
（9/9 現在）

管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被害状況

福岡県 1077 常清寺 荒巻良修
本堂内仏天蓋・人天蓋・幢幡の損傷、庫裡内外壁ひび割れ多数、山門の歪み・横壁崩落・傾斜、壁損傷、清正公堂内外壁ひび割れ多数、観
音堂ひび割れ・柱ずれ、参道石畳隆起

福岡県 1109 尊壽寺 上田智良 本堂内外壁ひび割れ多数、壁一部崩落、鬼子母神・四天王像損傷、檀信徒会館棟瓦全崩壊、灯籠倒壊

熊本県 1001 蓮政寺 鬼木泰元 本堂仏像仏具落下損散乱、柱ヒビ、庫裡・客間壁ヒビ多数、参道石畳破損

熊本県 1002 長延寺 原　恵晋 本堂屋根瓦落下、内陣傾き、本堂天井破損、本堂向拝全壊、山門基礎破損、外壁崩落、観音堂壁亀裂・扉破損

熊本県 1003 妙躰寺 馬場本照 本堂壁・柱落ち建物傾き、本堂内外壁全崩落、天井板落下、丸柱亀裂・傾斜大、庫裡棟瓦落下、車2台廃車、墓地5割倒壊

熊本県 1004 東光寺 鬼木泰正 本堂天井板落下、本堂内壁剥落、塀崩落

熊本県 1005 本行寺 河野宏明 本堂屋根棟瓦崩落、堂内仏具位牌等の落下、塀崩落

熊本県 1006 法蓮寺 渡辺義徹 本堂柱亀裂、境内建物壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、建具の歪み、墓地8割倒壊

熊本県 1007 妙乗寺 吉岡恵尚 本堂壁全壊、庫裡基礎ズレ、塀崩落

熊本県 1008 真浄寺 三坂恵宏 本堂外壁崩落、庫裡内外壁亀裂、瓦落下、鐘楼堂瓦落下、山門歪み、墓地９割崩落

熊本県 1009 本妙寺 池上正示
本堂・釈迦堂四天王２体破損、堂内壁崩落、仏具位牌等の落下、柱ずれ、庫裡内壁崩落、常夜灯の土台石垣崩落建物傾斜、参道外壁崩
落、墓地壊滅、山門損壊危険のため通行禁止、仁王門基礎損壊、仁王門傾斜

熊本県 1010 東光院 塚本哲人 本堂屋根棟瓦・壁崩落、本堂柱傾斜、堂内仏具位牌等の落下、庫裡亀裂多数

熊本県 1011 仙乗院 三坂恵豊 本堂内壁崩落、内陣の仏具位牌等の落下、サッシ破損、庫裡傾斜・屋根瓦損壊・壁落下・亀裂

熊本県 1012 龍渕院 村井泰静
本堂内陣の仏具位牌等の落下、庫裡屋根半分が崩落、庫裡内壁崩落、庫裡梁３本落下、２本外れ、天井たわみ
墓の破損

熊本県 1013 智運院 山田義晴
本堂向拝崩落、堂内壁崩落、内陣の仏具位牌等の落下、庫裡柱割れ、廊下と部屋乖離、屋根裏構造物天井を突き抜け落下、山門傾き倒壊
危険

熊本県 1014 常住院 松本義信
本堂内外壁亀裂、本堂仏像仏具散乱、本堂手摺断絶、本堂前階段一部断裂、庫裡瓦部分崩落、尊神堂棟瓦落下、本妙寺参道に面した石
垣倒壊危険有り
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管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被害状況

熊本県 1015 静明院 落水泰明 本堂壁半分崩落、本堂人天蓋落下、三十番神堂屋根全壊、仏像仏具損壊、納骨堂300基損壊

熊本県 1016 妙心院 吉岡恵徳
本堂基礎亀裂、本堂壁ひび割れ、内陣傾斜、内陣の仏具位牌等の落下、壁裏側亀裂、庫裡天井部分崩落、庫裡傾斜、納骨堂内散乱使用
不能、納骨堂壁面亀裂、床損傷、石垣５ｍに渡り崩落

熊本県 1017 延壽院 濵田義正
本堂・庫裡屋根棟瓦及び壁崩落、本堂屋根裏梁外れ・天井損傷、内陣の仏像仏具位牌等の落下破損、柱亀裂ズレ、庫裡傾き、庫裡壁亀
裂・崩落・ずれ多数・屋根裏梁外れ、床落下、雨漏り、浄行堂壁崩落、墓地壊滅

熊本県 1018 本地院 落水泰徳 本堂屋根瓦半分・壁崩落、堂内仏具位牌等の落下、庫裡壁亀裂、天窓欠落、墓地８割崩壊

熊本県 1019 雲晴院 矢邉行雄 本堂屋根瓦100枚落下、壁・柱ヒビ、鬼子母神堂半壊、墓地７割崩壊、本堂柱亀裂、庫裡天井落下、帝釈天堂柱亀裂・壁損傷・瓦落下

熊本県 1020 正善院 代）池上正示 本堂屋根瓦落下、外壁ヒビ・傾き、墓地４割崩壊

熊本県 1021 暁心院 代）山本啓穰 本堂・庫裡工事中につき内部未確認、墓地倒壊

熊本県 1022 妙教寺 吉田義純
本堂屋根瓦落下、本堂内壁亀裂・崩落、仏像仏具落下損散乱、庫裡内外壁崩落、庫裡傾き、山門基礎損傷・下壁剥離、柱亀裂、墓地９割倒
壊

熊本県 1023 本光寺 名和光義
本堂瓦半分落下、床下柱数本折れに伴う床面落下、庫裡内壁亀裂、外壁崩落、内陣柱折れ、鴨居外れ１４ヶ所、庫裡基礎割れ、基礎柱割
れ、西側外壁全面崩落・北側８０％崩落、墓地9割倒壊

熊本県 1024 正立寺 塩田義徹
本堂内壁９割割れ・亀裂・浮き・はがれ・落下等の損傷、天井７ヶ所落下、柱・横柱割れ落下、正面梁亀裂、尊神堂・番神堂落下損傷、基礎一
部崩壊、仏具仏像位牌等の落下、楼門屋根瓦崩落、軒先損壊、石塀崩落墓石壊滅、全体的に傾斜

熊本県 1025 長国寺 佐藤義光
本堂基礎柱基礎石より全て外れる、本堂内陣９割方亀裂・剥離、庫裡・書院天井全体に亀裂、たわみ有り、一部崩落、浄行堂崩壊、柱ひび
割れ、仏具散乱

熊本県 1026 瑞光寺 馬渡弁学 本堂正面左右棟瓦崩落、庫裡瓦一部落下、石壁半分倒壊、墓地９割倒壊

熊本県 1027 妙立寺 三坂恵祐
本堂・庫裡継ぎ目瓦落下、本堂壁崩落、本堂・庫裡５㎝以上乖離、本堂・庫裡傾斜あり、本堂天井中心部５ヶ所ずれ、横梁外れ、本堂向拝梁
一部外れ、仏具仏像位牌等の落下、山門倒壊

熊本県 1028 妙永寺 有戸光義
本堂・庫裡乖離５㎝以上、本堂建物傾斜、壁崩落、庫裡外壁９割亀裂・割れ・落下等、庫裡傾斜、仏具仏像位牌等の落下、山門倒壊、聖林
院殿堂壁全体的に割れ、傾斜、基礎亀裂、梁落ち

熊本県 1029 本覺寺 植川俊山 庫裡屋根棟瓦崩落、山門一部瓦崩落・基礎一部亀裂、本覚院殿廟ずれ、境内地塀ひび割れ多数

熊本県 1030 覚圓寺 三坂裕幸 本堂正面柱・基礎ずれ・瓦崩落、向拝落下、壁・天上板落下、床面傾斜、廊下部天井落下、外壁崩落、墓地壊滅



管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被害状況

熊本県 1031 実成寺 渡辺弁秀 本堂屋根棟瓦崩落、外壁損壊、本堂・庫裡剥離、庫裡屋根裏梁３ヶ所落下、廊下部天井全域落下、壁崩落、鴨居落下、柱割れ、墓地壊滅

熊本県 1032 本仏寺 田尻泰観 本堂・庫裡一部損壊、墓地30基倒壊

熊本県 1033 本因寺 松下正顕 本堂・庫裡歪み、内陣全損

熊本県 1034 法宣寺 川口慈教
本堂天上落下、内外壁崩落、内陣崩壊、建物傾斜あり、諸堂基礎破損、渡り廊下天井崩壊、庫裡瓦破損、外壁亀裂、宝塔崩壊、位牌堂屋
根瓦崩落、壁ヒビ、山門傾き、墓地３割崩壊

熊本県 1035 常清寺 金井俊賢 本堂基礎・外壁一部破損、屋根瓦落下、仏像仏具落下損散乱、納骨堂仏具散乱、墓地４割倒壊

熊本県 1036 本立寺 森　稔晴 天上落下、位牌棚倒壊、本堂傾き・基礎損壊・亀裂・内外壁亀裂・天井破損、諸堂天井破損、墓地３割倒壊

熊本県 1037 妙唱寺 欠員 本堂屋根瓦・壁・仏具落下、ブロック塀崩壊

熊本県 1039 光泉寺 山藤前祐 本堂・庫裡屋根瓦全損・一部崩落、内陣柱亀裂、内外壁ひび多数

熊本県 1040 竹陽寺 代）鬼木泰元 本堂天井落下、建物内壁落下、外壁一部落下、柱亀裂、建具歪み、庫裡一部内壁破損、仏像仏具落下損散乱、ブロック塀倒壊

熊本県 1042 妙恵寺 川嶌浄清 本堂基礎亀裂、瓦・天井板落下、仏像仏具落下損散乱、納骨堂内部散乱

熊本県 1043 淨真院 田野恵清 本堂・庫裡内外壁一部亀裂、仏像仏具落下損散乱、歴代廟崩落、門柱傾斜

熊本県 1044 日昇寺 小寺崇友 本堂・庫裡内壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、観音像崩壊、歴代廟崩落

熊本県 1045 妙行寺 桑田尊弘 本堂・庫裡基礎亀裂、仏像仏具落下損散乱、庫裡内壁ヒビ、建具不具合、石灯籠・宝塔崩壊、山門ズレ・基礎歪み、瓦ずれ、墓地３割倒壊

熊本県 1047 妙巌寺 伊東是光 本堂内外壁亀裂・乖離、七面堂渡り階段部内壁一部崩落、壁亀裂

※ 熊本県 1050 妙功寺 髙田賢聖 本堂外壁一部剥離

熊本県 1051 妙法寺 浜崎英教 庫裡壁ヒビ・棟瓦破損、墓地１割倒壊

※ 熊本県 1052 妙性寺 森　泰慈 浄行堂柱傾斜、外壁１ヶ所ひび

熊本県 1055 日感寺 塩田義健 本堂屋根瓦落下、内外壁亀裂、庫裡基礎亀裂数カ所、納骨堂外壁ひび数カ所
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※ 熊本県 1056 清正寺 菊川 泰優 本堂内陣天井横柱亀裂数カ所、本堂内壁ひび数カ所

熊本県 1057 圓頓寺 荒木英人
本堂壁ヒビ、本堂前階段ずれ、仏像仏具落下損散乱、清正公御前柱傾斜、外壁ひび、外柱傾斜、瓦一部破損、宝塔１基破損、仁王像損壊、
鐘楼堂歪みあり、墓地２割倒壊

熊本県 1059 妙正寺 竹迫俊昻
本堂屋根瓦落下、本堂柱・内壁ヒビ、内陣天井柱歪み、本堂正面階段ひび、照明天蓋落下、仏像仏具落下損散乱、庫裡屋根瓦全壊、基礎
亀裂、外壁亀裂、内壁破損

熊本県 1060 妙蓮寺 堀尾義透
本堂基礎一部亀裂、本堂・庫裡建物歪み、壁落下、ヒビ、庫裡天井一部崩壊、内壁亀裂、床面ひずみ、建物傾斜、山門基礎ずれ、外壁一部
破損、柱亀裂、水子堂燈籠１基破損、石柵倒壊、浄行堂瓦破損、渡り廊下柱破損墓地５割倒壊

熊本県 1061 興福寺 高木智生
本堂一部損壊、基礎一部破損、内外壁破損・亀裂、基礎ずれ、建具歪み、仏像仏具位牌落下損、散乱、庫裡外壁ひび、燈籠５基破損、境内
崖崩れ、墓地４割倒壊

熊本県 1062 廣済寺 天野智行 本堂・庫裡外壁崩落、本堂ガラス割れ、内壁ひび多数、、仏像仏具落下損散乱、山門基礎ずれ、宝塔傾斜、墓地全壊

熊本県 1063 浄信寺 叶　一善
本堂基礎全体的に亀裂・ひび多数、須弥壇破損、仏像仏具位牌落下損散乱、庫裡棟瓦落下、清正公堂サッシ傾斜、脇門崩壊、墓地７割倒
壊

熊本県 1064 妙宣寺 吉里啓文 本堂・庫裡壁一部損壊、本堂向拝傾斜、瓦落下

熊本県 1065 妙遠寺 後藤本晃 本堂壁ヒビ

熊本県 1066 妙光寺 塚本光俊 本堂屋根瓦半分落下、内壁ヒビ・剥離、観音像倒壊

熊本県 1067 光徳寺 岩田孝昭 本堂屋根瓦落下、壁一部損壊、燈籠２基倒壊

熊本県 1068 長久寺 山本生成 灯籠３基崩落、宝塔倒壊、石垣損傷

熊本県 1070 蓮台寺 永石光祐 本堂・庫裡壁ヒビ、浄行堂半壊、釈迦立像傾斜、石段亀裂大、土台破損、龍神堂半壊、控え室使用不能、地割れ、燈籠崩落

※ 熊本県 1072 妙圓寺 木村俊元 本堂基礎ひび数カ所、観音像倒壊

熊本県 1073 玉祥寺 東　敬浩 本堂・庫裡屋根瓦落下、外壁損傷、内壁ヒビ、梁亀裂、庫裡瓦落下、外壁損傷、内壁ひび、納骨堂屋根瓦全壊、基礎・内壁亀裂

熊本県 1074 正福寺 金井俊導 本堂内陣丸柱亀裂、本堂下納骨堂壁面及び床面亀裂数カ所、稲荷堂半壊

熊本県 1075 道安寺 竹本義隆
本堂天井、壁剥離落下、基礎ひび割れ破損、本堂鉄筋筋交い断裂、構造柱破損、屋根瓦全てずれ、落下多数、地盤沈下、石垣・墓地崩落、
須弥壇含め御宝前全壊、雨漏り
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※ 熊本県 1076 妙珖寺 有田俊介 基礎石垣の亀裂、本堂正面柱床面等にずれ、本堂内柱・壁亀裂

熊本県 1077 日眞寺 澤村顕一 本堂屋根瓦落下、本堂・庫裡壁ヒビ、墓地地盤沈下、山道地割れ、擁壁一部崩落

熊本県 1078 中正院 竹林俊照
本堂屋根瓦・壁・天上落下、本堂向拝建柱亀裂、外壁損傷、建具不具合、瓦一部破損、庫裡天井破損、内外壁面亀裂・損壊多数、床板損
壊、トイレ損壊

熊本県 1079 圓立寺 松尾義展 本堂傾き、壁ヒビ、棟瓦破損、庫裡壁面破損、山門基礎ずれ・傾斜

熊本県 1080 法華寺 山本恵秀 本堂屋根瓦落下、壁ヒビ、基礎部２ヶ所ひび、内壁破損、山門全壊

熊本県 1081 壽量寺 天野英俊
本堂壁崩壊、棟瓦崩落、基礎亀裂、内外壁面断裂、仏像破損、庫裡内壁一部破損、外壁亀裂、清正公堂屋根瓦全崩落、宝塔崩壊、墓地3
分の2崩壊

熊本県 1082 統照寺 松崎俊栄
本堂瓦一部破損、半鐘落下、柱ずれ、壁破損、向拝柱亀裂、壁・柱に隙間、サッシ歪み、納骨堂一部破損、宝塔・石碑崩壊等、墓地3分の2
破損

熊本県 1083 本成寺 赤城義晋 本堂歪み、柱ずれ、瓔珞一部破損、庫裡建具不具合、山門基礎じび、諸堂傾斜、内壁破損、宝塔２基崩壊、墓石3割崩壊

熊本県 1084 浄信寺 山野貫雄 本堂内壁一部破損、仏像・仏具破損、庫裡内外壁亀裂、位牌堂位牌破損、玄関鴨居落下、壁亀裂、灯籠十数基崩壊、山門傾斜・一部破損

熊本県 1086 暁成寺 下田一成 本堂屋根瓦3分の1崩落、雨どい外れ、基礎部外壁亀裂、棟瓦破損、仏像破損、庫裡内壁、タイル破損、納骨堂内壁ひび・亀裂、歴代廟崩落

熊本県 1087 林鹿寺 安永弁裕 本堂・稲荷堂内外壁崩落、歴代廟崩落

熊本県 3002 妙法結社 宮本前雄 本堂全壊、窓全損、入口崩壊、傾斜大、庫裡赤札

熊本県 3003 裕盛結社 小西啓絢 本堂・庫裡傾き、庫裡基礎亀裂・沈下・外壁亀裂、内壁損壊、建具歪み

熊本県 3004 本励結社 山口義人
本堂屋根瓦一部損壊・外壁亀裂、内壁たわみ、仏像仏具位牌落下損散乱、位牌柵ガラス破損、庫裡外壁亀裂、ブロック塀崩落、境内地一
部損壊

佐賀県 1001 観照院 欠員 本堂・庫裡壁亀裂等多数、墓石数基・灯篭倒壊

佐賀県 1002 國相寺 松島正英 塀一部傾斜、木蓮華一部破損、墓石数基倒壊

佐賀県 1003 正福寺 藤本宣文 墓石数基倒壊

※ 佐賀県 1004 本経寺 籾井恵親 本堂・庫裡屋根瓦一部損壊、壁損壊、雨漏り



管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被害状況

佐賀県 1005 賀昌院 末永孝進 本堂・庫裡壁一部損壊、墓石数基倒壊

佐賀県 1006 妙覚寺 山田紹恵 墓石数基倒壊

佐賀県 1007 本行寺 松野邦俊 本堂・庫裡壁数カ所亀裂、墓石数基・灯篭数基倒壊

佐賀県 1008 泰教寺 平井智嚴 墓石倒壊

佐賀県 1009 浄円寺 合川智秀 本堂全体傾く、墓石数基倒壊

佐賀県 1010 妙玉寺 石井智俊 位牌数基破損、本堂ずれ、本堂・庫裡壁亀裂、基礎コンクリート破損、墓石倒壊

佐賀県 1011 常照院 福山智宣 本堂屋根瓦一部損壊、天蓋一部破損、本堂壁一部落下、庫裡内壁一部崩落、墓石数基倒壊

佐賀県 1012 蓮成寺 陣内弘文 本堂内位牌が倒れる、墓地の法名塔一箇所落下

佐賀県 1013 妙常寺 眞木辨泱 墓石数基倒壊、位牌が倒れる

佐賀県 1014 本通寺 岸田妙貞 瓔珞落下

佐賀県 1016 妙福寺 渕上靖聰 本堂・庫裡壁一部損壊

佐賀県 1017 妙誓寺 古賀敬紹 本堂壁損壊、ドア開閉不能、本堂・庫裡基礎コンクリート一部損壊、御堂壁ひび割れ、石塔倒壊、墓石数基倒壊

佐賀県 1018 正傳寺 静山智祐 石灯籠倒壊

佐賀県 1020 本能寺 石丸哲朗 瓔珞一部落下、墓石数基倒壊

※ 佐賀県 1021 龍光寺 森永憲章 本堂壁一部亀裂、柱ずれ、庫裡壁一部亀裂、本堂庫裡間に隙間あり

佐賀県 1024 光勝寺 平井照山 天蓋の瓔珞落下、墓碑数基倒壊、屋根の銅板の歪み

※ 佐賀県 1037 泰平寺 大平智幸 本堂屋根瓦全損、雨漏り

※ 佐賀県 1048 光旭寺 田中英康 本堂内部側面亀裂、庫裡亀裂

佐賀県 1054 妙善寺 前田智憲 本堂・庫裡壁一部損壊

佐賀県 1056 妙高寺 石丸博史 墓石倒壊



管区名 寺院番号 寺院名 住職名 被害状況

佐賀県 1057 日國寺 本村孝弘 本堂・庫裡・納骨堂外壁亀裂

※ 佐賀県 1058 福正寺 村山生隆 本堂屋根瓦一部損壊・移動有り・壁一部亀裂、庫裡瓦一部破損・壁亀裂

佐賀県 1075 実相院 川添智圓 鐘楼堂瓦落下

大分県 1015 本光寺 田口学正 本堂屋根瓦一部損壊、墓碑数基ずれ、灯籠５基損壊、墓地３７基ずれ

大分県 1026 蓮妙寺 掛橋泰顕 本堂内壁一部剥離、納骨壇ずれ・一部損壊

 ※ =前回の掲載以降、新たに被害が報告された寺院

　　 =前回の掲載以降、新たに報告された被害内容


