
令和３年８月１１日からの大雨による被害 

 

◎京都教区 １６カ寺 

鴨川組 ０５７ 金光院  庫裏 屋根（ベランダ）一部崩落 

鴨川組 ０５８ 瑞泉院  書院 一部浸水 

鴨川組 ０６５ 公安院  庫裏 一部浸水、壁一部破損 

鴨川組 ０７２ 阿彌陀寺 墓地 一部破損 

京極組 １０５ 上徳寺  客殿 屋根瓦一部破損 

京極組 １１６ 称名寺  本堂 雨漏り 

京極組 １３７ 信重院  境内 塀一部崩壊 

京極組 １３２ 先求院  境内 塀一部剝離 

京極組 １３３ 良正院  境内 塀一部崩壊 

一条組 １９０ 招善寺  墓地 一部損壊 

伏見組 ２８６ 西運寺  墓地 土砂流入 

宇治組 ３２６ 極楽寺  墓地 土砂流入 

八幡組 ３６０ 阿弥陀寺 境内 塀一部損壊 

八幡組 ３８１ 満願寺  本堂 窓ガラス一部破損 

八幡組 ３８２ 西林寺  本堂 窓ガラス一部破損 

亀岡組 ５１３ 無量寺  書院 天井の雨漏り 

 

 

台風第９号（令和３年８月８・９日）による被害 

 

◎出雲教区 ５カ寺 

隠岐組 ０４７ 善立寺  参道 外灯倒壊 

隠岐組 ０４９ 欣浄院  本堂 雨漏り 

    庫裏 屋根瓦一部破損 

隠岐組 ０５０ 清久寺  本堂 併設客間天井の雨漏り 

隠岐組 ０５４ 西明寺  本堂 併設トイレ天井の雨漏り 

隠岐組 ０５６ 所讃寺  本堂 庫裏との境雨漏り 

 

◎南海教区 ３カ寺 

香川組 ０１１ 法然寺  墓地 墓石の倒壊 

香川組 ０１８ 浄泉寺  墓地 塀一部崩壊 

香川組 ０１９ 寿覚院  墓地 倒木 

 



 

令和３年７月大雨による被害 

◎京都教区 １カ寺 

亀岡組 ５０９ 光忠寺  諸堂宇 落雷による防犯・警備機器の故障 

 

◎出雲教区 ２カ寺 

簸川組 ０１６ 極楽寺  庫裏 雨漏り 

簸川組 ０１１ 圓光寺  墓地 土砂流入 

 

◎広島教区 １カ寺 

南部組 ０３４ 正念寺  境内 浸水、車両罹災 

    墓地 浸水 

    山門 壁の崩壊 

 

 

令和３年２月 福島県沖を震源とする地震による被害 

 

◎宮城教区 ２１カ寺 

第一組 ００２ 大願寺  本堂 壁一部剝離 

第一組 ００７ 荘嚴寺  本堂 仏像・仏具等の破損 

第二組 ００９ 正雲寺  境内 灯籠等の倒壊 

第二組 ０１０ 善導寺  本堂 位牌の破損 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

第二組 ０１３ 圓德寺  本堂 屋根瓦一部損傷 

第二組 ０１４ 愚鈍院  本堂 扉損壊、壁の剝離・亀裂 

第二組 ０１６ 常林寺  本堂 仏具等の破損 

    位牌堂 仏具等の破損 

第二組 ０１７ 常念寺  本堂 壁の剝離 

    位牌堂 壁の剝離 

    庫裏 壁の剝離 

第三組 ０２１ 雲上寺  本堂 壁の亀裂 

    会館 壁の亀裂、雨漏り、仏具等の破損 

第三組 ０２４ 長龍寺  本堂 仏具等の破損 

位牌堂 位牌の破損 

第三組 ０２５ 圓城寺  本堂 壁の破損 

第三組 ０２８ 寳善寺  墓地 墓石のズレ・灯籠の倒壊 



第三組 ０３０ 蓮光寺  本堂 仏具等の破損 

第四組 ０３１ 當信寺  本堂 仏像・仏具等の破損 

    書院 壁の剝離 

    山門 壁の剝離 

    その他 歴代住職墓倒壊 

第四組 ０３２ 稱名寺  本堂 仏具等の破損 

山門 屋根瓦一部破損 

    会館 窓ガラスの破損 

第四組 ０３３ 稱念寺  本堂 本尊の他、仏像一部破損、壁の剝離 

境内 灯籠の倒壊 

    庫裏 屋根瓦の崩落 

    その他 灯籠の倒壊 

第四組 ０３５ 正雲寺  本堂 壁の剝離・亀裂 

    庫裏 壁の剝離・亀裂 

    墓地 墓石のズレ・灯籠の倒壊 

第四組 ０３７ 称名寺  本堂 壁の剝離 

第四組 ０３８ 淨正寺  本堂 仏具等の破損 

第五組 ０４６ 西念寺  本堂 屋根瓦破損、雨漏り 

    境内 地盤沈下 

第六組 ０５０ 円鏡寺  書院 玄関の屋根崩落 

 

 

◎福島教区 ４３カ寺 

浜通り組 ００１九品寺  本堂 壁の損壊、扉の損壊、仏具等の破損 

    墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ００２照岸寺  墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ００３光林寺  本堂 壁の剝離 

    墓地 墓石のズレ 

浜通り組 ００４菩提院  本堂 壁の亀裂 

客殿 壁の亀裂、天井垂下瓦の落下 

廿三夜尊堂 窓の破損 

墓地 墓石のズレ 

浜通り組 ００５良善寺  客殿 壁の剝離・亀裂、扉の破損 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ００６欣浄寺  本堂 本尊・仏具等の破損 

客殿 壁の亀裂 



墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ００８増福寺  本堂 壁の一部破損 

    墓地 墓石のズレ 

浜通り組 ００９宝国寺  本堂 壁の亀裂 

    墓地 灯籠の破損、墓石のズレ 

浜通り組 ０１０専称寺  本堂 須弥壇・堂内の一部亀裂 

    墓地 歴代上人墓の損壊 

浜通り組 ０１１安養院  本堂 仏像等の破損 

庫裏 壁の亀裂 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０１４満藏寺  墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０１５阿弥陀寺 本堂 仏具・位牌等の破損 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０２６大運寺  本堂 壁の亀裂、窓ガラスの破損 

墓地 墓石のズレ 

浜通り組 ０２７住善寺  墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０２８大円寺  墓地 墓石のズレ 

浜通り組 ０２９寿蔵寺  本堂 壁の剝離・亀裂、仏具・位牌等の破損 

庫裏 壁の亀裂 

客殿 壁の亀裂 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０３０来迎寺  墓地 墓石のズレ 

浜通り組 ０３７林蔵寺  本堂 壁の剝離、仏具等の破損 

庫裏 屋根瓦落下の恐れ 

浜通り組 ０３８徳林寺  本堂 本尊光背の一部破損、壁の亀裂 

庫裏 配管の破損 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０３９海会寺  墓地 墓石の倒壊 

浜通り組 ０４１浄林寺  本堂 屋根瓦の破損 

    墓地 墓石のズレ・倒壊 

浜通り組 ０４２興仁寺  薬師堂 拝殿倒壊、仏像・仏具等の破損 

    墓地 歴代住職墓の破損 

浜通り組 ０４３阿弥陀寺 本堂 壁の亀裂 

    墓地 歴代住職墓、墓石の倒壊 

境内 鐘楼堂の石段瓦解、参道の陥没 

浜通り組 ０４４淨圓寺  本堂 仏具等の破損 



    墓地 墓石のズレ 

    境内 灯籠の倒壊 

浜通り組 ０４５浄國寺  仮本堂 壁の亀裂・天蓋の一部破損 

    庫裏 壁の亀裂 

    墓地 墓石の倒壊 

浜通り組 ０４６安楽寺  庫裏 食器等の破損 

浜通り組 ０４８観音寺  本堂 仏具等の破損 

中央組 ０５０ 大千寺  本堂 仏像・仏具・位牌等の破損、欄干の一部剝離 

     基礎の一部破損 

    庫裏 壁の剝離・亀裂、玄関・各部屋の一部破損 

    墓地 墓石の倒壊 

中央組 ０５１ 無能寺  本堂 仏像・仏具等の破損 

山門 基礎のズレ、参道の屋根瓦・塀の損傷 

経蔵 壁の剝離・亀裂 

薬師堂 仏像・仏具等の破損 

墓地 開山上人・歴代住職墓・墓石の倒壊 

中央組 ０５２ 大安寺  本堂 壁の破損、仏具等の破損 

中央組 ０５３ 観音寺  本堂 仏具等の破損、壁の剝離・亀裂 

釈迦堂 壁の剝離・亀裂 

中央組 ０５４ 淨運寺  本堂 壁の剝離・亀裂、仏像・仏具・位牌等の破損 

    位牌堂 壁の剝離・亀裂 

庫裏 壁の剝離・亀裂 

会館 屋根瓦の破損、壁の剝離・破損 

山門 屋根瓦の破損、壁の亀裂 

境内 外塀の一部損壊 

中央組 ０５５ 称名寺  本堂 仏具等の破損 

    庫裏 壁の剝離・亀裂 

    毘沙門堂 壁の亀裂 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

中央組 ０５６ 東圓寺  本堂 仏具等の破損 

十王堂 基礎の亀裂、仏具等の破損 

土蔵 壁の剝離・亀裂 

墓地 墓石の倒壊 

境内 灯籠倒壊 

中央組 ０５８ 大圓寺  墓地 墓石の倒壊 

中央組 ０５９ 誓願寺  本堂 仏像・仏具等の破損 



山門 壁の剝離・亀裂 

位牌堂 仏像・位牌等の破損 

地蔵堂 仏像一部破損 

墓地 墓石のズレ・倒壊 

境内 灯籠倒壊 

中央組 ０６０ 到岸寺  本堂 本尊の他、仏像・仏具等の破損、壁の亀裂 

    位牌堂 位牌等の破損 

    山門 屋根瓦破損 

墓地 墓石の倒壊 

境内 灯籠倒壊、延命地蔵尊等の傾き 

中央組 ０６５ 台運寺  本堂 屋根瓦の崩落、雨漏り、位牌等の破損 

墓地 墓石の倒壊 

中央組 ０６６ 善性寺  本堂 仏具等の破損 

    庫裏 壁の破損 

釈迦堂 壁の剝離・亀裂 

墓地 墓石の倒壊 

中央組 ０６７ 誓傳寺  本堂 仏具等の破損 

    位牌堂 仏具・位牌等の破損 

墓地 墓石の倒壊 

中央組 ０７１ 善導寺  本堂 壁の剝離・亀裂 

    庫裏 壁の剝離・亀裂 

    鐘楼堂 基礎のズレ 

    墓地 墓石の倒壊 

中央組 ０７３ 十念寺  本堂 壁の剝離・亀裂 

    境内 灯籠の破損 

中央組 ０７４ 蓮家寺  本堂 襖の破損 

観音堂 仏像の破損 

墓地 大仏・墓石・石塔のズレ 

以 上 


