
本覚寺の森 観音霊園・観音堂

CEMETERY & TEMPLE IN HONGAKUJI FOREST



横浜の谷戸に建つ寺院の拡張計画である。

計画は、寺院全体のあるべき姿を一緒に構

想してほしいという住職による地元大学へ

の呼びかけから始まった。

既存本堂や庫裏の機能的課題、谷戸のコ

ミュニティの中で寺院が果てしてきた役割、

住職が志す新しい寺の役割、現代社会にお

ける寺院の持続性など様々な要素が大学、

建築家、住職、檀家組織、地域住民との連

携の中で検討された。

その結果、新しい家族像に応じた小規模

な法要の場と、樹木葬や永代供養墓などの

墓地の整備を行うこととなった。

檀家や地域住民との検討

大学研究室によるマスタープラン
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This is an expanding project for a temple built in a
small valley so called “Yato” in Yokohama.
This project was started by the priest who asked for
neighbor universities to think how the grounds of
their temple should be, and some laboratories of
university, architects, priest,parishioners, and
neighbors responded it and started to consider
about it.
As a result, we planned to build a new temple used

for small ceremonies and modern cemeteries fit for
contemporary families.
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西側の市民の森に隣接する急勾配のエリアは「森の墓地」、北側の住宅地に囲まれたエリアは
「庭の墓地」として特徴付けし、敷地のほぼ中央に観音堂を配置した。

We designed two cemeteries on location, one is “cemeteries in the forest” near a city forest park, the other
is “cemeteries in the garden” surrounded by houses. A new temple was installed in the middle of this site. 2



傾斜地形の中に棚田状に墓地を整備し、周囲の谷戸地形と連続したランドスケープを目指した。

また、建築と地形がなじむよう、観音堂には敷地の傾斜に沿った大屋根を架けている。

To aim the landscape continuous with the surroundings,differences in height on a premises was levelled in 
small tiers, and the large roof of a building is designed along the undulation. 3



敷地の傾斜に沿った屋根
A roof along the slope of the site 4



敷地にはその場所ごとの特徴にあった樹々を配し、小道をめぐらし、小さな広場やベンチを設けている。
故人を思い偲ぶ場と、散策など日常的な営みの場が重なり合う、安らぎある生活景の創出を目指した。

With setting trees, footpath, small open space, and some benches, we planned to create comforting life scenes as
a cemetery area and the residential area. 5



樹木葬の花や樹々に向き合う軒下の水屋・ベンチ
A bench faces to flowers and trees on cemeteries 6



尾根沿いの小道に設けた小広場から望む谷戸の町並み

Townscape of small valley seen from a small open space on a path we made 7



参道の入り口に設けたベンチと樹種の案内板
A bench and a guide board of trees at the entrance to the approach to the temple 8



With wooden beams supporting each other along repeated geometric patterns, we expressed familiar
and reassuring religious space.

敷地の中央付近に、昔あったという地下の祠を再興するように半地下の観音堂を配置している。
変則格子梁を相互に掛け渡す木架構により、温かく力強い信仰の空間を目指した。

9



境内に向かい大きく開かれた観音堂
New temple widly open to the premises 10



既存の本堂に調和し、対峙する木架構

Wooden roof structure which is in harmony and confront with the existing temple 11



天井際のスリットから照らされた架構
Roof structure which is lit up by sunlight  through the slit  near the cieling

屋根の架構は、一辺8.4ｍの正三角形の空間を掛け渡す必要があり、流通材が採

用できるよう、三角グリッドをベースに短い梁を掛け渡す相互依存の構法とした。

この変則格子梁による構法は、単純な三角格子梁に比べて、接合部を在来工法に

よるシンプルなものにすることができる。またこの架構は、3本の梁からなるユ

ニットが反復する構成になっており、ユニットをあらかじめ工場で組んでおくこ

とで、現場での接合手間を減らし、より効率的で正確な施工が可能となった。

(構造：MID研究所）

To span 8.4m and to use distributed-size wood, this roof structure consists of wooden
beams supporting each other along irregular triangular patterns. By using this
construction method, it becomes able to make joining method to be simple compared to
using structure along simple triangular patterns.
Because This roof structure is also composed of repeating a unit of 3 beams,
construction becomes more efficiently and more exactly, by making units in advance at
a factory.
（Structural Design : MID Architectural Structure Laboratory)
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大きな軒下空間より境内と谷戸の町並みを望む

View of the premises and townscape of small valley which is seen from an open space under the roof 13
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構想 神奈川大学重村三笠研究室
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設備：日永設計 西原廣龍・新井田浩二

施工 菊池組

植栽：冨士造園

墓石：古田石材店

仏像：黒柳奈美子

写真 鳥村鋼一 ３~５、７~１４
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