
神道系

令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 金光教 金光教　庵治教会 高松市庵治町１００６－２

2 神社本庁 櫻八幡神社 高松市庵治町１５２１

3 神社本庁 田村神社 高松市一宮町２８６

4 神社本庁 廣旗神社 高松市円座町１３５２

5 神社本庁 八幡神社 高松市塩江町安原下１号１６７０

6 神社本庁 小田神社 高松市塩江町安原下３１３２

7 神社本庁 熊野神社 高松市塩江町安原下第１号１５７９

8 神社本庁 西谷八幡神社 高松市塩江町安原下第２号１４８４

9 神社本庁 八幡神社 高松市塩江町安原下第２号１８４２

10 神社本庁 山王神社 高松市塩江町安原下第２号８６９

11 神社本庁 春日神社 高松市塩江町安原下第３号２０９７

12 神社本庁 八幡神社 高松市塩江町安原上６４４の２

13 神社本庁 白人神社 高松市塩江町安原上東１５１１の１

14 神社本庁 琴平神社 高松市塩上町１００４－１２

15 神社本庁 八坂神社 高松市塩上町２－５－４

16 金光教 金光教　栗林教会 高松市塩上町３－１４－２４

17 黒住教 黒住教　高松中教会所 高松市塩上町８－４

18 神社本庁 八坂神社 高松市屋島西町１３３１

19 神社本庁 鵜羽神社 高松市屋島西町２９８

20 神社本庁 塩竈神社 高松市屋島西町字浜畠８１７

21 神社本庁 屋島神社 高松市屋島中町１４０

22 神社本庁 八幡神社 高松市屋島中町１４６の甲１４６の乙

23 神社本庁 八幡神社 高松市下田井町甲６７８

24 神社本庁 三社神社 高松市花ノ宮町９２９

25 神社本庁 琴平神社 高松市観光通１－１－２０

26 神社本庁 香川大神宮 高松市丸の内６－２７

27 神社本庁 熊野神社 高松市鬼無町鬼無８４８

28 神社本庁 澳津神社 高松市鬼無町佐料１５３

29 神社本庁 大内神社 高松市鬼無町是竹３２０

30 神社本庁 神明神社 高松市鬼無町是竹４９８

31 神社本庁 塩竈神社 高松市亀水町２１３

高松市
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

32 神社本庁 加茂神社 高松市亀水町９２７

33 神社本庁 蜂穴神社 高松市宮脇町１－２８－２９

34 神社本庁 石清尾八幡神社 高松市宮脇町１－３０－３

35 神社本庁 香川県神社庁 高松市宮脇町１－３０－３

36 天霊教 天霊教天地親神大教会 高松市郷東町１１８

37 神社本庁 木里神社 高松市郷東町７６０

38 神社本庁 日和山神社 高松市錦町１－９－２２

39 神社本庁 若一王子神社 高松市錦町２－５－１７

40 神社本庁 諏訪神社 高松市栗林町１－８－１

41 神社本庁 神ノ木神社 高松市栗林町２－１６－２９

42 神社本庁 金山神社 高松市栗林町２－７－１５

43 神社本庁 藤ノ木神社 高松市栗林町３－１１

44 神社本庁 戸隠神社 高松市古馬場町１５－５

45 神社本庁 皇太神社 高松市御厩町２０４８

46 神社本庁 平賀神社 高松市香西西町２１６

47 神社本庁 澳津彦神社 高松市香西西町９９

48 金光教 金光教　香西町教会 高松市香西南町５４６－１７

49 神社本庁 菅原神社 高松市香西南町７２２

50 神社本庁 三和神社 高松市香西本町１２７

51 神社本庁 賀茂神社 高松市香西本町２９４

52 神社本庁 宇佐神社 高松市香西本町４６５

53 神社本庁 船玉神社 高松市香西本町７５１

54 神社本庁 八幡神社 高松市香川町安原下第３号２２９３

55 神社本庁 天野神社 高松市香川町安原下第３号２３６

56 神社本庁 川東八幡神社 高松市香川町川東下１１７５

57 神社本庁 山神社 高松市香川町川東下１８７８の３

58 神社本庁 金刀比羅神社 高松市香川町川東上１５７９

59 神社本庁 川上神社 高松市香川町川東上１６９の１

60 神社本庁 山神社 高松市香川町川東上５６０の１

61 神社本庁 天尾神社 高松市香川町川内原字宮下８９７－１

62 神社本庁 八王子八幡神社 高松市香川町浅野３０８９

63 神社本庁 天降神社 高松市香川町大野１０９７

64 神社本庁 石清水八幡神社 高松市香川町大野１５２０
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65 神社本庁 平尾八幡神社 高松市香川町東谷１５５０

66 神社本庁 落合神社 高松市香川町東谷３２２７

67 神社本庁 國津神社 高松市香南町岡４４３

68 神社本庁 井原神社 高松市香南町西庄８９０－１

69 神社本庁 冠纓神社 高松市香南町由佐１４０９

70 神社本庁 池谷神社 高松市香南町由佐２８７４

71 神社本庁 國分八幡宮 高松市国分寺町国分２５０１

72 神社本庁 高結神社 高松市国分寺町国分２９５０

73 神社本庁 楠尾神社 高松市国分寺町新居３３７２

74 神社本庁 萬燈神社 高松市国分寺町新居８６０

75 神社本庁 春日神社 高松市国分寺町新名１５４１

76 神社本庁 宇佐八幡神社 高松市国分寺町柏原１０９９－２

77 神社本庁 日抱神社 高松市国分寺町福家甲２４７０

78 神社本庁 平石井神社 高松市今里町２－１－４

79 神社本庁 三谷八幡宮 高松市三谷町２２１８

80 神社本庁 三名神社 高松市三名町字西川４００－１

81 出雲大社教 出雲大社高松分祠 高松市室新町１１３８

82 神社本庁 鰹宇神社 高松市十川西町１０１４

83 神社本庁 熊野神社 高松市出作町１９１－１

84 神社本庁 春日神社 高松市春日町７３６

85 神社本庁 住吉神社 高松市女木町１３８５

86 神社本庁 荒多神社 高松市女木町１８９２

87 神社本庁 八幡神社 高松市女木町２３３

88 神社本庁 豊玉依姫神社 高松市女木町２３６

89 単立 日本一桃太郎神宮 高松市女木町青木２３２４の１

90 神社本庁 向良神社 高松市松島町１８１

91 神社本庁 松島神社 高松市松島町２－１８－６

92 神社本庁 熊野神社 高松市松縄町１０５３-２

93 金光教 金光教　花之宮教会 高松市上天神町字高田４０８－２

94 神社本庁 秋葉神社 高松市上之町１－３－２５

95 神社本庁 浪指神社 高松市上福岡町１２５１

96 神社本庁 荒神社 高松市上福岡町８１０

97 神社本庁 拝師神社 高松市上林町５７２
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98 神社本庁 東濱恵美須神社 高松市城東町２－４－３

99 神社本庁 澳津神社 高松市植松町植松１９７

100 神社本庁 稲荷神社 高松市新瓦町第３６

101 神社本庁 久本神社 高松市新田町２２１６

102 神社本庁 道祖神社 高松市新田町甲１５２８

103 神社本庁 住吉神社 高松市神在川窪町１０１

104 神社本庁 澳津神社 高松市神在川窪町５４７

105 神祇本廳 熊野神社 高松市菅沢町４３２

106 神社本庁 八方荒神社 高松市成合町１２２２

107 神社本庁 成合神社 高松市成合町１３１８

108 神社本庁 薄木神社 高松市生島町５４ノ４

109 神社本庁 船玉神社 高松市生島町６８５－３９

110 神社本庁 八幡神社 高松市西山崎町１３１３

111 神社本庁 天満神社 高松市西山崎町１３２９

112 神社本庁 鶴尾神社 高松市西春日町１０６６

113 神社本庁 山浦神社 高松市西春日町１３８０

114 神社本庁 藤尾八幡神社 高松市西植田町５９６９

115 神社本庁 琴平神社 高松市西浜新町６５０－２

116 神社本庁 琴平神社 高松市西浜町４４１

117 神社本庁 松宇神社 高松市川島東町１４０６

118 神社本庁 丹生神社 高松市川島本町７１２

119 神社本庁 八幡神社 高松市川部町１１３６

120 神社本庁 徳神神社 高松市川部町１９６７の２

121 神社本庁 稲荷神社 高松市川部町２０１

122 神社本庁 小田神社 高松市川部町２１８０

123 神社本庁 諏訪神社 高松市川部町２３８４

124 神社本庁 天満神社 高松市川部町７３３

125 神社本庁 荒神社 高松市川部町８１６

126 神社本庁 西浜神社 高松市扇町１－１９－２

127 神社本庁 愛宕神社 高松市扇町１－２－３

128 金光教 金光教　玉藻教会 高松市扇町１－２５－１３

129 神社本庁 神明神社 高松市扇町３－３４３

130 石鎚教 石鎚教大本山香川教会 高松市前田西町１０８０
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131 神社本庁 宮處八幡宮 高松市前田西町５１２

132 単立 扶桑教身禄教会 高松市前田東町１７７

133 神社本庁 多賀神社 高松市多賀町２－１－２６

134 神社本庁 桜木神社 高松市多肥上町１５２１

135 神社本庁 廣田八幡神社 高松市太田上町１０３７

136 神社本庁 水神社 高松市鍛冶屋町５の７

137 神社本庁 八幡神社 高松市檀紙町１６３５

138 神社本庁 豊玉姫神社 高松市男木町１９０３、１９０４

139 神社本庁 合子神社 高松市池田町８１０

140 単立 讃岐高松神統会 高松市中央町１－７

141 神社本庁 天満神社 高松市中間町１４７６

142 神社本庁 澳津神社 高松市中山町６３２

143 神社本庁 御先神社 高松市中新町１２－３２

144 神社本庁 稲荷神社 高松市中野町３４－１

145 神社本庁 御先神社 高松市中野町３６８－先

146 神社本庁 石清水神社 高松市東山崎町１０９８

147 神祇本廳 八幡神社 高松市東植田町１８２９

148 神社本庁 槻本神社 高松市藤塚町２

149 神社本庁 楠川神社 高松市楠上町１－１－１０

150 神社本庁 岩田神社 高松市飯田町５１１

151 金光教 金光教　高松教会 高松市番町１－１－１１

152 神社本庁 中野天満神社 高松市番町５－１－１８

153 神社本庁 伏石神社 高松市伏石町８４８

154 神社本庁 塩竈神社 高松市福岡町１－３－４７

155 神社本庁 塩竈神社 高松市福岡町４－２－５

156 神社本庁 船山神社 高松市仏生山町甲１１４７

157 神社本庁 八坂神社 高松市仏生山町甲１５２５

158 神社本庁 ちきり神社 高松市仏生山町甲２５６６

159 神社本庁 華下天満神社 高松市片原町８－２

160 神社本庁 惠比須神社 高松市北浜町１２－１８

161 神社本庁 藤森神社 高松市磨屋町１０－５

162 神社本庁 幡羅八幡神社 高松市牟礼町原６５１

163 神社本庁 王子神社 高松市牟礼町原字井出西２５１９の２
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164 神社本庁 貴船神社 高松市牟礼町原字竿田１５７５

165 神社本庁 浜神社 高松市牟礼町原字山田１４２

166 神社本庁 丸尾神社 高松市牟礼町原字中山田２０４６－５

167 神社本庁 塩竈神社 高松市牟礼町大町１０４０

168 神社本庁 羽間神社 高松市牟礼町大町１９８５

169 神社本庁 天満天神社 高松市牟礼町大町２４０４

170 神社本庁 役戸神社 高松市牟礼町大町２６３－１

171 神社本庁 白羽神社 高松市牟礼町牟礼１３５４

172 神社本庁 松井神社 高松市牟礼町牟礼１８１３

173 神社本庁 菜切神社 高松市牟礼町牟礼２２７８－２

174 金光教 金光教　牟礼教会 高松市牟礼町牟礼２４１２

175 神社本庁 八坂神社 高松市木太町１０４８

176 神社本庁 蔵王神社 高松市由良町１００

177 神社本庁 清水神社 高松市由良町１０５０

178 神社本庁 三宮神社 高松市六条町１１８７－１
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1 神社本庁 恵美須神社 丸亀市綾歌町岡田下６６３

2 神社本庁 宇閇神社 丸亀市綾歌町岡田下６９５

3 神社本庁 美古神社 丸亀市綾歌町岡田上１６１８

4 神社本庁 皇子神社 丸亀市綾歌町岡田上１７４３

5 神社本庁 八坂神社 丸亀市綾歌町岡田上２３８９

6 神社本庁 水分神社 丸亀市綾歌町岡田上３１５

7 神社本庁 室塚神社 丸亀市綾歌町岡田上３５４－１

8 神社本庁 片山神社 丸亀市綾歌町岡田上６２３

9 神社本庁 池宮神社 丸亀市綾歌町岡田上７３０

10 神社本庁 枚岳神社 丸亀市綾歌町岡田上９２４

11 神社本庁 岡田神社 丸亀市綾歌町岡田西１０８０

12 神社本庁 椋神社 丸亀市綾歌町岡田西１９３８

13 神社本庁 皇子神社 丸亀市綾歌町岡田西２０１６

14 神社本庁 椎尾神社 丸亀市綾歌町岡田東１２８２

15 神社本庁 下土居神社 丸亀市綾歌町岡田東１４４

16 神社本庁 諏訪神社 丸亀市綾歌町栗熊西１４１７

17 神社本庁 宇閇神社 丸亀市綾歌町栗熊西２７７

18 神社本庁 久斯神社 丸亀市綾歌町栗熊東２８４１

19 神社本庁 四十三神社 丸亀市綾歌町栗熊東２８４８－１

20 神社本庁 靇神社 丸亀市綾歌町栗熊東３３０９

21 神社本庁 住吉神社 丸亀市綾歌町栗熊東９６１

22 神社本庁 鎮主神社 丸亀市綾歌町栗熊東乙２２５３

23 神社本庁 正八幡宮 丸亀市綾歌町富熊１７８１

24 神社本庁 富隈神社 丸亀市綾歌町富熊２８

25 神社本庁 横山神社 丸亀市綾歌町富熊３５３２－甲の２

26 神社本庁 産巣日神社 丸亀市瓦町１１７

27 神社本庁 八十主神社 丸亀市金倉町１０９７

28 神社本庁 天満神社 丸亀市郡家町１０７９

29 神社本庁 神野神社 丸亀市郡家町２３３７

30 神社本庁 天満神社 丸亀市原田町１９５２

31 神社本庁 恵比須神社 丸亀市御供所町２－１０－１１

丸亀市
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

32 神社本庁 木里神社 丸亀市御供所町２－２－１４

33 神社本庁 幸神社 丸亀市広島町釜の越３１９５

34 神社本庁 廣島神社 丸亀市広島町江の浦４３１

35 神社本庁 山之神神社 丸亀市広島町甲路１８００－３

36 神社本庁 賀茂神社 丸亀市広島町市井３３

37 神社本庁 八幡神社 丸亀市広島町手島１２７１

38 神社本庁 青野神社 丸亀市広島町青木字北５２４

39 神社本庁 塩竈神社 丸亀市広島町茂浦３８

40 神社本庁 八幡神社 丸亀市広島町立石１２２

41 神社本庁 天満神社 丸亀市三条町３９５の１

42 神社本庁 日吉神社 丸亀市三条町５１５

43 神社本庁 天満神社 丸亀市山北町２６６

44 神社本庁 山北八幡神社 丸亀市山北町５７０

45 金光教 金光教　番丁教会 丸亀市十番丁３３

46 金光教 金光教　丸亀教会 丸亀市新町３の１

47 神社本庁 垂水神社 丸亀市垂水町１２７５

48 金光教 金光教　上城教会 丸亀市垂水町８４４－１

49 神社本庁 玉積神社 丸亀市西平山町２４７

50 神社本庁 双子山神社 丸亀市川西町１２８６

51 単立 竜王神社 丸亀市川西町北１８９２

52 神社本庁 春日神社 丸亀市川西町北６２７

53 神社本庁 八幡神社 丸亀市中津町１３３９

54 神社本庁 荒魂神社 丸亀市中府町２－２－２９

55 神社本庁 荒魂神社 丸亀市中府町３－６－２６

56 金光教 金光教　丸亀西教会 丸亀市中府町４－１３－３９

57 神社本庁 会下天満神社 丸亀市中府町５－１４－１３

58 石鎚本教 石鎚本教　丸亀教会 丸亀市中府町５６７

59 神社本庁 天神社 丸亀市津森町６２９

60 神社本庁 天満天神社 丸亀市天満町２－１－３

61 神社本庁 拾弐社 丸亀市土器町西２－１３５

62 神社本庁 田潮八幡神社 丸亀市土器町東５－５６２

63 神社本庁 清水神社 丸亀市土居町１－１－２２

64 神社本庁 高木神社 丸亀市土居町２－４－１７
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65 神社本庁 八幡神社 丸亀市飯山町下法軍寺１４１０

66 神社本庁 八坂神社 丸亀市飯山町下法軍寺１５２８

67 神社本庁 王子神社 丸亀市飯山町上法軍寺１５４５

68 神社本庁 飛渡神社 丸亀市飯山町上法軍寺２６５９

69 神社本庁 坂元神社 丸亀市飯山町西坂元１８７

70 神社本庁 王子神社 丸亀市飯山町西坂元９９７

71 神社本庁 日吉神社 丸亀市飯山町川原１９０７

72 神社本庁 下坂神社 丸亀市飯山町川原４１４

73 神社本庁 亀山神社 丸亀市飯山町東坂元１３７２

74 神社本庁 三谷神社 丸亀市飯山町東坂元３２９２

75 神社本庁 讃王神社 丸亀市飯山町東坂元３６７９

76 神社本庁 下代荒神社 丸亀市飯野町東ニ１３３２

77 神社本庁 板屋神社 丸亀市飯野町東ニ６５２

78 神社本庁 飯神社 丸亀市飯野町東ニ字山根２０

79 神社本庁 伊勢神社 丸亀市飯野町東分２７１９

80 神社本庁 青山神社 丸亀市飯野町東分字山下６２１

81 神社本庁 吉岡神社 丸亀市飯野町東分字山下８２６

82 神社本庁 稲生神社 丸亀市富屋町４９

83 金光教 金光教　丸亀東教会 丸亀市風袋町２５６

84 神社本庁 市寸島神社 丸亀市福島町１５

85 神社本庁 恵比須神社 丸亀市北平山町２－３－１９

86 黒住教 黒住教　丸亀教会所 丸亀市北平山町３３

87 神社本庁 稲荷神社 丸亀市本町４３

88 神社本庁 本町大神宮 丸亀市本町７９

89 神社本庁 八幡神社 丸亀市本島町笠島１０３４

90 神社本庁 尾上神社 丸亀市本島町笠島３８８

91 神社本庁 庭日神社 丸亀市本島町笠島５５３

92 神社本庁 聖神社 丸亀市本島町牛島１４９

93 神社本庁 池神社 丸亀市本島町牛島字西山５５６

94 神社本庁 徳玉神社 丸亀市本島町甲生１８５

95 神社本庁 塩竈神社 丸亀市本島町甲生２７５

96 神社本庁 大山神社 丸亀市本島町小阪１２９４

97 神社本庁 八阪神社 丸亀市本島町尻浜２４６の１
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98 神社本庁 三所神社 丸亀市本島町生ノ浜６３５

99 神社本庁 四社神社 丸亀市本島町大浦１８８

100 神社本庁 木烏神社 丸亀市本島町泊６７０

101 神社本庁 三社神社 丸亀市本島町福田４６４

102 神社本庁 高幢神社 丸亀市柞原町２９５
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 梅宮八幡神社 坂出市王越町乃生乙１７８０

2 神社本庁 喜佐波神社 坂出市王越町木沢１６２１

3 神社本庁 松尾神社 坂出市加茂町２０１

4 神社本庁 鴨神社 坂出市加茂町５４０

5 神社本庁 鴨神社 坂出市加茂町９９２

6 神社本庁 八鉾神社 坂出市加茂町甲４９８

7 金光教 金光教　金山教会 坂出市笠指町１－１４

8 神社本庁 初田神社 坂出市岩黒４０－１

9 金光教 金光教　坂出教会 坂出市元町３－３－２７

10 神社本庁 八幡神社 坂出市御供所町３－２－２０

11 神社本庁 塩竈神社 坂出市高屋町１０７４

12 神社本庁 高家神社 坂出市高屋町８７８

13 神社本庁 事比羅神社 坂出市沙弥１５

14 神社本庁 塩竈神社 坂出市常盤町２－１－７５

15 神社本庁 神谷神社 坂出市神谷町６２１

16 神社本庁 八幡神社 坂出市瀬居町１

17 神社本庁 白峰宮 坂出市西庄町１７１２

18 神社本庁 青海神社 坂出市青海町７５９

19 神社本庁 大宮八幡神社 坂出市川津町１５８

20 神社本庁 天皇神社 坂出市川津町２３３９

21 単立 神道聖観音教会 坂出市川津町２９６９－１

22 神社本庁 春日神社 坂出市川津町３０９０

23 黒住教 黒住教　川津教会所 坂出市川津町中塚４６６０

24 神社本庁 厳嶋神社 坂出市大屋冨町２３１３

25 神社本庁 八幡神社 坂出市八幡町２－３－３７

26 神社本庁 天滿神社 坂出市府中町１２４０

27 神社本庁 神掛神社 坂出市府中町１５７３

28 神社本庁 城山神社 坂出市府中町４７６０

29 神社本庁 西山神社 坂出市府中町４８４８

30 単立 聖天教坂出教会本部 坂出市府中町５９４２の１

31 神社本庁 福宮神社 坂出市府中町５９６０

坂出市
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32 神社本庁 八幡神社 坂出市府中町８９０

33 神社本庁 鼓岡神社 坂出市府中町乙５１１６

34 神社本庁 天津神社 坂出市与島町１４５

35 金光教 金光教　与島教会 坂出市与島町２３１

36 黒住教 黒住教　林田教会所 坂出市林田町１６７６－３

37 神社本庁 總倉神社 坂出市林田町１８８１

38 神社本庁 總社神社 坂出市林田町３００１

39 神社本庁 王子神社 坂出市櫃石町５６４
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1 神社本庁 石神神社 善通寺市下吉田町字本村東３２０

2 神社本庁 八幡神社 善通寺市下吉田町字本村東３２０

3 神社本庁 鷺井神社 善通寺市吉原町字鷺井１７０５

4 神社本庁 水分神社 善通寺市吉原町字水分１２０５

5 神社本庁 東西神社 善通寺市吉原町字北山２９００の２

6 神社本庁 新羅神社 善通寺市金蔵寺町１１６５

7 神社本庁 春日神社 善通寺市原田町９６４

8 神社本庁 雲気神社 善通寺市弘田町字鬼塚１１０５

9 神社本庁 春日神社 善通寺市弘田町字甲山１８１１

10 神社本庁 神櫛神社 善通寺市上吉田町字皇子６６３

11 神社本庁 木熊野神社 善通寺市生野町字原７２９の１

12 神社本庁 木熊野神社 善通寺市生野町字西岡２４４１

13 石鎚本教 石鎚本教善通寺教会 善通寺市善通寺町１０３５

14 唯一神道天祖教 香川教会唯一神道天祖教 善通寺市善通寺町１７６の２

15 金光教 金光教　善通寺教会 善通寺市善通寺町６－８－１０

16 神社本庁 木熊野神社 善通寺市善通寺町字瓦谷２８７２

17 神社本庁 御舘神社 善通寺市善通寺町字宮ヶ尾３１５１

18 神社本庁 八幡神社 善通寺市善通寺町字伏見２３４４

19 神社本庁 大麻神社 善通寺市大麻町２４１

20 神社本庁 木熊野神社 善通寺市中村町字宮東１３７

21 神社本庁 菅原神社 善通寺市碑殿町字雨霧３４

22 神社本庁 乃木神社 善通寺市文京町４－５－４

23 神社本庁 讃岐宮 善通寺市文京町４－５－５

24 神社本庁 新羅神社 善通寺市木徳町５８１の２

25 黒住教 黒住教　与北教会所 善通寺市与北町６９２

26 神社本庁 皇美屋神社 善通寺市与北町９５９

善通寺市
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1 神社本庁 粟井神社 観音寺市粟井町１７１６

2 神社本庁 於神社 観音寺市粟井町２０５４の１

3 神社本庁 荒魂神社 観音寺市伊吹町１０７１

4 神社本庁 瀧の宮神社 観音寺市伊吹町１６１０

5 神社本庁 八幡神社 観音寺市伊吹町２６３

6 神社本庁 天神社 観音寺市伊吹町８５４

7 金光教 金光教　三豊教会 観音寺市観音寺町甲３０５８

8 神社本庁 吉岡八幡宮 観音寺市吉岡町３０１

9 神社本庁 荒魂神社 観音寺市古川町６０１

10 単立 荒魂神社 観音寺市高屋町２４６５の２

11 単立 加茂神社 観音寺市高屋町２５４７の９

12 単立 稲荷神社 観音寺市高屋町２５８９の１

13 単立 権現神社 観音寺市高屋町２５８９の１

14 単立 天満宮 観音寺市高屋町２６６５の１

15 単立 山神社 観音寺市高屋町２７１５

16 単立 高屋神社 観音寺市高屋町２７３０

17 単立 荒魂神社 観音寺市室本町１６２

18 単立 龍王神社 観音寺市室本町２８４

19 単立 皇太子神社 観音寺市室本町３１１－２

20 単立 道祖神社 観音寺市室本町３７８

21 単立 池宮神社 観音寺市室本町４２５

22 単立 荒魂神社 観音寺市室本町４４

23 単立 七寶稲荷神社 観音寺市室本町６４

24 単立 丸山神社 観音寺市室本町６９１

25 単立 地神宮 観音寺市出作町４０４

26 単立 若宮神社 観音寺市出作町８４５

27 神社本庁 加茂神社 観音寺市植田町１３５１

28 金光教 金光教　常磐教会 観音寺市植田町１９０４－２

29 神社本庁 荒魂神社 観音寺市新田町２１３８

30 神社本庁 金安神社 観音寺市新田町９１３

31 単立 荒魂神社 観音寺市村黒町３０３

観音寺市
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32 単立 石町神社 観音寺市村黒町４３６

33 単立 荒魂神社 観音寺市村黒町７７２

34 神社本庁 瀧宮神社 観音寺市大野原町井関２４０

35 神社本庁 三嶋神社 観音寺市大野原町花稲１８６

36 神社本庁 棒賀神社 観音寺市大野原町海老済乙７５の４

37 神社本庁 雨之宮神社 観音寺市大野原町丸井１０４８

38 金光教 金光教　紀伊教会 観音寺市大野原町丸井７７４－１

39 神社本庁 頂懸神社 観音寺市大野原町青岡字天神１７８

40 神社本庁 八幡神社 観音寺市大野原町大野原１９１３

41 神社本庁 菅原神社 観音寺市大野原町中姫１８８６

42 神社本庁 八幡神社 観音寺市大野原町中姫５４１

43 神社本庁 鎌倉神社 観音寺市大野原町田野々２０２

44 神社本庁 三部神社 観音寺市大野原町内野々甲２２８

45 神社本庁 井上神社 観音寺市大野原町萩原丙２４２３－６－丙

46 神社本庁 頂懸神社 観音寺市大野原町福田原４３８

47 神社本庁 三部神社 観音寺市大野原町有木４７８

48 神社本庁 黒島神社 観音寺市池之尻町２８１の１

49 神社本庁 天神社 観音寺市中田井町８３９

50 神社本庁 琴彈八幡宮 観音寺市八幡町１－１－１

51 神社本庁 一宮神社 観音寺市豊浜町姫浜１５６

52 神社本庁 神田神社 観音寺市豊浜町箕浦甲１９９

53 神社本庁 豊浜八幡神社 観音寺市豊浜町和田浜１５７７－１

54 神社本庁 五十鈴神社 観音寺市豊浜町和田丙４２

55 神社本庁 五柱神社 観音寺市本大町１２３１の１

56 神社本庁 千尋神社 観音寺市木之郷町１４９５

57 神社本庁 須賀神社 観音寺市木之郷町１６４０

58 単立 加麻良神社 観音寺市流岡町８２０の１

59 神社本庁 山田神社 観音寺市柞田町乙１９８２

60 神社本庁 境八幡神社 観音寺市柞田町乙２１７９

61 神社本庁 日枝神社 観音寺市柞田町丙１０７４

62 神社本庁 須賀神社 観音寺市柞田町丙１５２６
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神道系

令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 鴨部神社 さぬき市鴨部２７９１

2 神社本庁 志太張神社 さぬき市鴨部６４４９

3 神社本庁 菅神社 さぬき市寒川町神前１２６６の２

4 神社本庁 神前神社 さぬき市寒川町神前１６２３

5 神社本庁 新川神社 さぬき市寒川町神前２２５０

6 神社本庁 春日神社 さぬき市寒川町神前２６

7 神社本庁 日吉神社　 さぬき市寒川町神前３５２６

8 神社本庁 山神社 さぬき市寒川町神前３９０９

9 神社本庁 男山神社 さぬき市寒川町神前３９６７

10 神社本庁 金山神社 さぬき市寒川町石田西１６乙

11 神社本庁 女體神社　 さぬき市寒川町石田西２１５３－１

12 神社本庁 伊勢神社 さぬき市寒川町石田西２４０１－３２

13 神社本庁 龍神社 さぬき市寒川町石田西２７４１

14 神社本庁 金刀比羅神社 さぬき市寒川町石田西２８３１乙の１

15 神社本庁 伊勢神社 さぬき市寒川町石田西２８６０乙

16 神社本庁 山神社 さぬき市寒川町石田西２９２６乙

17 神社本庁 山神社 さぬき市寒川町石田西２９６９乙

18 神社本庁 山神社 さぬき市寒川町石田西３２１９

19 神社本庁 金刀比羅神社 さぬき市寒川町石田西３３６０乙

20 神社本庁 伊勢神社 さぬき市寒川町石田西３５１１

21 神社本庁 伊勢神社 さぬき市寒川町石田西６９６

22 神社本庁 八坂神社 さぬき市寒川町石田西９６２

23 神社本庁 布勢神社 さぬき市寒川町石田西乙３６４２

24 神社本庁 太神社 さぬき市寒川町石田東甲１６９０

25 神社本庁 大蓑彦神社 さぬき市寒川町石田東甲１７４３

26 神社本庁 山神社 さぬき市寒川町石田東甲２０４４

27 神社本庁 山神社 さぬき市寒川町石田東甲２４４９

28 神社本庁 女体神社　 さぬき市寒川町石田東甲３１３６

29 神社本庁 太神社 さぬき市寒川町石田東甲３４２４

30 神社本庁 神明神社 さぬき市寒川町石田東甲３４２６

31 神社本庁 山上神社 さぬき市寒川町石田東甲３４８７

さぬき市
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

32 神社本庁 荒魂神社 さぬき市寒川町石田東甲５８６

33 神社本庁 石田神社 さぬき市寒川町石田東甲７３６

34 金光教 金光教　志度教会 さぬき市志度６２０－４

35 神社本庁 多和神社 さぬき市志度字越窓１２６

36 神社本庁 青木神社 さぬき市前山２７３１の２

37 天霊教 天霊教　石鎚山大教会 さぬき市前山８２４

38 神社本庁 大石神社 さぬき市前山字牛石２２０

39 神社本庁 伊勢神社 さぬき市前山字山田１１４８

40 神社本庁 多和神社 さぬき市前山字道２４５１

41 神社本庁 来栖神社 さぬき市前山字来栖１６１６

42 神社本庁 長行神社 さぬき市造田宮西字長行甲１７７７－２

43 神社本庁 造田神社 さぬき市造田是弘１９６９・１９７１

44 神社本庁 於爾神社 さぬき市造田是弘字東下所２９５－甲

45 単立 種即神 さぬき市多和８９の１

46 神社本庁 金刀比羅神社 さぬき市多和字経座東１１

47 神社本庁 山神社 さぬき市多和字菅谷１２８の１

48 単立 立割伊勢神社 さぬき市大川町田面６６０甲の２

49 神社本庁 富田神社 さぬき市大川町富田中１１４

50 単立 大川町天神宮神社 さぬき市大川町富田中９１７－１

51 神社本庁 大宮神社 さぬき市長尾西１２３９

52 神社本庁 八坂神社 さぬき市長尾西１８０７の１

53 神社本庁 瘡神社 さぬき市長尾西２２３０

54 神社本庁 稲荷神社 さぬき市長尾西２５６４

55 神社本庁 山神社 さぬき市長尾西２５６６

56 金光教 金光教　長尾教会 さぬき市長尾西６１８－１

57 神社本庁 鹿島神社 さぬき市長尾西字市１８７２

58 神社本庁 住吉神社 さぬき市長尾西字住吉１１５

59 神社本庁 大黒神社 さぬき市長尾西字上森貞３０３

60 神社本庁 梛木神社 さぬき市長尾西字辛立１３３９

61 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾西字辛立１８３０

62 神社本庁 金刀比羅神社 さぬき市長尾西字千原１４６３

63 神社本庁 龍王神社 さぬき市長尾西字千原２５６０

64 神社本庁 大地神社 さぬき市長尾西字川北５２
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

65 神社本庁 山王神社 さぬき市長尾西字大地山１１７２

66 神社本庁 金刀比羅神社 さぬき市長尾西字大地山１２３７

67 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾西字仲１００９

68 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾西字筒井１３８８

69 神社本庁 毘沙門神社 さぬき市長尾西字筒井９５７

70 神社本庁 蛭子神社 さぬき市長尾東１１０１

71 神社本庁 八坂神社 さぬき市長尾東４５

72 神社本庁 八坂神社 さぬき市長尾東字王田１７９６

73 神社本庁 女体神社 さぬき市長尾東字梶ケ上２４５７

74 神社本庁 八幡神社 さぬき市長尾東字菜園１１９２

75 神社本庁 金刀比羅神社 さぬき市長尾東字将基２１

76 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾東字川西１０９１

77 神社本庁 伊勢神社 さぬき市長尾東字谷吉２６５０

78 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾東字本村４６１

79 神社本庁 山神社 さぬき市長尾名１３７１

80 神社本庁 菅原神社 さぬき市長尾名１３９４

81 神社本庁 石上神社 さぬき市長尾名１８２５の３

82 神社本庁 宇佐神社 さぬき市長尾名字亀鶴山１６５６－１

83 神社本庁 豊姫神社 さぬき市長尾名字亀鶴山１６７１

84 神社本庁 松本神社 さぬき市長尾名字松本７３８

85 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾名字中村８６９

86 神社本庁 荒神社 さぬき市長尾名字辻３６８

87 神社本庁 山神社 さぬき市長尾名字土居９５１

88 神社本庁 石清水神社 さぬき市津田町津田１０６

89 金光教 金光教　津田教会 さぬき市津田町津田１０７２－１

90 神社本庁 大山神社 さぬき市津田町鶴羽２７３１
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神道系

令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 八坂神社 東かがわ市引田１０６７－２

2 神社本庁 石上神社 東かがわ市引田１８２５

3 神社本庁 八坂神社 東かがわ市引田２１０８

4 金光教 金光教　引田教会 東かがわ市引田２４１３－２

5 神社本庁 蛭子神社 東かがわ市引田２７２０

6 神社本庁 誉田神社 東かがわ市引田２８７３

7 神社本庁 塩竈神社 東かがわ市引田３８５９

8 神社本庁 譽田神社 東かがわ市横内３０７

9 神社本庁 二宮神社 東かがわ市吉田４５２

10 神社本庁 黒羽神社 東かがわ市黒羽１１５－２

11 神社本庁 小坂神社 東かがわ市坂元１０７２－２

12 神社本庁 地主神社 東かがわ市坂元１６５

13 神社本庁 蛭子神社 東かがわ市小磯２５８

14 神社本庁 菅原神社 東かがわ市小海３０９０

15 神社本庁 成松神社 東かがわ市小海９２８

16 大本 大本香川分苑 東かがわ市松原４０３

17 神社本庁 白鳥神社 東かがわ市松原６９

18 神社本庁 水主神社 東かがわ市水主１４１８

19 神社本庁 別宮八幡神社 東かがわ市西山８６７

20 神社本庁 天満神社 東かがわ市西村１２８７－１

21 神社本庁 石上神社 東かがわ市川股１０６０－２

22 神社本庁 川股神社 東かがわ市川股１４９

23 神社本庁 大森神社 東かがわ市川東１０４５

24 神社本庁 神明神社 東かがわ市川東４９４

25 神社本庁 東山神社 東かがわ市川東６１６

26 神社本庁 石清水神社 東かがわ市大谷４１７、４７８

27 神社本庁 中山神社 東かがわ市中山１９２

28 神社本庁 杉尾神社 東かがわ市南野６０４

29 神社本庁 八幡神社 東かがわ市入野山１６８

30 神社本庁 石清水八幡神社 東かがわ市入野山１８５６

31 神社本庁 八幡神社 東かがわ市入野山２６２７の甲

東かがわ市
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No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

32 神社本庁 艪掛神社 東かがわ市馬篠４４０、４４３

33 単立 篠姫龍神宮 東かがわ市馬篠８９７－１

34 神社本庁 住吉神社 東かがわ市馬宿４１４－２

35 神社本庁 與田神社 東かがわ市与田山３８０

36 神社本庁 鎮守神社 東かがわ市落合３２８
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 大水上神社 三豊市高瀬町羽方砂原２６７７の乙

2 神社本庁 髙津神社 三豊市高瀬町下勝間２２７１

3 神社本庁 熊野神社 三豊市高瀬町下麻３６５３の１

4 単立 伊勢朝日山本宮 三豊市高瀬町下麻字小城谷３８２９－１３８

5 神社本庁 池八幡神社 三豊市高瀬町下麻字上荘田４８７

6 神社本庁 長峰神社 三豊市高瀬町佐股１７６１の甲

7 神社本庁 西股神社 三豊市高瀬町佐股甲８９の１

8 神社本庁 亀山神社 三豊市高瀬町上高瀬１１３０の１

9 神社本庁 産巣日神社 三豊市高瀬町上高瀬３９１６

10 神社本庁 新田神社 三豊市高瀬町上高瀬６４６

11 神社本庁 日枝神社 三豊市高瀬町上勝間１３５

12 神社本庁 天満神社 三豊市高瀬町上勝間２８０９

13 神社本庁 日枝神社 三豊市高瀬町上勝間４２２８

14 神社本庁 麻部神社 三豊市高瀬町上麻１７８１

15 神社本庁 梅之神社 三豊市高瀬町上麻乙６４０の２

16 金光教 金光教　上高瀬教会 三豊市高瀬町新名１０３３

17 神社本庁 荒魂神社 三豊市高瀬町新名１２４３

18 神社本庁 横山神社 三豊市高瀬町新名１２５

19 神社本庁 森神社 三豊市高瀬町比地２０７１

20 神社本庁 春日神社 三豊市高瀬町比地中２４２２

21 金光教 金光教　財田教会 三豊市財田町財田上１８５３－６

22 神社本庁 鉾八幡神社 三豊市財田町財田上２３３６

23 単立 日枝神社 三豊市財田町財田上２７０４

24 神社本庁 大膳神社 三豊市財田町財田上６２２

25 神社本庁 渓道神社 三豊市財田町財田上７６７０

26 神社本庁 荒魂神社 三豊市財田町財田中２８３８

27 神社本庁 荒魂神社 三豊市財田町財田中３１１５

28 神社本庁 北山神社 三豊市財田町財田中４３２１

29 神社本庁 高津神社 三豊市財田町財田中４７１１

30 神社本庁 雨ノ宮神社 三豊市財田町財田中５９８

31 神社本庁 八幡神社 三豊市三野町下高瀬２２６９

三豊郡
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

32 神社本庁 八柱神社 三豊市三野町吉津乙１０８の１７

33 神社本庁 荒魂神社 三豊市三野町吉津乙２４４７

34 神社本庁 伊豫神社 三豊市三野町吉津甲１１２９

35 神社本庁 高津神社 三豊市三野町吉津甲５３７

36 単立 津嶋神社 三豊市三野町大見７４６３

37 単立 河上神社 三豊市三野町大見乙１３４の１

38 神社本庁 日枝神社 三豊市三野町大見甲２８７５－甲、乙

39 神社本庁 正八幡神社 三豊市三野町大見字深尾末７４６１

40 単立 稲荷山不動寺 三豊市山本町河内１７０６－３

41 神社本庁 國修神社 三豊市山本町河内２０４４の２

42 神社本庁 河内神社 三豊市山本町河内２８８７の１

43 神社本庁 天満神社 三豊市山本町財田西１４５３

44 石鎚本教 石鎚本教　財田教会 三豊市山本町財田西７１６ノ１

45 金光教 金光教　神田教会 三豊市山本町神田１３１６－１

46 単立 皇子神社 三豊市山本町神田４１８９

47 神社本庁 十二神社 三豊市山本町神田乙４３４

48 神社本庁 八幡神社 三豊市山本町大野乙５４

49 神社本庁 菅生神社 三豊市山本町辻１４３３

50 神社本庁 大将軍神社 三豊市仁尾町家の浦２００

51 神社本庁 荒魂神社 三豊市仁尾町仁尾２４６９

52 神社本庁 八幡神社 三豊市仁尾町仁尾乙１８４７－１

53 神社本庁 進男神社 三豊市仁尾町仁尾乙２４５

54 神社本庁 厳島神社 三豊市仁尾町仁尾己１０３２

55 神社本庁 日枝神社 三豊市仁尾町仁尾甲５４４

56 神社本庁 賀茂神社 三豊市仁尾町仁尾丁１０４６

57 神社本庁 塩竈神社 三豊市仁尾町仁尾丁１４５６の１

58 神社本庁 稲荷神社 三豊市仁尾町仁尾丁８５５の１

59 金光教 金光教　燧灘教会 三豊市仁尾町仁尾丁８７５の１

60 神社本庁 鳩八幡神社 三豊市豊中町岡本５８０

61 神社本庁 国木八幡神社 三豊市豊中町下高野１２５０

62 神社本庁 宇賀神社 三豊市豊中町笠田笠岡６８５

63 神社本庁 生目神社 三豊市豊中町笠田笠岡字原谷１９１

64 神社本庁 北尾神社 三豊市豊中町笠田笠岡字天神３７１５
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

65 神社本庁 忌部神社 三豊市豊中町笠田竹田２１４

66 金光教 金光教　六の坪教会 三豊市豊中町上高野１９２７

67 神社本庁 五十鈴神社 三豊市豊中町上高野１９６２

68 神社本庁 天満神社 三豊市豊中町上高野２４４４

69 神社本庁 稲荷神社 三豊市豊中町上高野２５１２

70 神社本庁 雨龍神社 三豊市豊中町上高野２９３１

71 神社本庁 福岡神社 三豊市豊中町上高野３３６０

72 神社本庁 猿田彦神社 三豊市豊中町上高野３４４２

73 神社本庁 田井神社 三豊市豊中町上高野４８

74 神社本庁 豊姫神社 三豊市豊中町上高野８４２

75 神社本庁 野田森神社 三豊市豊中町上高野９３３

76 神社本庁 荒魂神社 三豊市豊中町上高野下司３８１１

77 神社本庁 高都神社 三豊市豊中町上高野字高沢５０８

78 神社本庁 御﨑神社 三豊市豊中町上高野字福岡２５１２

79 出雲大社教 出雲大社　讃岐大教会 三豊市豊中町比地大３１４２

80 神社本庁 熊岡八幡神社 三豊市豊中町比地大字宮ノ下３２７９

81 金光教 金光教　本山教会 三豊市豊中町本山甲１４３１

82 神社本庁 高良神社 三豊市豊中町本山甲１４４８

83 単立 今原神社 三豊市豊中町本山甲３８１

84 神社本庁 八幡神社 三豊市詫間町粟島甲５２５

85 石鎚教 石鎚教　香川教会 三豊市詫間町甲１０５９

86 出雲大社教 出雲大社教　詫間教会 三豊市詫間町香田１４４

87 神社本庁 菅原神社 三豊市詫間町香田３３２

88 神社本庁 八幡神社 三豊市詫間町志々島６１８

89 神社本庁 小烏神社 三豊市詫間町松崎８６４

90 神社本庁 三崎神社 三豊市詫間町生里１１４０－甲

91 神社本庁 稲荷神社 三豊市詫間町積９

92 神之導教 神之導教弥栄支部 三豊市詫間町大字浜祖父田中１２７７

93 神社本庁 天満神社 三豊市詫間町大浜乙７７－２

94 神社本庁 八幡神社 三豊市詫間町大浜甲１６３８

95 金光教 金光教　七浦教会 三豊市詫間町大浜甲３４６の４

96 神社本庁 惣社宮 三豊市詫間町箱甲５５１

97 黒住教 黒住教　詫間教会所 三豊市詫間町詫間１３２０－２
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

98 神社本庁 浪打八幡神社 三豊市詫間町詫間１３７６

99 金光教 金光教　詫間教会 三豊市詫間町詫間３３－４４
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神道系

令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 峰悧富神社 小豆郡小豆島町安田乙３１７の５

2 神社本庁 八坂神社 小豆郡小豆島町安田字井手首甲４７４－１

3 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町坂手字灘上甲７７４

4 神社本庁 天津神社 小豆郡小豆島町神懸通甲１８８５の１・２、１８８６の１

5 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町西村字久徳甲３６０

6 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町西村字芹甲２１９１

7 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町西村字荒神甲２０８２

8 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町西村字清水甲３１

9 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町西村字西原甲１１８１

10 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町草壁本町２６９・２７０

11 神社本庁 八坂神社 小豆郡小豆島町草壁本町６９９

12 黒住教 黒住教　池田教会所 小豆郡小豆島町池田１４２０

13 神社本庁 亀山八幡宮 小豆郡小豆島町池田１６２１

14 金光教 金光教　苗羽教会 小豆郡小豆島町馬木甲２９の２

15 神社本庁 八幡神社 小豆郡小豆島町馬木字宮山甲４２番地１

16 神社本庁 八幡神社 小豆郡小豆島町福田甲５９８・５９９

17 天真教（非法人） 天真教　本部教会 小豆郡小豆島町福田甲８８ノ１

18 神社本庁 阿豆枳神社 小豆郡小豆島町片城乙３７５－１

19 神社本庁 金刀比羅神社 小豆郡小豆島町片城甲３９９

20 神社本庁 秋葉神社 小豆郡小豆島町片城甲６５０・６５５

21 神社本庁 荒魂神社 小豆郡小豆島町木庄字谷甲２５７

22 神社本庁 八幡神社 小豆郡土庄町伊喜末字中島１８３６・１８３７

23 神社本庁 八幡神社 小豆郡土庄町字宮ノ前甲５４８９－１

24 神社本庁 鹿島神社 小豆郡土庄町鹿島甲２２６８

25 黒住教 黒住教　渕崎教会所 小豆郡土庄町上庄１９８５の１

26 神社本庁 天津神社 小豆郡土庄町大部甲７８８

27 神社本庁 八坂神社 小豆郡土庄町滝宮字坪江甲５４７の１甲５４７の２

28 神社本庁 離宮八幡神社 小豆郡土庄町肥土山字東甲２３０３

29 金光教 金光教　小豆教会 小豆郡土庄町淵崎甲２２４３

30 神社本庁 八幡神社 小豆郡土庄町豊島家浦字ウナキ２８５０

31 神社本庁 春日神社 小豆郡土庄町豊島家浦字今宮９８２

小豆郡
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令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

32 金光教 金光教　豊島教会 小豆郡土庄町豊島家浦字堀切８２１－３

33 神社本庁 三對神社 小豆郡土庄町豊島甲生字暮石１３０２

34 神社本庁 清水神社 小豆郡土庄町豊島唐櫃字東状１２６１－２

35 神社本庁 八幡神社 小豆郡土庄町豊島唐櫃字浜田甲２８００

36 神社本庁 住吉神社 小豆郡土庄町豊島唐櫃字明神７８０

37 神社本庁 富丘八幡神社 小豆郡土庄町渕崎字小入部甲２４２１の内甲２４２２

38 神社本庁 稲荷神社 小豆郡土庄町渕崎字與九郎谷甲２３５７－２
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神道系

令和２年４月１日現在

No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 鰐河神社 木田郡三木町下高岡１８４３－１

2 神社本庁 和爾賀波神社 木田郡三木町大字井戸１５８２

3 神社本庁 勅使八幡神社 木田郡三木町大字井戸乙４８４

4 扶桑教 扶桑教　生六宮 木田郡三木町大字井上２３７２

5 神社本庁 天野神社 木田郡三木町大字井上４３番地

6 神社本庁 熊野神社 木田郡三木町大字奥山２８６３

7 神社本庁 白山神社 木田郡三木町大字下高岡字白山９７３

8 神社本庁 熊野神社 木田郡三木町大字小簑１３２５番地

9 金光教 金光教　池戸教会 木田郡三木町大字池戸２８８７の２

10 神社本庁 朝倉神社 木田郡三木町大字朝倉１２５７

11 神社本庁 雷八幡神社 木田郡三木町大字田中４１８２

12 神社本庁 八幡神社 木田郡三木町大字氷上４８３４

13 神社本庁 八幡神社 木田郡三木町池戸１３８７

木田郡
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1 神社本庁 貴船神社 香川郡直島町２１２８

2 神社本庁 住吉神社 香川郡直島町２２０３

3 神社本庁 天皇神社 香川郡直島町６１８

4 神社本庁 八幡神社 香川郡直島町７３２

5 神社本庁 護王神社 香川郡直島町８１４

6 神社本庁 稲荷神社 香川郡直島町８４０

香川郡
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No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 高見峯神社 綾歌郡綾川町羽床下１４７７

2 神社本庁 奥谷神社 綾歌郡綾川町羽床下８０１

3 神社本庁 城山神社 綾歌郡綾川町羽床上１７１５－４

4 神社本庁 池宮神社 綾歌郡綾川町萱原１０８９

5 神社本庁 八坂神社 綾歌郡綾川町萱原９６４

6 神社本庁 城山太神宮 綾歌郡綾川町山田下２４３８

7 神社本庁 松熊八幡宮 綾歌郡綾川町山田下３０８

8 神社本庁 脇神社 綾歌郡綾川町小野甲２６８－１

9 神社本庁 松谷神社 綾歌郡綾川町小野甲７０９

10 神社本庁 椎尾八幡神社 綾歌郡綾川町西分１１２７

11 神社本庁 曲木神社 綾歌郡綾川町西分字宮前２４７５－２

12 神社本庁 八幡神社 綾歌郡綾川町千疋１９０４

13 神社本庁 春日神社 綾歌郡綾川町千疋２０５２

14 神社本庁 天満神社 綾歌郡綾川町滝宮１３１４

15 神社本庁 滝宮神社 綾歌郡綾川町滝宮１３４７

16 神社本庁 福宮神社 綾歌郡綾川町東分１７３４－１

17 神社本庁 長柄神社 綾歌郡綾川町東分乙５９１－１０

18 神社本庁 五社八幡神社 綾歌郡綾川町陶１９５

19 神社本庁 北宮八幡神社 綾歌郡綾川町陶２７９６

20 神社本庁 大宮八幡宮 綾歌郡綾川町陶４０７１

21 金光教 金光教　陶教会 綾歌郡綾川町陶５６２６－第２

22 神社本庁 月見神社 綾歌郡綾川町陶６６０６－第２

23 神社本庁 田所神社 綾歌郡綾川町陶６７８５

24 神社本庁 八幡神社 綾歌郡綾川町畑田３８５

25 神社本庁 御山八幡神社 綾歌郡綾川町北６１６

26 神社本庁 赤松神社 綾歌郡綾川町枌所西１１４５

27 神社本庁 八幡神社 綾歌郡綾川町枌所西１４２６

28 神社本庁 朽木神社 綾歌郡綾川町枌所西１５８０

29 神社本庁 小野東神社 綾歌郡綾川町枌所西１８８２

30 神社本庁 西宮神社 綾歌郡綾川町枌所西２４３４

31 神社本庁 赤羽神社 綾歌郡綾川町枌所西２６０

綾歌郡
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32 神社本庁 北山神社 綾歌郡綾川町枌所西２６２３

33 神社本庁 峯内神社 綾歌郡綾川町枌所西２８２０

34 神社本庁 相口神社 綾歌郡綾川町枌所西４３７

35 神社本庁 新名神社 綾歌郡綾川町枌所西７１７

36 神社本庁 白鬚神社 綾歌郡綾川町枌所西９２６

37 神社本庁 川上神社 綾歌郡綾川町枌所東１１８１

38 神社本庁 竹本神社 綾歌郡綾川町枌所東１２４

39 神社本庁 上王子神社 綾歌郡綾川町枌所東１３８２

40 神社本庁 和田神社 綾歌郡綾川町枌所東１９１６

41 神社本庁 相津神社 綾歌郡綾川町枌所東２３９３－２

42 神社本庁 猿養神社 綾歌郡綾川町枌所東３０７２

43 神社本庁 永富神社 綾歌郡綾川町枌所東３２８３

44 神社本庁 貞重神社 綾歌郡綾川町枌所東３２９１

45 神社本庁 川上神社 綾歌郡綾川町枌所東４０１８

46 神社本庁 本谷神社 綾歌郡綾川町枌所東６９１

47 神社本庁 八幡神社 綾歌郡宇多津町１０５４

48 神社本庁 宇夫階神社 綾歌郡宇多津町１６４４

49 神社本庁 伊勢之宮神社 綾歌郡宇多津町字新町３６４５

50 金光教 金光教　宇多津教会 綾歌郡宇多津町字平山２６２８－６６６
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No 包括団体の名称 法人の名称 所在地

1 神社本庁 安造田神社 仲多度郡まんのう町羽間字安造田２９７９

2 神社本庁 瀧鼻神社 仲多度郡まんのう町羽間字羽間２９１３

3 神社本庁 八雲神社 仲多度郡まんのう町羽間字羽間２９２４

4 神社本庁 山戸神社 仲多度郡まんのう町塩入字宮前６８９

5 神社本庁 久保神社 仲多度郡まんのう町岸上字久保甲１０７

6 神社本庁 若林神社 仲多度郡まんのう町吉野下字川原添３９４

7 神社本庁 大宮神社 仲多度郡まんのう町吉野字宮東８３２－５

8 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町吉野字五毛片山３７４０－４・３７３８－２

9 神社本庁 黒見神社 仲多度郡まんのう町吉野字黒見３２３７－甲

10 神社本庁 大谷神社 仲多度郡まんのう町吉野字西高屋原４３１９

11 神社本庁 八幡神社 仲多度郡まんのう町吉野字八幡１３２３－甲

12 神社本庁 須佐社 仲多度郡まんのう町吉野字木ノ崎上所２７３７

13 神社本庁 国尾神社 仲多度郡まんのう町宮田字宮中７４９

14 神社本庁 三所神社 仲多度郡まんのう町後山字宮谷４３６

15 神社本庁 富隈神社 仲多度郡まんのう町公文字山内５８８－１

16 神社本庁 丸王神社 仲多度郡まんのう町公文字谷山内８０１

17 神社本庁 猿田神社 仲多度郡まんのう町公文字本村下３４０

18 神社本庁 加茂神社 仲多度郡まんのう町佐文字岡５２３

19 神社本庁 木熊野神社 仲多度郡まんのう町山脇字川北中平３９０

20 神社本庁 若宮社 仲多度郡まんのう町四條字福家上所３０５

21 神社本庁 藤尾神社 仲多度郡まんのう町七箇字下本目５４８

22 神社本庁 白鳥神社 仲多度郡まんのう町七箇字葛神東山３４５６・４２２９

23 神社本庁 春日神社 仲多度郡まんのう町七箇字中春日１７３７

24 神社本庁 大山神社 仲多度郡まんのう町七箇字堀切２８０１

25 神社本庁 三条神社 仲多度郡まんのう町勝浦字横畑３１７２－１

26 神社本庁 福家神社 仲多度郡まんのう町勝浦字下福家１０３１

27 神社本庁 三嶋神社 仲多度郡まんのう町勝浦字家六２０９４－１

28 神社本庁 城村神社 仲多度郡まんのう町勝浦字真鈴１４６１

29 神社本庁 落合神社 仲多度郡まんのう町勝浦字長谷２３４９－１

30 神社本庁 八峯神社 仲多度郡まんのう町勝浦字八峯１７３５－１

31 神社本庁 勝浦神社 仲多度郡まんのう町勝浦字本村５３２－１

仲多度郡
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32 神社本庁 八幡神社 仲多度郡まんのう町勝浦字茂地倉２２８５－１

33 神社本庁 野田神社 仲多度郡まんのう町勝浦字野田小屋３３１

34 神社本庁 荒神社 仲多度郡まんのう町勝浦字楪２１５８

35 神社本庁 鷲尾神社 仲多度郡まんのう町新目字石田１６８０番ノ１

36 神社本庁 諏訪神社 仲多度郡まんのう町真野１５２６－１

37 神社本庁 神野神社 仲多度郡まんのう町神野字神野１６８－２

38 神社本庁 大山祗神社 仲多度郡まんのう町生間字明通寺１５４

39 神社本庁 雲気八幡宮 仲多度郡まんのう町西高篠字本村２６９－１

40 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町川東字雨嶋１２７５

41 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町川東字沖野２９４４

42 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町川東字葛羅野２１７０

43 神社本庁 黒岩社 仲多度郡まんのう町川東字株切２７９６

44 神社本庁 大水上神社 仲多度郡まんのう町川東字菜種渕１２５９

45 神社本庁 靈神社 仲多度郡まんのう町川東字三角２３４７

46 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町川東字先猪鼻４５６

47 神社本庁 山積社 仲多度郡まんのう町川東字浅木原３０９４

48 神社本庁 前ノ川神社 仲多度郡まんのう町川東字前ノ川１００７

49 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町川東字前ノ川１１６３－１

50 神社本庁 山熊神社 仲多度郡まんのう町川東字中熊下１８０７

51 神社本庁 薬荒社 仲多度郡まんのう町川東字中熊上１８６１

52 神社本庁 照内神社 仲多度郡まんのう町川東字中熊上２０７０

53 神社本庁 剣山神社 仲多度郡まんのう町川東字中熊上２１１２

54 神社本庁 川上社 仲多度郡まんのう町川東字日開谷３０４８

55 神社本庁 所主神社 仲多度郡まんのう町川東字淵野８２１

56 神社本庁 八幡神社 仲多度郡まんのう町川東字本村上５１３

57 神社本庁 八幡神社 仲多度郡まんのう町川東字明神１４８８

58 神社本庁 杉尾神社 仲多度郡まんのう町川東字明神川原２７４８－１

59 誠光教 誠光教　聖天教会 仲多度郡まんのう町造田１３８

60 神社本庁 天川神社 仲多度郡まんのう町造田３４３１

61 神社本庁 梶洲神社 仲多度郡まんのう町造田７４１

62 神社本庁 三河神社 仲多度郡まんのう町大口字宮西２８９

63 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町炭所西２８７５ノ１

64 神社本庁 剣神社 仲多度郡まんのう町炭所西２９９７
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65 神社本庁 三種神社 仲多度郡まんのう町炭所西３１５５ノ１

66 神社本庁 水分神社 仲多度郡まんのう町炭所西３４５６ノ１

67 神社本庁 吉田神社 仲多度郡まんのう町炭所西字八幡岡５４０－２

68 神社本庁 鳩峯八幡神社 仲多度郡まんのう町炭所西字八幡岡５７１

69 神社本庁 金山神社 仲多度郡まんのう町炭所東字奥佐古１８００

70 神社本庁 種子神社 仲多度郡まんのう町炭所東字宮ノ前１３７２

71 神社本庁 八幡神社 仲多度郡まんのう町炭所東字古屋敷１８７

72 神社本庁 廣岡神社 仲多度郡まんのう町炭所東字新開６４３

73 神社本庁 三嶋神社 仲多度郡まんのう町炭所東字前畑３４０９

74 神社本庁 大井神社 仲多度郡まんのう町炭所東字長者３００５

75 神社本庁 松尾神社 仲多度郡まんのう町炭所東字長道２４３６

76 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町中通字浦山４９０

77 神社本庁 大水上社 仲多度郡まんのう町中通字奥橋谷１０３４の乙

78 神社本庁 水分神社 仲多度郡まんのう町中通字西桜２６６

79 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町中通字西桜３０６

80 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町中通字地下清１７０

81 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町中通字東桜４４の乙

82 神社本庁 御誓社 仲多度郡まんのう町中通字平川４０８

83 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町中通字本村寺谷４９０の内

84 神社本庁 菅原社 仲多度郡まんのう町中通字本名４９０

85 神社本庁 八幡神社 仲多度郡まんのう町中通字本名８３１ノ２

86 神社本庁 地主神社 仲多度郡まんのう町中通字本名８６４

87 神社本庁 皇子神社 仲多度郡まんのう町中通字名頃１５７２

88 神社本庁 大川神社 仲多度郡まんのう町中通字野口１１５０

89 神社本庁 山神社 仲多度郡まんのう町中通字野口奥橋谷１０８８

90 神社本庁 三島神社 仲多度郡まんのう町長尾字浦山２０１１

91 神社本庁 山田社 仲多度郡まんのう町長尾字王池１６２５の２

92 神社本庁 山王社 仲多度郡まんのう町長尾字樫林２５７８の１

93 神社本庁 暁神社 仲多度郡まんのう町長尾字暁７３３

94 神社本庁 須賀社 仲多度郡まんのう町長尾字寺ノ前１２２１－４３

95 神社本庁 勝速社 仲多度郡まんのう町長尾字大原１５７１

96 神社本庁 天神社 仲多度郡まんのう町長尾字天神２４４３

97 神社本庁 真区社 仲多度郡まんのう町長尾字南山２３６６
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98 神社本庁 三所神社 仲多度郡まんのう町追上字北側５２９

99 神社本庁 中村神社 仲多度郡まんのう町東高篠字本村１２０９

100 神社本庁 葛城神社 仲多度郡まんのう町買田字小倉１８１

101 神社本庁 高室神社 仲多度郡まんのう町帆山字枝折５１２

102 金光教 金光教　琴平教会 仲多度郡琴平町２９４

103 神社本庁 春日神社 仲多度郡琴平町榎井８８の１

104 神社本庁 櫛梨神社 仲多度郡琴平町下櫛梨２８０

105 扶桑教 扶桑教　粟島教会 仲多度郡琴平町五條７７３

106 神社本庁 大井八幡神社 仲多度郡琴平町五條字馬場南３０２

107 石鎚本教 石鎚本教　琴平教会 仲多度郡琴平町字川西７７４

108 神社本庁 大歳神社 仲多度郡琴平町上櫛梨大歳１２６１

109 黒住教 黒住教　象郷教会所 仲多度郡琴平町大字上櫛梨８３６の１

110 神社本庁 菅原神社 仲多度郡琴平町苗田字古川８０１

111 神社本庁 稲生神社 仲多度郡琴平町苗田字古川９２３

112 神社本庁 石井神社 仲多度郡琴平町苗田字古川９３２の１

113 神社本庁 八幡神社 仲多度郡多度津町葛原１６４６

114 神社本庁 櫻宮忠魂社 仲多度郡多度津町元町１－８

115 金光教 金光教　多度津教会 仲多度郡多度津町元町８－２９

116 神社本庁 八幡神社 仲多度郡多度津町高見２０８３

117 神社本庁 八幡神社 仲多度郡多度津町佐柳１２８０－１

118 神社本庁 天滿神社 仲多度郡多度津町新町２１４

119 神社本庁 熊手八幡宮 仲多度郡多度津町西白方２００

120 神社本庁 稲荷神社 仲多度郡多度津町西浜４－１－６

121 神社本庁 八幡神社 仲多度郡多度津町大字三井８０３

122 神社本庁 春日神社 仲多度郡多度津町大字山階字上１０１

123 神社本庁 八十主神社 仲多度郡多度津町大字道福寺４００

124 神社本庁 荒魂神社 仲多度郡多度津町大字道福寺７３５

125 神社本庁 加茂神社 仲多度郡多度津町大字南鴨辻３８４

126 神社本庁 惠美須神社 仲多度郡多度津町東新町４－３

127 神社本庁 荒魂神社 仲多度郡多度津町北鴨１－１３－２２

128 神社本庁 弘濱八幡神社 仲多度郡多度津町堀江２－６－４５

129 神社本庁 春日神社 仲多度郡多度津町堀江３－１０－４

130 黒住教 黒住教　多度津教会所 仲多度郡多度津町本通１－７－１７
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