 聖天堂周辺整備工事完了（自主事業）、６月１日より一般公開開始。

2012 年（平成 24年） 聖天堂が国宝に指定される。（７月９日付）

2016 年（平成 28年） 聖天堂美装化事業（彩色・漆塗事業）実施。（国庫補助事業）

2017 年（平成 29年） 妻沼聖天山の関連建造物「歓喜院籠堂、鐘楼、閼伽井堂、三宝荒神社、五社大明神、天満社、

仁王門、水屋、平和の塔」９件が国の有形文化財（建造物）に登録される。（５月２日付）

2017 年（平成 29年） 妻沼聖天山本殿「歓喜院聖天堂」国宝指定５周年記念特別展 妻沼聖天山の絵馬展を開催。

（会期：７月１５日から８月２０日、会場：妻沼展示館大展示室）

2019 年（平成 31年） ４月、妻沼聖天山秘仏御本尊重要文化財「錫杖頭」御開扉。妻沼聖天山の絵馬展、文化遺産フ

ォーラム、国登録有形文化財などを巡る探訪ツアーを開催。
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第９節 資料：妻沼聖天山建造物・国登録有形文化財に関する新聞報道
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第２章 妻沼聖天山・国登録有形文化財（建造物）の概要

第１節 「歓喜院籠堂」の概要
１ 名 称 歓喜院籠堂（かんぎいんこもりどう）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造２階建、瓦葺 建築面積 １８４．６８㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院籠堂：建築概要

歓喜院籠堂は、明治１２年（1879）に建立された二階建ての建物で、祈願者が宿泊しながら「お籠り」をし
ていた場所として、その名称で呼ばれている。木造２階建、瓦葺の大屋根が建物全体に重厚感を与えている。

突き出した正面の玄関には唐破風が形作られ、偉容を呈している。建物内には回廊が廻らされており、控室、

客殿、茶の間や寺務所が置かれている。客殿は畳の広間となっており、前面（西側）に床の間が置かれ、妻沼

聖天山に関連する掛軸などが展示されている。１階と２階の畳の配置は概ね同じであり、２階部は南側に小さ

な庇が設けられている。広間は障子や襖などによって区割りが可能な構造であるが、現状では１階および２階

とも４８畳一体としての空間利用がされている。現在、１階は畳上に絨毯を敷き、畳を保護している。１階の

欄間は白い漆喰により形成されている。２階の欄間の形状は格子を活かした意匠が用いられ、客殿の仕切りと

しての役割を担う。玄関は張り出し、屋根は銅板葺であり、唐破風と内側の懸魚を形成している。現在は本殿

と高床の渡り廊下で接続している。昭和３年に記された『妻沼町誌』においては「籠堂は明治十一年三月四日

の起工にて、全部聖天森の古杉の良材を用ひて建築し同十二年二月八日落成せり」と記されている。南側の参

拝受付所及び北側の宗務所は昭和３０年代後半になり増築された。籠堂の南東部には新たな玄関が造られ、当

該部の壁の増設と屋根の一部改修が行われた。明治１８年（1885）とその翌年の明治１９年（1886）には、
昭憲皇后陛下が群馬県太田町（現在の太田市）の金山へ行啓する際に２階の客殿にて休息をされている。近代

以降、籠堂の客殿が応接室として用いられ、妻沼聖天山を訪れる参拝者の控室となっている。

７ 歓喜院籠堂：建築画像

歓喜院籠堂 正面
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歓喜院籠堂 正面

歓喜院籠堂 南東側からの近景
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歓喜院籠堂 １階内部

歓喜院籠堂 ２階内部
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８ 歓喜院籠堂：位置図
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９ 歓喜院籠堂：配置図
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１０ 歓喜院籠堂：平面図（１階）
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１１ 歓喜院籠堂：平面図（２階）
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１２ 歓喜院籠堂：求積図
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第２節 「歓喜院鐘楼」の概要

１ 名 称 歓喜院鐘楼（かんぎいんしょうろう）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造２階建、瓦葺 建築面積 ３５．２４㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院鐘楼：建築概要

歓喜院鐘楼は、宝暦１１年（1761）、聖天堂拝殿の北東位置に建立された。入母屋造、桟瓦葺で、角柱の四
方転とし、中央に鋳鐘を吊る。軸部は赤色塗装、支輪板には彩色の痕跡が残る。現在は石積みの基壇上に、更

に基壇を築いている。これは大正期に渡り廊下を設置した際に、参道から見えなくなってしまうために当初の

石積み上に嵩上げしたものと考えられる。現在は嵩上げした下部の基礎と合わせて高さは約１５メートルとな

る。建立年の根拠として歓喜院文書「聖天宮等建立記録覚」には、「鐘楼堂 宝暦十一巳十一月建立皆出来」

と記されている。建立時に鋳造された梵鐘には元和年間に鋳造されたものの再鋳造であると記されるとともに、

鐘楼の建立年と同じ「宝暦十一年」の銘が残されていた。原物は太平洋戦争時に供出され、その刻印等が復元

されて現在の梵鐘となっている。江戸時代後期の『新編武蔵風土記稿』の妻沼村、歓喜院の段にてこの鐘楼に

ついての記載が含まれている。

鐘楼は、二層形式の木造入母屋造平入桟瓦葺で、下層は四本の柱の位置に沿うように袴腰（はかまごし）が

形作られ、その西側に階段を設けている。中央の梁上（りょうじょう）に梵鐘を釣り、各柱間は平坦な板張り

となっている。周囲に高欄を廻らせ、四方には錺金具を用いた柱が辺部より高く置かれている。上層の垂木は

二層になっており、地垂木を支えている。上層の柱には赤の弁柄が塗り込まれ、下層の各部は素木が組み込ま

れている。上部の妻虹梁にも弁柄が塗られ、中央の組物の左右には羽目彫刻が置かれている。建造当寺に彩色

が施されたと推察され、現在は白色となっているが、水模様などを描いた精緻な彫刻であることが分かる。

屋根を支える野地板と反り上がるような数多くの垂木が屋根全体の安定感を確保しており、原初からの大き

な改修もないことから、当時の建築様式を今に伝える遺構と評価できる。また、歓喜院聖天堂と同時期の建立

であり、地域の民衆の信仰の拠り所としての聖天山の歴史を語り継ぐものである。

７ 歓喜院鐘楼：建築画像

歓喜院鐘楼 北西側からの近景
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歓喜院鐘楼 北側からの近景

歓喜院鐘楼 本殿前参道側から望む

- 23 -



歓喜院鐘楼 上段部

歓喜院鐘楼 上段天井部分
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８ 歓喜院鐘楼：位置図
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９ 歓喜院鐘楼：配置図
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１０ 歓喜院鐘楼：平面図
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１１ 歓喜院鐘楼：求積図
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第３節 「歓喜院閼伽井堂」の概要

１ 名 称 歓喜院閼伽井堂（かんぎいんあかいどう）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造平屋建、銅板葺 建築面積 １５．３０㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院閼伽井堂：建築概要

神仏に供える水の「閼伽水（あかみず）」を汲んだ井戸であることから「閼伽井」と呼ばれており、吊るべ

井戸が中心にあったが現在は使用されていない。修行僧の水行場として使われていたこともある。井戸の奥に

は水天宮が祀られ、神輿が納められている。平成１５年（2003）に屋根の葺き替え工事が実施され銅葺きとな
った。創建年代については棟札等が確認されていないため、江戸時代後期と考えられるが、明治１２年（1879）
頃に作成された「堂庵明細帳」には、当時の水行場として同規模の建物が記載されており、これが「閼伽井堂」

であると考えられる。

入母屋造の銅葺き屋根が特徴で、流線型の屋根を内側の垂木が支えている。側面上部の横柱には精緻な彫刻

が施されている。施された彫刻については彩色等が無い。貴惣門を建造した林門左衛門正道が再建棟梁として

伝えられており、また彫刻は３代目石原常八の息子の高澤介之助が担ったとされている。その彫刻などの様式

からも江戸後期のうち末期に近い建立として推察される。小規模ながら柱組などの構造が重厚に造られている。

南北の妻虹梁には細密な花の文様などの彫りが加えられ、木鼻や内法長押には彫刻が用いられている。南東側、

北東側の木鼻には籠彫彫刻が施され、躍動感のある龍を表現している。垂木は二層となり屋根を支え、地垂木

の下方に緻密な彫刻がはめ込まれている。格天井には彩色や絵画の装飾はないものの、均一感のある格子が組

まれている。

７ 歓喜院閼伽井堂：建築画像

歓喜院閼伽井堂 北側からの近景
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歓喜院閼伽井堂 北側軒下

歓喜院閼伽井堂 天井部分
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歓喜院閼伽井堂 南側上部の木鼻彫刻

歓喜院閼伽井堂 近景 奥には神輿が保管されている。
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８ 歓喜院閼伽井堂：位置図
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９ 歓喜院閼伽井堂：位置図
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１０ 歓喜院閼伽井堂：平面図
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１１ 歓喜院閼伽井堂：求積図
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第４節 「歓喜院三宝荒神社」の概要

１ 名 称 歓喜院三宝荒神社（さんぽうこうじんしゃ）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造平屋建、銅板葺 建築面積 ３．８６㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院三宝荒神社：建築概要

歓喜院三宝荒神社は天明７年（1787）、五社大明神の北側に建立された。本殿工事と併せて桟瓦葺から銅板
一文字葺に改修された際に、棟札に建立年と棟梁名の林正信の墨書が確認されている。寛政２年（1790）の「聖
天社境内絵図」の中には「荒神宮」として現在の位置に描かれている。江戸時代後期の『新編武蔵風土記稿』

の妻沼村、歓喜院の段にて末社、「荒神」と記載されている。聖天堂の建立に際した享保６年（1721）の棟札
には、本社殿について末社として記されており、その際に再建されたが、焼失したとされる。

構造は、一間社流造で、天満社と同じく、向拝は浜縁・浜床に木階五級を設け、塗装の痕跡はなく素木であ

る。屋根部の加重による軒先の垂れ下がりなどが見られ、当初はその後の形状より軽い柿葺、檜皮葺の植物系

屋根であったことが推測されている。内陣へとつながる登高欄と階（きざはし）は急な勾配となっており、浜

床と大床を結ぶ。頭貫周辺の彫刻は少なく簡素ではあるが、素木の質感が活かされている。海老虹梁での彫り

などの装飾は少ないが、湾曲した曲線美を放ち、組物と向拝柱へと接続している。花を主題とした蟇股がはめ

込まれている。高欄が廻り、左右の後方に重みのある組柱によって脇障子が構成されている。表面の彫物は無

く平面的となっている。南側の天満社とほぼ同じ構造である。江戸時代中期の聖天山の建築史を現代に伝える

貴重な遺構であるとともに、素戔嗚命と大日貴命が祀られており、聖天堂が建立されて間も無い時代の信仰の

歴史を今に残す建築物として評価できる。

７ 歓喜院三宝荒神社：建築画像

歓喜院三宝荒神社 正面
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歓喜院三宝荒神社 南東側からの近景

歓喜院三宝荒神社 北側からの近景
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歓喜院三宝荒神社 屋根下部分

歓喜院三宝荒神社 後背部
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８ 歓喜院三宝荒神社：位置図
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９ 歓喜院三宝荒神社：配置図
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１０ 歓喜院三宝荒神社：平面図
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１１ 歓喜院三宝荒神社：求積図
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第５節 「歓喜院五社大明神」の概要

１ 名 称 歓喜院五社大明神（ごしゃだいみょうじん）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造平屋建、銅板葺 建築面積 １５．０４㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院五社大明神：建築概要

歓喜院五社大明神は、天明３年（1783）に建立された。聖天堂の奥殿の西側背後に建立された桁行五間、梁
間一間、流造の社殿で、桁行各間を仕切り、正面各間に扉を付けた五連式の社殿である。確認されている棟札

によると、同年の年号と、当時の院主である英旭院主の名があり。大工棟梁の林兵庫正信の名が記されている。

寛政２年（1790）の「聖天社境内絵図」の中には五社の各神殿が記され、現在と同じ五間社造りの様子が見え
る。江戸時代後期の『新編武蔵風土記稿』の妻沼村、歓喜院の段には、末社のうち「神明・辨天、稲荷、諏訪、

護頂神、井殿合社」と記載されている。本殿の保存修理工事と併せて桟瓦葺から銅板一文字葺に改修された。

南から神明宮、稲荷大明神、諏訪大明神、灌頂神、井殿大明神を祀っている。塗装は弁柄塗とし、軒の化粧裏

板等の一部に胡粉塗の形跡が残っていたため、修理で塗り直された。

なお、聖天堂の建立に際した享保６年（1721）の棟札には、本社殿について末社として記されており、聖天
堂の建立と同時期の建物であったが、その後に焼失し、再建されたことがうかがえる。柱は赤くし、左右前後

の壁の部分は黒彩色が塗られている。左右の破風には懸魚が置かれ、脇懸魚は緻密な彫刻に弁柄が施され地垂

木と接続している。破風奥には大瓶束が中心に置かれ、それを囲むように肉彫り技法を用いた彫刻がはめ込ま

れている。この彫刻は極彩色に再現されている。各明神社の狭間の上部には平坦な妻虹梁によって左右の連な

りを形成し、各社と向拝柱までの間には大床となっている。歓喜院聖天堂の奥殿と隙塀を隔てて向き合う位置

関係からも、壮麗な風格を漂わせている。

７ 歓喜院五社大明神：建築画像

歓喜院五社大明神 南東側からの近景
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歓喜院五社大明神 北東側からの近景

歓喜院五社大明神 正面
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歓喜院五社大明神 側面部

歓喜院五社大明神 内部東側
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８ 歓喜院五社大明神：位置図
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９ 歓喜院五社大明神：配置図
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１０ 歓喜院五社大明神：平面図

１１ 歓喜院五社大明神：求積図
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第６節 「歓喜院天満社」の概要

１ 名 称 歓喜院天満社（かんぎいんてんまんしゃ）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造平屋建、銅板葺 建築面積 ３．８３㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院天満社：建築概要

歓喜院天満社は天明５年（1785）五社大明神の南側に建立された。一間社流造で、三宝荒神社の構造とほぼ
同じである。本殿工事と併せて桟瓦葺から銅板一文字葺に改修された際に、棟札に建立年と棟梁名の林兵庫正

信の墨書が確認されている。寛政２年（1790）の「聖天社境内絵図」の中には「天満宮」として現在の位置に
描かれている。江戸時代後期の『新編武蔵風土記稿』の妻沼村、歓喜院の段にて末社、「天神」と記載されて

いる。向拝は浜縁・浜床に木階五級を設ける。塗装の痕跡はなく素木である。

応永１２年（1405）に忍城主の成田家時の勧請にて元来の天満宮は建造されたが、聖天堂の建立に際した享
保６年（1721）の棟札には、本社殿について末社として記されており、その際に再建されたが、焼失したとさ
れる。当初より天穂日命を祀られて以降、現在もこの天満社が同神への信仰の拠り所となっている。

向拝柱には彫刻は施されていないが、上部の木鼻を組み込み、建物全体を支える要所としての風格を漂わせ

ている。内陣へと連結する登高欄と階（きざはし）の勾配は急であり、周辺の彫刻は少なく簡素ではあるが、

重厚感を与えている。海老虹梁での彫りなどの装飾は限られているが、湾曲した曲線美を放ち、組物と向拝柱

へと接続している。左右の厚みのある頭貫の上部に花を主題とした蟇股がはめ込まれている。高欄が廻り、左

右の後方に重みのある組柱によって脇障子が構成されている。この表面には彫物等はないが、下地の木の質を

活かした形状となっている。高欄下の縁葛（えんかずら）の後方には左右に葉型の部材が組み込まれ、上下の

腰長押を接続している。当社は江戸時代中期の聖天山の建築史を現代に伝える貴重な遺構であるといえる。

７ 歓喜院天満社：建築画像

歓喜院天満社 正面
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歓喜院天満社 正面

歓喜院天満社 北東側からの近景
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歓喜院天満社 南側からの近景

歓喜院天満社 南側からの後背部
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８ 歓喜院天満社：位置図
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９ 歓喜院天満社：配置図
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１０ 歓喜院天満社：平面図
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１１ 歓喜院天満社：求積図
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第７節 「歓喜院仁王門」の概要

１ 名 称 歓喜院仁王門（かんぎいんにおうもん）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造平屋建、銅板葺 建築面積 ７４．８２㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院仁王門：建築概要

歓喜院仁王門は、妻沼聖天山参道の終点、本殿への入口に建つ、五間三戸の十二脚門で、屋根は入母屋造瓦

棒銅板葺である。構造は、五間三戸の十二脚門である。明治２４年（1891）、台風によるイチョウの倒木の下
敷きとなり倒壊し、同２７年（1894）に再建された。明治２５年（1892）の上棟式の名簿や明治２７年まで
の帳簿類等が残されており、昭和３年『妻沼町誌』によると、棟梁は林門作正啓と記されている。中央に大勲

位小松宮彰仁親王の額を掲げ、仁王門の入口両脇には当初建立時の頃に制作された仁王像が安置されている。

門裏側には八坂神社神輿が収蔵されている。なお、明治２７年、仁王門再建の寄進者の石碑が貴惣門の前に建

てられている。

仁王門の東面及び西面の梁行桁行の形状は同様であり、東側に仁王像が安置されている他は均一感のある柱

及び頭貫の配置が見られる。中央の経路に接する上部の妻虹梁には軽微な彫刻が施されていると共に、その左

右内側には、籠彫りの技法が用いられた鳥と植物の彫刻が表現されている。頭貫の各部には蟇股が配置されて

いる。木鼻と手挟みが四方の角の上部に置かれ、簡潔な意匠となっている。左右前後の垂木と地垂木は壮麗な

屋根を下支えし、安定した構造を維持している。南北の唐破風内には懸魚が置かれ、その奥に笈形などが付属

している。

歓喜院仁王門は、重要文化財「歓喜院貴惣門」から始まり熊谷市指定有形文化財「四脚門」を経て国宝「歓

喜院聖天堂」に至るまでの参道の第３の門に位置し、他の文化財建造物に比べ、建立時期は新しいものの、高

度な建築技術が表出された風格を感じることができる。再建の建立に際して、多くの庶民からの寄付も集めら

れ、庶民信仰の表れとしての建築遺産としても評価できる。

７ 歓喜院天満社：建築画像

歓喜院仁王門 西側からの近景（右側）
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歓喜院仁王門 西側からの近景（本殿・参道改修前）

歓喜院仁王門 東側からの正面近景
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歓喜院仁王門 参道部分の構造

歓喜院仁王門に安置されている仁王像（左側） 歓喜院仁王門北西箇所に収蔵されている神輿
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８ 歓喜院仁王門：位置図
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９ 歓喜院仁王門：配置図
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１０ 歓喜院仁王門：平面図

（ものつくり大学横山晋一研究室）
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１１ 歓喜院仁王門：求積図

：14.529ｍ×5.150ｍ＝74.824350㎡

（ものつくり大学横山晋一研究室）
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第８節 「歓喜院御水屋」の概要

１ 名 称 歓喜院御水屋（かんぎいんおみずや）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造、瓦葺 建築面積 ３．３７㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院御水屋：建築概要

歓喜院御水屋は仁王門の前（東側）に置かれ、瓦葺の入母屋造の構造を四本の柱で支えている。中央の水盤

には昭和１８年（1943）に奉納された銘が残っており、柱の位置から均一の中央に置かれていることから、こ
の年代より前の建立であると推察される。なお、仁王門は明治２７年（1894）に落成したことから、その近接
している状況に鑑みて、参拝者の身を清める場の必要性からも、同年ないし明治時代後期の建造物であると認

識することができる。また、明治１２年（1879）頃に作成された「堂庵明細帳」には、当時の水屋として同規
模の建物が記載されており、その建物が移築された可能性がある。

四つの柱が水屋を下支えし、垂木及び地垂木が瓦屋根を支えている。柱の四方は削られ整形した後が残り、

側面には文様の彫りが垣間見えるが、その多くが摩耗している。木鼻や蟇股の彫刻は些少であるが、植物など

の彫刻が嵌め込まれている。彩色は施されていなかったことが推察されるが、東西両脇の蟇股彫刻の花の彫り

は温和な印象を与える。南側の蟇股は獅子を模して彫られ、重々しさを加えている。木鼻は前後左右の上部に

置かれており、力強い彫りとなっている。妻虹梁にも軽微な彫りが加えられ、御水屋全体の構造を支えている。

７ 歓喜院御水屋：建築画像

歓喜院御水屋 正面
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歓喜院御水屋 北側からの近景

歓喜院御水屋 東側からの近景
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歓喜院御水屋の木鼻・蟇股彫刻など

歓喜院御水屋の水盤（1943年：昭和 18年設置）
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８ 歓喜院御水屋：位置図
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９ 歓喜院御水屋：配置図
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１０ 歓喜院御水屋：平面図
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１１ 歓喜院御水屋：求積図
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第９節 「歓喜院平和の塔」の概要

１ 名 称 歓喜院平和の塔（かんぎいんへいわのとう）

２ 員 数 １棟

３ 所在の場所 熊谷市妻沼１５１１

４ 構造、形式及び規模 構造形式 木造多宝塔、銅板葺 建築面積 １７．２８㎡

５ 所有者 宗教法人歓喜院

６ 歓喜院平和の塔：建築概要

歓喜院平和の塔は昭和３３年（1958）に建立された総欅造の多宝塔である。妻沼聖天山北部の盛土上に建造さ
れており、敷地の各所からもその偉容を確認することができる。本塔に見るような多宝塔様式の建物は主に密教

系寺院（天台宗と真言宗）に用いられ、埼玉県内には現在６棟が確認されている。昭和２６年（1951）に締結さ
れたサンフランシスコ平和条約を記念し、戦没英霊の供養と世界恒久平和を祈願して建立された。塔の前に建て

られた「平和の塔建立記念碑」には、昭和３３年１０月１５日建立の銘が記され、林家８代目大工棟梁の亥助（い

すけ）によって建立されたことが示されている。林亥助は柴又帝釈天の大鐘楼建立の他、妻沼の能護寺鐘楼修復

を手掛けている。

屋根を支える垂木構造が上層と下層で異なり、上の垂木は中央から隅に扇状に広がり、下の垂木は平行に組ま

れている。下層の垂木は平行垂木、上層の垂木は扇垂木であり、中央から隅に向かい扇状に広がっている。付け

根の部分が複雑に組まれており、きめ細やかな技法によって完成を見たことが分かる。垂木側面は錺金具ではな

く白色に着色されており、中央の組物の表面下部も同様の塗りが施されている。多宝塔中央の上層上部には銅製

の相輪が置かれ、四方の角に鎖が下されている。塔を支える各所の丸柱は太く、円形に整形されたものが使用さ

れ、全体の構造に安定感を与えている。一般的に裳階（もこし）と呼ばれる屋根の下に、一重屋根を重ねる建築

様式で、二層構造となっている。

本尊には十一面観世音菩薩が祀られ、他に大日如来、弘法大師像、水子地蔵が安置されている。塔の中には埼

玉県と群馬県などの戦没者名簿が納められている。

多宝塔建築の類例としては現代に建立された分類に入るが、各部材の組や構造の様子から高度な技術が発揮さ

れたことが窺える。

７ 歓喜院平和の塔：建築画像

歓喜院平和の塔 正面
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歓喜院平和の塔 南東側から斜景

歓喜院平和の塔 下部南東から垂木方面を望む
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歓喜院平和の塔 1階部分の近景

歓喜院平和の塔 1階北側の須弥壇
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８ 歓喜院平和の塔：位置図
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９ 歓喜院平和の塔：配置図
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１０ 歓喜院平和の塔：平面図
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１１ 歓喜院平和の塔：求積図

- 77 -



終 章 妻沼聖天山建造物群の保存に関する展望
―国登録有形文化財の保存と活用に向けた考察―

国登録有形文化財の制度的特色
国登録有形文化財制度の中で、登録された建造物に対する根本的な捉え方には、保存とともに活用をいかに行

うかという重要な要素が含まれている。改めてこの制度について目を向けてみたい。国登録有形文化財は、平成

8年（1996）10月 1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措
置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」として導

入された文化財の保護活用制度である。この登録制度について同規定の中には「近年の国土開発や都市計画の進

展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代

等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られた」と示されている。また、届出制と指導・助言等

を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので、従来の指定制度（重要なものを厳選し、許可制等の強い規制と

手厚い保護を行うもの）を補完するものとされている。

現在、この制度においては、建造物の登録に係る数量的な拡大が図られる中で、所有者の保存に向けての意識

変化などもあり、安定的な保存事業の進展が困難な事例も多く、登録に際しては建築的な技術的程度や国内にお

ける建造物としての特色性を踏まえた上で、一定の基準を超えた物件のみを、地方公共団体から文化庁へ具申す

る傾向が強くなっている。これは国登録有形文化財の質的な価値の確保とも関連があると思われる。

国指定有形文化財（建造物）では、その多くの保存修理事業において国庫補助金及び都道府県・市町村補助金

の支出が前提となる中で、所有者に対する負担に対する認識の変化も時代変遷の中で生まれてきたことの一つで

ある。一部の所有者はこの費用負担を課題と捉え、保存修理事業に対して消極的になっている場合もある。一方、

国登録有形文化財に対しても公開活用の必要性が周知される中にあって、実際の利用が行われていないなどの状

況が散見できる。補助制度の保管のために国庫補助事業における「美しい日本探訪のための文化財建造物活用事

業」・「美装化事業」において国登録有形文化財の保存修理事業の実施が可能になるなどの措置が講じられている。

また旧来より国庫事業として行われていた国登録有形文化財の保存修理に向けての設計監理費に対する補助金

も継続されている。このような複合的な保護事業の枠組みを生かすことで建造物保護の事務が進められているが、

国重要文化財や都道府県指定文化財、市町村指定に比べても、保存修理事業の実施を念頭に置き、国登録有形文

化財の登録を目指すことは現状として些少な事例であるといえよう。

2019年の文化財保護法改正において、文化財保護行政は新たな方向性に歩みつつある。文化財そのもの及び
文化財保護を担う行政または関連組織の位置付けは、国内の文化財保存活用に関する方針として更なる公開活用

を念頭に置いた上で、観光庁関連法令に付随する内容や「歴史まちづくり法」に基づく地域創生に向けての「方

法論」の一つになりつつある。国登録有形文化財制度についても、上記の経過を辿る中で地域の活性化に向けた

利活用の可能性が広く議論されるようになっている。それは文化財の登録はスタートであり、ゴールではなく、

その先の段階における存在価値の醸成が求められていることを意味し、所有者及び行政の担当者が果たすべき役

割も大きいものとなっている。大学や研究機関、企業、商工団体等との連携、協力関係の構築などをはじめ、柔

軟かつ現場の状況に応じた協議と実践が必須であるという共通認識が形成されつつあることも明らかである。

妻沼聖天山建造物群の理解に向けて
前項に示したような制度に係る観点を踏まえた時、妻沼聖天山の建造物群の国登録有形文化財を目指した方向

性については、特殊事情ともいうべき研究調査の経過があったことに由来している。それは平成 15年（2003）
から開始された調査を含めた保存修理工事の付帯事業として、歓喜院聖天堂西側の「五社大明神」、「天満社」、「三

宝荒神社」における保存修理事業が実施されたことにより、当時初見となる建築に関しての特性や情報が見出さ

れたことにある。棟札の確認をはじめ聖天堂と建立期を同じくするとされた 3棟の建造物について、その様式を
含めて歴史的な把握が可能になったのである。本項では各建造物の概要を再確認し、その理解に向けての一助と

したい。

妻沼聖天山の建造物群については、江戸時代中期の 1700年代における歓喜院聖天堂をはじめとした主要建造
物の再建期の歴史及び職人集団の系譜と密接な関連がある。本殿の「歓喜院聖天堂」は平成の大修理での、その

調査及び修理施工段階で判明した技術的知見が国宝指定を後押しした可能性が高く、秀逸な技術を傾注した棟梁

と職人群に対する認識も高まりを見せている。このような類推及び比較の中から奥殿西側の 3棟についても、そ
の文化財的価値を見出すことは自然の流れであった。林兵庫正清の次代となる林兵庫正信が棟梁として建築した

ものであり、内部棟札の確認から歓喜院聖天堂の竣工期に同じく建立されたことが判明している。元来は神社関

連の建立物であったが、明治時代の神仏分離政策により、当寺から分祀された経緯があり、その内部における幣

束等の関連諸物は置かれていない。五社大明神における各神格の分祀先については不明である。明治期に妻沼聖

天山の東側に位置する大我井神社への分祀説もあるが定かではない状況である。この明治時代初期の経緯の中で、

妻沼地域の人々は妻沼聖天山の寺格を維持し、当寺院の存続に向けた活動を進め、本寺院の宝物などが保存され

たことは着目に値する。これによって分祀された神道関連の建造物も破壊または移設などの経過を辿らず、当建
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立された場所において残された意義は大きい。

また、妻沼聖天山参道の本殿前の石舞台の建立は、「平成の大修理」の際に着手されたものであり、新たな参

道の形態となっている。その東側の門である「仁王門」については、当所の建立期は本殿より更に時代を遡る建

造物であったが明治時代における崩壊と再建を経て現在に引き継がれている。この仁王門については平成 22年
（2010）に、ものつくり大学の横山晋一研究室の調査が進められ、平面図及び立面図などの測量によって建造物
の全容把握が可能となった。建立期に関する棟札は未確認であるが、歓喜院所蔵の文書類及び奉納絵馬によって

自伝時期と同一の建立として確認することができた。併せて、仁王門南西側の「閼伽井堂」の建立についても旧

妻沼町時代の調査報告において関連した文書類の精査が行われ、林家及び石原系の流れを有する建造物であるこ

とが判明し、隣接するこれら2棟についても妻沼聖天山建造物群に共通する特色を再認識するに至ったのである。
また、仁王門の東側にある「水屋」についても情報量が少ない中で手水屋としての中央の水盤の刻銘などを建立

期の参照資料とした。

一方、妻沼聖天山建造物群の中で 1700年代以前の建立として知られる「鐘楼」については、建立後における
数回の嵩上げが行われたことにより、建造物全体及び周辺の景観に変化が生じている。これは北側を流れる利根

川の洪水等の影響による石積み補強のほか、南側の渡り廊下の設営に伴い鐘楼の高さを上げる再整備などの関連

で嵩上げの施工が実施されたものである。これによる階段の増設や上段への進入口などの変更が確認できる。

妻沼聖天山の法人組織の中枢を担う「籠堂」については、明治皇后をはじめ明治時代以降の著名文人や政治家

が来訪した際の応接室として利用された近代の文化交流史的価値を有するとともに、建立後も「籠る」意からの

修行僧侶のための建造物として用いられてきた経緯がある。昭和時代になり事務所及び窓口業務に用いるための

建屋の増幅が行われ、南側と北側に別室との接続が見られ、東側の増築部分についても確認できる。これらの昭

和時代における増幅部分については国登録有形文化財としての領域には含めていない。また、歓喜院聖天堂へと

接続する渡り廊下については、籠堂の外観意匠を生かした建築的様式が用いられている。

「平和の塔」は今回の国登録建造物群の中で最も新しい建築であるが、現代の林家へと継承された技術的粋の

宝庫として建立された多宝塔形式の美品としての評価は高い。江戸時代に建立された多宝塔の類例とも比肩し得

る偉容が放たれており、一見そのような過去の事例を参照し、現代の技術的方法を効果的に生かしているように

感じられる。平和思想の醸成という意を汲む中で、建築構造上の精緻な方法とともに、その両義性の中で妻沼聖

天山に建立されたという経緯も興味深いものである。

建造物群の保存と課題
前項に示したように 9棟についての図面作成と概要理解を含めた調査研究の成果として、国登録有形文化財へ

の決定があることを考える時、妻沼聖天山に対する以前からの興味関心が下地にあることは明らかである。学術

的な調査検討は今後も続けるべき課題であるが、知的欲求ともいうべき自身の意識を拡大させた上での試みとし

て結実したことは感慨深い。国登録有形文化財としての公開活用の方策についても今後の課題として向き合う必

要がある。また一方、妻沼聖天山建造物群においてはその他に経堂や護摩堂、南西側水屋などの歴史的建造物も

残されており、新たな研究対象として触手を伸ばすとともに、登録された建造物群についても新たな歴史的意義

の検証のためには更なる研究を要すると期している。文化財業務が多様化、多岐化する中で個人的な制約もある

が、是非取り組みたいという課題である。

なお、本章冒頭に示した国登録有形文化財制度との関連に着目すると、妻沼聖天山の建造物群は、国宝建造物

に付随する歴史遺産としても多くの関心を集め、その要望や期待にも応え得る環境にある。年間を通じての行事

の際に多くの来場者がこれらの建造物を目にして、関心を寄せている状況からすると、国登録という新たな認識

の高まりに一定の意味があったことが考えられる。

ただし、次世代への継承という課題と向き合う時、国登録有形文化財に対する実質的な保存修理事業への補助

制度が確立されていないことからも、将来的な保存に向けてのビジョンが定まりにくい点がある。国宝「歓喜院

聖天堂」においては、平成の大修理以降、彩色の特殊工法を用いた箇所の剥落などがあり、美装化事業への対応

を余儀なくされた。この剥落や変色の原因の一つには、夏の高温と冬の北からの強風「赤城おろし」など自然環

境からの影響が考えられており、このことは同様に国登録の建造物群にも同じ影響が危惧される。このような環

境と建造物との関連の中からも、建造物群の保存に向けて制度の枠組みを超えた範疇での検討が求められている

のである。

結びに、自由な調査研究を可能としてくれた妻沼聖天山の鈴木英全院主をはじめ関係皆様の御協力がなければ

到底達し得なかったことを記し、感謝申し上げる次第である。

今後、筆者は日光東照宮から妻沼聖天山へという建造物群の流れ、そして今に引き継がれる建築的構造の粋と

美についての探究を続ける予定である。その成果について集成し発信できたらと考えている。これは筆者の知見

には到底及ばない壮大なテーマを包摂するものであるが、本報告書がそのための狼煙となることを願っている。

2019年（令和元）8月 12日 熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹

- 79 -



参考文献・出典資料

・熊谷市史編纂委員会『熊谷市史』前編1980年

・熊谷市史編さん室『熊谷市史』通史編1984年

・妻沼町教育会・妻沼町教育委員会『妻沼町誌』1995年

・熊谷市立熊谷図書館『私たちの郷土 新編 熊谷の歴史』2008年

・熊谷市立熊谷図書館『1市3町合併記念－新市誕生･指定文化財』2009年

・埼玉県『武蔵国郡村誌』第9,10巻1953年

・埼玉県『新編埼玉県史 通史編一』原始･古代1987年

・埼玉県『新編埼玉県史 通史編二』中世1988年

・埼玉県『新編埼玉県史 資料編三』古代一 奈良･平安1984年

・埼玉県『新編埼玉県史 資料編四』古代二 古文書･記録1983年

・埼玉県『新編埼玉県史 資料編五』中世一 古文書一1982年

・埼玉県『新編埼玉県史 別編二』民俗2 1980年

・埼玉県『新編埼玉県史 別編四』年表･系図1991年

・熊谷市文化連合『熊谷の文化財』1978年

・妻沼町教育委員会『妻沼町の文化財』1994年

・熊谷市史編さん室「熊谷市史研究」2009年～

・日下部朝一郎『熊谷人物事典』国書刊行会1982年

・埼玉県立歴史と民俗の博物館『刻まれた鼓動：歓喜院聖天堂の建築彫刻』2005年

・宗教法人歓喜院『歓喜院聖天堂保存修理工事報告書』本文編･図版編2011年

・埼玉県教育委員会『埼玉の近世社寺建築：埼玉県近世社寺建築緊急調査報告書』

1984年

・国書刊行会『ふるさとの思い出写真集：明治･大正･昭和 熊谷』1978年

・国書刊行会･奈良原春作/編『ふるさとの想い出写真集：明治･大正･昭和 妻沼』

1981年

・熊谷市立熊谷図書館『斎藤氏と聖天堂』2013年

・熊谷市立図書館『熊谷歴史年表』増補改訂版 2003年

・熊谷市立熊谷図書館『熊谷の歴史を彩る 史跡･文化財･人物』2011年

・濱島正士『寺社建築の鑑賞基礎知識』至文堂1992年

・鈴木充『日本の美術201江戸建築』至文堂 1983年

・窪寺茂『江戸の装飾建築：近世における建築の解放』INAX 1994年

・若林純『妻沼聖天山歓喜院聖天堂：彫刻と彩色の美』平凡社2011年

・熊谷市立熊谷図書館『妻沼聖天山本殿「聖天堂」平成の大修理』2011年

・埼玉新聞社『国宝極彩世界：妻沼聖天山本殿』埼玉新聞社2012年

・宗教法人歓喜院『歓喜院聖天堂保存修理工事報告書』本文編・図版編2011年

・利根川文化研究会『利根川・荒川流域の生活と文化』国書刊行会1995年

・妻沼町文化財調査研究会『妻沼聖天山本殿奉納絵馬 国指定重要文化財「歓喜院

聖天堂」』2005年

・山崎禅雄、印南敏秀『日本人の生活と文化11・祈願のかたち』日本観光文化研究

所1982年

 ・坂本才一郎『埼玉県指定文化財 妻沼聖天山歓喜院貴惣門屋根修理工事報告書』

妻沼聖天山歓喜院2006年

・埼玉郷土文化会『埼玉史談：47巻2号』「妻沼聖天堂貴惣門設計から建築に至る

経緯（上）」（大山雄三）2000年

・埼玉郷土文化会『埼玉史談：47巻3号』「妻沼聖天堂貴惣門設計から建築に至る

経緯（下）」（大山雄三）2000年

・阿部修治『甦る「聖天山本殿」と上州彫物師たちの足跡』さきたま出版社2011 年

・熊谷市立熊谷図書館『斎藤氏と聖天堂』2013年

・若林純/撮影/構成『寺社の装飾彫刻：関東編 上』｢埼玉･群馬の彫物師たち｣（阿

部修治）日貿出版社2012年

・熊谷市教育委員会『熊谷市誕生10周年記念事業：熊谷市文化財ガイドブック』

熊谷市立江南文化財センター/編2016年

・山下祐樹、金子兜太『熊谷ルネッサンスKumagaya Renaissance―熊谷の歴史と文

化遺産を結ぶ「道」―金子兜太「熊谷の俳句」』オーケーデザイン 2017年

各新聞掲載日
・埼玉新聞「妻沼聖天山 鐘楼など登録文化財に」（2016年11月19日掲載）
・埼玉新聞「聖天山 本殿以外も注目を」（2016年11月19日掲載）
・読売新聞「国登録文化財に9件」（2016年11月19日掲載）
・朝日新聞「妻沼聖天山の9件国文化財に」（2016年11月19日掲載）
・毎日新聞「9棟が国文化財に」（2016年11月19日掲載）
・東京新聞「妻沼聖天山建造物 国登録有形文化財に きょう熊谷で報告会」（2016
年11月27日掲載）
・埼北よみうり「妻沼聖天山の建造物9件 国登録有形文化財へ」（2016年12月9
日掲載）

関連資料・画像等提供

熊谷市 熊谷市教育委員会

熊谷市立江南文化財センター

宗教法人 歓喜院

公益財団法人 文化財建造物保存技術協会

ものつくり大学横山晋一研究室

熊谷市文化遺産保存事業実行委員会

熊谷学ラボラトリー・文化遺産研究会

例言

・本調査報告書は、妻沼聖天山における建造物群の国の文化

財登録に向けた調査研究に基づく文化庁への具申資料を下

地として、新たな調査成果及び知見を加えたものである。

・測量図面については現地調査に基づくものであるが、歓喜

院聖天堂保存修理事業及び付随施工、その後の補修工事な

どにより、原初の情報と一致しない場合もある。

・概要、歴史年表、測量図面、文化庁関連資料、官報告示に

示された内容などについて一部省略、換言等の表記がある。

・画像の撮影については、山下祐樹及び富田直子氏が担当し

た。外観風景が現在の状況と異なる場合がある。

・本書の構成に際しては、ものつくり大学横山晋一研究室及

び熊谷学ラボラトリーの福島英美氏、平山雄浩氏から、図

面作成調査及び資料提供、レファレンスを含む多くの御協

力を頂戴した。ここに記し謝辞に代えたい。

・建造物に関する概要については、関連資料及び古文書、棟

札などに基づくものであるが、解釈に際して諸説ある内容

も含まれている。ご指摘及びご教示を願うところである。

編著者 山下祐樹 YAMASHITAYUKI
（熊谷市立江南文化財センター）

調査研究報告８
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