
林建設工事経歴書

年度 寺社名 工事種別 所在地 構造
明治３３年 大善寺鐘楼堂 新築工事 新城市 木造入母屋
明治３３年 秋葉神社 新築工事 平井坂田 入母屋妻見造
明治３５年 龍覚院本堂 新築工事 八名郡庭野
明治３６年 村山神社拝殿 新築工事 大塚 大破風造
明治３７年 素盞鳴神社拝殿 新築工事 大塚 入母屋造
明治４１年 鎌田蔵春庵本堂 新築工事 下佐脇 大破風造
明治４２年 報土寺 新築工事 岐阜県海津郡成戸 入母屋造
明治４２年 鎌田秋葉堂 修理工事 下佐脇 柱替及び土台替
明治４３年 大崎船渡神社拝殿 新築工事 渥美郡大崎 入母屋造
大正元年 落合秋葉堂 新築工事 平井 妻入母屋扇垂木
大正元年 下佐脇村社本殿 屋根替工事 下佐脇 権現造
大正２年 満光寺座敷書院 新築工事 宝飯郡下地町
大正３年 満光寺前堂 新築工事 宝飯郡下地町 寄棟扇垂木
大正３年 長山薬師堂 新築工事 宝飯郡牛久保町 入母屋造
大正３年 谷熊神社拝殿 新築工事 渥美郡田原町 入母屋造
大正４年 養命寺 屋根替工事 宝飯郡一宮町字篠田 小棟造
大正５年 蛤珠庵本堂 新築工事 豊橋市前芝町 入母屋造
大正６年 若宮八幡神社社務所 新築工事 宝飯郡伊奈町 入母屋造
大正６年 馬越神社拝殿及び覆屋 新築工事 八名郡石巻村
大正５年 宿神社社務所 新築工事 小坂井町字宿 大破風造
大正６年 前芝神明社本殿及び幣殿 新築工事 豊橋市前芝町 太子講中
大正８年 徳宝院書院 新築工事 牛久保町下長山 入母屋造
大正８年 伊奈招魂社 新築工事 小坂井町 大破風造
大正９年 豊田神明社拝殿 新築工事 渥美郡吉田方字東 大破風造
大正９年 平井八幡社本殿幣殿 新築工事 小坂井町 流れ造
大正９年 市田神社幣殿及び祝詞殿 新築工事 宝飯郡八幡村
大正９年 兔足神社宝蔵工事 新築工事 宝飯郡小坂井町 妻造
大正９年 兔足神社井家工事 新築工事 宝飯郡小坂井町 大破風造
大正９年 竹本家八幡社 新築工事 宝飯郡為当町
大正８年 千切犬頭社水屋 新築工事 宝飯郡八幡村 大破風造
大正８年 日色野神社社務所 新築工事 日色野町 大破風造
大正１０年 明見神明社 新築工事 額田郡宮崎村 大破風造
大正１０年 報恩寺本堂 屋根替工事 小坂井町 小棟便利瓦
大正１０年 出雲神社分院 新築工事 名古屋市千種 千鳥破風付き
大正１１年 下佐脇神社社務所及び宝蔵 新築工事 宝飯郡下佐脇 入母屋造
大正１１年 前芝太子講中太子殿 新築工事 豊橋市前芝町 方形造
大正１２年 広幡神社社務所 新築工事 御津村西方 顧問として
大正１２年 鳥塚神社本殿 修理工事 渥美郡牟呂吉田
大正１２年 下長山神社本殿 修理工事 宝飯郡牛久保町
大正１２年 稲荷花焼神社拝殿 修理工事 宝飯郡為当町 銅版葺き
大正１１年 大塚神社拝殿 格天井張り工事 宝飯郡大塚村
大正１０年 光明寺 格天井張り替え工事宝飯郡大塚村
大正１３年 下長山宮水屋 新築工事 宝飯郡牛久保町下長山 大破風造
大正１４年 竹本家清正公本殿 新築工事 宝飯郡為当町 流れ造
大正１４年 長興寺鐘楼堂 新築工事 宝飯郡大塚町 入母屋造
大正１５年 満光寺開山堂 新築工事 宝飯郡下地町 大破風造
大正１５年 興国寺鐘楼堂 新築工事 渥美郡野田村大字仁崎 入母屋造
大正１３年 蒲郡町拝殿 屋根替工事 蒲郡町 入母屋造
昭和２年 大塚素盞鳴神社 新築工事 宝飯郡大塚村 流れ造桧皮葺
昭和２年 明光寺本堂 新築工事 宝飯郡小坂井町字宿
昭和３年 ㈱劇場 新築工事 宝飯郡牛久保町 トタン葺き
昭和３年 光輝庵本堂 新築工事 宝飯郡牛久保町 小棟造
昭和４年 前芝村社御本殿 屋根替工事 豊橋市前芝町 桧皮葺
昭和３年 花田小学校奉安殿 新築工事 豊橋市
昭和４年 三谷小学校奉安殿 新築工事 宝飯郡三谷町
昭和４年 善福寺本堂 屋根替工事 宝飯郡平井町



年度 寺社名 工事種別 所在地 構造
昭和５年 室熊野神社 新築工事 宝飯郡萩村 顧問として
昭和４年 花田別院庫裏 改築工事 豊橋市
昭和５年 延命寺本堂開山堂水屋 新築工事 小坂井町大字平井
昭和６年 大木雄進神社拝殿 新築工事 宝飯郡一宮村
昭和７年 前芝水神社 新築工事 豊橋市前芝町 板葺及び銅葺
昭和７年 大木雄進神社末社 新築工事 宝飯郡一ノ宮村
昭和８年 竹水天神社本殿雨覆い 新築工事 宝飯郡蒲郡町
昭和９年 浜田神社拝殿及び本殿 新築工事 渥美郡杉山村
昭和９年 赤坂町郷社杉森神社御神輿 作成工事 宝飯郡赤坂町
昭和９年 龍源寺本堂開山堂玄関 新築工事 宝飯郡萩村 入母屋造
昭和１０年 北島青木神社本殿 屋根替工事 豊橋市北島 幣殿新築
昭和１０年 引馬神社本殿 屋根替工事 宝飯郡御馬
昭和１０年 前芝町校内奉安殿 新築工事 豊橋市前芝町 現水屋屋根
昭和１１年 梅藪浜宮殿 新築工事 前芝村大字梅藪 入母屋
昭和１１年 杉山村奉安殿 新築工事 渥美郡杉山村
昭和１１年 竹本家秋葉神社 新築工事 御津町大字広石 前入母屋
昭和１３年 榎薬師本堂 新築工事 牛久保町中条 入母屋
昭和１３年 西方御嶽神社 新築工事 御津町西方 大破風造
昭和１２年 草間春日神社 新築工事 豊橋市草間町
昭和１２年 加藤邸 新築工事 豊橋市前芝町 観光道路工事に付き
昭和１２年 林亀次邸 移築工事 豊橋市前芝町 観光道路工事に付き
昭和１３年 延命寺座敷 新築工事 小坂井町大字平井
昭和１１年 多美阿津神社末社 新築工事 小坂井町大字宿 二社
昭和１６年 本野神社 新築工事 豊川市大字本野 大破風造
昭和１６年 高師神社本殿 新築工事 豊橋市高師町 流れ造向拝付き
昭和２１年 前芝神明社水屋 新築工事 豊橋市前芝町
昭和２２年 梅藪神社本殿 屋根替工事 豊橋市梅藪町
昭和２３年 観音寺鐘楼堂 新築工事 豊橋市梅藪町
昭和２３年 大塚素盞鳴神社幣殿 新築工事 蒲郡市大塚町
昭和２４年 篠束神社社務所 新築工事 小坂井町篠束
昭和２６年 清洲神明社本殿及び高欄 修理工事 豊橋市清洲町
昭和２７年 清源寺本堂庫裏 新築工事 豊橋市城海津
昭和２７年 豊川祖霊社 新築工事 豊川市
昭和３０年 白山神社本殿幣殿拝殿 新築工事 豊橋市新銭町 鉄筋コンクリート造
昭和３２年 医王寺本堂 新築工事 渥美町中山 鉄筋コンクリート造
昭和３３年 田原町文化財収蔵庫 新築工事 田原町 鉄筋コンクリート造
昭和３４年 遺迎寺本堂 新築工事 豊橋市清須町
昭和３４年 為当稲荷神社籠殿 屋根替工事 豊川市為当町
昭和３４年 神誠教本部本殿幣殿拝殿 新築工事 豊橋市二川町
昭和３４年 篠束医王寺本堂 屋根替工事 小坂井町篠束
昭和３６年 西光寺本堂 新築工事 豊橋市広小路 鉄筋コンクリート造
昭和３６年 栖了院潮満観音堂 新築工事 渥美郡福江 鉄筋コンクリート造
昭和３６年 正光寺本堂 新築工事 豊橋市橋良町 鉄筋コンクリート造
昭和３７年 神の郷英霊殿 新築工事 蒲郡市神の郷 鉄筋コンクリート造
昭和３７年 兔足神社会館 新築工事 小坂井町 鉄筋コンクリート造
昭和３７年 加冶神明社神殿 新築工事 田原町加冶 鉄筋コンクリート造
昭和３６年 田原護国神社 新築工事 田原町 鉄筋コンクリート造
昭和３８年 日吉神社社殿 新築工事 豊川市萩町 鉄筋コンクリート造
昭和３８年 歓喜院本堂 新築工事 豊橋市多米町 鉄筋コンクリート造
昭和３８年 吉田方神明社本殿 新築工事 豊橋市吉田方 鉄筋コンクリート造
昭和３９年 田戸神社本殿 新築工事 渥美町中山 鉄筋コンクリート造
昭和３９年 篠田神社本殿 新築工事 一宮町篠田 鉄筋コンクリート造
昭和４０年 竹島神社水神社幣殿 新築工事 蒲郡市竹島 木造及び鉄筋造
昭和４０年 法住寺重文収蔵庫 新築工事 御津町 鉄筋コンクリート造
昭和４１年 県文化財前芝燈明台 修復工事 豊橋市前芝町 木造方形袴腰
昭和４１年 光明寺本堂 屋根替工事 蒲郡市大塚町 木造
昭和４２年 八剣神社本殿拝殿 新築工事 豊橋市羽根井町 鉄筋コンクリート造
昭和４１年 熊野神社社務所 新築工事 豊橋市飯村町 木造
昭和４３年 慶泉寺本堂 屋根替工事 北設楽郡東栄町 木造
昭和４３年 二川伏見稲荷社本殿拝殿会館 新築工事 豊橋市二川町 鉄筋コンクリート造



年度 寺社名 工事種別 所在地 構造
昭和４３年 大山津美神社本殿拝殿 新築工事 豊橋市岩西町 鉄筋コンクリート造
昭和４７年 永向寺本堂 屋根替工事 蒲郡市府相町 木造
昭和４７年 兔足神社重文収納庫 新築工事 小坂井町 鉄筋コンクリート造
昭和４７年 若宮神社本殿拝殿他 新築工事 蒲郡市神の郷 鉄筋コンクリート造
昭和４７年 糺神社本殿拝殿幣殿 新築工事 豊川市向河原町 鉄筋コンクリート造
昭和４７年 医王寺庫裏 新築工事 渥美町中山 木造
昭和４８年 白鳥地蔵堂本堂 解体修理工事 豊川市白鳥 木造
昭和４８年 大宮神社本殿幣殿額堂水屋 新築工事 蒲郡市宮前 鉄筋、木造
昭和４９年 法蔵寺開山堂 新築工事 赤羽根町 鉄筋コンクリート造
昭和４９年 東向寺本堂 新築工事 西尾市駒場 鉄筋コンクリート造
昭和４９年 大蔵神社拝殿幣殿 新築工事 豊橋市石巻町 鉄筋コンクリート造
昭和４９年 善福寺本堂庫裏 新築工事 小坂井町平井 鉄筋コンクリート造
昭和４９年 宇津江八幡社拝殿幣殿覆殿 新築工事 渥美町宇津江 鉄筋コンクリート造
昭和４９年 植田素盞鳴神社本殿幣殿拝殿 新築工事 豊橋市植田町 鉄筋、木造
昭和５１年 神戸若宮神社本殿幣殿拝殿 新築工事 田原町神戸町 鉄筋コンクリート造
昭和５１年 本果寺本堂 屋根替工事 静岡県新居町 木造
昭和５２年 徳林寺本堂その他 改修工事 幡豆町 木造
昭和５２年 水川稲荷神社本殿幣殿 新築工事 田原町南神戸 鉄筋コンクリート造
昭和５２年 初生衣神社本殿 新築工事 静岡県三ケ日町 木造
昭和５２年 法蔵寺庫裏 新築工事 赤羽根町 鉄筋コンクリート造
昭和５２年 野依八幡社本殿幣殿 新築工事 豊橋市野依町 鉄筋コンクリート造
昭和５３年 栖了院本堂 修復工事 渥美町 木造
昭和５３年 永住寺本堂 修復工事 新城市 木造
昭和５４年 大円寺本堂 修復工事 豊橋市 木造
昭和５４年 八王子八幡社拝殿幣殿本殿 新築工事 渥美町 鉄筋コンクリート造
昭和５６年 畠神社津島社秋葉社 新築工事 渥美町 鉄筋コンクリート造
昭和５６年 紫雲寺本堂 新築工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
昭和５６年 豊島八柱神社拝殿幣殿本殿 新築工事 田原市 鉄筋コンクリート造
昭和５６年 当行寺本堂 修復工事 田原市 木造
昭和５７年 馬見塚神明社拝殿本殿 新築工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
昭和５７年 栖了院本堂 修復工事 渥美町 木造
昭和５７年 徳林寺御水屋 新築工事 幡豆町 木造
昭和５８年 城下八幡社拝殿幣殿本殿 新築工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
昭和５８年 龍門寺位牌堂 新築工事 田原町 鉄筋コンクリート造
昭和５８年 兔足神社拝殿 修復工事 小坂井町 木造
昭和５８年 上善寺本堂 新築工事 豊川市 鉄筋コンクリート造
昭和５９年 栖了院位牌堂 新築工事 渥美町 木造
昭和５９年 春日神社秋葉堂 新築工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
昭和５９年 竜源寺県重文黒門 修理工事 音羽町 木造
昭和６０年 向山熊野神社拝殿覆堂 新築工事 渥美町 鉄筋コンクリート造
昭和６０年 赤松八幡社拝殿幣殿覆堂 新築工事 田原町 鉄筋コンクリート造
昭和６０年 法信寺本堂 屋根替工事 豊川市 木造
昭和６１年 龍源院本堂 新築工事 渥美町 木造
昭和６１年 岩田八幡社拝殿幣殿本殿 新築工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
昭和６１年 長泉寺客殿 新築工事 豊川市 木造
昭和６２年 医王寺薬師堂 新築工事 豊橋市 木造寄棟瓦葺
昭和６２年 県文化財三ケ日浜名総社本殿 解体修復工事 三ケ日町 萱葺き
昭和６２年 琴平宮幣殿 修復工事 豊橋市 木造瓦葺き
昭和６３年 浦八幡社本殿拝殿 新築工事 田原町 鉄筋コンクリート造
昭和６３年 須佐之男神社手水屋 新築工事 小坂井町 木造瓦葺き
昭和６３年 片浜神社本殿 修復工事 田原町 木造銅板葺き
昭和６３年 当行寺庫裏 増築工事 田原町 木造瓦葺き
昭和６３年 新町八幡社鳥居 新築工事 田原町 木造
平成元年 花谷院本堂 新築工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
平成元年 潮音寺本堂 修復移転工事 渥美町 木造瓦葺き
平成元年 水川稲荷本殿他 修復工事 田原町 鉄筋他
平成２年 花谷院庫裏 新築工事 豊橋市 木造瓦葺き
平成２年 八剣神社 屋根修復工事 豊橋市 鉄筋コンクリート造
平成２年 赤沢神社本殿他 新築工事 豊橋市 木造銅板葺、瓦葺き
平成３年 法蔵寺本堂 新築工事 赤羽根町 鉄筋コンクリート造



年度 寺社名 工事種別 所在地 構造
平成３年 円通寺庫裏書院 新築工事 三ケ日町 木造瓦葺き
平成４年 円通寺本堂位牌堂 新築工事 三ケ日町 鉄筋、鉄骨造
平成４年 高膳寺本堂 新築工事 豊川市国府町 木造瓦葺き
平成５年 栖了院書院 新築工事 渥美町 木造
平成５年 円通寺稲荷堂 新築工事 三ケ日町 鉄筋コンクリート造
平成５年 赤日子神社手水屋 新築工事 蒲郡市 木造瓦葺き
平成６年 東勝寺本堂 新築工事 豊川市牛久保町 木造瓦葺き
平成６年 坂津若宮神社本殿拝殿 新築工事 豊橋市牟呂町 木造
平成７年 円通寺鐘楼堂 新築工事 三ケ日町 木造瓦葺き
平成７年 百々神社拝殿 新築工事 田原町 千鳥唐破風拝殿
平成８年 牟呂大西神社本殿 新築工事 豊橋市牟呂町 木造流れ造り銅板葺き
平成８年 百々神社御神庫 新築工事 田原町 木造
平成８年 西明寺本堂位牌堂 新築工事 豊川市八幡 間口１１間木造大本堂
平成８年 医王寺本堂 内部修復工事 渥美町 鉄筋コンクリート造
平成９年 西島神社本殿拝殿 新築工事 豊川市 木造
平成９年 延命寺山門 修復工事 小坂井町 木造
平成９年 高膳寺山門 新築工事 豊川市国府 木造
平成９年 稲村神社拝殿幣殿 修復工事 蒲郡市西浦 木造
平成９年 清光寺本堂庫裏書院 新築工事 豊川市八幡 木造瓦葺き
平成９年 山本邸 新築工事 豊川市 木造瓦葺き
平成１０年 神泉寺本堂 屋根替工事 豊橋市日色野 木造瓦葺き
平成１０年 月読神社本殿 屋根替工事 蒲郡市 木造銅板葺き
平成１１年 加藤邸外塀 新築工事 豊橋市前芝町 木造銅板葺き
平成１１年 小川邸茶室 新築工事 渥美町中山 木造銅板葺き
平成１２年 徳林寺位牌堂 新築工事 幡豆町 木造瓦葺き
平成１１年 安楽寺山門鐘楼堂 屋根替工事 田原町 木造瓦葺き
平成１２年 諏訪神社拝殿幣殿本殿水屋 新築工事 岡崎市 木造
平成１２年 長栄寺本堂 新築工事 豊川市諏訪町 木造瓦葺き
平成１３年 東勝寺書院 新築工事 豊川市牛久保町 木造瓦葺き
平成１３年 伊藤邸茶室 造作工事 豊川市 鉄骨住宅内木造
平成１３年 竹島神社本殿 屋根替工事 蒲郡市竹島 銅板葺き
平成１３年 貴船神社拝殿幣殿覆屋 新築工事 田原町 木造
平成１３年 専覚寺本堂 修復工事 蒲郡市 外廊下総欅修理
平成１３年 鈴木邸 新築工事 小坂井町 木造瓦葺き
平成１３年 円通寺地蔵堂 新築工事 三ケ日町 木造瓦葺き
平成１４年 大洞山本堂 屋根替工事 新城市 木造瓦葺き
平成１４年 大恩寺位牌堂 新築工事 御津町 鉄筋コンクリート造
平成１５年 伊藤邸 新築工事 豊橋市 木造瓦葺き
平成１５年 観音寺本堂 屋根替工事 豊橋市梅藪町 木造瓦葺き
平成１５年 大洞山茶室 新築工事 新城市 木造銅板葺き
平成１６年 長草町神社 屋根替修復工事 豊橋市 木造銅板葺き
平成１６年 西蔵寺山門 新築工事 豊橋市伊奈 木造瓦葺き
平成１６年 東勝寺地蔵堂 屋根替え修復工事 豊川市牛久保町 木造瓦葺き
平成１６年 小林邸 屋根替え修復工事 豊橋市長草 木造瓦葺き
平成１６年 西光寺本堂 修復工事 豊橋市広小路 鉄筋コンクリート造
平成１７年 城宝寺本堂 屋根替え修復工事 田原市 木造本瓦葺き
平成１７年 山車解体修理 愛知万国博出展 蒲郡市三谷町、中区、西区 木造彩色金箔貼り
平成１７年 徳林寺山門 新築工事 幡豆町 木造瓦葺き
平成１８年 太山寺本堂 新築工事 幡豆町 木造瓦葺き
平成１８年 延命寺鐘楼堂 新築工事 伊奈町 木造瓦葺き
平成１９年 八剱神社拝殿 解体修理工事 蒲郡市三谷町 木造瓦葺き
平成１９年 前芝神明社 屋根替え修理工事 豊橋市前芝町 木造瓦葺き
平成１９年 龍源寺外祭宮 新築工事 宝飯郡音羽町 木造柿葺
平成２０年 福寿院本堂 新築工事 豊川市長草町 木造瓦葺き
平成２１年 三谷上区山車 車輪車軸交換 蒲群市三谷 地松車輪
平成２１年 東勝寺庫裏 改装工事 豊川市牛久保 木造瓦葺き
平成２２年 三明寺庫裏 新築工事 豊川市 木造瓦葺き
平成２２年 光林寺鐘楼 解体修理工事 蒲群市三谷 木造瓦葺き
平成２２年 富士神社本殿 修理工事 音羽町萩町 木造檜皮葺き
平成２３年 石山神社拝殿弊殿本殿社務所 改築工事 蒲群市三谷 木造瓦葺き



年度 寺社名 工事種別 所在地 構造
平成２３年 慈廣寺本堂 解体修理工事 新城市 木造瓦葺き
平成２3年 入覚寺本堂 屋根替修復工事 御油町 木造瓦葺き
平成２４年 熊野神社 本殿弊殿新築工事 豊橋市牛川町 木造銅板葺き
平成２４年 白山神社内天満宮拝殿 拝殿新築 豊橋市新銭町 コンクリート造
平成２５年 大洞山庫裏 新築工事 新城市 木造鋼板葺き
平成２５年 瓦町神明社拝殿 新築工事 豊橋市瓦町 コンクリート造
平成２６年 医王寺山門 新築工事 田原市小中山 木造瓦葺き
平成２６年 新所原山車 新築工事 静岡県新所原市 木造
平成２７年 徳林寺鐘楼 屋根替工事 西幡豆 木造
平成２７年 正琳寺本堂 屋根替工事 豊橋市 木造
平成２７年 西明寺山門 解体修理工事 豊川市国府町 木造
平成２８年 勝楽寺庫裡増築 増築工事 新城市 木造
平成２８年 為当稲荷神社本殿 修理工事 豊川市為当町 木造
令和元年 徳林寺庫裡 新築工事 西尾市幡豆町 木造鉄骨造
令和２年 勝楽寺山門 新築工事 新城市 木造コンクリート造
令和２年 龍源寺黒門(県文化財修復工事) 耐震工事 豊川市 木造
令和３年 松永寺庫裏 新築工事 豊川市市田町 木造瓦葺き
令和４年 松永寺本堂 屋根替修復工事 豊川市市田町 木造瓦葺き

会社内容 営業種目
林建設株式会社 神社、寺院、仏閣、茶室の新築及び
法人設立 修復工事の設計施工
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