
1 

「令和 4年台風 14号・15号」による寺院の被害について 

 

曹洞宗宗務庁 総務部福祉課 

 

 

＊宗務所からの報告（令和 4年 11月 24日現在）をもとに当資料を作成しています 

 

 

◆被害件数 

宗務所 建物被害 境内地被害 

神奈川１ １ １ 

静岡１ ８ ２４ 

静岡３ １３ ２４ 

静岡４ - １ 

愛知３ ２ - 

岐阜 ４ １ 

三重１ ４ ２ 

三重２ - ２ 

鳥取 ５ １ 

愛媛 １ ２ 

福岡 １ - 

佐賀 ４ - 

宮崎 １１ ７ 

長野２ １ - 

合計 ５５ ６５ 

 

【神奈川県第１宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

1-232 東光寺 本堂屋根の一部破損 

1-235 天徳寺 境内の土砂崩れ 
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【静岡県第１宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

1-13 長泉寺 墓地裏山で鉄砲水が発生し土石流にて墓 4～6基埋没 

2-34 洞慶院 坐禅堂床下浸水、境内や墓地への土砂流入 

2-36 洗耳寺 墓地への道路が土砂により 70～80m不通 

2-44 東泉寺 崩土により墓 4基流出し世代塔にも被害 

2-45 常安寺 土砂流出により歴住塔 2基倒壊 

2-47 龍泉寺 本堂・庫裡床下浸水、崩土により墓 3基埋没 

3-63 竹林寺 
庫裡・屋外東司床下浸水、境内裏の擁壁崩壊、大量の土砂流

入により墓 3基埋没 

3-69 東林寺 土砂崩れにより墓 1基全壊・2基半壊 

3-79 養福寺 

庫裡床上浸水、本堂・開山堂・位牌堂・客殿等床下浸水、河川

の氾濫により墓の蓋が流され遺骨流出 1 件発生、カロート内

に泥流入、境内の砂利等流出及び陥没 

5-124 宗徳院 境内・参道に土砂流入、石垣及び法面の崩落損壊 

5-126 一乘寺 
山崩れにより境内・墓地に大量の土砂流入及び堆積、墓 24基

が埋没、4基破損、2基傾斜、6基に大量の土砂 

5-127 楞厳院 土砂崩れにより薬師堂への参道が埋没、墓 2基が流され全壊 

8-390 梅林院 
裏山が崩れて池半分が埋まる、脇の川が氾濫、境内や参道に

倒木 

8-391 十輪寺 鎮守山の法面が 20m四方にわたり崩落、倒木 

8-392 永源院 客殿床下・境内・墓地に土砂流入 

8-394 萬松院 墓地に土砂崩れが発生し縦 10m横 50mほど崩落 

9-425 常樂院 
本堂横の沢が土砂で埋まって溢れ本堂前が川のようになっ

た、外トイレに土砂流入 

10-461 心岳寺 
山崩れにより生活道路に土砂流入、沢が土砂で埋まったこと

により駐車場へ土砂や流木等が流入 

10-467 光明寺 開山堂・位牌堂の一部損壊、境内斜面の一部崩落 

11-496 龍江院 
墓地に土砂が流入し墓や排水溝に堆積して一部通路が通れな

くなる、カロート内にも土砂流入 

11-510 龍雲寺 墓地・参道等に被害 

14-17 安養寺 
本堂・庫裡・納骨堂床下浸水、鉄砲水により墓地に土砂流

入、本堂横斜面が縦 10m横 5m崩落 

14-18 歓昌院 
境内への土砂流入と砂利等流出、池に大量の泥流入、鉄砲水

により配水管が切断される 

15-94 良富院 墓地法面が崩れ石垣・ブロックが倒壊 
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【静岡県第３宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

1-613 松林寺 雨水の流入による墓地通路の陥没 

1-621 養明寺 雨漏り、控室天井の崩れ 

1-622 大智寺 雨漏り、方丈の間天井の崩れ 

3-677 釣月院 位牌堂・檀信徒会館の雨漏り 

4-717 華嚴院 位牌堂・境内地に土砂が流入し参道が決壊 

6-767 大雲院 裏山の崖崩れ 

6-768 常光院 地滑りによる墓地被害 

6-790 長福寺 庫裡の雨漏り 

6-791 春林院 本堂の雨漏り、墓地被害と給水ポンプの水没 

8-877 如意庵 本堂の雨漏り 

8-886 萬福寺 本堂の雨漏り 

9-920 蓮覚寺 斜面崩落による境内地・墓地の被害 

12-1203 新豊院 土砂崩れによる境内地への土砂流入、墓地埋め立て瓦の流出 

12-1204 積雲院 土砂崩れによる境内地・歴住塔の被害 

12-1205 雲谷寺 墓地斜面の土砂崩れ 

12-1207 龍源院 土砂崩れによる書院の被害 

12-1302 可睡斎 土砂崩れによる境内地の被害 

15-1306 藏雲院 歴住墓地の土砂流出 

15-1311 寶太寺 境内地への土砂流入、駐車場浸水 

15-1318 成道寺 屋根瓦のずれと滑落 

15-1319 萬松寺 
本堂・位牌堂床下浸水、境内地の土砂流出、山崩れ、墓石の落

下、地滑りによる墓地被害 

15-1325 極楽寺 裏山の土砂崩れ、土砂流入による庫裡被害 

15-1328 萬福寺 土砂の流入によりトイレ使用不可 

16-1225 光明寺 崖崩れによる参道の被害 

16-1227 玖延寺 境内参道の土砂流入と崩落 

16-1229 天龍院 境内地への土砂流入と流出 

16-1238 投老寺 石塔の転倒 

17-831 正林寺 土砂崩れによる境内地の被害 

17-832 善勝寺 境内地への土砂被害 

17-839 寶積寺 境内地への土砂被害 

18-851 閑田院 本堂・檀信徒会館の雨漏り、境内地の土砂流出 
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【静岡県第４宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

3-1174 蔵法寺 土砂崩れによる境内地・墓地の被害 

 

【愛知県第３宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

13-593 最明寺 建物被害 

13-600 勝楽寺 建物被害 

 

【岐阜県宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

4-70 堂寺 倒木により本堂屋根破損 

6-115 開元院 山門の屋根銅板破損 

6-119 佛徳寺 本堂の雨漏り 

9-1 智勝院 本堂位牌堂部分の雨漏り 

 

【三重県第１宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

3-36 法安寺 庫裡裏山の石垣が高さ 5m幅 10m崩落 

24-288 潮音寺 本堂雨漏り 

24-289 光岳寺 建物の床下浸水 

24-292 天徳寺 開山堂雨漏り 

27-314 祥雲寺 本堂の瓦落下 

27-317 龍珠院 土塀の傾斜 

 

【三重県第２宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

2-374 最明寺 斜面崩壊により墓 5基埋没 

2-384 祐福寺 斜面崩壊により墓 2基埋没 
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【鳥取県宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

4-72 谷昌寺 本堂・庫裡の壁が一部剥離 

4-94 永昌寺 庫裡玄関天井の剥離 

6-126 圓福寺 木造瓦葦塀が倒壊 

6-142 神宮寺 位牌堂の雨桶破損 

8-189 常福寺 倒木による防火設備の電線破損 

8-193 珠福寺 車庫の破損 

 

【愛媛県宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

1-143 眞光寺 倒木によるフェンスの破損 

2-138 無量寺 
本堂屋根瓦が 35枚程度飛散、吹き込んだ雨により畳等水浸

し、ガラス戸破損、雨漏り、狛犬の落下 

 

【福岡県宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

11-138 崇聖寺 山門被害 

 

【佐賀県宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

16-160 龍源寺 納骨堂屋根等が被害 

16-164 太洋寺 本堂の壁や屋根瓦・山門屋根瓦が被害 

18-182 龍雲寺 納骨堂屋根が被害 

18-184 観音寺 庫裡屋根が被害 
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【宮崎県宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

1-3 千光寺 鬼瓦破損 

1-20 長照院 庫裡ひさし破損 

2-33 成願寺 本堂ガラス・瓦・位牌堂瓦・雨桶の破損、倒木 

2-34 水月寺 観音堂瓦破損、本堂ガラス破損 

3-55 多寶寺 五重塔倒壊、倒木 

3-62 龍泉寺 本堂瓦・雨桶破損、倒木 

3-64 円南寺 本堂・庫裡瓦破損 

3-65 朝倉寺 観音堂瓦破損、倒木 

4-43 大安寺 本堂瓦破損、倒木 

4-52 麟祥院 山門破損、倒木 

5-13 昌龍寺 本堂瓦破損 

5-14 妙光寺 本堂・位牌堂 1m以上冠水、被害甚大 

5-18 金龍寺 裏山崩れ 

 

【長野県第２宗務所管内】 

教区寺番 寺院名 被害内容 

11-447 関昌寺 建物被害 

 

以上 

 


