
〇令和４年３月１６日発生の福島県沖を震源とする地震に係る 

浄土宗寺院の被害状況について【第５報】 

 

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の情報はあ

りません。 

（５月６日現在） 

 

◎福島教区 ４３カ寺 

浜通り組 ００２ 照岸寺   本堂    柱ズレにより戸の開閉不可 

                     柱と壁面の間に隙間 

               庫裏    壁面剥落 

 

浜通り組 ００４ 菩提院   本堂    壁面ひび割れ 

               客殿    壁面ひび割れ 

 

浜通り組 ００５ 良善寺   本堂    壁面一部損壊 

               客殿（庫裏）壁面一部損壊・玄関引戸一部損壊 

 

浜通り組 ００６ 欣浄寺   本堂    本尊両手首破断・光背等破損 

                     壁面一部ひび割れ 

               客殿    壁面一部ひび割れ 

 

浜通り組 ００７ 眞乘寺   庫裏    壁面ひび割れ・外壁一部破損 

               墓地    入口脇の斜面一部崩落 

 

浜通り組 ００９ 宝国寺   本堂    内陣壁面一部破損・すき間拡張 

               庫裏    壁面一部割れ 

 

浜通り組 ０１０ 専称寺   本堂    本尊阿弥陀如来立像根本破損 

 

浜通り組 ０１１ 安養院   庫裏    壁面数箇所崩落 

               境内    灯籠 火袋部破損 

               墓石    墓石ズレ・倒壊数基 

                

浜通り組 ０１５ 阿弥陀寺  庫裏    棟一部破損落下・什物数基破損 

山門    土台柱ズレ・棟一部破損落下 

               墓地    墓石落下破損１基・墓地沈下傾き１基 

                     墓石、墓誌の傾き１８基 



浜通り組 ０１６ 惣善寺   本堂    壁面一部崩落 

 

浜通り組 ０１７ 能満寺   諸堂    鐘楼堂 傾き及びズレ 

 

浜通り組 ０２６ 大運寺   本堂    壁面ひび割れ 

 

浜通り組 ０２９ 寿蔵寺   本堂    壁面ひび割れ、損壊 

               客殿（庫裏）壁面亀裂多数・襖開閉不可 

 

浜通り組 ０３４ 成徳寺   本堂    内部柱に傾き・壁面亀裂数箇所 

               山門    屋根損傷 

 

浜通り組 ０３６ 清隆寺   本堂    向拝部損傷・壁面損傷数箇所 

 

浜通り組 ０３７ 林蔵寺   諸堂    御霊屋 壁一部落下 

 

浜通り組 ０３８ 徳林寺   本堂    壁面破損３０カ所 

                     降棟歪み 

               庫裏    雨樋ズレ（地盤変化による） 

               諸堂    倉庫屋根瓦破損及び壁面破損 

 

浜通り組 ０３９ 海会寺   本堂    天蓋一部破損 

 

浜通り組 ０４１ 浄林寺   境内    灯籠転倒 

墓地    墓石ズレ１５基程度 

                

浜通り組 ０４２ 興仁寺   本堂    本尊光背落下・蓮華台座ズレ 

                     両脇菩薩蓮華台座ズレ 

                     外側壁、木材横木落下 

 

浜通り組 ０４３ 阿弥陀寺  本堂    本尊光背割れ、右手指折損 

                     扉の框破損、歪み・壁面ひび・崩落数十箇所 

                     天蓋一部落下・香炉、三方、花瓶損壊 

               庫裏    棟滑落・屋根瓦損壊・サッシガラス破損２枚 

                     玄関扉歪み・玄関前コンクリート亀裂 

               山門    屋根瓦損壊 

               諸堂    鐘楼堂 屋根瓦損壊 

               境内    水子地蔵転倒２７０躯、一部損壊・井戸水不通 



               参道    １００ｍ超にわたり１０ｃｍの段差発生 

               墓地    歴代住職墓塔３基・その他墓石数基倒壊 

 

浜通り組 ０４４ 淨圓寺   本堂    本尊光背半壊・右手破損 

                     観音像、阿弥陀像、仏像等倒壊破損 

                     ガラス戸半壊２箇所・壁面ひび割れ・柱ズレ多数 

                     什物、備品等破損散乱 

               客殿（庫裏）屋根瓦大部分破損、歪み 

土台、コンクリート剥離 

壁面ひび割れ 

備品等散乱 

               墓地    墓石ズレ、倒壊多数 

               境内    灯籠、地蔵、五輪塔等多数ズレ、倒壊 

 

浜通り組 ０４５ 浄國寺   客殿    荘厳物の破損・壁ひび割れ・建物傾斜 

               庫裏    壁ひび割れ・サッシ歪み・建物傾斜 

 

浜通り組 ０４７ 浄心寺   本堂    本尊台座より落下・下部にひび割れ 

               境内    ブロック塀 一部欠損・ひび割れ 

墓地    墓石ズレ数基 

                

中央組  ０５０ 大千寺   本堂    宮殿歪み・装飾の破損 

                     両大師及び両脇侍落下破損 

壁面、欄干基部のひび及び剥離 

                     五具足及び常華落下破損 

                     灯籠転倒破損・導師机及び経机転倒破損 

                     裏堂仏像落下破損・位牌落下破損多数 

                     焼香机転倒破損 

               書院（客殿）壁面ひび割れ・本棚転倒・額の落下破損 

                     瓦落下破損 

               庫裏    瓦落下破損・壁面ひび割れ・家具散乱破損 

               境内    石灯籠４基倒壊 

               諸堂    秋葉堂 壁面破損 

               墓地    墓石５０基以上倒壊破損 

 

中央組  ０５１ 無能寺   本堂    庫裏接続部屋根損壊、仏具・灯籠等破損、額落下 

               庫裏    棟２分の１落下、土壁・タイル壁等壁面破損 

               山門    沈下・脇扉破損 



       諸堂    地蔵堂及び地蔵像破損 

               境内    南門屋根一部損壊・石碑等損壊 

参道    屋根棟落下 

               墓地    墓石及び灯籠倒壊多数 

 

中央組  ０５２ 大安寺   本堂    両脇侍落下破損・灯籠破損・天蓋一部落下 

                     向拝柱ずれ・内外白壁崩壊・サッシ開閉不可 

               庫裏    内壁一部崩落・家具散乱落下破損・扉等不具合 

諸堂    位牌堂 灯籠及び前机破損・位牌檀仏具落下散乱 

               

 

中央組  ０５３ 観音寺   本堂    内陣壁面一部損壊・欄間一部損壊 

               境内    観音堂前階段石垣崩落 

 

中央組  ０５４ 淨運寺   本堂    内外壁面・内陣壁面一部損壊、什物等破損 

               庫裏    屋根瓦一部崩壊 

諸堂    会館 内外壁面一部損壊及び屋根瓦一部崩落 

               境内    石灯籠及び石碑６基転倒、石塀一部破損 

               墓地    ７０基転倒 

 

中央組  ０５５ 称名寺   本堂    壁面亀裂・常華破損・床面へこみ 

               庫裏    壁面亀裂及び一部崩落 

               諸堂    毘沙門堂 壁面亀裂及び一部崩落 

               墓地    墓石１５基転倒、ズレ多数 

 

中央組  ０５６ 東圓寺   本堂    内壁破損、仏具倒壊 

               境内    灯籠倒壊 

               墓地    墓石倒壊及びズレ多数 

 

中央組  ０５７ 梅松寺   本堂    阿弥陀如来像大破・壁面広範囲に亀裂 

 

中央組  ０５９ 誓願寺   本堂    本尊右手首、両足首、台座固定部分破損 

仏具・位牌等倒壊 

 

中央組  ０６０ 到岸寺   本堂    本尊一部破損 

                     壁面、ガラス等破損・天蓋、天井絵一部損壊 

               諸堂    蔵壁面亀裂 

境内    参道灯籠倒壊 



               墓地    墓石倒壊多数 

 

中央組  ０６６ 善性寺   本堂    須弥壇歪み 

               庫裏（客殿）扉破損・洗面台破損 

諸堂    釈迦堂蔵 壁面破損 

      位牌堂 位牌転倒及びズレ 

               墓地    墓石倒壊及びズレ 

 

中央組  ０６７ 誓傳寺   本堂    壁面亀裂深化・瓔珞飾り紐３箇所落下 

               諸堂    位牌堂 屋根瓦数枚破損・壁面亀裂深化 

                     薬師堂 壁面亀裂深化 

               墓地    斜面亀裂・墓石転倒３０基 

                     墓石、灯籠、柵等転倒、ズレ多数 

 

中央組  ０７１ 善導寺   本堂    本尊台座一部破損・内外壁面破損 

仏具破損・瓦破損 

               庫裏    内外壁面破損 

               墓地    １００基転倒・灯籠倒壊 

 

中央組  ０７４ 蓮家寺   諸堂    鐘楼堂 石垣一部崩落 

                     観音堂 四十八観音数件転倒一部損壊 

               境内    灯籠数基倒壊 

 

中央組  ０７８ 専念寺   墓地    １基ズレ 

 

中央組  ０７９ 紫雲寺   境内    灯籠２基倒壊 

               墓地    墓石数十基転倒・数十基ズレ 

 

中央組  ０８０ 光岩寺   境内    灯籠数十基倒壊 

               墓地    墓石数十基転倒、数十基ズレ 

 

中央組  ０８１ 薬師寺         位牌数十基落下破損 

 

中央組  ０８２ 成願寺   本堂    壁面剥離・宮殿ズレ・灯籠２基倒壊 

                     位牌約３００基倒壊 

               諸堂    薬師堂 壁面剥離・薬師如来手破損 

               墓地    墓石ズレ 

以 上 


