
仏教系

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 真宗興正派 專休寺 高松市庵治町１４０１

2 高野山真言宗 願成寺 高松市庵治町１６２５

3 単立 波切不動宗総本山 高松市庵治町２２９０－６９

4 真宗興正派 徳泉寺 高松市庵治町４９４４

5 天台寺門宗 竹居観音寺 高松市庵治町５３４０の１

6 真宗仏光寺派 延長寺 高松市庵治町５７３４

7 真言宗当山派 大師寺 高松市庵治町５９４５

8 真宗興正派 光安寺 高松市一宮町１８６３

9 真言宗御室派 美雲院 高松市一宮町４２

10 真言宗御室派 一宮寺 高松市一宮町６０７

11 真宗興正派 相念寺 高松市円座町１０２５の１

12 浄土真宗本願寺派 教法寺 高松市円座町１８６５

13 験乗宗 験乗宗法龍院 高松市塩江町安原下黒石

14 天台宗 大福院 高松市塩江町安原下第１号１１６９

15 単立 玄徳院令善寺 高松市塩江町安原下第１号１４６６の２

16 真言宗御室派 最明寺 高松市塩江町安原下第１号２７４

17 真宗興正派 教福寺 高松市塩江町安原下第２号１６３９

18 真宗興正派 徳玄寺 高松市塩江町安原上２８１

19 真言宗修験派 修験派東讃別院 高松市塩江町安原上東２３２７の１

20 単立 至徳寺 高松市塩江町安原上東３７６

21 真宗興正派 光照寺 高松市塩江町上西乙６４４

22 単立 千日庵 高松市塩上町１－３－１２

23 真宗興正派 真光寺 高松市岡本町１３８２

24 高野山真言宗 地蔵寺 高松市屋島西町１１０６

25 真言宗御室派 遍照院 高松市屋島中町８０１の１

26 真言宗善通寺派 聖代寺 高松市屋島東町１３３２

27 真宗興正派 東光寺 高松市屋島東町１６７６

28 真言宗御室派 屋島寺 高松市屋島東町１８０８

29 真宗興正派 西楽寺 高松市下田井町３７９

30 真宗興正派 清光寺 高松市下田井町３９４－１

31 金峯山修験本宗 不動教会 高松市花園町１４３１

高松市
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32 真宗興正派 興照寺 高松市花園町３－９－９

33 真宗大谷派 高善寺 高松市瓦町１丁目１３の８

34 単立 大井戸水神社教会 高松市瓦町２－１０－３

35 真言宗善通寺派 観音寺 高松市観光町５４１の２

36 真宗興正派 西院寺 高松市観光通１－１－７

37 真宗興正派 寳成寺 高松市丸ノ内１２－７

38 真言宗当山派 圓蔵院 高松市鬼無町１０３１－１

39 真宗興正派 本徳寺 高松市鬼無町２９３

40 真宗興正派 教信寺 高松市鬼無町鬼無１４３－１

41 石土宗 妙傳院 高松市鬼無町鬼無４４４－１

42 真宗興正派 養福寺 高松市鬼無町佐科３９２

43 天台宗 薬師寺 高松市鬼無町是竹３１３

44 高野山真言宗 大護寺 高松市亀岡町１－６

45 臨済宗妙心寺派 霊源寺 高松市亀岡町１６－２２

46 真宗興正派 興願寺 高松市亀水町１１５７

47 単立 金山不動明王 高松市亀水町１４１３－１９

48 天台寺門宗 玉泉寺 高松市宮脇町１－１９－９

49 真宗興正派 豊楽寺 高松市郷東町２０－８

50 高野山真言宗 弘憲寺 高松市錦町２－４－２９

51 真言宗善通寺派 不動寺 高松市錦町２－４－２９

52 真言宗御室派 吉祥寺 高松市錦町２－４－４５

53 日蓮宗 日妙寺 高松市錦町２－４－５

54 日蓮宗 泉立寺 高松市錦町２－６－２９

55 本門仏立宗 妙泉寺 高松市栗林町２－１０－２２

56 真宗興正派 円徳寺 高松市元山町１２１８

57 真宗興正派 安養寺 高松市古馬場町１０－１

58 真宗興正派 専光寺 高松市御厩町１１８４

59 真宗大谷派 福善寺 高松市御坊町１－１

60 真宗大谷派 真宗大谷派四国会館 高松市御坊町１－１５

61 真宗大谷派 圓重寺 高松市御坊町１－２

62 真宗大谷派 安楽寺 高松市御坊町１－３

63 真宗大谷派 極楽寺 高松市御坊町１－５

64 真宗興正派 高松興正寺別院 高松市御坊町２の１
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65 真宗興正派 勝法寺 高松市御坊町２番地の２

66 真宗興正派 願船寺 高松市御坊町３－２

67 真宗興正派 西福寺 高松市御坊町４－２

68 真言宗御室派 無量寿院 高松市御坊町５－１０

69 浄土宗 国清寺 高松市香西西町１９０の１

70 真言宗大覚寺派 香西寺 高松市香西西町２１１

71 真宗大谷派 常善寺 高松市香西北町１０２の１

72 高野山真言宗 萬徳寺 高松市香西北町３９の１

73 高野山真言宗 廣厳寺 高松市香西北町５２

74 高野山真言宗 西光寺 高松市香西本町３７７

75 真宗興正派 長安寺 高松市香西本町５９６

76 真宗大谷派 立善寺 高松市香川町川東下４０６

77 真宗興正派 勝光寺 高松市香川町川東下７８１－１

78 真宗興正派 円明寺 高松市香川町川内原３１７

79 真宗興正派 昭六寺 高松市香川町浅野１２８３－１０

80 真宗興正派 東福寺 高松市香川町浅野１８１５

81 真宗興正派 實相寺 高松市香川町浅野２９３９

82 浄土真宗本願寺派 稱讃寺 高松市香川町大野１３２５－２

83 日蓮正宗 正伝寺 高松市香川町大野１８９９－１０

84 真宗大谷派 安徳寺 高松市香川町大野８３６－１

85 真宗仏光寺派 専光寺 高松市香川町東谷６３１の２

86 単立 常楽寺 高松市香南町横井４９６

87 真言宗御室派 天福寺 高松市香南町岡１０７７

88 真宗興正派 專妙寺　　　　　　　　　　　　　　　　高松市香南町岡２４８

89 単立 宝林院（平等寺） 高松市香南町岡９６１の１

90 浄土真宗本願寺派 郷賢寺 高松市香南町西庄１１４２

91 単立 妙福寺 高松市香南町西庄１３０８の４

92 真言宗御室派 利剱寺 高松市香南町由佐１７９

93 単立 妙光寺 高松市香南町由佐２３４２

94 浄土真宗本願寺派 西光寺 高松市香南町由佐５４６

95 浄土真宗本願寺派 教勝寺 高松市香南町由佐６３６

96 真言宗御室派 延命寺 高松市高松町１２１３

97 真言宗当山派 寶太郎坊 高松市高松町１５６０
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98 真言宗御室派 喜岡寺 高松市高松町１７２７－５

99 真宗大谷派 妙覺寺 高松市高松町２０３８

100 高野山真言宗 常香院 高松市高松町２３４８

101 真宗興正派 蓮光寺 高松市国分寺町国分１１９０

102 真言宗御室派 国分寺 高松市国分寺町国分２０６５

103 真言宗御室派 宝林寺 高松市国分寺町国分２０８０

104 浄土真宗本願寺派 徳清寺 高松市国分寺町国分２４０２

105 単立 興流院 高松市国分寺町国分３１９－２

106 真宗興正派 本蓮寺 高松市国分寺町国分９９２の１

107 真宗興正派 長明寺 高松市国分寺町新居１２６１

108 真宗興正派 法華寺 高松市国分寺町新居２３７８

109 真宗大谷派 大善寺 高松市国分寺町新居３３７７

110 天台宗 萬燈寺 高松市国分寺町新居３６１７－２

111 真宗興正派 真教寺 高松市国分寺町新居８５２

112 真宗大谷派 満善寺 高松市国分寺町新名１３１７

113 真宗興正派 石舟寺 高松市国分寺町新名１８４２

114 天台宗 鷲峰寺 高松市国分寺町柏原６３２－３

115 真宗大谷派 長然寺 高松市国分寺町福家甲１９５２

116 真宗興正派 一心寺 高松市今里町１－３３－１０

117 真宗興正派 徳法寺 高松市桜町１－７－１６

118 真宗大谷派 妙楽寺 高松市三条町４９８

119 臨済宗妙心寺派 實相寺 高松市三谷町１８１１－１

120 真宗興正派 重蓮寺 高松市三谷町３３３

121 曹洞宗 見性寺 高松市三谷町３９１２－３２

122 浄土真宗本願寺派 来光寺 高松市三名町１５４－１

123 真宗興正派 正信寺 高松市紙町７の１

124 真宗大谷派 光明寺 高松市寺井町６９９

125 単立 法恩寺 高松市鹿角町６７５－３

126 真宗興正派 善正寺 高松市鹿角町７９７の６

127 真宗大谷派 願聖寺 高松市室町１８４９

128 真言宗御室派 観興寺 高松市室町１９６３の１

129 真宗興正派 光清寺 高松市十川西町９０１

130 真宗興正派 法城寺 高松市十川東町１４－１
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131 浄土宗 市匿院 高松市十川東町２３５

132 真宗大谷派 朔方寺 高松市十川東町５５６

133 浄土宗 称念寺 高松市十川東町９３２

134 天台宗 久米寺 高松市春日町１７５４

135 真宗興正派 常照寺 高松市春日町４８５

136 真宗興正派 法光寺 高松市小村町１２９

137 真宗興正派 圓光寺 高松市松島町２－３－１４

138 真宗興正派 覚善寺 高松市松島町３－１２－３２

139 真宗大谷派 正信寺 高松市松縄町１０５６－４

140 法華宗本門流 妙本寺 高松市松福町一丁目１番１０号

141 浄土真宗本願寺派 明専寺 高松市上天神町５７４

142 真宗興正派 最勝寺 高松市上福岡町１２２３

143 法華宗本門流 本覚寺 高松市新田町甲１３３１番

144 真宗興正派 正蓮寺 高松市新田町甲２４３９

145 真言宗御室派 蔵六寺 高松市成合町８６

146 真言宗御室派 観賢山久米寺 高松市西ハゼ町３０２

147 曹洞宗 圓通寺 高松市西ハゼ町３３６

148 真宗興正派 大乗寺 高松市西ハゼ町３３９

149 高野山真言宗 正華寺 高松市西山崎町１３２４

150 浄土真宗本願寺派 教正寺 高松市西山崎町１３３５

151 真宗興正派 華現寺 高松市西山崎町２０５の２

152 法華宗本門流 本堯寺 高松市西山崎町８４９－２

153 浄土真宗本願寺派 高正寺 高松市西山崎町９１３－１

154 曹洞宗 祥福寺 高松市西春日町１６２６－２２４

155 真言宗修験派 瑙璃寺 高松市西植田町１４３０

156 真宗興正派 圓福寺 高松市西植田町２２２７

157 真宗興正派 順光寺 高松市西植田町３８８９

158 真宗興正派 勝名寺 高松市西植田町４０６８

159 真宗興正派 大行寺 高松市西植田町５７３－３

160 真言宗修験派 芳光寺 高松市西植田町城ケ谷１４３３の甲

161 天台宗 克軍寺 高松市西宝町２－４－４

162 単立 西寳山厄除不動明王院 高松市西宝町２丁目８５５

163 浄土宗 松岩寺 高松市西宝町３－１０－１１
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164 浄土宗 西方寺 高松市西宝町３－９－２７

165 日蓮宗 日蓮宗妙覚教会 高松市西宝町３－９－２８

166 浄土真宗本願寺派 源勝寺 高松市川島東町１４４６－１

167 浄土真宗本願寺派 浄信寺 高松市川島東町２３０－１

168 真宗興正派 善光寺 高松市川島東町８７４－７

169 高野山真言宗 高運寺 高松市川島東町８９６

170 日蓮宗 妙法寺 高松市川島東町９０８

171 浄土真宗本願寺派 教円寺 高松市川部町１５６１－１

172 真宗興正派 正音寺 高松市川部町２３５７

173 真言宗泉涌寺派 長福寺 高松市川部町２３６２

174 真宗大谷派 善正寺 高松市川部町４９５－１

175 真宗大谷派 眞行寺 高松市扇町１－２６－４

176 真宗仏光寺派 常福寺 高松市扇町１－２７－３５

177 真宗大谷派 願教寺 高松市扇町３-６-５

178 真言宗善通寺派 阿弥陀寺 高松市前田西町１７２－２

179 真宗興正派 西光寺 高松市前田西町１７５

180 真宗興正派 長妙寺 高松市前田西町１９３

181 単立 寶寿寺 高松市前田西町４６２－２

182 真言宗御室派 観音寺 高松市前田東町２５

183 真宗大谷派 西蓮寺 高松市多肥下町２３２

184 真宗興正派 大宣寺 高松市多肥下町９５６

185 真宗興正派 真行寺 高松市多肥上町２２８

186 真宗大谷派 専龍寺 高松市多肥上町８０７

187 真宗大谷派 光臨寺 高松市太田上町５５７

188 真宗大谷派 西法寺 高松市太田上町６０５

189 真言宗当山派 鳳閣寺 高松市大工町６－２

190 単立 光専寺 高松市檀紙町１５１９

191 浄土真宗本願寺派 金乗寺 高松市檀紙町８９５

192 単立 宗仙三総本山 高松市池田町１９１－１

193 真宗興正派 光専寺 高松市池田町７９１

194 真宗興正派 慧信寺 高松市築地町１－１７

195 真宗大谷派 萬行寺 高松市築地町１－４１

196 高野山真言宗 一成院 高松市築地町４－１
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197 日蓮宗 妙朝寺 高松市築地町４－３

198 法華宗本門流 大本寺 高松市築地町４－４

199 高野山真言宗 高野山讃岐別院 高松市築地町７－１

200 真宗仏光寺派 聴徳院 高松市中央町１４－１４

201 臨済宗妙心寺派 慈恩寺 高松市中央町６－１６

202 日蓮宗 廣昌寺 高松市中央町６－１８

203 曹洞宗 報四恩精舎 高松市中山町１５０１の８

204 天台宗 根香寺 高松市中山町１５０６

205 真宗興正派 妙楽寺 高松市中山町８２０の１

206 真言宗善通寺派 常照教会 高松市中新町２－１５

207 真宗興正派 渋柿寺 高松市中野町１４－６

208 真宗興正派 常信寺 高松市勅使町１００２

209 真宗興正派 西教寺 高松市勅使町１２３０

210 浄土真宗本願寺派 高善寺 高松市勅使町９５５

211 真宗大谷派 吟龍寺 高松市勅使町９７９

212 単立 徳栄寺 高松市鶴市町１００３－１

213 単立 法藏寺 高松市鶴市町８６３－１

214 浄土真宗本願寺派 慈雲寺 高松市田村町７７５

215 真言宗善通寺派 久米寺 高松市東山崎町１０９５

216 真宗興正派 蓮暁寺 高松市東山崎町３６０－１

217 真宗興正派 超勝寺 高松市東植田町１３３

218 真宗興正派 名願寺 高松市東植田町２７０の３

219 真宗興正派 専福寺 高松市東植田町２８０３

220 真宗大谷派 善徳寺 高松市東植田町７８３の３

221 真宗仏光寺派 法輪寺 高松市東浜町１－２－１３

222 法相宗 聖動寺 高松市東浜町１－２－８

223 真宗興正派 浄正寺 高松市藤塚町３－８－１９

224 真宗興正派 光明寺 高松市飯田町８２１

225 日蓮宗 善昌寺 高松市番町１－２－１２

226 高野山真言宗 地蔵寺 高松市番町１－２－１６

227 浄土宗 正覚寺 高松市番町１－２－５

228 臨済宗妙心寺派 法泉寺 高松市番町１－３－１９

229 真言宗御室派 行徳院 高松市番町１－３－５



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

230 真言宗御室派 東福寺 高松市番町１－４－３

231 真宗大谷派 徳成寺 高松市番町２－１３－２５

232 浄土宗 浄願寺 高松市番町２－５－１０

233 法華宗本門流 本典寺 高松市番町４－２－１３

234 臨済宗妙心寺派 薬王寺 高松市番町５－９－２１

235 天台宗 行泉寺 高松市番町５－９－２４

236 真宗大谷派 浄教寺 高松市番町５－９－２８

237 真言宗御室派 蓮萃寺 高松市浜ノ町９－２

238 真宗大谷派 正覺寺 高松市伏石町１２７０－３

239 高野山真言宗 眞淨院 高松市伏石町１２８８

240 真言宗当山派 瀧尾寺 高松市福岡町２１７

241 真言宗当山派 大福寺 高松市福岡町２５４ノ４

242 真言宗御室派 多聞寺 高松市福岡町４－１３－１１

243 真宗大谷派 髙徳寺 高松市仏生山町甲２３７０

244 真言宗御室派 観音寺 高松市仏生山町甲２３７４

245 浄土真宗本願寺派 正原寺 高松市仏生山町甲２５２５－３

246 浄土宗 専称院 高松市仏生山町甲３２０８－５

247 浄土宗 法然寺 高松市仏生山町甲３２１５

248 浄土真宗本願寺派 円光寺 高松市仏生山町甲５４９

249 真言宗御室派 清光寺 高松市片原町６－１２

250 真言宗善通寺派 愛染寺 高松市牟礼町原６５３

251 高野山真言宗 開法寺 高松市牟礼町大町２４２３－３

252 真言宗善通寺派 六萬寺 高松市牟礼町牟礼１４５０

253 高野山真言宗 洲崎寺 高松市牟礼町牟礼２６９１

254 真言宗大覚寺派 八栗寺 高松市牟礼町牟礼３４１６

255 高野山真言宗 西林寺 高松市牟礼町牟礼９１７

256 浄土真宗本願寺派 光教寺 高松市木太町１６７３－１

257 日蓮正宗 玉林寺 高松市木太町２７１３－２

258 真宗大谷派 深妙寺 高松市木太町３４１６－２

259 真宗興正派 善立寺 高松市木太町４３１０

260 真宗興正派 大超寺 高松市木太町４３３４

261 真宗興正派 蓮勝寺 高松市由良町１９１

262 真宗興正派 眞楽寺 高松市由良町３１９



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

263 真宗興正派 慈照寺 高松市由良町３９２

264 真宗興正派 蓮福寺 高松市由良町９６４

265 真宗興正派 西教寺 高松市林町１１０３の３

266 真宗興正派 松林寺 高松市林町１４３５

267 真宗興正派 光真寺 高松市林町８９７

268 真言宗大覚寺派 正大寺 高松市林町９７１

269 真宗仏光寺派 長專寺 高松市六条町２２９

270 真宗興正派 善教寺 高松市六条町２７７



仏教系

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 真宗興正派 慈光寺 丸亀市綾歌町岡田下３７９

2 真宗興正派 西覚寺 丸亀市綾歌町岡田下４８６

3 真宗興正派 法城寺 丸亀市綾歌町岡田上３２７

4 真宗興正派 光照寺 丸亀市綾歌町岡田西１５８８－２

5 真宗興正派 専立寺 丸亀市綾歌町栗熊西１５７０

6 浄土真宗本願寺派 福成寺 丸亀市綾歌町栗熊西８３８

7 浄土真宗本願寺派 勝福寺 丸亀市綾歌町栗熊東２０００

8 真言宗御室派 吉祥寺 丸亀市綾歌町富熊１２６８

9 浄土真宗本願寺派 円光寺 丸亀市綾歌町富熊３１６０

10 真宗興正派 勝縁寺 丸亀市綾歌町富熊３４２８

11 浄土真宗本願寺派 萬福寺 丸亀市綾歌町富熊５７３

12 浄土真宗本願寺派 真相寺 丸亀市塩屋町３－５－１９

13 浄土真宗本願寺派 教覚寺 丸亀市塩屋町本村５５

14 臨済宗妙心寺派 宝津寺 丸亀市瓦町１３０

15 浄土真宗本願寺派 専念寺 丸亀市瓦町９４

16 真宗興正派 念宗寺 丸亀市金倉町１１９５の１

17 浄土真宗本願寺派 東坊 丸亀市金倉町１３１３

18 真宗興正派 光明寺 丸亀市金倉町１５６９

19 真宗興正派 円龍寺 丸亀市金倉町３７２の１

20 浄土真宗本願寺派 西教寺 丸亀市金倉町３７６

21 真宗興正派 照光寺 丸亀市郡家町１１０９

22 真宗興正派 郡家興正寺別院 丸亀市郡家町２３０

23 真宗興正派 光雲寺 丸亀市郡家町３０２８

24 真言宗御室派 真光寺 丸亀市御供所町２－１－７

25 真言宗善通寺派 地福寺 丸亀市広島町江ノ浦１４２８の１

26 真言宗善通寺派 醫光寺 丸亀市広島町江の浦２０７３の２

27 天台宗 玉瀧寺 丸亀市広島町市井７３９

28 真言宗善通寺派 金輪寺 丸亀市広島町手島１２７２

29 真言宗醍醐派 長福寺 丸亀市広島町青木１２７

30 真言宗醍醐派 正福寺 丸亀市広島町茂浦１２０１

31 真言宗善通寺派 神光寺 丸亀市広島町立石１０７５

丸亀市



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 真宗興正派 錦輪寺 丸亀市三条町４６０

33 真言宗醍醐派 観音堂 丸亀市山北町２６９

34 真言宗醍醐派 安養寺 丸亀市手島町１２６９の１

35 本門仏立宗 本門寺 丸亀市十番丁７４

36 日蓮正宗 妙行寺 丸亀市城西町２－６－１２

37 真言宗御室派 遍照寺 丸亀市新浜町１－７－３

38 真宗興正派 善行寺 丸亀市垂水町１１９０

39 浄土真宗本願寺派 浄楽寺 丸亀市垂水町１４８３

40 真宗興正派 西坊 丸亀市垂水町１７４４

41 浄土真宗本願寺派 願誓寺 丸亀市垂水町２０３８－１

42 真宗興正派 観音寺 丸亀市垂水町２６７５

43 真宗興正派 西教寺 丸亀市垂水町６９６

44 真言宗善通寺派 安楽寺 丸亀市垂水町馬場１３７１

45 真言宗御室派 圓光寺 丸亀市西平山町２

46 真宗興正派 西方寺 丸亀市川西町南１０７８の１

47 真宗興正派 修善寺 丸亀市川西町北１２９３の１

48 浄土真宗本願寺派 東光寺 丸亀市川西町北９６２

49 浄土真宗本願寺派 正宗寺 丸亀市前塩屋町１－５－１７

50 浄土真宗本願寺派 徳行寺 丸亀市中津町４６７

51 真言宗山階派 聖福院 丸亀市中府町４－１３－３

52 真宗興正派 光善寺 丸亀市津森町５０

53 浄土真宗本願寺派 常福寺 丸亀市田村町１０９３

54 天台宗 香古寺 丸亀市土器町西２－８８３

55 真宗興正派 浄通寺 丸亀市土器町西４－３５５

56 真言宗善通寺派 寶光寺 丸亀市土器町西５－５９４

57 真宗大谷派 善龍寺 丸亀市土器町東３－５９５

58 単立 薬師院 丸亀市土器町東５－９２４

59 単立 泉聖天教 丸亀市土器町東５－９２４

60 真言宗善通寺派 九品院 丸亀市土居町２－１０－２１

61 真言宗大覚寺派 顕正寺 丸亀市土居町２－１０－９

62 浄土宗 寿覚院 丸亀市南条町１６

63 浄土宗西山禅林寺派 法音寺 丸亀市南条町４

64 法華宗本門流 本照寺 丸亀市南条町５１



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 日蓮宗 宗泉寺 丸亀市南条町９－１

66 臨済宗妙心寺派 玄要寺 丸亀市南條町３４

67 真言宗善通寺派 常楽寺 丸亀市飯山町下法軍寺１１２３

68 真宗興正派 法勲寺 丸亀市飯山町下法軍寺１４７９

69 高野山真言宗 嶋田寺 丸亀市飯山町下法軍寺５３８

70 浄土真宗本願寺派 長郷寺 丸亀市飯山町上法軍寺１４５７

71 真宗興正派 龍泉寺 丸亀市飯山町上法軍寺１７１５

72 真宗興正派 塔論寺 丸亀市飯山町上法軍寺２４４８

73 真宗興正派 西光寺 丸亀市飯山町西坂元１３２０

74 真宗興正派 玄照寺 丸亀市飯山町川原１５１１－３

75 真言宗御室派 極楽寺 丸亀市飯山町東坂元１８４２

76 真宗興正派 正光寺 丸亀市飯山町東坂元２７０２

77 真言宗御室派 三谷寺 丸亀市飯山町東坂元３１８３

78 単立 安楽寺 丸亀市飯山町東坂元３２３０

79 真宗興正派 西蓮寺 丸亀市飯山町東小川１７４１

80 真宗興正派 蓮光寺 丸亀市飯山町東小川８５５

81 真言宗善通寺派 浄宝寺 丸亀市飯野町東分２３５９

82 真言宗御室派 弘聖寺 丸亀市富屋町５４

83 真言宗御室派 大師坊 丸亀市富屋町５９

84 天台宗 妙法寺 丸亀市富屋町９

85 真言宗御室派 西山寺 丸亀市福島町１３

86 真言宗御室派 大善院 丸亀市北平山町１－１－１０

87 真言宗御室派 定福寺 丸亀市北平山町１－１－１３

88 真言宗御室派 修善寺 丸亀市北平山町１－１－８

89 真言宗御室派 威徳寺 丸亀市北平山町１－２－２０

90 浄土宗 專稱寺 丸亀市本島町笠島４３２

91 真言宗醍醐派 長徳寺 丸亀市本島町笠島４８４

92 真言宗醍醐派 極楽寺 丸亀市本島町牛島１７６

93 真言宗醍醐派 東光寺 丸亀市本島町甲生２６１

94 真言宗善通寺派 常福寺 丸亀市本島町生ノ浜４４３－２

95 真言宗醍醐派 持寶寺 丸亀市本島町大浦４８０

96 真言宗醍醐派 惣光寺 丸亀市本島町泊２０

97 浄土宗 来迎寺 丸亀市本島町泊７１１



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 真言宗醍醐派 寶性寺 丸亀市本島町泊７８３

99 真言宗醍醐派 十輪寺 丸亀市本島町泊７８５

100 真言宗醍醐派 観音寺 丸亀市本島町泊８４２

101 真言宗善通寺派 宝泉寺 丸亀市本島町福田２５７

102 真宗興正派 善照寺 丸亀市柞原町５９６

103 真宗興正派 照円寺 丸亀市柞原町９８１

104 浄土真宗本願寺派 正玄寺 丸亀市葭町１１９

105 法華宗真門流 本行寺 丸亀市葭町６７



仏教系

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 真宗興正派 光明寺 坂出市旭町３－３－４

2 真言宗御室派 常光寺 坂出市王越町乃生１０５４

3 真言宗御室派 慈雲院 坂出市王越町木沢８８９

4 真宗興正派 正蓮寺 坂出市加茂町１０５０

5 真宗興正派 佛願寺 坂出市加茂町２０－４

6 真言宗御室派 岩屋寺 坂出市加茂町大明神原１７２６ノ２

7 浄土真宗本願寺派 善光寺 坂出市京町２－５－１３

8 真言宗御室派 吉祥寺 坂出市江尻町１０５４－１

9 真言宗御室派 瑠璃光寺 坂出市江尻町１６７２

10 浄土真宗本願寺派 信楽寺 坂出市高屋町１０７６－１　

11 真言宗御室派 松浦寺 坂出市高屋町６２４

12 真言宗御室派 観音寺 坂出市高屋町８７９

13 天台宗 四国善光寺 坂出市常磐町２－１－６０

14 浄土真宗本願寺派 教専寺 坂出市新浜町３－６

15 浄土真宗本願寺派 清立寺 坂出市神谷町５７２

16 真言宗御室派 醍醐寺 坂出市西庄町１４１６

17 真言宗御室派 高照院 坂出市西庄町１７１３－２

18 真宗興正派 原照寺 坂出市西庄町５６３

19 真言宗御室派 白峯寺 坂出市青海町２６３５

20 浄土真宗本願寺派 永照寺 坂出市青海町９３８

21 浄土真宗本願寺派 教善寺 坂出市川津町１６２０

22 浄土真宗本願寺派 法城寺 坂出市川津町１７４－１

23 真宗興正派 宝蓮寺 坂出市川津町３４３７－３

24 高野山真言宗 安養寺 坂出市川津町４１２１

25 真宗興正派 正法寺 坂出市大屋富町２０５８

26 高野山真言宗 定光院 坂出市谷町１－９－１

27 真宗興正派 西園寺 坂出市中央町２－９

28 高野山真言宗 不動寺 坂出市白金町３－１－２

29 真宗興正派 善教寺 坂出市八幡町３－４－３４

30 単立 香古寺 坂出市八幡町４－７－１８

31 真宗興正派 順教寺 坂出市府中町１５６７－１

坂出市



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 真宗興正派 光照寺 坂出市府中町２５３３

33 真宗興正派 専照寺 坂出市府中町３５９７の２

34 真言宗御室派 薬王寺 坂出市府中町４３７２

35 真宗興正派 開法寺 坂出市府中町５１２８

36 単立 祥雲寺 坂出市府中町５３８７番地６４

37 真宗興正派 西福寺 坂出市府中町５８０５の１

38 浄土真宗本願寺派 光耀寺 坂出市府中町５８９０

39 真言宗御室派 明音寺 坂出市府中町迯田８６８ノ１

40 真言宗御室派 金剛寺 坂出市福江町３－５－１３

41 法華宗本門流 三光院 坂出市福江町３丁目１８９

42 高野山真言宗 清道寺 坂出市本町３－２－１

43 真言宗醍醐派 法輪寺 坂出市与島町２１２

44 浄土真宗本願寺派 西招寺 坂出市林田町１１２３

45 高野山真言宗 薬師院 坂出市林田町１８３６の１

46 浄土真宗本願寺派 真教寺 坂出市林田町３３０７

47 真言宗醍醐派 宝珠寺 坂出市櫃石１１３



仏教系

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 真宗大谷派 浄源寺 善通寺市稲木町９０２

2 真宗興正派 養念寺 善通寺市下吉田町７４８

3 真言宗御室派 出釈迦寺 善通寺市吉原町１０９１

4 真言宗善通寺派 曼荼羅寺 善通寺市吉原町１３８０の１

5 真宗大谷派 覚善寺 善通寺市吉原町２１５７

6 真言宗善通寺派 萬福寺 善通寺市吉原町２９３７

7 浄土真宗本願寺派 正覚寺 善通寺市吉原町字本村２８１４－１

8 天台寺門宗 金倉寺 善通寺市金蔵寺町１１６０

9 真言宗善通寺派 徳善寺 善通寺市金蔵寺町１１７６

10 真宗興正派 秀教寺 善通寺市金蔵寺町１３３７

11 真言宗善通寺派 善光寺 善通寺市櫛梨町３５４

12 真宗興正派 宝正寺 善通寺市原田町４７２

13 真宗興正派 西福寺 善通寺市原田町９０９

14 真宗興正派 円通寺 善通寺市弘田町１４３８の１

15 真言宗善通寺派 甲山寺 善通寺市弘田町１７６５の１

16 真言宗善通寺派 一心教会 善通寺市弘田町２０９５の４

17 真言宗善通寺派 不動院 善通寺市弘田町字筆山２０９５の５

18 真宗興正派 光照寺 善通寺市上吉田町１－６－２１

19 浄土真宗本願寺派 西光寺 善通寺市上吉田町５－４－２

20 単立 金光敎明王院白涯山聖和廟善通寺市生野町１２０７

21 真宗大谷派 浄證寺 善通寺市生野町２４６４

22 日蓮正宗 妙法寺 善通寺市生野町２４７６

23 浄土宗 智光寺 善通寺市生野町２４８８

24 真言宗善通寺派 仙遊寺 善通寺市仙遊町１－１０－１

25 真言宗善通寺派 五智院 善通寺市善通寺町１０７９

26 真言宗善通寺派 観智院 善通寺市善通寺町３－２－２１

27 真言宗善通寺派 善通寺 善通寺市善通寺町３－３－１

28 真言宗善通寺派 華蔵院 善通寺市善通寺町３－４－１

29 臨済宗東福寺派 善寿寺 善通寺市善通寺町４００１

30 真宗興正派 楠木寺 善通寺市大麻町８８７

31 真言宗善通寺派 玉泉院 善通寺市南町３－１４－２１

善通寺市



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 真言宗善通寺派 牛額寺 善通寺市碑殿町６８４

33 浄土真宗本願寺派 本正寺 善通寺市木徳町１０４９

34 天台寺門宗 玉泉院 善通寺市木徳町８３７の２

35 浄土真宗本願寺派 源正寺 善通寺市与北町１２４

36 浄土真宗本願寺派 正覚寺 善通寺市与北町１３１３

37 真言宗善通寺派 持宝院 善通寺市与北町１５６３



仏教系

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 浄土真宗本願寺派 徳賢寺 観音寺市粟井町２１９４

2 真言宗善通寺派 極楽寺 観音寺市粟井町２８０

3 真言宗大覚寺派 泉蔵院 観音寺市伊吹町８５５

4 真言宗石鉄派 石鉄山西讃教会 観音寺市観音寺町１００６

5 単立 乗蓮寺別院 観音寺市観音寺町２９０７－１７

6 臨済宗東福寺派 盛福寺 観音寺市観音寺町３２０６

7 臨済宗東福寺派 薬師寺 観音寺市観音寺町甲２７２８－１

8 臨済宗東福寺派 西光寺 観音寺市観音寺町甲２８０２

9 単立 聖天明見社 観音寺市観音寺町甲２９０７－１

10 浄土宗 専念寺 観音寺市観音寺町甲３３９９の１

11 天台宗 大通寺 観音寺市原町２５４

12 真宗興正派 教善寺 観音寺市原町８１２－１

13 真宗興正派 一心寺 観音寺市幸町３－１２

14 臨済宗東福寺派 蓮花寺 観音寺市高屋町１２９４

15 真言宗大覚寺派 宝珠寺 観音寺市高屋町２２７７

16 単立 現雲三寶教 観音寺市高屋町２５９２－８４

17 真宗興正派 光明寺 観音寺市坂本町７－６－２５

18 真宗興正派 佛証寺 観音寺市坂本町７－９－２０

19 真言宗大覚寺派 羅漢寺 観音寺市室本町３１４

20 真宗興正派 妙願寺 観音寺市大野原町丸井４６１

21 真言宗大覚寺派 十輪寺 観音寺市大野原町丸井５０２

22 浄土真宗本願寺派 福泉寺 観音寺市大野原町丸井５９３

23 日蓮宗 慈雲寺 観音寺市大野原町大野原１８８３

24 浄土真宗本願寺派 法泉寺 観音寺市大野原町田野々２２４の２

25 真言宗大覚寺派 萩原寺 観音寺市大野原町萩原２７４２

26 臨済宗妙心寺派 心光院 観音寺市池之尻町５５８

27 臨済宗東福寺派 乗蓮寺 観音寺市中新町甲３９０７

28 真言宗大覚寺派 観音寺 観音寺市八幡町１－２－７

29 真言宗大覚寺派 総持寺 観音寺市八幡町１－４－１５

30 日蓮宗 常行寺 観音寺市八幡町２－３－１

31 臨済宗東福寺派 興昌寺 観音寺市八幡町２－７－２

観音寺市



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 真言宗大覚寺派 満願寺 観音寺市豊浜町姫浜１３７６

33 法華宗本門流 國祐寺 観音寺市豊浜町和田乙１１７

34 真言宗大覚寺派 宗林寺 観音寺市豊浜町和田浜１２８９

35 真言宗大覚寺派 東圓寺 観音寺市木之郷町５０４

36 浄土真宗本願寺派 西蓮寺 観音寺市流岡町５３８

37 真宗興正派 立専寺 観音寺市流岡町６８０

38 浄土真宗本願寺派 善正寺 観音寺市柞田町乙１０５０

39 臨済宗東福寺派 松林寺 観音寺市柞田町乙１９９１

40 臨済宗東福寺派 正楽寺 観音寺市柞田町乙２１６０－２

41 真言宗大覚寺派 延命寺 観音寺市柞田町丙１０７６

42 臨済宗東福寺派 金剛寺 観音寺市柞田町丙１５５４－１



仏教系

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 真言宗善通寺派 西方寺 さぬき市鴨庄２２３２

2 真言宗善通寺派 光蓮寺 さぬき市鴨庄４００５

3 真言宗善通寺派 弘恩寺 さぬき市鴨庄字明神５２７

4 浄土真宗本願寺派 蓮住寺 さぬき市鴨部１５１８

5 真言宗善通寺派 長福寺 さぬき市鴨部６２０９

6 真言宗善通寺派 繁昌院 さぬき市寒川町神前１７２２の１

7 真言宗大覚寺派 寶善寺 さぬき市寒川町神前３８７２

8 浄土真宗本願寺派 光明寺 さぬき市寒川町石田東７６１

9 天台宗 文殊院 さぬき市寒川町石田東甲４２３

10 浄土真宗本願寺派 徳勝寺 さぬき市寒川町石田東甲６１８の１

11 天台宗 専光寺 さぬき市寒川町石田東甲９６４

12 真言宗御室派 金剛寺 さぬき市志度１０９７

13 真言宗善通寺派 志度寺 さぬき市志度１１０２

14 真言宗善通寺派 常楽寺 さぬき市志度１１０５

15 真言宗善通寺派 圓通寺 さぬき市志度１１０７

16 浄土真宗本願寺派 法恩寺 さぬき市志度１１８７の４

17 浄土真宗本願寺派 真覚寺 さぬき市志度４８

18 真言宗善通寺派 長行庵 さぬき市志度５２７４

19 真言宗善通寺派 地蔵寺 さぬき市志度５４５

20 真言宗善通寺派 田中寺 さぬき市志度６４２

21 浄土宗 東林寺 さぬき市志度７９

22 真言宗善通寺派 弘海寺 さぬき市小田２２０９の内甲第２

23 真言宗善通寺派 観音寺 さぬき市昭和６１２９

24 真言宗修験派 真言宗修験派四国別院 さぬき市前山字花折８２９

25 真宗興正派 藤信寺 さぬき市造田乙井１４４－４

26 高野山真言宗 奥之院 さぬき市造田乙井４０

27 真宗興正派 大善寺 さぬき市造田宮西８８８

28 天台宗 玉泉寺 さぬき市造田宮西甲１０２２

29 真言宗善通寺派 願興寺 さぬき市造田是弘１２４８

30 真言宗善通寺派 安養寺 さぬき市造田是弘１８０４

31 真言宗善通寺派 圓光寺 さぬき市造田野間田５６９の１

さぬき市



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 真言宗大覚寺派 大窪寺 さぬき市多和兼割９６

33 真言宗善通寺派 阿弥陀寺 さぬき市大川町田面１１８６

34 真言宗善通寺派 白蓮寺 さぬき市大川町田面４６０

35 真言宗善通寺派 医王寺 さぬき市大川町南川１３１９の２

36 真宗興正派 養専寺 さぬき市大川町富田西１３１４

37 高野山真言宗 泉聖天教会 さぬき市大川町富田西２１２８－３

38 真宗興正派 善楽寺 さぬき市大川町富田西２５４６の１

39 真言宗善通寺派 西教寺 さぬき市大川町富田東１８０９

40 真宗興正派 香蓮寺 さぬき市大川町富田東５７

41 真言宗大覚寺派 寶政寺 さぬき市長尾西１８０２－５

42 真宗大谷派 宗林寺 さぬき市長尾西１８５０

43 真言宗善通寺派 一心寺 さぬき市長尾西２４９０

44 真宗興正派 秀円寺 さぬき市長尾西３２１－１

45 天台宗 長尾寺 さぬき市長尾西６５３

46 浄土真宗本願寺派 西善寺 さぬき市長尾西８５６

47 真宗大谷派 傳西寺 さぬき市長尾東１０２１

48 真言宗大覚寺派 極楽寺 さぬき市長尾東１１９４

49 真言宗善通寺派 観音院 さぬき市長尾東２１０８

50 真言宗善通寺派 不動院 さぬき市長尾東３４３

51 信貴山真言宗 寶性寺 さぬき市長尾東３４３

52 真宗大谷派 寶圓寺 さぬき市長尾東５０３

53 浄土宗 浄土寺 さぬき市長尾名１５４３

54 真言宗善通寺派 法道寺 さぬき市津田町津田１０３８

55 単立 歓喜天泉聖天教会 さぬき市津田町津田１１４７－９

56 真宗興正派 光西寺 さぬき市津田町津田１２５３

57 真宗興正派 正運寺 さぬき市津田町津田１２５５

58 真言宗善通寺派 實相寺 さぬき市津田町津田１４５２

59 真言宗大覚寺派 等利寺 さぬき市津田町津田１９０６の１

60 単立 泉聖天尊本廟 さぬき市津田町津田５７３の３

61 真宗興正派 信光寺 さぬき市津田町鶴羽４０－２

62 真言宗善通寺派 浄土寺 さぬき市津田町鶴羽４９２

63 高野山真言宗 霊芝寺 さぬき市末６９５



仏教系

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 法華宗本門流 圓立院 東かがわ市引田２１４５

2 真言宗善通寺派 本光寺 東かがわ市引田２４６０

3 浄土宗 光明寺 東かがわ市引田３３４７

4 真言宗善通寺派 萬生寺 東かがわ市引田５１９

5 真宗興正派 善覚寺 東かがわ市引田５２２

6 真言宗御室派 積善坊 東かがわ市引田５２４

7 真言宗善通寺派 観音寺 東かがわ市帰来７９７

8 真言宗御室派 顕法寺 東かがわ市三殿１１６

9 日蓮正宗 法林寺 東かがわ市三殿７６７

10 真宗興正派 勝覚寺 東かがわ市三本松４２６

11 真宗興正派 讃松寺 東かがわ市三本松４２８－１

12 真言宗善通寺派 地蔵院 東かがわ市三本松７７４

13 浄土真宗本願寺派 教蓮寺 東かがわ市松原５５５

14 真言宗善通寺派 圓光寺 東かがわ市水主４１９６

15 真言宗善通寺派 弘海寺 東かがわ市水主８３４

16 真言宗善通寺派 観音院 東かがわ市川東１０９６

17 真言宗善通寺派 釋王寺 東かがわ市大谷３２９－２

18 真言宗善通寺派 與田寺 東かがわ市中筋４６６

19 真言宗善通寺派 東昭寺 東かがわ市町田１４８

20 真言宗善通寺派 醫光寺 東かがわ市町田２４３

21 曹洞宗 宝光寺 東かがわ市東山１２００

22 真宗興正派 正行寺 東かがわ市東山１６７４

23 浄土真宗本願寺派 三寶寺 東かがわ市入野山２１５２

24 単立 一宇金輪聖皇観音堂 東かがわ市馬篠２５６

25 単立 本門八品浄風教会 東かがわ市馬篠８４－１

26 真言宗善通寺派 東海寺 東かがわ市馬宿２４８

27 浄土真宗本願寺派 西光寺 東かがわ市馬宿２５３

28 真言宗善通寺派 東照寺 東かがわ市白鳥３５２

29 天台宗 神護寺 東かがわ市白鳥６２１－１

30 真言宗御室派 千光寺 東かがわ市白鳥９６１

31 浄土宗 栄国寺 東かがわ市湊１６７７－３５

東かがわ市



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 真言宗御室派 若王寺 東かがわ市与田山３７９



仏教系

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 真言宗善通寺派 柞原寺 三豊市高瀬町下勝間２０９２

2 真言宗善通寺派 勝造寺 三豊市高瀬町下勝間９１３

3 真言宗善通寺派 薬師院 三豊市高瀬町下麻１２８３の２

4 浄土真宗本願寺派 仏巌寺 三豊市高瀬町下麻２７４

5 真言宗善通寺派 法蓮寺 三豊市高瀬町下麻５１８

6 浄土真宗本願寺派 西樂寺 三豊市高瀬町下麻７８７

7 浄土真宗本願寺派 光照寺 三豊市高瀬町下麻９７５

8 真宗興正派 龍源寺 三豊市高瀬町佐股１５５２

9 真言宗大覚寺派 宝光寺 三豊市高瀬町上高瀬１８０８

10 日蓮正宗 立正寺 三豊市高瀬町上高瀬６７５

11 日蓮正宗 上之坊 三豊市高瀬町上高瀬７８３－３

12 単立 地蔵寺 三豊市高瀬町上勝間２４７５

13 天台寺門宗 平照寺 三豊市高瀬町上勝間３６９９

14 浄土真宗本願寺派 源宗寺 三豊市高瀬町上麻３２９３

15 日蓮正宗 宝光坊 三豊市高瀬町新名１０６８

16 日蓮正宗 城山教会 三豊市高瀬町新名１９２０－１２２

17 日蓮正宗 西山坊 三豊市高瀬町新名２４７

18 真言宗当山派 不動寺 三豊市高瀬町大字下勝間１５２２

19 臨済宗東福寺派 東光寺 三豊市高瀬町比地１７５９

20 真言宗善通寺派 徳成寺 三豊市高瀬町比地２０６８

21 高野山真言宗 岩谷寺 三豊市高瀬町比地３３５９

22 高野山真言宗 蓮台寺 三豊市高瀬町比地中４２１

23 単立 萬福寺 三豊市財田町財田上３５１９

24 浄土真宗本願寺派 品福寺 三豊市財田町財田上３５４２

25 真宗興正派 寶光寺 三豊市財田町財田上６９８６

26 真宗興正派 善教寺 三豊市財田町財田上７０４０

27 浄土真宗本願寺派 正善寺 三豊市財田町財田上７０４３

28 高野山真言宗 密蔵寺 三豊市財田町財田中３３７０

29 単立 伊舎那院 三豊市財田町財田中４３５８

30 日蓮正宗 泉要坊 三豊市三野町下高瀬１９０４

31 日蓮正宗 法善坊 三豊市三野町下高瀬１９０６

三豊市



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 日蓮正宗 西之坊 三豊市三野町下高瀬１９１１－１

33 日蓮正宗 奥之坊 三豊市三野町下高瀬１９１４－２

34 日蓮正宗 本門寺 三豊市三野町下高瀬１９１６

35 日蓮正宗 中之坊 三豊市三野町下高瀬８１０－１

36 真言宗醍醐派 吉祥寺 三豊市三野町吉津乙１５６８

37 浄土真宗本願寺派 超圓寺 三豊市三野町吉津甲２３０８

38 真言宗善通寺派 弥谷寺 三豊市三野町大見乙７０

39 真言宗善通寺派 多聞寺 三豊市三野町大見甲２８７７

40 天台寺門宗 地蔵寺 三豊市山本町河内１７０６－３

41 真言宗善通寺派 薬王寺 三豊市山本町河内３６６５

42 単立 宗運寺 三豊市山本町財田西１４５２

43 真言宗善通寺派 般若寺 三豊市山本町神田２３２３

44 真宗大谷派 光顕寺 三豊市山本町大野２４６８

45 真宗大谷派 養林寺 三豊市山本町大野２５１８－１

46 法華宗本門流 大法寺 三豊市山本町辻１０４８－１

47 真言宗善通寺派 大興寺 三豊市山本町辻４２０９

48 真言宗御室派 円明院 三豊市仁尾町家の浦５

49 真言宗醍醐派 別格本山地蔵寺 三豊市仁尾町仁尾乙４の４

50 浄土宗西山禅林寺派 極楽寺 三豊市仁尾町仁尾己１３４１

51 真言宗醍醐派 十波羅密寺 三豊市仁尾町仁尾丁２２０

52 真言宗善通寺派 瑞雲寺 三豊市仁尾町仁尾丁３５４

53 真言宗御室派 不動護国寺 三豊市仁尾町仁尾丁８４５

54 真言宗醍醐派 普門院 三豊市仁尾町仁尾丁８８０

55 真言宗御室派 金光寺 三豊市仁尾町仁尾丁９１０

56 臨済宗妙心寺派 常徳寺 三豊市仁尾町仁尾丁９３１－１

57 真言宗御室派 広厳院 三豊市仁尾町仁尾丁９８２

58 金峯山修験本宗 七宝教会 三豊市仁尾町仁尾丙６２３

59 日蓮宗不受不施派 無量山正行寺 三豊市豊中町岡本２３３１

60 日蓮正宗 城山寺 三豊市豊中町岡本２５８８の２

61 高野山真言宗 延寿寺 三豊市豊中町下高野２１２７

62 単立 長林寺 三豊市豊中町笠田笠岡２５０２

63 単立 道音寺 三豊市豊中町笠田笠岡３６３２

64 高野山真言宗 如来寺 三豊市豊中町桑山下高野１３９９の１



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 単立 妙音寺 三豊市豊中町上高野１９８８

66 単立 勝楽寺 三豊市豊中町上高野８５８

67 浄土真宗本願寺派 誓源寺 三豊市豊中町上高野９７９

68 単立 正徳寺 三豊市豊中町比地大１０４８

69 単立 萬福院 三豊市豊中町比地大１６２５

70 真言宗善通寺派 惣官寺 三豊市豊中町比地大３２７５

71 高野山真言宗 本山寺 三豊市豊中町本山甲１４４５

72 真言宗醍醐派 梵音寺 三豊市詫間町粟島１６０４の１

73 真言宗醍醐派 利益院 三豊市詫間町志々島３０８

74 真言宗善通寺派 円明寺 三豊市詫間町松崎１０６２

75 高野山真言宗 神正院 三豊市詫間町生里４６９

76 真言宗善通寺派 安養寺 三豊市詫間町積３２２

77 真言宗善通寺派 十輪院 三豊市詫間町積７５６

78 真言宗御室派 寿命院 三豊市詫間町大浜甲１０６５

79 高野山真言宗 香蔵寺 三豊市詫間町箱５５２

80 高野山真言宗 竜光寺 三豊市詫間町詫間３６７６

81 高野山真言宗 宝林寺 三豊市詫間町詫間３７１２



仏教系

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 真言宗善通寺派 栄光寺 小豆郡小豆島町安田甲１６２１

2 真言宗善通寺派 保安寺 小豆郡小豆島町蒲生甲１２７７

3 真言宗醍醐派 観音寺 小豆郡小豆島町岩谷乙５０３－甲

4 単立 正法寺 小豆郡小豆島町吉野２８０－２

5 真言宗御室派 真勝寺 小豆郡小豆島町古江甲１０

6 真言宗御室派 観音寺 小豆郡小豆島町坂手甲５８９

7 真言宗善通寺派 愛染寺 小豆郡小豆島町室生２１０６

8 真言宗御室派 阿弥陀寺 小豆郡小豆島町西村甲１６６６

9 真言宗善通寺派 安養寺 小豆郡小豆島町西村甲７９５

10 浄土真宗本願寺派 長楽寺 小豆郡小豆島町草壁本町１９５

11 高野山真言宗 清見寺 小豆郡小豆島町草壁本町３９５

12 真言宗御室派 長勝寺 小豆郡小豆島町池田１５６１－１

13 真言宗善通寺派 光明寺 小豆郡小豆島町池田３２０５

14 真言宗御室派 明王寺 小豆郡小豆島町池田４３０５

15 真言宗御室派 浄土寺 小豆郡小豆島町中山１８８３

16 単立 弘法の滝真言宗護国寺 小豆郡小豆島町中山２５９９の１

17 真言宗善通寺派 誓願寺 小豆郡小豆島町二面５７１

18 浄土真宗本願寺派 真光寺 小豆郡小豆島町馬木甲１１２６

19 真言宗御室派 常光寺 小豆郡小豆島町苗羽甲１５２９

20 高野山真言宗 雲海寺 小豆郡小豆島町福田甲３６９

21 真言宗御室派 極楽寺 小豆郡小豆島町片城甲４２７

22 日蓮正宗 龍王寺 小豆郡小豆島町片城甲４４－２４３

23 真言宗善通寺派 松林寺 小豆郡土庄町伊喜末６４１

24 高野山真言宗 金剛寺 小豆郡土庄町屋形崎甲９８７

25 単立 甘露寺 小豆郡土庄町乙２９

26 単立 瀧湖寺 小豆郡土庄町笠滝甲４０６

27 単立 亀甲寺 小豆郡土庄町笠滝甲４０６－１

28 高野山真言宗 藤原寺 小豆郡土庄町見目甲１７３６

29 高野山真言宗 歓喜寺 小豆郡土庄町見目甲３９７

30 高野山真言宗 西光寺 小豆郡土庄町甲２００

31 単立 小豆島霊場会 小豆郡土庄町甲６１３４－２

小豆郡



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 高野山真言宗 圓満寺 小豆郡土庄町黒岩４６２

33 真言宗醍醐派 清徳寺 小豆郡土庄町小海乙７３９ノ３

34 高野山真言宗 海潮院 小豆郡土庄町小海甲５２８

35 浄土真宗本願寺派 浄宗寺 小豆郡土庄町小部甲６３３

36 高野山真言宗 宝生院 小豆郡土庄町上庄４１２

37 真言宗大覚寺派 観音寺 小豆郡土庄町大部甲２０４０

38 単立 小豆島大観音 小豆郡土庄町大部甲２５６２

39 真言宗善通寺派 長勝寺 小豆郡土庄町長浜甲２２２９

40 真言宗善通寺派 大聖寺 小豆郡土庄町馬越甲１３３２

41 高野山真言宗 多聞寺 小豆郡土庄町肥土山甲２１５１

42 単立 眼明寺 小豆郡土庄町豊島家浦１０３９

43 高野山真言宗 明光寺 小豆郡土庄町豊島家浦１３８８

44 高野山真言宗 十輪寺 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１２７

45 浄土真宗本願寺派 光現寺 小豆郡土庄町渕崎甲１８２７

46 高野山真言宗 本覚寺 小豆郡土庄町渕崎甲４６２

47 単立 弘法寺 小豆郡土庄町渕崎甲７７４



仏教系

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 浄土宗 専修寺 木田郡三木町井戸２７７１

2 真言宗善通寺派 真行寺 木田郡三木町井戸４４４８

3 真言宗善通寺派 恵厳寺 木田郡三木町井戸４４７７

4 真宗興正派 玉泉寺 木田郡三木町奥山１２９３

5 真宗興正派 阿弥陀教会 木田郡三木町上高岡１０４２

6 浄土宗 善光寺 木田郡三木町上高岡１９３２

7 真言宗大覚寺派 神山寺 木田郡三木町神山１７９１

8 浄土宗 鬼骨寺 木田郡三木町大字井戸２８００

9 真言宗善通寺派 浄土寺 木田郡三木町大字井戸４２４

10 真宗興正派 法専寺 木田郡三木町大字井上１０４６

11 真言宗大覚寺派 地蔵寺 木田郡三木町大字井上１９６２

12 真言宗大覚寺派 始覚寺 木田郡三木町大字井上６６２－１

13 真宗大谷派 願勝寺 木田郡三木町大字下高岡１６９

14 真宗興正派 松圓寺 木田郡三木町大字鹿庭４２３

15 天台宗 山大寺 木田郡三木町大字上高岡１４１６

16 真宗興正派 西徳寺 木田郡三木町大字池戸３３７４

17 浄土真宗本願寺派 信光寺 木田郡三木町大字田中２０５９

18 浄土真宗本願寺派 福住寺 木田郡三木町大字田中３７４８

19 真宗興正派 常光寺 木田郡三木町大字氷上１１８９

20 真言宗善通寺派 千手寺 木田郡三木町大字氷上２０１４

21 真宗興正派 安楽寺 木田郡三木町大字氷上５２１８

22 真言宗善通寺派 西光寺 木田郡三木町大字氷上７０７

23 真宗興正派 常満寺 木田郡三木町大字平木１８８－２

24 真言宗善通寺派 浄願寺 木田郡三木町池戸３４５３

25 真宗興正派 浄徳寺 木田郡三木町田中３７５７

26 真宗興正派 蓮成寺 木田郡三木町氷上１２０－１

27 真宗興正派 長覚寺 木田郡三木町氷上３９０５

28 真言宗善通寺派 地蔵寺 木田郡三木町氷上４６９９

29 日蓮宗 妙徳寺 木田郡三木町平木２２２

木田郡



仏教系

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 高野山真言宗 極楽寺 香川郡直島町７３８

香川郡



仏教系

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 浄土真宗本願寺派 浄覚寺 綾歌郡綾川町羽床下１０５０

2 法華宗本門流 本法寺 綾歌郡綾川町羽床下５４５

3 真宗興正派 桂嶺寺 綾歌郡綾川町羽床上５９３ノ１

4 真宗興正派 大興寺 綾歌郡綾川町羽床上６００

5 浄土真宗本願寺派 妙延寺 綾歌郡綾川町萱原２４９

6 高野山真言宗 法道寺 綾歌郡綾川町山田下２２９５

7 真宗興正派 佛生寺 綾歌郡綾川町山田下３０３３－２

8 浄土真宗本願寺派 善福寺 綾歌郡綾川町山田下３５３７の１

9 真宗興正派 法専寺 綾歌郡綾川町山田下４５１

10 真宗興正派 能楽寺 綾歌郡綾川町山田上甲２１４５

11 浄土真宗本願寺派 正覺寺 綾歌郡綾川町山田上甲２４７

12 真宗大谷派 本念寺 綾歌郡綾川町山田上甲２５６

13 真宗興正派 光教寺 綾歌郡綾川町西分１２８８

14 浄土真宗本願寺派 憲正寺 綾歌郡綾川町滝宮２２８５

15 真宗興正派 浄光寺 綾歌郡綾川町東分甲１２１９の甲

16 真宗大谷派 永覚寺 綾歌郡綾川町東分甲１２３０

17 真宗興正派 照弘教会 綾歌郡綾川町東分甲３７６

18 真宗興正派 長楽寺 綾歌郡綾川町陶１９５８

19 浄土真宗本願寺派 常教寺 綾歌郡綾川町陶４０１５－２

20 真宗興正派 西岸寺 綾歌郡綾川町陶４１９７の１

21 真宗大谷派 西光寺 綾歌郡綾川町陶５７０２の１

22 真宗興正派 成徳寺 綾歌郡綾川町陶５９４６－１

23 真宗興正派 中植教会 綾歌郡綾川町畑田１２０３

24 真宗木辺派 法光寺 綾歌郡綾川町畑田１８２８－１

25 真宗大谷派 宣法寺 綾歌郡綾川町畑田３４６２の１

26 真言宗御室派 光貴寺 綾歌郡綾川町北１０３２

27 浄土真宗本願寺派 常善寺 綾歌郡綾川町北８６０－２

28 真宗興正派 正法寺 綾歌郡綾川町枌所西甲２１４３－１

29 浄土真宗本願寺派 西明寺 綾歌郡綾川町枌所西甲２２７５

30 真宗大谷派 念隆寺 綾歌郡綾川町枌所東１８５２

31 真言宗御室派 圓通寺 綾歌郡宇多津町１２６３

綾歌郡



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 真言宗御室派 多聞寺 綾歌郡宇多津町１２６９

33 真言宗御室派 聖徳院 綾歌郡宇多津町１４２３－第１

34 浄土宗 浄泉寺 綾歌郡宇多津町１４２４

35 時宗 郷照寺 綾歌郡宇多津町１４３５

36 曹洞宗 南隆寺 綾歌郡宇多津町１４３７

37 法華宗本門流 本妙寺 綾歌郡宇多津町１５６３

38 浄土真宗本願寺派 西光寺 綾歌郡宇多津町２１９８

39 真言宗御室派 聖通寺 綾歌郡宇多津町２８０５



仏教系

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 浄土宗 西念寺 仲多度郡まんのう町羽間２６５５

2 真宗興正派 浄信寺 仲多度郡まんのう町岸上１１９３

3 浄土宗 真福寺 仲多度郡まんのう町岸上１２８３

4 浄土真宗本願寺派 教善寺 仲多度郡まんのう町岸上７２８の１

5 浄土真宗本願寺派 実相寺 仲多度郡まんのう町吉野１５４

6 真宗興正派 常福寺 仲多度郡まんのう町吉野２６２９の２

7 真宗興正派 徳現寺 仲多度郡まんのう町吉野３１２５の１

8 浄土宗 西光寺 仲多度郡まんのう町宮田１４８

9 真言宗善通寺派 吉祥寺 仲多度郡まんのう町公文８５０の２

10 真宗興正派 法照寺 仲多度郡まんのう町佐文３３４

11 真宗興正派 光隆寺 仲多度郡まんのう町四条３６８

12 真言宗御室派 城福寺 仲多度郡まんのう町四条５６１の２

13 浄土真宗本願寺派 最勝寺 仲多度郡まんのう町四条７９５－１

14 真宗興正派 春光寺 仲多度郡まんのう町七箇１６０９

15 真宗興正派 圓徳寺 仲多度郡まんのう町七箇２７８１

16 真宗興正派 福浄寺 仲多度郡まんのう町七箇３１６８の２

17 真宗興正派 道徳寺 仲多度郡まんのう町七箇６８４

18 浄土真宗本願寺派 長善寺 仲多度郡まんのう町勝浦字茂地倉２３３３－１

19 真宗興正派 報恩寺 仲多度郡まんのう町新目１３７２の１

20 浄土真宗本願寺派 圓宗寺 仲多度郡まんのう町新目１６５の２

21 真宗興正派 福楽寺 仲多度郡まんのう町真野１６５０－１

22 浄土真宗本願寺派 光教寺 仲多度郡まんのう町真野８８２

23 真言宗善通寺派 神野寺 仲多度郡まんのう町神野４５－１２

24 浄土真宗本願寺派 妙覺寺 仲多度郡まんのう町川東２１

25 真宗興正派 長光寺 仲多度郡まんのう町造田１８２４－１

26 浄土真宗本願寺派 稱名寺 仲多度郡まんのう町造田２６６７－１

27 真宗興正派 慈教寺 仲多度郡まんのう町炭所西１３６

28 真宗興正派 善性寺 仲多度郡まんのう町炭所西１４７９－１

29 真宗興正派 志福寺 仲多度郡まんのう町炭所西９４５

30 真宗興正派 金剛寺 仲多度郡まんのう町炭所東１６８７－１

31 真宗興正派 尊光寺 仲多度郡まんのう町炭所東２７８－１

仲多度郡



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 浄土真宗本願寺派 円勝寺 仲多度郡まんのう町中通１２１０

33 高野山真言宗 吉田寺 仲多度郡まんのう町仲空１５４１ノ１

34 真言宗善通寺派 佐岡寺 仲多度郡まんのう町長尾１２２５

35 真宗興正派 超勝寺 仲多度郡まんのう町長尾１６８０

36 真宗興正派 慈泉寺 仲多度郡まんのう町長尾１６９４－１

37 真宗興正派 大行寺 仲多度郡まんのう町追上６６２の３

38 真宗興正派 常照寺 仲多度郡まんのう町東高篠１１８１－４

39 真宗興正派 円淨寺 仲多度郡まんのう町東高篠１１９６

40 真宗興正派 本覚寺 仲多度郡まんのう町東高篠２１４－１

41 真宗興正派 延命寺 仲多度郡まんのう町東高篠２３８３

42 真言宗御室派 恵光寺 仲多度郡まんのう町買田４５６

43 真宗興正派 正圓寺 仲多度郡まんのう町帆山１７７

44 法華宗真門流 宝塔寺 仲多度郡琴平町１１２

45 浄土真宗本願寺派 光善寺 仲多度郡琴平町榎井１１４

46 真宗大谷派 真楽寺 仲多度郡琴平町榎井１２２

47 真言宗善通寺派 長法寺 仲多度郡琴平町榎井３３０の１

48 日蓮正宗 福成寺 仲多度郡琴平町榎井５７１－１

49 真宗興正派 玄龍寺 仲多度郡琴平町榎井６７４

50 真言宗善通寺派 法蔵寺 仲多度郡琴平町榎井７２９

51 真宗興正派 興泉寺 仲多度郡琴平町榎井７８９

52 真宗興正派 古光寺 仲多度郡琴平町榎井８４８

53 浄土真宗本願寺派 願浄寺 仲多度郡琴平町五条８３６

54 真言宗御室派 龍松寺 仲多度郡琴平町五條７８８－１

55 浄土真宗本願寺派 大念寺 仲多度郡琴平町上櫛梨１０４８の１

56 高野山真言宗 松尾寺 仲多度郡琴平町川西９７３

57 浄土真宗本願寺派 西福寺 仲多度郡琴平町苗田４８３－１

58 真宗大谷派 光賢寺 仲多度郡琴平町苗田７７３

59 真言宗醍醐派 虚空蔵寺 仲多度郡多度津町奥白方３２６

60 真宗興正派 浄蓮寺 仲多度郡多度津町葛原１５４８

61 真宗大谷派 湛然寺 仲多度郡多度津町京町２－１６

62 真言宗醍醐派 大聖寺 仲多度郡多度津町高見１５５５

63 真言宗醍醐派 乗蓮寺 仲多度郡多度津町佐柳１５

64 真宗大谷派 蓮忍寺 仲多度郡多度津町山階３２６第１



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 真言宗醍醐派 三角寺 仲多度郡多度津町西白方５３５

66 真言宗醍醐派 海岸寺 仲多度郡多度津町西白方９９７

67 日蓮宗 妙應寺 仲多度郡多度津町西浜２－１０

68 真宗興正派 圓光寺 仲多度郡多度津町大字三井５６４

69 真言宗醍醐派 薬王寺 仲多度郡多度津町大字西白方７８

70 八宗兼学真修教 八宗兼学真修教　多度津教会仲多度郡多度津町大字青木９８５

71 真言宗醍醐派 上生寺 仲多度郡多度津町大字東白方９８７

72 真言宗醍醐派 多聞院 仲多度郡多度津町仲ノ町２－５

73 真言宗醍醐派 摩尼院 仲多度郡多度津町仲ノ町３－２８

74 真宗大谷派 高福寺 仲多度郡多度津町道福寺５２４

75 真言宗醍醐派 道隆寺 仲多度郡多度津町北鴨１－５－４２

76 真宗大谷派 即往寺 仲多度郡多度津町堀江３－１０－５９

77 真言宗醍醐派 伊福寺 仲多度郡多度津町堀江３－５－５０

78 臨済宗妙心寺派 勝林寺 仲多度郡多度津町本通１－１０－２１

79 真言宗醍醐派 光巖寺 仲多度郡多度津町本通１－１０－３６

80 臨済宗東福寺派 薬師寺 仲多度郡多度津町本通１－１０－４

81 真言宗醍醐派 宝寿院 仲多度郡多度津町本通１－１０－６６

82 真言宗醍醐派 寳性寺 仲多度郡多度津町本通１－８－１２

83 単立 光明寺 仲多度郡多度津町本通１－８－３０

84 真言宗醍醐派 法輪寺 仲多度郡多度津町本通１－８－３０


