
東北地方太平洋沖地震被害確認状況 2011/4/118:13

管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況

東京（東） 0011001 長遠寺 山本玄勝 壁の一部損壊　玄関の戸が閉まらないなど
東京（東） 0011002 経王寺 鈴木恵一 壁に一部ひび
東京（東） 0011005 妙経寺 山口裕光 ガラス破損　灯籠損傷
東京（東） 0011006 妙音寺 岡﨑英雄 灯籠、外壁損傷
東京（東） 0011007 本覚寺 沖真弘 祖師堂のガラス破損
東京（東） 0011009 本法寺 西川隆庸 本堂屋根瓦一部損傷
東京（東） 0011012 法恩寺 鈴木貫元 本堂屋根瓦一部損傷
東京（東） 0011015 法泉院 西尾貫之 本堂瓦一部損傷　塀、一部損傷
東京（東） 0011016 善行院 髙佐宣長 歴代墓地損壊
東京（東） 0011020 實相寺 武井堯舜 本堂瓦、一部ズレ
東京（東） 0011021 法華寺 石川修道 仏具一部破損
東京（東） 0011022 春慶寺 斉藤堯圓 ビル、消防用の水が出る
東京（東） 0011023 浄心寺 伊藤勝淳 石灯籠２基、墓石３基倒壊
東京（東） 0011024 宣明院 安藤海徹 本堂内陣、仏具一部転倒
東京（東） 0011025 圓珠院 外山寛穂 本堂内陣、仏具一部転倒　墓地カロート蓋４～５ヵ所外れる
東京（東） 0011026 善應院 鈴木隆泰 建造物無事　墓地カロート蓋数か所外れる
東京（東） 0011027 本立院 甲州誠佑 建物内で若干、物が落下程度
東京（東） 0011029 一乗院 内山堯邦 瓦一部落下　本堂内仏具転倒　墓地カロート蓋数か所外れる
東京（東） 0011030 唱行院 伊藤速雄 瓦一部落下　本堂内壁一部剥落　墓地カロート蓋数か所外れる
東京（東） 0011031 圓隆院 西村寛和 位牌、仏像一部損壊　墓地数か所カロート蓋が開き損傷
東京（東） 0011032 妙久寺 金山見学 灯籠、大小３基倒壊
東京（東） 0011033 上妙寺 川島秀尊 本堂内、位牌が転倒した程度　石灯籠１基倒壊
東京（東） 0011034 観妙寺 渡辺観誠 石灯籠２基倒壊　本堂内、灯籠、仏具転倒、散乱
東京（東） 0011035 東陽院 栗塚秀行 本堂内壁、一部剥落　仏具転倒
東京（東） 0011036 身延別院 藤井教公 仏具一部破損　千葉の霊園、地盤沈下、液状化、墓石・供養塔が多数倒壊
東京（東） 0011038 清正公寺 楠本孝親 石灯籠倒壊　墓地一部損壊　本堂内漆喰剥落
東京（東） 0011039 蓮昌寺 勝呂昌信 灯籠倒壊　墓地一部損壊　本堂内漆喰剥落
東京（東） 0011040 妙源寺 小林順光 灯籠、墓地墓石一部損壊　本堂外壁一部損傷
東京（東） 0011041 圓成寺 布施慈範 石塔倒壊　石灯籠２基倒壊　墓地墓石７件倒壊　塀が一部損壊　本堂内一部仏具転倒、損壊
東京（東） 0011043 立増寺 白川和之 灯籠、墓石一部損壊　本堂外壁損傷
東京（東） 0011044 題経寺 望月良晃 開山堂の壁、一部損傷
東京（東） 0011045 山王院 岡田多民 仏具損傷
東京（東） 0011047 深妙寺 岩城是海 本堂内、仏具転倒
東京（東） 0011048 妙光寺 今村隆圭 本堂内、仏具転倒　墓石一部倒壊
東京（東） 0011049 大法寺 春日光昭 本堂壁にひび　灯籠倒壊
東京（東） 0011050 善慶寺 髙﨑昭龍 本堂内、位牌転倒
東京（東） 0011051 宣要寺 成川文應 本堂壁にひび
東京（東） 0011052 要法寺 小山内功静 本堂内、仏像倒壊
東京（東） 0011054 妙勝寺 渡清明 灯籠倒壊
東京（東） 0011055 本城寺 久徳一英 本堂内、天蓋落下　墓石一部倒壊
東京（東） 0011056 常福寺 塚田貫康 本堂内、仏具転倒
東京（東） 0011057 妙泉寺 鈴木英成 本堂壁にひび
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東京（東） 0011058 城立寺 吉田英修 墓石一部倒壊　庫裏の屋根損傷
東京（東） 0011059 妙覚寺 露木正道 本堂内壁、一部剥落　墓地一部損壊
東京（東） 0011060 長勝寺 田村宏順 山門傾く　灯籠倒壊　本堂内壁損傷
東京（東） 0011061 感應寺 新井貫厚 灯籠倒壊　墓地一部倒壊
東京（東） 0011062 妙勝寺 高松孝行 灯籠、墓石倒壊　本堂内、仏具破損
東京（東） 0011065 妙光寺 金妙鴻 屋根瓦落下　灯籠倒壊　墓地一部損傷
東京（東） 0011066 妙蓮寺 野口泰宏 灯籠倒壊　塀一部破損　仏具一部破損
東京（東） 0011067 善徳寺 矢島哲良 灯籠倒壊　本堂仏具一部破損
東京（東） 0011075 妙見山別院 能勢頼昭 塀の一部損壊
東京（東） 0011076 積善寺 林貫恵 仏具損傷
東京（東） 0011077 信養寺 小林栄量 仏具損傷
東京（東） 0012002 正龍教会 塚原英基 本堂内、仏具一部転倒
東京（東） 0012009 三尊教会 吉澤順将 食器が数枚、割れた
東京（西） 0021001 妙円寺 本間慈郷 本堂屋根瓦落下、石塔５～６基倒壊
東京（西） 0021002 仙寿院 久保田正尚 灯籠１０数基倒壊
東京（西） 0021003 常圓寺 及川周介 灯籠１基倒壊、石塔数基倒壊
東京（西） 0021004 常泉院 浅井憲龍 墓石数基ずれ
東京（西） 0021005 陽運寺 植松忠文 本堂屋根瓦落下、仏塔頭部落下
東京（西） 0021006 圓通寺 馬場一雄 墓石１基破損、墓石半数以上ずれ、墓棚２㍍倒壊
東京（西） 0021008 本性寺 吉田勝敏 毘沙門堂破損、境内損傷
東京（西） 0021009 正覚寺 加藤正道 本堂仏像転倒
東京（西） 0021011 日宗寺 大澤宥寛 本堂屋根瓦１／３落下くずれ
東京（西） 0021012 妙行寺 山田典孝 本堂壁ひび、仏具破損、墓石５基落下
東京（西） 0021013 善國寺 嶋田堯嗣 墓石ずれ倒壊３基、ひび割れ１５カ所
東京（西） 0021014 圓福寺 長亮正 灯籠２基倒壊
東京（西） 0021015 正法寺 今成元昭 墓石５基倒壊、灯篭４基倒壊、塔ひびずれ
東京（西） 0021016 感通寺 新間智雄 灯籠３基倒壊
東京（西） 0021017 本松寺 金山敏岳 墓石３基倒壊
東京（西） 0021018 経王寺 互井観章 ４７基倒壊ずれ、灯籠３基倒壊、仏像１体破損
東京（西） 0021019 幸國寺 矢嶋泰淳 石塀８㍍倒壊、墓石数基倒壊
東京（西） 0021020 瑞光寺 久保田正尚 灯籠数基倒壊、墓石ずれる、本堂・釈迦堂壁に亀裂
東京（西） 0021022 常泉寺 久古教秀 灯籠倒壊、３０～４０基ずれる
東京（西） 0021023 宗柏寺 伊藤順正 墓石６～７基倒壊、灯籠１基倒壊
東京（西） 0021024 清隆寺 林清 五重塔倒壊（修復すみ）
東京（西） 0021025 浄輪寺 嶋田教豊 灯籠１基倒壊、墓石１基倒壊
東京（西） 0021026 蓮秀寺 田邉壽昌 灯籠１基倒壊、屋根瓦少々落下
東京（西） 0021027 法善寺 小泉玄有 墓石２００基倒壊ずれ、瓦落下
東京（西） 0021028 法輪寺 海野経雄 灯籠５基倒壊、墓石３０基ひびずれ、本堂壁ひび
東京（西） 0021029 亮朝院 成原要潤 仏像・仏具に若干の破損、墓石の倒壊・ずれ
東京（西） 0021030 法明寺 近江正典 灯籠２基崩壊
東京（西） 0021031 観静院 高桑正温 灯籠２基倒壊、本堂内の柱一部破損
東京（西） 0021035 本納寺 森部達彦 灯籠４基倒壊、本堂漆喰壁一部崩落
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東京（西） 0021036 本浄寺 大塚教哲 墓石１基転倒、灯籠１基倒壊
東京（西） 0021039 盛泰寺 松本和道 墓石１基転倒、常花・花立て・ローソク立て破損
東京（西） 0021041 妙典寺 長倉孝真 塔婆立て一件倒壊
東京（西） 0021042 本立寺 山田教周 灯籠倒壊、本堂・書院の壁少々落下
東京（西） 0021043 妙経寺 稲荷泰雅 本堂漆喰壁一部落下、墓石かろうとう入口ふた２枚倒壊、本堂常花一部落下で破損、鬼子母神堂常花１本全破損
東京（西） 0021044 本伝寺 山口壽謙 墓石２０基程倒壊、本尊破損、本堂壁亀裂、瓦数枚落下
東京（西） 0021045 蓮光寺 加藤光雄 墓石３基倒壊
東京（西） 0021046 興善寺 長瀬泰崇 本堂屋根瓦１／２落下、幢幡、厨子一部、仏像破損
東京（西） 0021048 蓮華寺 橘髙智光 墓石１０基程倒壊、本堂壁破損、つぼ破損
東京（西） 0021049 本念寺 浅井信英 石灯籠倒壊
東京（西） 0021051 蓮久寺 三國正隆 香炉を敷くガラス破損、石灯籠倒壊
東京（西） 0021053 蓮華寺 金子光秀 灯籠３基倒壊、石塔２基倒壊、本堂内にひびわれ
東京（西） 0021054 久成寺 小澤妙慧 石塔２基倒壊
東京（西） 0021055 蓮華寺 井野上正文 灯籠１１基倒壊、石塔多数倒壊
東京（西） 0021057 妙徳寺 石井一教 位牌損傷
東京（西） 0021060 本立寺 北見周文 本堂瓦数枚落下、石塔動く
東京（西） 0021061 本覺寺 田正教 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0021062 妙安寺 吉田文堯 本堂壁少々剥がれる、堀の壁落下
東京（西） 0021063 釋迦本寺 権藤泰應 石塔崩れる　※千葉別院庫裡倒壊
東京（西） 0021064 法性院 渡部慈宏 墓石１基倒壊
東京（西） 0021065 善行院 大庭一記 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0021066 本照寺 境野哲秀 灯籠２基
東京（西） 0021067 大乗院 井上浩達 本堂瓦落下
東京（西） 0021068 妙延寺 山田正憲 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0021069 妙福寺 戸田了達 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0021070 本壽院 永井啓文 客殿屋根崩れる、壁崩れる、石塔多数倒れる
東京（西） 0021072 玉川寺 池田順覚 灯籠３基倒壊
東京（西） 0021075 妙揚寺 北川前肇 本堂内漆喰壁剥落、境内灯籠１基倒壊、墓地灯籠倒壊。それにより外柵破損
東京（西） 0021076 玄照寺 山岡淳一 灯籠６基倒壊、垣根破損、墓石（墓碑・灯籠等含）２６基破損、本堂内白壁剥離・本堂瓦落下
東京（西） 0021077 幸龍寺 髙佐英長 古い墓石１基倒壊、灯籠倒壊、清正公堂内の天蓋破損
東京（西） 0021080 妙法寺 嶋田教正 灯籠多数倒壊、瓦落下、墓石倒壊
東京（西） 0021081 福相寺 米沢光明 灯籠４基倒壊、本堂燭台・金蓮華破損
東京（西） 0021082 宗延寺 嶋田教要 本堂少々破損、灯籠倒壊
東京（西） 0021083 本佛寺 石川教義 灯籠倒壊、墓石数基倒壊
東京（西） 0021084 妙祝寺 奥村純秀 仏具損傷
東京（西） 0021085 清徳寺 石川教道 灯籠倒壊
東京（西） 0021086 修行寺 大給海眞 灯籠倒壊、金蓮華破損
東京（西） 0021087 大法寺 古屋絵觀 本堂内花瓶破損、位牌破損
東京（西） 0021088 中道寺 山形教道 灯籠４基倒壊、本堂内白壁剥離２ヵ所、渡り廊下壁が灯籠倒壊時に陥没
東京（西） 0021089 妙正寺 赤塚教乘 灯籠４基倒壊、古い墓石２０基程倒壊
東京（西） 0021091 長善寺 大澤寛堂 本堂瓦落下、くずれ、墓石数基倒壊、庫裡屋根破損、本堂内白壁剥離
東京（西） 0021092 立法寺 佐藤高義 墓石倒壊、仏具破損
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東京（西） 0021093 蓮光寺 望月教善 灯籠倒壊
東京（西） 0021095 慈宏寺 島和宏 灯籠数基倒壊、仏像倒れる被害
東京（西） 0021097 本立寺 及川玄一 墓石５基一部破損、本堂窓格子一部落下破損
東京（西） 0021098 法蓮寺 野口真澄 本堂天蓋の一部倒壊
東京（西） 0021099 大法寺 岡部光謙 灯籠２基倒壊、墓地内の灯籠・墓誌などが倒壊、駐車場擁壁にヒビ
東京（西） 0021102 妙経寺 小島正存 灯籠１基倒壊
東京（西） 0021104 明観寺 渡部堯信 灯籠１基倒壊
東京（西） 0021111 蓮乗寺 吉田教理 灯籠４基倒壊、仮本堂内仏像４体倒れる
東京（西） 0021112 福泉寺 冨山典秀 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0021114 東郷寺 南部光徹 灯籠破損
東京（西） 0021121 大乗寺 大内義雄 金蓮華破損
東京（西） 0021126 法華寺 佐藤秀道 灯籠１基倒壊
東京（西） 0022002 大丸教会 宮川了篤 位牌破損
東京（西） 0022023 田無妙本教会 新井正守 境内日蓮聖人像のずれ
東京（西） 0022027 日妙教会 吉田智雄 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0023009 安立結社 横川智信 仏具破損
東京（西） 0023010 八王子七面結社 村松直和 本堂兼居住屋根一部落下
東京（西） 0023026 妙法結社 岩本順和 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0023028 泰成会結社 石井一教 本堂内仏具少々倒れる
東京（西） 0023034 法華結社 松本慈恵 本堂内仏具少々倒れる
東京（南） 0031031 正信寺 牛丸宗尚 ①屋根全面破壊

東京（南） 0031048 常仙院 野坂法雄
①本堂内外壁の一部崩落・ひび割れ　②御宮殿（木製）の屋根のずれ
③内陣・青銅製灯篭１基の倒壊と、それに伴う床板・引き戸の破損　④境内・石灯籠４基が破損

東京（南） 0031050 本成院 三瓶紘正 ①外灯籠３基　②堂内御宝前前木蓮華　③本堂内の一部破損　④本堂外側の壁一部

東京（南） 0031054 厳定院 山田潮亮
①庫裡建物の棟瓦落下※シートを覆い対処　②本堂内燈篭横転により荘厳具の五具足中大蓮華落下
③位牌堂の位牌落下のため殆ど破損　④燭台（大）の落下で灯明電線切断　⑤庭園の灯篭が倒れる

東京（南） 0031069 大林寺 新倉善秀
①書院　壁の落下数ヶ所　②客殿　トイレ壁の落下　③書院　瓦数枚落下
④灯篭　数基落下　⑤墓誌　数基落下　⑥書院　外壁落下数ヶ所

東京（南） 0031070 大森寺 新倉善秀 ①本堂　外壁ひび割れ　②客殿　柱ひび割れ　③客殿外壁ひび割れ
東京（南） 0031081 立源寺 石井康 ①本堂内御本尊三宝様一部破損　②本堂内燭台破損　③境内墓地数ヶ所破損
東京（南） 0031083 大教寺 髙﨑陽堂 ①高さ５１０ｃｍ　１３層石塔　１１０ｃｍ相輪落下
東京（北） 0041001 瑞輪寺 井上瑞雄 墓石５～６基倒壊、玄関白壁一部破損、祖師堂仏具破損
東京（北） 0041002 久成院 金森錬幸 庭の石灯籠２基倒壊・１基頭部部分落下、天蓋一部落下、客間一部ひび割れ
東京（北） 0041003 正行院 金子一 墓石１基転倒、墓石２基竿石ずれ
東京（北） 0041004 躰仙院 寺福秀彰 本堂の位牌数基転倒
東京（北） 0041006 本妙院 宇田川錬要 本堂内部壁一部破損
東京（北） 0041008 蓮華寺 川俣観淳 石灯籠１基倒壊、庫裡屋根瓦一部落下破損
東京（北） 0041009 領玄寺 中濃教純 墓石竿石ゆがみ
東京（北） 0041010 妙圓寺 宇野壽勲 本堂壁剥離落下、石灯籠倒壊、宝塔型墓石数基上部落下
東京（北） 0041011 妙法寺 松本宏明 墓石２基転倒
東京（北） 0041012 大圓寺 豊田昌樹 天蓋一部破損
東京（北） 0041013 宗林寺 梶原壽雄 本堂及び書院内壁崩落、万年塀の傾き２ヶ所、墓地石灯籠２基崩落
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
東京（北） 0041014 大行寺 荒居稔宣 石灯籠４基倒壊、十三重石塔上部落下、墓石竿石数基倒壊
東京（北） 0041015 大雄寺 北山孝雄 本堂屋根・壁一部破損
東京（北） 0041016 感應寺 小倉俊学 石灯籠倒壊、本堂内陣天井の梁落下
東京（北） 0041017 妙雲寺 吉田見悠 壁ひび・墓石数基歪み
東京（北） 0041018 養傳寺 本郷見樹 本堂内壁亀裂、本堂横梁ずれ、石灯籠倒壊、山門横塀傾斜
東京（北） 0041019 常在寺 佐久間智秀 石灯籠２基転倒、墓石少数ゆがみ
東京（北） 0041020 養泉寺 飯久保泰肇 庭園石灯籠１基転倒、墓石７基竿石ずれ、本堂内陣の飾り板落下、天蓋４カ所破損、電気灯籠１基故障
東京（北） 0041021 安立寺 越塚裕規 墓石３基転倒、墓石１基倒壊、石灯籠３基転倒
東京（北） 0041022 福相寺 坂教正 本堂内位牌５０基転倒、墓石２０基竿石ずれ、墓石１基ずれ、石棺の蓋ずれ、山門柱下部損傷、ブロック塀下部２ｍ損傷
東京（北） 0041023 長久寺 小田教雄 古い墓石２基横ずれ
東京（北） 0041024 立善寺 菊田貫俊 宝塔型墓石３基上部落下
東京（北） 0041026 龍泉寺 土田恵敬 石灯籠損壊
東京（北） 0041027 長明寺 木内志 墓所内の石灯籠４基倒壊、それによる隣接墓所の破損３カ所、庭園の石灯籠１基倒壊
東京（北） 0041028 本寿寺 梶原壽浩 本堂・祖師堂屋根崩落、壁ひび
東京（北） 0041029 本光寺 金子瑞生 本堂土壁２坪崩落
東京（北） 0041030 上聖寺 豊田英成 歴代墓・石灯籠倒壊
東京（北） 0041031 妙情寺 秋山浩一 本堂内灯籠２基倒れる
東京（北） 0041032 信行寺 和田全照 燭台が倒れる
東京（北） 0041033 仏心寺 神保泰晴 菩薩像倒れる、瓔珞落下、墓石４基倒壊・４基捻れる、墓碑数基倒れる
東京（北） 0041034 一乗寺 肉倉堯雄 石碑倒れる、無縁墓倒壊
東京（北） 0041035 長運寺 桐大雄 壁ひび
東京（北） 0041036 延壽寺 竹内煌雲 石灯籠の倒壊２基、本堂屋根瓦一部損壊、墓石４基倒壊、本堂内奉納額落下破損、本堂内仏具多数横転破損
東京（北） 0041040 宗賢寺 岡玄康 墓石数基倒壊、本堂内木蓮華破損
東京（北） 0041041 覚性寺 佐々木一 本堂瓦数枚落下、石灯籠倒壊、本堂傾く
東京（北） 0041042 大正寺 飛鳥亘央 墓石数基倒壊、本堂屋根一部破損
東京（北） 0041043 妙顕寺 長谷川義彰 歴代墓倒れる、屋根一部破損
東京（北） 0041045 正法寺 佐野詮修 石灯籠倒壊
東京（北） 0041046 浩妙寺 浅野文徳 屋根瓦落下、土壁ひび、石灯籠倒れる
東京（北） 0041047 長元寺 常岡裕道 本堂内灯籠倒壊、位牌倒れる、墓地および墓地内石灯籠倒壊
東京（北） 0041048 慈眼寺 篠原智髙 本堂瓦ずれる、石灯籠３基倒壊、墓石ずれ・墓誌倒壊７０基
東京（北） 0041049 本行寺 加茂行昭 水道管破裂、石塀損傷、墓石数基倒壊
東京（北） 0041051 修性院 濱島典彦 石灯籠倒壊、墓石２基倒壊、敷石歪み
東京（北） 0041052 延命院 下宮高純 壁ひび、墓石３基倒壊
東京（北） 0041053 善性寺 望月兼雄 石灯籠３基倒壊
東京（北） 0041054 真養寺 染山教潤 墓石３基倒壊
東京（北） 0041055 龍延寺 北里康記 石灯籠倒壊
東京（北） 0041056 日慶寺 和田前周 墓柵・石灯籠倒壊、浄行堂（一間四面）傾く
東京（北） 0041057 法真寺 矢澤俊彦 石灯籠１基損壊、墓石１基倒壊
東京（北） 0041058 大恩寺 上田栄修 石灯籠損壊、墓石１基倒壊
東京（北） 0041059 妙見寺 村上慈昌 石灯籠２基倒壊、本堂瓦落下、本堂屋根天井落下約十坪分、本堂内部損傷
東京（北） 0041060 神野寺 安永秀岳 仏具・位牌倒れる
東京（北） 0041061 善立寺 新倉典生 墓石・石灯籠複数倒壊

Page 5
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
東京（北） 0041062 清亮寺 小林見静 本堂・廊下内壁落下・ひび割れ、墓石・石灯籠倒壊、石塔上部落下
東京（北） 0041063 国土安穏寺 新井智顗 壁剥離５ヶ所、ひび数ヶ所、石灯籠数基倒壊、山門歪み、墓石十数基倒壊、佛具破損数基
東京（北） 0041064 法立寺 渡邉彰良 十三重塔倒壊、歴代墓（中央塔・右塔）倒壊、中庭の石灯籠倒壊、墓地内石灯籠・墓誌倒壊
東京（北） 0041065 長勝寺 飯島和年 本堂壁剥離・崩れ
東京（北） 0041066 真國寺 村尾貞榮 壁ひび
東京（北） 0041069 立應寺 鈴木健心 墓石４基倒壊、本堂屋根瓦４～５枚落下、内壁落下
東京（北） 0041070 法華寺 駒野教昌 灯籠倒れる、佛具破損数ヶ所
東京（北） 0041073 宝晃寺 渡邉宝道 ブロック塀ひび割れ
東京（北） 0041074 妙乗寺 山本信永 石灯籠倒壊
東京（北） 0042002 三笠教会 長谷川玄應 屋根瓦塀瓦落下、灯籠と墓石がかなり落下
東京（北） 0042006 立正尊神教会 原智道 天蓋一部損傷
東京（北） 0042007 護持正法教会 沼義顕 本堂内陣壁一部崩壊、屋根瓦１００枚落下、現在ブルーシートを張っている
東京（北） 0042014 坂本教会 関一教 家の壁が一部崩落
東京（北） 0043004 松井法場結社 松井寿信 石灯籠倒壊
神奈川（１） 0051001 善行寺 灘上謙一 灯籠倒れ・墓石１０基ほど破損
神奈川（１） 0051002 大円寺 佐藤功岳 壁にヒビ・天蓋一部破損
神奈川（１） 0051003 圓大院 神部美妙 墓地燈籠一基破損
神奈川（１） 0051004 常照寺 伊東司 灯籠倒れ・銅像場所地割れ
神奈川（１） 0051006 寿量寺 宮川朋華 花瓶・位牌が倒れた。
神奈川（１） 0051007 常清寺 山慶宣 堂内の地蔵・位牌倒れ
神奈川（１） 0051010 唱導寺 菅野海應 灯籠２基倒壊
神奈川（１） 0051012 久成寺 佐藤壽朗 敷石の破損
神奈川（１） 0051017 蓮法寺 津川観真 灯籠１基倒壊
神奈川（１） 0051019 長導寺 板垣禎一 灯籠１基倒壊・本堂天蓋一部破損
神奈川（１） 0051023 法性寺 牧野博龍 墓灯籠倒壊
神奈川（１） 0051026 妙蓮寺 石井康元 灯籠２０基倒壊
神奈川（１） 0051034 慈雲寺 松野妙慶 墓石３００基倒壊「石灯籠・外柵・古い石碑が倒壊」
神奈川（１） 0051036 本長寺 渡邉言之 墓の灯籠１基倒壊
神奈川（１） 0051038 本法寺 和田朋章 本堂前灯籠二基倒壊
神奈川（１） 0051043 妙光寺 平塚幸光 灯籠倒れ
神奈川（１） 0051044 本興寺 浅井玄裕 聖人の柵壊れ・灯籠転倒
神奈川（１） 0051045 蓮久寺 鈴木浄元 石の石塔倒れ
神奈川（１） 0051047 妙秀寺 吉村瑞豊 石塔倒れ・墓の灯籠２基倒れ
神奈川（１） 0051048 妙法寺 久住謙昭 灯籠倒れ
神奈川（１） 0051049 妙光寺 秋山智謙 古い石碑２基倒れ・位牌倒れ
神奈川（１） 0051052 円真寺 渡眞岳 位牌転倒・少量の荘厳具落下
神奈川（１） 0051055 浄蓮寺 伊東正光 灯籠転倒
神奈川（１） 0051056 了源寺 永田光徳 本堂の壁４ヶ所崩落・古い墓石数ヶ所転倒
神奈川（１） 0051057 法田寺 岸顕崇 屋根瓦数枚破損・仏像破損
神奈川（１） 0051058 妙海寺 小林慈敬 灯籠４基転倒
神奈川（１） 0051059 圓融寺 中村宣樹 墓石５基倒れ
神奈川（１） 0051062 宗隆寺 島田一信 人天蓋ずれ・庭の灯籠倒れ
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
神奈川（１） 0051064 善立寺 内海恵俊 灯籠２基転倒
神奈川（１） 0051066 法性寺 平山智雄 番炉落ち・床へこみ
神奈川（１） 0051067 善正寺 望月昌光 常花倒れ折損
神奈川（１） 0051074 匡真寺 山田日耀 灯籠転倒
神奈川（１） 0051075 大願寺 片沼顕修 燈台・位牌倒れ
神奈川（１） 0051076 妙香寺 宇都宮恵頌 がけ崩れ・灯篭倒れ
神奈川（１） 0051079 蓮馨寺 辻本学真 壁にヒビ、仏具破損
神奈川（１） 0051080 桃蹊寺 野村泰昭 位牌倒れ
神奈川（１） 0052001 寳光一心教会 木田隆正 お札がずれた
神奈川（１） 0052005 信行教会 齊藤憲明 ダクトの枠が外れた
神奈川（１） 0052018 妙法三宝教会 長井妙常 室内灯籠２基破損
神奈川（１） 0052030 観音教会 吉川誠信 経木塔婆及び位牌が倒れた
神奈川（１） 0053014 妙光結社 瀬野泰光 地震当日に停電
千葉（西） 1021002 如意輪寺 佐野泰之 墓石数基が倒れる。
千葉（西） 1021006 妙源寺 増田宝泉 本堂内の壁、三ヶ所が崩壊。
千葉（西） 1021016 藻原寺 持田貫宣 仏殿の釈迦像（日蓮聖人展に出品）の厨子の柱が破損。
千葉（西） 1021052 本従寺 吉荒貫秀 本堂前の石灯籠が倒壊。
千葉（西） 1021056 円頓寺 内山善光 石灯籠が倒壊。
千葉（西） 1021058 妙法寺 三橋潮倖 大位牌の落下により経机のガラス破損。本堂内壁に亀裂。
千葉（西） 1021071 光福寺 山本隆真 檀家墓地の石灯籠２基が倒壊。
千葉（西） 1021072 真浄寺 田中妙定 御本尊の一部破損。本堂の壁一部破損。仏具の一部破損。（全て軽微。）
千葉（西） 1021073 本泰寺 辻常慶 経机のガラス破損。
千葉（西） 1021076 光德寺 宮川了暢 二天門の貫が１ｃｍずれる。
千葉（西） 1021079 行福寺 山本典秀 瓦一部破損。
千葉（西） 1021082 妙長寺 関口尚久 本堂内仏具が一部破損。漏水。
千葉（西） 1021083 妙栄寺 近藤良雄 石灯籠が破損。
千葉（西） 1021085 行光寺 出口幸祥 山門の瓦が落下。本堂内の幢幡が落下破損。
千葉（西） 1021096 光明寺 石野晴朗 本堂と七面堂の壁に亀裂。
千葉（西） 1021098 感応寺 木原光城 石灯籠が破損。
千葉（北） 1041001 本敬寺 中山了雄 ・墓地の墓石約２０基倒壊
千葉（北） 1041002 本円寺 草切智栄 ・本堂の灯籠等が落下するなど、軽度の被害
千葉（北） 1041003 高伝寺 池田海友 ・本堂の雪洞や額などが落下　・庫裡の屋根瓦が浮く被害　・墓地の灯籠が４～５基倒れ、一部の墓石が破損

千葉（北） 1041004 長善寺 村上佼正
・本堂の雪洞や額などが落下　・墓地の灯籠や、小さな墓石が倒れる被害
・住職夫人が中山に外出した際、午後五時半に出発し午後十一時半到着、帰宅が午前三時になる交通渋滞だったとの報告有り

千葉（北） 1041007 金城寺 北原輝信 境内灯篭五基倒壊、境内階段破損
千葉（北） 1041008 長胤寺 渡義生 ・本堂の位牌等の落下　・墓地の塔婆や灯籠が倒れ、一部の墓石の破損
千葉（北） 1041010 宝善寺 高谷泰勇 境内灯篭一基倒壊
千葉（北） 1041013 妙興寺 小沢涌文 ・建物が古いため、壁などが歪む被害
千葉（北） 1041016 最福寺 渡辺義信 ・トイレが水漏れする被害
千葉（北） 1041017 稲毛寺 西沢貫応 ・本堂の仏具が倒れる軽度の被害
千葉（北） 1041018 長妙寺 中村嘉孝 墓石の倒壊、一部の仏具破損
千葉（北） 1041019 東照寺 兼子孝純 石塔の倒壊、仏具の破損
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東北地方太平洋沖地震被害確認状況 2011/4/118:13

管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
千葉（北） 1041020 東福寺 池上善教 墓石の倒壊
千葉（北） 1041021 妙徳寺 櫻井義久 連絡不通
千葉（北） 1041022 妙福寺 藤田慈教 墓石の倒壊
千葉（北） 1041023 妙光寺 生田妙昌 墓石の倒壊、塀の破損
千葉（北） 1041024 妙泉寺 鈴木恵海 石塔・燈籠・塔婆立ての破損
千葉（北） 1041025 長唱寺 横田裕光 墓石の倒壊
千葉（北） 1041026 法華経寺 新井日湛 壁に若干のひびが認められるが重大な被害では無い、石塔倒壊（数不明）
千葉（北） 1041027 安世院 山中智徳 石塔倒壊２基
千葉（北） 1041028 遠壽院 戸田善育 壁に若干のひびが認められるが重大な被害では無い、石塔倒壊３基
千葉（北） 1041031 日英寺 久保田泰賢 灯籠が倒れる
千葉（北） 1041032 泰福寺 影山信雄 石塔倒壊２基
千葉（北） 1041034 常開寺 藤井基靖 灯籠が倒れる。壁にヒビの入った部分あり。墓石破れあり。
千葉（北） 1041035 妙正寺 赤羽浩教 石塔倒壊
千葉（北） 1041036 弘法寺 石野日英 境内・墓所灯籠倒壊
千葉（北） 1041037 亀井院 西川友教 客殿２Ｆ瓦３０枚破損　仏像仏具少々破損
千葉（北） 1041038 玄授院 酒井法孝 仏具・仏像少々破損
千葉（北） 1041040 龍泉院 丸秀昭 本堂モルタル少々剥離
千葉（北） 1041041 高圓寺 安中観史 佛天蓋少し破損、古石塔４基倒壊、棹石ずれ多数、境内・墓灯篭５基倒壊
千葉（北） 1041043 所願寺 岩田文親 仏具少し倒れ少し破損
千葉（北） 1041045 東光寺 田中智明 灯籠１基倒壊
千葉（北） 1041046 本住寺 野島滋秀 堂内灯篭倒れ少し破損
千葉（北） 1041047 安國寺 中嶌教彰 堂内なし、古石塔少し倒壊
千葉（北） 1041048 蓮正寺 関川教雄 蜀台２基倒れ少し破損
千葉（北） 1041049 安穏寺 岩浪文昭 仏具少し倒れ少し破損
千葉（北） 1041058 安楽寺 宮崎智弘 壁に若干のひびが認められるが重大な被害では無い

千葉（北） 1041060 妙覚寺 梅木宏修
堂内仏具の転倒並びに破損
境内、墓石並びに宝塔の破損

千葉（北） 1041061 妙應寺 赤羽文宏 堂内仏具の転倒
千葉（北） 1041062 圓頓寺 柿川教叡 堂内仏具の転倒　境内、墓石の破損
千葉（北） 1041064 妙頂寺 赤井欽哉 堂内仏具の転倒　境内、宝塔の破損

千葉（北） 1041065 円福寺 斉藤充明
堂内仏具の転倒並びに破損、客殿廊下の破損
境内、墓石の破損

千葉（北） 1041066 浄経寺 中村詔孝 堂内仏具の転倒　境内、宝塔の破損

千葉（北） 1041067 妙好寺 石川文英
堂内仏具の転倒
境内、宝塔の破損、水害地蔵並びに屋根が崩壊破損

千葉（北） 1041068 行法寺 舘岡壽宣 灯籠が倒れる。
千葉（北） 1041069 多聞寺 鈴木保久 灯籠が倒れる。墓石（竿石）が倒れる。（４件）
千葉（北） 1041072 光明寺 清水宗俊 墓石の倒壊
千葉（北） 1041073 安養寺 久本浩之 墓石の倒壊、仏像の破損、壁の剥離
千葉（北） 1041074 西福寺 福島康尚 墓石の倒壊、瓦屋根の破損、壁の剥離
千葉（北） 1041075 本覚寺 久保田泰賢 墓石の倒壊
千葉（北） 1041076 法井寺 河上大志 連絡不通
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東北地方太平洋沖地震被害確認状況 2011/4/118:13

管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
千葉（北） 1041077 大正寺 中山恵宏 帝釈堂瓦４～５枚破損　墓所灯籠２５基倒壊
千葉（北） 1041078 昇龍院 白石妙照 仏具少々破損
千葉（北） 1041079 浄安寺 富川玄規 本堂内一部破損　灯籠数基倒壊
千葉（北） 1041080 本久寺 木村邦雄 本堂屋根瓦大量落下　本堂傾斜キケン
千葉（北） 1041082 真隆寺 酒井是芳 灯ろう２基被害有り
千葉（北） 1041083 傳法寺 福岡玄舟 墓地内灯ろう・墓誌一部被害有り
千葉（北） 1041084 本法寺 中村友謙 境内灯ろう被害有り
千葉（北） 1041086 本源寺 田中周瑞 墓地内灯ろう・墓誌一部被害有り
千葉（北） 1041087 本覚寺 加藤雅章 仏具少々破損　墓所五輪塔倒壊

千葉（北） 1041088 本土寺 沖鳳亨

本堂ひび多数　燭台１台倒壊
お墓倒壊３墓
ひび４０墓以上
１０数ｍの石塔１墓倒壊
井戸水断水　五重塔一部破損　書院壁一面にひび
茶屋壁一面にひび

千葉（北） 1041089 佛持院 丸山清宣 お墓１０数基ズレ　倒壊１墓

千葉（北） 1041090 安立寺 飯塚信

・本堂は外側漆喰の壁が３か所剥離脱落しました。大きいところは約２㎡、他は３０ｃｍ程度。
・瓦は波をうっていて天井裏に入っていないので詳細は不明。（老朽化によるものかもしれません）
・周囲の塀には亀裂が数か所あります。ブロックの脱落は２か所です。
・境内地墓地は落ちている個所が１ヶ所あります。石塔のずれは数か所程度。倒壊はありません。

千葉（北） 1041091 妙典寺 石田裕哉
墓石倒壊２基　灯籠倒壊１基　墓石のズレ約３０基　庫裡の外壁タイルの崩落少々
本堂・庫裡の連結部の壁に多少のヒビ

千葉（北） 1041092 了源寺 島根泰温 石灯籠倒壊１個　お墓１０数基ズレ及び倒壊

千葉（北） 1041093 瑞雲寺 中村謙志
墓地内灯ろう・墓誌一部被害有り
境内灯ろう被害有り

千葉（北） 1041094 常真寺 池田浩仁

本堂・常夜燈が倒れ一部破損・位牌約１００基倒れる・ろうそく立て、線香立て、香炉、水入れ、お供物等倒れる
稲荷堂・ご本尊倒れ一部破損・ろうそく立て香炉等倒れる
墓苑・石塔一基破損。・灯籠一基破損。・外柵大きなずれ３基・墓誌倒れ一基・石塔ずれ１７基
・灯籠倒れ５基。

千葉（北） 1041095 慶国寺 渡辺貞應 建物一部瓦がはがれる等の被害有り
千葉（北） 1041096 昌柏寺 伊藤瑞穂 本堂壁の一部崩落、墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041097 妙隆寺 村上英祥 墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041098 妙経寺 田邉木蓮 本堂壁の一部崩落、庫裡屋根瓦の崩落、墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041099 妙覚寺 佐藤徳樹 墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041100 妙勝寺 村上英祥 本堂外壁の一部崩落、墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041104 教蔵寺 梅田教 墓石がほとんど倒れる、午前８時４０分に電気復旧
千葉（北） 1041106 長国寺 矢田堀堯明 庭の灯篭が倒壊、本堂内の銅版の飾りが落ちる、現時点停電のまま
千葉（北） 1041107 妙宣寺 渡辺正信 本堂前の灯篭２基が倒壊、現時点停電のまま
千葉（北） 1041108 妙胤寺 舘岡壽宣 墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041109 妙福寺 福島吉寿 墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041111 妙立寺 川嶋一良 瓦が数枚落下、墓地石塔・灯篭倒壊
千葉（北） 1041112 妙法寺 斉藤哲秀 墓地石塔・灯篭の倒壊
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東北地方太平洋沖地震被害確認状況 2011/4/118:13

管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
千葉（北） 1041113 妙蓮寺 野澤威芳 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041115 妙楽寺 河端孝成 仏像一部破損、本堂の戸損傷、墓石・灯籠の倒壊、客殿のゆがみ発生
千葉（北） 1041116 實相院 蓮見高純 庭の灯篭が倒壊、本堂内は小規模の被害、午前８時電気復旧
千葉（北） 1041117 本昌寺 大給鳳祐 庭の灯篭が２基倒壊、本堂内は小規模の被害、午前８時半に電気復旧
千葉（北） 1041118 法宣寺 川崎尭信 庭の灯篭が倒壊、本堂内は無事、午前８時半に電気復旧
千葉（北） 1041120 蓮常寺 小松浄泰 墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041121 秋本寺 嶋本賢修 石塔の破損、仏像の破損

千葉（北） 1041125 正福寺 田中貞奬
堂内仏具の転倒　境内、宝塔の破損転倒並びに破損、堂内の一部の戸に不具合
境内、墓石並びに宝塔の破損

千葉（北） 1041126 實相寺 大野要修 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041127 妙照寺 瀬川観照 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041129 宗賢寺 麻生壽雄 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041130 真住院 横山諦元 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041131 成顕寺 宮崎桓正 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041132 浄蓮寺 世古順英 庫裡一部屋根ズレ　墓灯籠数件倒壊
千葉（北） 1041133 法栄寺 中井鳳孝 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041134 本妙寺 渡辺行昭 本堂燭台倒壊　瓦２、３枚

千葉（北） 1041135 本行寺 宮田教永

・本堂の燭台がたおれる。・墓地の竿石がたおれる→２基
墓地の墓誌が倒れる→４基くらい
墓地の竿石がずれる→多数（５０基以上）
・山門の屋根部分が傾く

千葉（北） 1041136 本覺寺 横山諦三
１、庫裏屋根半壊　２、山門壁一部破損　３、墓石・とうろう４基破損
４、墓石上部（竿塔）ズレ５０基位

千葉（北） 1041138 妙蓮寺 小川正邦 墓地石塔・灯篭の倒壊
千葉（北） 1041140 本行院 喜多村謙文 石塔倒壊５基
千葉（北） 1041141 浄鏡寺 古沢宣慶 水道管が壊れる。日常生活には支障はない。

千葉（北） 1041142 本久寺 永野精敏
堂内仏具の転倒並びに破損
境内、墓石並びに宝塔の破損

千葉（北） 1041143 妙伝寺 千々部泰史 本堂屋根瓦の崩落、崖の地割れ、仏具損傷、墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041144 法見寺 小川照元 石塔倒壊２基
千葉（北） 1041145 池本寺 喜多村教雄 石塔倒壊２基
千葉（北） 1041148 常不軽寺 赤堀正明 本堂壁の崩落、本堂の戸損傷、墓石・灯籠の倒壊
千葉（北） 1041149 奥之院 渡辺行俊 石塔倒壊：１５０ｃｍ位のもの４基、人の背丈より高いもの２基
千葉（北） 1041150 真浄寺 鈴木崇弘 ・軽度の被害
千葉（北） 1041152 本妙寺 若林壽学 本堂・庫裡の瓦がほぼ全破損、墓地石塔・灯篭の倒壊、堂内仏具の損害大
千葉（北） 1041153 浄光院 緑谷一雄 墓石（竿石）が２０基ほど倒れる。
千葉（北） 1042008 一妙教会 関根孝龍 庫裡の脇の塀が倒れる、現時点停電のまま
千葉（北） 1043011 観聖結社 松田瑞雲 連絡不通
千葉（北） 1043013 明和結社 加藤妙浄 ・軽度の被害
千葉（北） 1043015 天光結社 根本堯善 壁の剥離
千葉（北） 1043020 本木結社 原秀明 ・軽度の被害
埼玉県 1051001 感應寺 石黒淳明 墓地　灯籠が数基転倒
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東北地方太平洋沖地震被害確認状況 2011/4/118:13

管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
埼玉県 1051002 實相寺 松永慈弘 墓地多少破損　灯籠２基転倒
埼玉県 1051003 宗信寺 大橋辨仁 本堂瓦が崩れる　本堂一部壁、仏具、仏像破損
埼玉県 1051004 本覚寺 細江正直 本堂壁はがれる　灯籠２基転倒　墓地多少破損
埼玉県 1051005 本行寺 當間経宏 古い墓石２本ほど転倒
埼玉県 1051006 妙仙寺 外岡信昭 石灯籠転倒　墓地、墓誌数件破損
埼玉県 1051007 妙蔵寺 加藤貴和 灯籠転倒
埼玉県 1051008 円蔵寺 齋藤義晃 石灯籠転倒
埼玉県 1051009 萬福寺 池田恵二 灯籠転倒
埼玉県 1051010 蓮昌寺 中島存常 檀家墓地灯籠　何基か破損
埼玉県 1051012 顕徳寺 金子妙香 仏具破損　灯籠転倒　蓮花転倒
埼玉県 1051013 實相寺 山田延雄 内陣の五具足等が倒れた
埼玉県 1051014 四恩寺 小林寛秀 共同墓　灯籠が転倒
埼玉県 1051015 法光寺 渡辺行俊 瓦多数ずれる　灯籠多数転倒
埼玉県 1051018 寳蔵寺 保利順恭 本堂内陣多少破損　山門がずれて危険
埼玉県 1051019 本法院 鈴木順浩 仏像２体　位牌等転倒破損
埼玉県 1051021 妙典寺 永長海晃 十三之塔頭落下
埼玉県 1051022 立善講寺 鈴木順雄 灯明立て転倒
埼玉県 1051024 常住寺 濱田文護 石灯籠転倒　垣根破損　近所で塀が倒壊した場所有り
埼玉県 1051025 本仙寺 濱島博文 墓地石塔多少破損
埼玉県 1051026 妙顕寺 齋藤純孝 三具足転倒　灯籠三基転倒
埼玉県 1051027 学蔵寺 坂爪快要 墓地墓誌等転倒
埼玉県 1051028 眞浄寺 池田恒孝 墓地５０基程破損
埼玉県 1051029 梅照院 小山和香 墓石３カ所転倒
埼玉県 1051032 法華寺 野口良正 庫裡玄関等にひび亀裂が入る
埼玉県 1051033 本法寺 須加晃正 壁に亀裂はいる
埼玉県 1051034 蓮華寺 田中久文 墓地等数ヶ所倒れた
埼玉県 1051036 妙福寺 穐山教雄 墓地１５～６件転倒
埼玉県 1051037 本泉寺 鷹野善行 墓地２～３件転倒
埼玉県 1051038 妙光寺 三枝泰英 檀家墓地３件転倒　山門そでの塀少し破損
埼玉県 1051039 妙光寺 川嶋本良 本堂　石塔灯籠　２基転倒
埼玉県 1051040 常薫寺 廿樂勝純 庫裡屋根瓦　仏像２体　墓石灯籠転倒
埼玉県 1051042 頂源寺 小林妙洸 塀の瓦が多少落ちた
埼玉県 1051044 上原寺 仁部前崇 灯籠の破損　本堂内陣仏像等転落
埼玉県 1051045 法華寺 滝本善孝 地蔵尊転倒　墓地等転倒
埼玉県 1051046 蓮福寺 中村昌利 檀家墓地多少破損
埼玉県 1051047 高應寺 三友健容 十三之塔頭落下　石灯籠２カ所転倒　本堂釈迦仏像破損
埼玉県 1051048 大雄寺 上野龍谷 本堂屋根多少破損、石灯籠転倒
埼玉県 1051049 本隆寺 北原文照 石灯籠転倒　墓石５件転倒
埼玉県 1051051 本応寺 星光喩 経蔵の瓦屋根　庫裡の屋根破損（２ヶ所）五輪塔破損
埼玉県 1051052 妙昌寺 沼田正順 墓地多少破損
埼玉県 1051055 賢勝院 斉藤行正 八条の広さの弁天堂瓦がくずれた
埼玉県 1051056 圓受院 田島辨正 墓地多少破損
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
埼玉県 1051059 妙安寺 早水英純 灯籠の破損
埼玉県 1051060 妙賢寺 古山祥道 墓地７０基
埼玉県 1051063 休臺寺 室岡辨徹 石灯籠転倒　檀家墓石も多数
埼玉県 1051064 性蓮寺 関根教 山門そでの塀少し破損　檀家石塔１０件程ずれる
埼玉県 1051065 光照寺 八代大照 歴代石塔ずれる
埼玉県 1051070 實聞寺 三友俊一 歴代墓１基
埼玉県 1051071 玉蓮寺 阿部是弘 石灯籠　檀家　本堂
埼玉県 1051074 日英寺別院 野本好海 蓮華常花破損
埼玉県 1051075 顕正寺 吉田呈一 灯籠転倒　本堂仏像壁破損　ドアが開かなくなる
埼玉県 1051077 顕昌寺 福岡淳亮 多少仏具に損傷
埼玉県 1051078 妙乗寺 山田教深 位牌等が転倒
埼玉県 1051080 妙宣寺 山口宣道 多少損傷
群馬県 1061005 法経寺 佐藤海仁 屋根瓦等の落下
群馬県 1061006 寂光院 村野宣祥 屋根瓦等の落下
群馬県 1061013 本妙寺 鈴木弘 屋根瓦等の落下、本堂壁等の剥離落下
群馬県 1061015 蓮久寺 立川裕通 屋根瓦等の落下
群馬県 1061023 妙福寺 加藤妙鶴 本堂壁等の剥離落下
茨城県 1071002 常寂光寺 橋本謙静 庫裏屋根瓦・壁、一部崩落・剥離。ガラス割れ、本堂内散乱。歴代墓石倒壊
茨城県 1071003 本行寺 釈一修 本堂大部分・客殿一部の屋根瓦崩落。七面堂、内陣崩壊。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071004 蓮乗寺 前刀啓運 屋根瓦崩落。本堂内陣壁剥離。石門、通用門倒壊。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071005 妙徳寺 植木英明 本堂の仏像転倒。客殿屋根崩落。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071006 妙雲寺 綿引恵一 石塀、十数メートル倒壊。本堂内陣、仏像や灯篭の転倒。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071007 妙真寺 鈴木国守 本堂屋根瓦一部崩落。門塀・宝塔の倒壊
茨城県 1071015 無二亦寺 宇中智伸 本堂内壁剥離、内陣散乱。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071016 福道寺 江田智行 本堂その他諸堂の屋根瓦一部崩落。墓地・石碑等倒壊
茨城県 1071017 法華寺 前刀一貴 本堂内陣散乱。ブロック塀笠倒壊。地蔵尊、石塔等倒壊
茨城県 1071023 平等寺 鈴木堯將 客殿屋根瓦一部崩落。本堂内陣散乱。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071030 本成寺 電貫省 本堂内壁に亀裂。塀一部損壊。墓石七基、石灯篭三基倒壊
茨城県 1071031 妙光寺 三宅貫 本堂仏像・彫刻等破損、ガラス割れ。塀の亀裂。庫裡倒壊。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071033 法宣寺 木下貫正 灯篭数基倒壊・破損
茨城県 1071037 妙円寺 三宅貫朗 本堂内壁崩落。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1071050 四恩寺 小林貫寿 本堂・客殿屋根瓦一部崩落。内壁一部剥離
茨城県 1071052 本法寺別院 八鍬行誠 庫裏屋根瓦・壁、一部崩落・剥離。ブロック塀一部倒壊。墓石の倒壊が甚大
茨城県 1073007 吉沼結社 本堂その他諸堂の屋根瓦一部崩落。墓地・石碑等倒壊
栃木県 1081001 妙正寺 齋藤昭 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081002 妙金寺 野澤智秀 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081003 法華寺 大川清孝 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081005 妙隆寺 大塚文晴 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081006 本経寺 清水文祐 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081007 妙建寺 西口玄修 天蓋多少の被害。墓地・境内多少の被害
栃木県 1081010 一乗院 池田一義 仏具の破損あり
栃木県 1081011 日迢寺 金田榮心 連絡不通
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
栃木県 1081013 顕照寺 伊庭妙宣 連絡不通
栃木県 1081014 妙顕寺 齊藤朋久 墓地・境内多少の被害。灯篭破損
栃木県 1081015 妙音寺 荒居養雄 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081018 正法寺 中井本秀 瓦多少の被害。墓地・境内多少の被害
栃木県 1081020 護法寺 中島教之 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081021 等覚院 藤崎善隆 壁多少の被害。墓地・境内多少の被害
栃木県 1081022 妙道寺 左近士玄雄 壁・土台多少の被害。墓地・境内救援必要。一部地滑り有り、詳細掴めず
栃木県 1081026 妙光寺 中村公省 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081028 妙要寺 岩橋玄昌 壁・瓦多少の被害。墓地・境内多少の被害
栃木県 1081029 上田寺 横山明良 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081035 本立院 磯藤日勝 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081036 妙顕寺 芝沼顕修 壊滅的状態、本堂は全壊他多数
栃木県 1081037 妙福寺 大森義孝 本堂庫裏内が惨事他多数
栃木県 1081038 蓮性院 中田法璋 本堂庫裏墓地惨事他多数
栃木県 1081039 浄林寺 大森義孝 墓地・境内多少の被害
栃木県 1081040 本岡寺 沼田浩之 墓地・境内多少の被害
山梨（４） 2041003 仏国寺 柿島弁 境内石灯篭（５ｍ）２基倒壊、境内石灯篭（８ｍ）１基倒れ日蓮聖人石像一部破損と松の木枝折れ。
山梨（４） 2041010 正行寺 高野玄正 境内十三層塔倒壊、墓地の石灯篭５～６基倒壊。
山梨（４） 2041012 圓妙寺 加賀美晃正 本堂の壁一部剥離、境内十三層塔一部破損、墓地石灯篭数か所倒壊

山梨（４） 2041015 身延山尼別院 伊橋禎妙

本堂の御宝前右側仏像上の天井板崩落１００ｃｍ×１００ｃｍ位。
仏具落下により本堂内扉破損。本堂入口廊下壁面一部崩落。
本堂前の石灯篭２基倒壊

山梨（４） 2041019 要法寺 大平智宣 墓地の灯篭２基倒壊。
山梨（４） 2041020 妙本寺 苅込義旺 本堂前の石灯篭倒壊。墓地の灯篭十数基倒壊。
山梨（４） 2041030 恵法寺 長﨑湛慶 墓地の石灯篭、墓誌倒壊数か所、塀　軽微なヒビ割れ数か所。
山梨（４） 2041064 大法寺 渡辺和秀 墓地の墓石１基倒れ、灯篭１基倒れた。
山梨（４） 2041069 法昌寺 津田元栄 本堂の外壁１５ｃｍ×５０ｃｍ剥離、向拝の左右肘木１ｃｍ位ずれる。
山梨（４） 2041070 妙善寺 北村一岳 本堂位牌堂の壁５０ｃｍ×４０ｃｍ剥離、墓地の灯篭３基倒れ、２基倒壊
山梨（４） 2041106 常説寺 髙橋栄斉 位牌倒れた。
山梨（４） 2041108 法泉寺 飯室智光 墓地の歴代石塔倒壊１基、石灯篭倒壊１基
静岡（中） 2061005 蓮窓寺 氏江順教 壁額の写真の張りが外れ、ぶら下がる
静岡（中） 2061014 萬妙寺 芹沢友健 本堂壁面にヒビ。住職が落ちた額で頭を切る怪我
静岡（中） 2061015 久成寺 旭日重 境内の石の灯篭が倒れる。山門壁画のヒビ広がる
静岡（中） 2061016 感應寺 天田文治 内陣の木蓮華が転倒・破損
静岡（中） 2061017 妙典寺 渡辺瑞康 付近の墓石が転がる
静岡（中） 2061032 妙蓮寺 則武海園 旧書院棟落下
静岡（中） 2061035 法蔵寺 平野譲山 庫裡の壁に亀裂
静岡（中） 2061036 園林寺 増田慈広 本堂屋根瓦滑落、本堂内装飾品、灯籠、仏具等転倒、落下、破損
静岡（中） 2061037 法仙寺 大平貫煌 本堂内装飾品、灯籠、仏具等転倒、落下、破損。ブロック塀倒壊。石垣に亀裂
静岡（中） 2061042 林正寺 高田浩匡 位牌堂の位牌７・８基落下、無縁墓１基、一部損壊、墓地数基一部損壊
静岡（中） 2061043 圓妙寺 田中堯舜 墓地１基一部損壊、本堂入口外側の壁に若干ヒビ
静岡（中） 2061044 妙立寺 近藤是要 墓地３基一部損壊
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静岡（中） 2061045 立光寺 泉清順 納骨堂の鬼子母神、位牌１基倒れる
静岡（中） 2061046 實相寺 豊田英世 本堂瓦ほぼ全部落下、本堂前に大規模な地割れ（現在立ち入り禁止の状態）、七面堂瓦ほぼ全部
静岡（中） 2061047 常諦寺 泉和彦 基地６０基が破壊、内１基全壊、位牌堂の位牌落下、本堂の仏具が倒れる
静岡（中） 2061049 長慶寺 春木泰親 位牌数基倒れる、墓地５基一部損壊
静岡（中） 2061051 栄立寺 宮崎慈恭 基地６基一部破壊、本堂壁にヒビ
静岡（中） 2061052 蓮盛寺 若月勝博 位牌堂額落下、同位牌３０基ほど落下、書院屋根瓦数枚落下、書院内壁一部剥がれる、墓地５基
静岡（中） 2061053 一乗寺 杉田秀幸 位牌堂位牌８割方落下、墓地２０基一部損壊、山門屋根一部損壊、同モルタル部分にヒビ、本堂屋根棟部分３ｍ程剥がれる
静岡（中） 2061054 本照寺 松原智玄 位牌堂位牌２０基ほど倒れる、境内五輪塔の頂上が落下
静岡（中） 2061055 福泉寺 岡田玄正 位牌堂位牌３０基ほど落下、墓地２基倒壊２０基ほど一部損壊、山門コンクリート柱３本にヒビ、本堂屋根一部落下
静岡（中） 2061056 妙善寺 寺尾是堯 本堂鬼瓦かしいだ。下り棟崩れた。位牌堂の位牌散乱。ガラスにヒビ。お墓８０基ズレ
静岡（中） 2061057 法典寺 遠藤是文 仏具倒れた。
静岡（中） 2061058 安立寺 望月英明 本堂の壁の一部壊れた。位牌倒れた。
静岡（中） 2061059 本秀寺 田中是教 位牌がずれた程度
静岡（中） 2061060 法華寺 川名義顕 仏具倒れ、位牌堂の位牌ほとんど倒れた。お墓の灯籠４基倒れた。
静岡（中） 2061061 自證寺 山田是明 本堂灯籠倒れた。位牌堂の位牌倒れた。お墓ズレ１０何基、灯籠１基倒れた。
静岡（中） 2061062 大泉寺 遠藤是秀 仏具が取れた。書院の屋根棟瓦崩れた。お墓ズレ、多数
静岡（中） 2061063 本光寺 石川浩徳 本堂の壁の一部壊れた。瓦落ちた。位牌堂の位牌倒れた。お墓倒れたりずれたりした
静岡（中） 2061064 善能寺 太田本修 歴代廟被害。位牌倒れた。ガラスにヒビ
静岡（中） 2061065 蓮覚寺 三輪是法 本堂、仏像倒れ、床に穴。壁ゆがみ。位牌堂位牌ほとんど倒れた。瓦落ちた（２）お墓倒れ（２）ズレ６基、灯籠７基倒れた
静岡（中） 2061066 本妙寺 杉沢栄孝 墓地の墓石の目地（１）
静岡（中） 2061067 常泉寺 貫名英舜 仏像倒れた。位牌堂の位牌７割倒れた。歴代廟被害
静岡（中） 2061069 信孝寺 乙部史賢 本堂天蓋落下。位牌全部倒れ、破損多し。墓地半分倒れ、半分位ズレ
静岡（中） 2061070 本光寺 齊藤文曜 本堂壁亀裂１ヵ所、ヒビ。歴代廟５基倒れた。お墓ズレ
静岡（中） 2061071 代信寺 林昌壽 位牌５０基倒れた。お墓倒れやズレ多し
静岡（中） 2061072 妙心寺 貫名英舜 本堂等建物の内壁２０ヵ所ヒビ。大棟や下り棟崩れた。位牌全部倒れた
静岡（中） 2061073 久遠寺 田顕綱 壁にヒビ。位牌倒れた。お墓ズレ。灯籠倒れた
静岡（中） 2061075 妙円寺 伊藤地張 壁ズレ、瓦１・２枚落ちた。位牌倒れた。お墓３基倒れた。６０基ズレ
静岡（中） 2061076 代立寺 小池通 書院、庫裡、外トイレの棟が崩れた。お墓倒れたり、ズレたり２００基以上
静岡（中） 2061077 本門寺 旭日重 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ。鳥居の破壊。駒柵の倒壊。記念碑の倒壊。
静岡（中） 2061078 養運坊 本間正晃 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ。壁落ち。
静岡（中） 2061079 西之坊 藤先博明 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ。
静岡（中） 2061080 養仙坊 鈴木春雄 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ。本堂のヒビ割れ。
静岡（中） 2061081 蓮行坊 坪井親雄 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ、瓦落ち。
静岡（中） 2061082 東陽坊 井野上正俊 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ、本堂のヒビ割れ。
静岡（中） 2061083 行泉坊 坪井親雄 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ。
静岡（中） 2061084 本妙寺 川上義宣 堂内仏具転倒、破損。墓石一部倒壊。破損。壁落ち。石塔ズレ
静岡（中） 2061085 正林寺 橋興照 堂内仏具落下、転倒、破損。墓地墓石ズレ。墓石一部倒壊
静岡（中） 2061086 本源寺 本間光信 堂内仏具転倒、破損。墓石一部倒壊
静岡（中） 2061089 光立寺 寺尾堯見 墓地の少しズレ、石塔６０基中７割少しズレ、一割さく石・灯籠被害
静岡（中） 2061094 三澤寺 犬浦壽昭 墓地石塔のズレ数件。ごみ焼却炉の煙突が倒れた。墓地３基倒れる
静岡（中） 2061095 定林寺 渡部英昭 墓地の石が崩れた。歴代墓所　６５０遠忌石塔倒れる。墓地４基傾く、古い墓３基倒れる
静岡（中） 2061097 正法寺 川手海正 墓地が傾いたり、石塔がずれたなど２０件程あった
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被災状況
静岡（中） 2061099 安立寺 岡田晃正 山の奥の古い歴代墓地２基倒れた
静岡（中） 2061105 長遠寺 石原湛修 歴代廟、境内墓地に一部ズレ
静岡（中） 2061106 吉祥寺 渡邊是宏 本堂内壁一部崩落
静岡（中） 2061109 法蓮寺 古屋義啓 本堂、瓦２０枚落下、天井亀裂、仏像位牌破損
静岡（中） 2061112 等覚寺 深澤尊明 本堂内の吊灯籠落下　墓地内の石灯籠破損
静岡（中） 2061130 本要寺 橋英俊 堀に亀裂１
静岡（中） 2061138 妙福寺 中野儼道 本堂灯籠倒れた。位牌堂の位牌倒れた。お墓ズレ１０何基、灯籠１基倒れた。渡廊下　隙間出来た
静岡（中） 2061141 妙像寺 柴田和延 庫裡内壁ヒビ割れ１
静岡（中） 2061143 浄祐寺 武田真良 庫裡内壁ヒビ割れ１
静岡（中） 2061149 宗林寺 廣崎本幸 庫裡内壁ヒビ割れ１
静岡（中） 2061167 一乗寺 内山恵順 位牌が数基倒れる、墓の灯籠一つ倒れる
静岡（中） 2063013 妙法結社 西村妙弸 額の落下程度
福島県 8011001 東光寺 篠塚日浣 本堂庫裡一部損壊、仏像仏具損壊、墓石一部損壊
福島県 8011002 法光寺 川島妙寿 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具等破損、墓石一部倒壊
福島県 8011003 浄光寺 大島教譲 仏具一部損壊、墓石一部倒壊
福島県 8011004 法華寺 蓮沼教章 本堂壁一部崩落、仏具一部破損、墓石一部破損
福島県 8011005 久福寺 氏家輝明 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具一部損壊、墓石一部倒壊
福島県 8011006 大法寺 曲山海弘 仏具一部破損、墓石一部破損
福島県 8011007 妙國寺 伊藤耀道 本堂壁一部崩落、開山堂石柵崩落、墓石一部倒壊
福島県 8011008 大寳寺 小林智英 本堂庫裡壁亀裂、仏像仏具破損、墓石多数倒壊
福島県 8011009 本行寺 中田本庸 本堂庫裡壁一部亀裂、墓石一部破損
福島県 8011010 善行院 田口恵悠 本堂庫裡壁一部亀裂、仏像仏具一部破損、墓石一部倒壊
福島県 8011011 安立寺 瀬戸文教 本堂庫裡壁一部亀裂、堂内散乱、墓石一部破損
福島県 8011012 妙覚寺 大越一優 本堂庫裡壁一部亀裂、墓石一部破損
福島県 8011013 法橋寺 小林智厚 本堂瓦一部破損、仏具一部破損、墓石一部倒壊
福島県 8011014 妙德寺 大和田善生 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具一部破損、墓石一部破損
福島県 8011015 佛立寺 鈴木本学 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具等破損、墓石一部倒壊
福島県 8011016 法現寺 斉藤幸洋 本堂庫裡壁亀裂、仏具等破損、墓石一部倒壊
福島県 8011017 妙経寺 梅森寛勝 本堂庫裡壁亀裂、仏具一部破損、墓石一部倒壊
福島県 8011018 妙法寺 鈴木務広 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具一部破損、墓石一部倒壊
福島県 8011019 妙関寺 巻延彦 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具一部破損、墓石多数倒壊
福島県 8011020 長久寺 菅原海淳 本堂庫裡壁一部亀裂、仏像仏具破損、墓石一部倒壊
福島県 8011021 長福院 山口憲祥 本堂庫裡壁一部亀裂、石像倒壊、墓石一部破損
福島県 8011022 妙勝寺 瀨戸年雄 本堂庫裡半壊、仏像仏具倒壊、墓石倒壊
福島県 8011023 妙栄寺 武田妙貞 本堂庫裡半壊、仏像仏具倒壊、墓石倒壊
福島県 8011024 妙伝寺 佐久間法静 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具一部損壊
福島県 8011025 妙運寺 奥野恭良 仏具一部破損
福島県 8011026 妙法寺 池谷善長 本堂屋根瓦崩落、庫裡壁一部亀裂、仏具一部破損
福島県 8011027 法竜寺 新妻錬譲 本堂庫裡壁一部損壊、仏具等破損
福島県 8011028 妙宝寺 新妻教誠 本堂庫裡一部損壊、仏具等破損、墓石一部破損
福島県 8011029 経王寺 中田本庸 本堂庫裡壁一部亀裂、仏具等一部破損、墓地地面及び土留部分亀裂
福島県 8011030 早島寺 早島妙瑞 本堂庫裡壁亀裂・本堂瓦・仏具等破損、墓石多数倒壊
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福島県 8012001 広宣教会 佐久間法静 本堂庫裡壁亀裂・玄関戸破損
福島県 8012002 立正旭教会 二瓶光正 本堂瓦破損、仏具一部破損
福島県 8012005 法恩教会 早坂本勝 本堂庫裡壁亀裂、仏具一部破損
福島県 8012006 豊受教会 安齋嘉修 本堂庫裡壁亀裂、仏具一部破損
福島県 8013001 一心結社 小林智英 本堂庫裡壁亀裂、仏具一部破損
福島県 8013005 蓮光結社 中田妙待 本堂庫裡壁亀裂、仏具一部破損
福島県 8013007 妙経結社 石川是法 本堂庫裡壁亀裂、仏具一部破損
宮城県 8021018 妙勝寺 佐藤徳明 半壊
宮城県 8022005 観音教会 今泉寛龍 津波により全壊
宮城県 8023005 立正結社 加藤錬栄 津波により全壊
岩手県 8041001 遠光寺 上原尭承 一部佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041002 法華寺 田口信之 一部佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041005 日高寺 菊池宥 本堂内佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041008 法泉寺 吉家本浄 本堂内佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041010 久成寺 押田瑞光 本堂南側壁倒壊
岩手県 8041011 妙法寺 梅澤宣雄 本堂内佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041012 智恩寺 西山昌秀 本堂内佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041013 蓮乗寺 木藤養顕 本堂・庫裡焼失
岩手県 8041014 法華寺 阿部是秀 本堂内佛具等破損
岩手県 8041022 妙恩寺 風間文静 津波により堂宇流失
岩手県 8041024 本妙寺 砂子田裕貴 本堂内佛具等破損、墓石倒壊２６基等他
岩手県 8041026 身照寺 牛﨑海秀 本堂内佛具等破損、墓地数カ所倒壊
岩手県 8041027 立正寺 山内堯祐 本堂内佛具等破損
岩手県 8041028 妙光寺 新田教順 一部佛具等破損、墓地数カ所倒壊
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