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大阪市北区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天神社 北区国分寺１－４－１531-0064神社本庁 笠原  久利

大阪天満宮 北区天神橋２－１－８530-0041神社本庁 寺井　種治

素盞烏尊神社 北区大淀南３－３－25531-0075神社本庁 岸本    都

綱敷天神社 北区神山町９－１１530-0026神社本庁 白江  歌子

露天神社 北区曽根崎２－５－４530-0057神社本庁 吉沢　克規

富島神社 北区中津２－５－10531-0071神社本庁 江本　晴夫

豊崎神社 北区豊崎６－６－４531-0072神社本庁 友田　昇

長柄八幡宮 北区長柄中３－３－１531-0062神社本庁 川井　康弘

堀川神社 北区西天満５－４－17530-0047神社本庁 寳來  正彦

南長柄八幡宮 北区長柄中１－４－25531-0062神社本庁 友田　昇

八阪神社 北区大淀中３－１－23531-0076神社本庁 岸本　恒夫

金光教扇町教会 北区神山町９－15530-0026金光教 高橋　政広

金光教天満教会 北区紅梅町２－７530-0038金光教 森田　光照

金光教真砂教会 北区西天満２－２－７530-0047金光教 福嶋　光善

扶桑教道之友教会 北区富田町29530-0000扶桑教 鈴木  銀蔵

石鎚本教大阪教会 北区本庄東１－５－４531-0074石鎚本教 湊　喜美子

佛照寺 北区浮田２－１－７530-0021浄土真宗本願寺派 上杉  保生

法正寺 北区浪花町12－５530-0022浄土真宗本願寺派 林    知秋

清光寺 北区国分寺１－３－15531-0064浄土真宗本願寺派 有田  孝之

永照寺 北区中津３－６－15531-0071浄土真宗本願寺派 深川  正延

安楽寺 北区本庄東２－14－10531-0074浄土真宗本願寺派 西田  豊定

光徳寺 北区中津２－５－４531-0071浄土真宗本願寺派 佐伯  祐善

光明寺 北区長柄西２－12－５531-0061浄土真宗本願寺派 菅    純和

金臺寺 北区堂山町13－３530-0027浄土真宗本願寺派 岡本  正治

西善寺 北区芝田２－２－28530-0012浄土真宗本願寺派 山内  誉英

三寶寺 北区本庄西１－13－10531-0073浄土真宗本願寺派 赤松  俊明

正宣寺 北区中崎西１－６－23530-0015浄土真宗本願寺派 大野　孝顕

定専坊 北区天満４－14－19530-0043浄土真宗本願寺派 楠    信也

正蓮寺 北区天神橋８－４－19531-0041浄土真宗本願寺派 渡島　正教
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

浄蓮寺 北区天満４－８－14530-0043浄土真宗本願寺派 箕浦    豊

善覚寺 北区兎我野町15－21530-0056真宗大谷派 赤松  祐修

蓮澤寺 北区川崎町37530-0000真宗大谷派 前田    亮

圓勝寺 北区大淀南２－７－４531-0075真宗大谷派 増田　友信

圓乘寺 北区豊崎４－５－24531-0072真宗大谷派 多田　真円

光満寺 北区大淀中１－16－13531-0076真宗大谷派 越谷    彰

常圓寺 北区大淀中１－８－７531-0076真宗大谷派 越谷  彰元

浄教寺 北区天満４－11－６530-0043真宗大谷派 稲葉  元秀

浄信寺 北区西天満１－９－３530-0047真宗大谷派 平澤  範雄

真宗大谷派天満別院 北区東天満１－８－26530-0044真宗大谷派 武宮　信勝

本照寺 北区国分寺１－６－１531-0064真宗大谷派 沖野　賴唯

明福寺 北区同心１－10－15530-0035真宗大谷派 巨津  善祐

祐泉寺 北区天満１－１－９530-0043真宗大谷派 嶋崎　加奈弥

浄方寺 北区中崎２－３－26530-0016真宗仏光寺派 門川　崇志

光明寺 北区南扇町２－13530-0052真宗仏光寺派 吉田  俊一

安楽寺 北区大淀南３－９－16531-0075真宗興正派 菊池  和明

一乗寺 北区大淀中５－７－17531-0076真宗高田派 市橋    隆

蟠龍寺 北区野崎町４－１530-0055浄土宗 太田　竜祐

智源寺 北区天神橋３－３－10530-0041浄土宗 前田　信剛

玉圓寺 北区豊崎２－３－23531-0072浄土宗 藤野  立徳

九品寺 北区同心１－４－８530-0035浄土宗 松田　　恵三

源光寺 北区豊崎２－３－23531-0072浄土宗 藤野　立徳

西福寺 北区兎我野町２－３530-0056浄土宗 松浦  可一

自香寺 北区太融寺町２－10530-0051浄土宗 友宗　文武

善導寺 北区与力町２－５530-0036浄土宗 池上　良生

専念寺 北区同心１－１－５530-0035浄土宗 木村  啓良

大信寺 北区同心１－２－27530-0035浄土宗 増山  隆英

提法寺 北区豊崎１－８－３531-0072浄土宗 小林  忠和

長徳寺 北区同心１－４－６530-0035浄土宗 松田　恵三

法界寺 北区兎我野町15－２530-0056浄土宗 服部  寛雄

妙香院 北区兎我野町７－６530-0056浄土宗 豊川　佳久
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

龍渕寺 北区兎我野町１－３530-0056浄土宗 河原  秀弘

龍興寺 北区兎我野町３－10530-0056浄土宗 上田　達志

冷雲院 北区野崎町４－４530-0055浄土宗 谷田  探成

弘徳寺 北区本庄西３－12－９531-0073高野山真言宗 金    全良

太融寺 北区太融寺町３－７530-0051高野山真言宗 麻生　祥光

寶珠院 北区与力町１－２530-0036真言宗御室派 尾山  壽英

国分寺 北区国分寺１－６－18531-0064真言宗国分寺派 合田　和教

妙福寺 北区末広町１－５530-0053日蓮宗 加藤  貫裕

成正寺 北区末広町１－７530-0053日蓮宗 有光　友昭

法清寺 北区曽根崎１－２－19530-0057日蓮宗 巽    和円

正善院 北区天神橋３－11－３530-0041日蓮宗 加藤   貫彦

浄祐寺 北区堂島３－３－５530-0003日蓮宗 井村  龍謙

善正寺 北区西天満６－６－20530-0047日蓮宗 筒井　泰雄

善徳寺 北区中崎西１－２－７530-0015日蓮宗 渡部　智秀

八紘寺 北区池田町１４－１６530-0033日蓮宗 菊地　明澄

本傅寺 北区兎我野町14－３530-0056日蓮宗 丸田  英宣

夕願寺 北区野崎町３－４530-0055法華宗（陣門流） 門谷  光瑞

蓮興寺 北区末広町１－35530-0053日蓮本宗 遠藤  智照

圓頓寺 北区太融寺町６－12530-0051日蓮本宗 佐藤  哲夫

鶴満寺 北区長柄東１－３－12531-0063天台真盛宗 長谷川　眞哲

瑞光寺 北区同心１－４－３530-0035臨済宗妙心寺派 真常　正

圓通院 北区兎我野町７－８530-0056曹洞宗 長澤　礼雄

天徳寺 北区与力町２－１530-0036曹洞宗 藤井　利哉

天龍寺 北区中津５－８－17531-0071曹洞宗 石原  昌道

龍海寺 北区同心１－３－１530-0035曹洞宗 烏田　全祥

正徳寺 北区国分寺１－２－23531-0064黄檗宗 冨岡  泰雄

勝樂寺 北区大淀中４－５－12531-0076黄檗宗 中村　太郎

大信寺 北区浪花町2-12530-0022法相宗 山田　裕照

集徳院聖心寺 北区錦町２－11530-0034単立（仏教） 宮後　孝一

蓮華寺 北区太融寺町１－４530-0051単立（仏教） 﨑尾　　洋一

日本基督教団扇町教会 北区神山町９－19530-0026日本基督教団 山田　真理
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

日本基督教団天満教会 北区天神西町４－15530-0045日本基督教団 小西　望

日本基督教団東梅田教会 北区野崎町９－６530-0055日本基督教団 大仁田　拓朗

日本聖公会大阪聖パウロ
教会

北区茶屋町２－30530-0013日本聖公会 山中　聡

日本キリスト教会大阪北
教会

北区中之島４－３－1３530-0005日本キリスト教会 森田　幸男

在日大韓基督教会総会大
阪北部教会

北区本庄東２－11－６531-0074在日大韓基督教会
総会

趙　永哲

Ｊ－Ｈｏｕｓｅ 北区西天満５－11－９530-0047単立（基督） 飯田　克弥

天理教菅北分教会 北区菅栄町1－10530-0031天理教 平野　八千代

天理教北錦城分教会 北区山崎町２－７530-0024天理教 林　康治

天理教大仁分教会 北区大淀中２－２－19531-0076天理教 多木　耕治

天理教津國分教会 北区同心２－15－１530-0035天理教 土佐　修自

天理教天真分教会 北区末広町２－８530-0053天理教 辻井　俊久

天理教天満分教会 北区本庄東１－10－３531-0074天理教 松浦　道隆

天理教西天満分教会 北区山崎町４－９530-0024天理教 米田　善和

天理教はるのひ分教会 北区池田町13－17530-0033天理教 芝    太郎

天理教味里分教会 北区豊崎３－８－17531-0072天理教 樋野　正三

天理教明二十一分教会 北区本庄東２－12－22531-0074天理教 山口　一喜

天理教湯谷島分教会 北区中崎１－１－26530-0016天理教 阪本  吉男

臍の王神社本宮 北区中津１－８－８531-0071単立(諸教） 喜多   一義
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大阪市都島区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

櫻宮 都島区中野町１－12－32534-0027神社本庁 深瀨　正尋

都島神社 都島区都島本通１－５－５534-0021神社本庁 松井  孝治

淀川神社 都島区毛馬町１－２－11534-0001単立（神社） 横路　良

金光教網島教会 都島区中野町２－２－２534-0027金光教 西嶋　金信

金光教城北教会 都島区毛馬町２－４－15534-0001金光教 福田    浩

金光教善源寺教会 都島区都島本通４－20－23534-0021金光教 森田　光照

金光教都島教会 都島区都島本通３－６－９534-0021金光教 田中　俊明

光源寺 都島区内代町２－14－20534-0013浄土真宗本願寺派 島田  大等

光徳寺 都島区都島南通２－４－28534-0023浄土真宗本願寺派 奥田  暁徹

正光寺 都島区御幸町１－９－７534-0012浄土真宗本願寺派 吉村　蓮風

正法寺 都島区都島中通３－９－９534-0022浄土真宗本願寺派 藤本  義隆

心宗寺 都島区善源寺町１－９－３534-0015浄土真宗本願寺派 寺廣　映輝

善久寺 都島区都島中通２－22－25534-0022浄土真宗本願寺派 森本  顯融

善福寺 都島区毛馬町４－７－26534-0001浄土真宗本願寺派 善峰  香雄

雲観寺 都島区内代町２－１－29534-0013真宗大谷派 青木　知和

浄行寺 都島区中野町４－20－70534-0027真宗大谷派 蓮沼  善行

聴信寺 都島区毛馬町１－６－18534-0001真宗大谷派 脇阪　健一郎

徳龍寺 都島区片町１－９－36534-0025真宗大谷派 稲葉　廣

南江寺 都島区都島本通１－11－18534-0021真宗大谷派 本夛　寿史

大長寺 都島区中野町２－１－14534-0027浄土宗 西田　恵心

奥之坊 都島区都島本通１－20－17534-0021浄土宗 奥村  皇圓

母恩寺 都島区都島本通１－20－22534-0021浄土宗 近藤　徹稱

普賢寺 都島区都島中通３－22－21534-0022高野山真言宗 大北　雄之

一心寺 都島区都島本通３－26－12534-0021真言宗御室派 能勢　法寿

別格本山大光明寺 都島区都島本通４－10－７534-0021真言宗国分寺派 山崎　雅雄

日風寺 都島区東野田町１－13－16534-0024本門佛立宗 小野山  親

浄妙寺 都島区中野町４－15－16534-0027日蓮正宗 西田　秀得

教王寺教会 都島区中野町４－18－16534-0027本化日蓮宗 田村  繁雄

妙法寺 都島区東野田町４－22－14534-0024単立（仏教） 山田　覚明
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

栄光の福音キリスト教団
大阪教会

都島区都島中通３－16－４534-0022栄光の福音キリスト
教団

大西　教弘

大阪イエス之御霊教会 都島区御幸町１－４－４534-0012単立（基督） 中尾　安代

天理教今宮分教会 都島区内代町３－１－２534-0013天理教 梅谷　大一

天理教桜宮分教会 都島区中野町３－12－26534-0027天理教 湯山　正教

天理教郷阪分教会 都島区友渕町２－７－28534-0016天理教 北川  素子

天理教上庄分教会 都島区都島北通２－10－31534-0014天理教 浦出　松雄

天理教新明実分教会 都島区都島南通２－４－21534-0023天理教 木浦　正春

天理教大新分教会 都島区御幸町１－４－28534-0012天理教 津村　道信

天理教大南東分教会 都島区都島北通２－18－23534-0014天理教 黒田  正博

天理教澱北分教会 都島区中野町３－10－35534-0027天理教 中川　裕三

天理教二阪分教会 都島区毛馬町４－15－３534-0001天理教 山村　三恵子

天理教豊旭分教会 都島区内代町２－15－７534-0013天理教 十倉　一義

天理教南一分教会 都島区中野町２－12－21534-0027天理教 藤井　健二

天理教南旭都分教会 都島区都島北通１－８－２534-0014天理教 稲葉  進一

天理教和攝都分教会 都島区善源寺町２－８－19534-0015天理教 田仲　功一

大自然天地日之大神教子
安教会

都島区内代町２－２－15534-0013大自然天地日之大
神教

藤澤　康親
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大阪市福島区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

恵美須神社 福島区玉川４－１－１553-0004神社本庁 藤江　寛司

春日神社 福島区玉川２－２－７553-0004神社本庁 藤　マサ

天神社 福島区玉川１－４－５553-0004神社本庁 白江　恒夫

福島天満宮 福島区福島２－８－１553-0003神社本庁 寶来　扶佐子

八阪神社 福島区海老江６－４－２553-0001神社本庁 西野　千尋

金光教浦江教会 福島区鷺洲５－12－27553-0002金光教 来田    章

金光教大仁教会 福島区海老江２－３－６553-0001金光教 岩崎  保之

金光教野田教会 福島区野田２－23－11553-0005金光教 丹羽　晃

神道大教天心小教会 福島区海老江上４－12553-0001神道大教 石田  里栄

三光寺 福島区福島８－４－２553-0003浄土真宗本願寺派 照山  輝正

大仙寺 福島区吉野４－14－18553-0006浄土真宗本願寺派 百濟　賢乗

圓満寺 福島区玉川４－４－25553-0004浄土真宗本願寺派 棘    恵浄

正道寺 福島区大開１－10－11553-0007浄土真宗本願寺派 福富  則明

佛光寺 福島区吉野１－18－９553-0006浄土真宗本願寺派 渡辺  顕照

蓮光寺 福島区海老江５－７－20553-0001浄土真宗本願寺派 船引  明乘

因順寺 福島区吉野４－11－６553-0006真宗大谷派 深澤　光文

極楽寺 福島区玉川４－３－７553-0004真宗大谷派 深田　紹雄

南桂寺 福島区海老江４－８－16553-0001真宗大谷派 奥林    暁

本遇寺 福島区福島３－７－38553-0003真宗大谷派 辻本　香

福泉寺 福島区福島２－９－26553-0003真宗仏光寺派 白鷺洲　秀信
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

西善寺 福島区福島３－４－４553-0003真宗興正派 藤原　弘

専光寺 福島区鷺洲１－７－12553-0002真宗興正派 橋本  治樹

覚円寺 福島区吉野３－７－22553-0006真宗木辺派 高橋　学真

地蔵寺 福島区福島５－７－６553-0003浄土宗 谷崎　創生

真如院 福島区玉川３－11－６553-0004浄土宗 片山  宗朝

祥光寺 福島区吉野３－14－22553-0006浄土宗西山禅林寺
派

加納  瑞暁

弘法寺 福島区玉川４－５－６553-0004高野山真言宗 川北  栄覚

了徳院 福島区鷺洲２－14－１553-0002東寺真言宗 髙岡　義全

持明院 福島区鷺洲２－13－３553-0002東寺真言宗 佐久間　義雄

高野寺 福島区海老江７－17－18553-0001真言宗泉涌寺派 田中　善之

岡松寺 福島区福島４－８－20553-0003法華宗（本門流） 古田　滋翁

本成寺 福島区玉川１－２－59553-0004本門佛立宗 泉　　昇

妙寿寺 福島区鷺洲２－15－10553-0002曹洞宗 栖川　直道

白明不動教会 福島区大開１－11－７553-0007法相宗 河内  正憲

光智院 福島区福島５－８－８553-0003単立（仏教） 小泉　静香

日本基督教団大阪福島教
会

福島区福島７－19－16553-0003日本基督教団 森田　喜之

日本基督教団西野田鶴見
橋教会

福島区玉川４－２－３553-0005日本基督教団 高橋　順

日本メノナイトブレザレン
教団大阪セントラルグレー
スチャペル

福島区野田３－７－４553-0005日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

大山　明

日本ホーリネス教団大阪
キリスト教会

福島区海老江２－６－５553-0001日本ホーリネス教団 金井　進

海老江教会 福島区海老江８－９－26553-0001単立（基督） 吉村　雅憲

天理教栄坂分教会 福島区野田２－10－26553-0005天理教 大野　雅弘

天理教大晴分教会 福島区玉川１－７－23553-0004天理教 久村　恭範
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教上福島分教会 福島区福島６－18－14553-0003天理教 山下　登美雄

天理教京町堀分教会 福島区海老江７－21－４553-0001天理教 阪下　治弘

天理教清月分教会 福島区吉野４－４－９553-0006天理教 赤禿　裕久

天理教清永分教会 福島区吉野４－４－10553-0006天理教 永瀬  正子

天理教鷺洲分教会 福島区海老江３－10－４553-0001天理教 林　茂之

天理教郷宝分教会 福島区大開１－12－15553-0007天理教 山岡  照子

天理教真誠分教会 福島区大開２－12－16553-0007天理教 上田　和年

天理教攝ノ国分教会 福島区福島２－７－23553-0003天理教 竹中  由祐

天理教大誠分教会 福島区野田５－６－２１553-0005天理教 宮脇  正行

天理教福花分教会 福島区野田２－24－４553-0005天理教 芳村　元理
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大阪市此花区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

朝日神明社 此花区春日出中１－６－21554-0022神社本庁 生島  正明

産土神社 此花区島屋３－13－28554-0024神社本庁 東久世　通正

鴉宮 此花区伝法２－10－18554-0002神社本庁 佐々木　延康

住吉神社 此花区梅香３－14－16554-0013神社本庁 岸本　聡一郎

西九条神社 此花区西九条１－４－20554-0012神社本庁 北村　正英

澪標住吉神社 此花区伝法３－１－６554-0002神社本庁 中野  時彦

金光教北港教会 此花区島屋２－７－21554-0024金光教 桑名　賀津一

西證寺 此花区高見３－５－20554-0001浄土真宗本願寺派 堀　普玄

安楽寺 此花区伝法５－５－７554-0002浄土真宗本願寺派 天野　唯信

西光寺 此花区伝法３－13－７554-0002浄土真宗本願寺派 殿内  了道

西條寺 此花区西九条３－６－24554-0012浄土真宗本願寺派 竹内　正司

西法寺 此花区春日出南１－２－14554-0023浄土真宗本願寺派 岡崎　宗徳

浄興寺 此花区四貫島２－10－３554-0014浄土真宗本願寺派 玉木　興慈

浄宗寺 此花区春日出北１－１－22554-0021浄土真宗本願寺派 小松　学道

浄泉寺 此花区伝法４－６－19554-0002浄土真宗本願寺派 金林  秀哲

照流寺 此花区梅香１－22－５554-0013浄土真宗本願寺派 本郷  峨麿

信光寺 此花区春日出中１－９－23554-0022浄土真宗本願寺派 北地  昭雄

圓長寺 此花区高見２－３－20554-0001真宗大谷派 竹内　康真

慶善寺 此花区伝法５－５－５554-0002真宗大谷派 蔭山　浄

誓願寺 此花区梅香３－19－16554-0013真宗大谷派 東　勤

本眞寺 此花区島屋３－６－32554-0024真宗大谷派 西村  正淳

専修寺 此花区酉島３－26－12554-0051浄土宗 神谷  周道

西念寺 此花区伝法５－７－４554-0002浄土宗 中川  泰伸

宝泉寺 此花区伝法３－１－８554-0002浄土宗 大島  隆伸

観音寺 此花区梅香１－24－23554-0013高野山真言宗 堀江　孝明

正蓮寺 此花区伝法６－４－４554-0002日蓮宗 奥邨  正寛

海龍寺 此花区酉島２－２－17554-0051法華宗（真門流） 長鎌　泰龍

日本基督教団大阪四貫島
教会

此花区春日出中１－15－13554-0022日本基督教団 黒田　嗣郎

日本基督教団西九条ハニ
ル教会

此花区西九条３－13－15554-0012日本基督教団 平山　英子

-10-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

イムマヌエル綜合伝道団
大阪伝法基督教会

此花区伝法２－５－５554-0002イムマヌエル綜合伝
道団

朝比奈　悦也

天理教片貴志分教会 此花区高見２－11－６554-0001天理教 中谷  聖征

天理教東佑分教会 此花区伝法３－13－26554-0002天理教 南　重之

天理教豊波分教会 此花区伝法３－６－７554-0002天理教 梶川　謙治

天理教浪速分教会 此花区西九条２－５－９554-0012天理教 近藤　文昭

天理教西清分教会 此花区西九条１－４－17554-0012天理教 木村　親恵

天理教東光榮分教会 此花区伝法３－８－19554-0002天理教 小池　智晴

天理教福野分教会 此花区西九条４－３－25554-0012天理教 木原  敏子

天理教祐平分教会 此花区梅香３－30－８554-0013天理教 平野　晋三

天理教横堀分教会 此花区春日出中１－18－14554-0022天理教 田中  理恵子
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大阪市中央区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

坐摩神社 中央区久太郎町４渡辺３541-0056神社本庁 渡邉  紘一

稲荷神社 中央区玉造２－３－８540-0004神社本庁 鈴木  一男

大阪府神社庁 中央区久太郎町４渡辺６541-0056神社本庁 藤江　正謹

鵲森宮 中央区森ノ宮中央１－14－４540-0003神社本庁 石崎　弘幸

高津宮 中央区高津１－１－29542-0072神社本庁 小谷　真功

少彦名神社 中央区道修町２－１－８541-0045神社本庁 別所　賢一

豊國神社 中央区大阪城２－１540-0002神社本庁 角　正宣

御津宮 中央区西心斎橋２－10－７542-0086神社本庁 吉田　洋明

御霊神社 中央区淡路町４－４－３541-0047単立（神社） 園　桂子

難波神社 中央区博労町４－１－３541-0059単立（神社） 亀山　慎

金光教島之内教会 中央区島之内１－５－７542-0082金光教 三矢田　光

金光教日本橋筋教会 中央区高津３－８－26542-0072金光教 成田　文章

金光教東堀教会 中央区常盤町２－１－11540-0028金光教 阪井　澄雄

金光教松島教会 中央区釣鐘町１－５－６540-0035金光教 和田　一真

金光教桃山教会 中央区森ノ宮中央１－６－９543-0042金光教 井上  清志

金光教玉造教会 中央区玉造２－16－18540-0004金光教 福嶋　光善

神道大教三輪友恵小教会 中央区谷町６－18－23542-0012神道大教 山ロテルエ

長光寺 中央区島町２－２－19540-0034浄土真宗本願寺派 雄郷  覚昭

長圓寺 中央区博労町１－６－８541-0059浄土真宗本願寺派 冨樫  龍健

圓成寺 中央区高津１－８－12542-0072浄土真宗本願寺派 広藤  尚英

光臺寺 中央区農人橋２－１－15540-0011浄土真宗本願寺派 藤溪  純子

信楽寺 中央区東心斎橋１－８－28542-0083浄土真宗本願寺派 由利  真哉

本願寺津村別院 中央区本町４－１－３541-0053浄土真宗本願寺派 山階　照雄

圓周寺 中央区南新町１－２－13540-0024真宗大谷派 島    慶壽

正福寺 中央区釣鐘町２－４－10540-0035真宗大谷派 長洲　弘雅

真宗大谷派難波別院 中央区久太郎町４－１－11541-0056真宗大谷派 禿　信敬

誓得寺 中央区東心斎橋１－３－12542-0083真宗大谷派 加藤  敬一

徳成寺 中央区内久宝寺町３－３－10540-0013真宗大谷派 目幸  文範

本覚寺 中央区徳井町１－１－５540-0025真宗大谷派 藤岡　厚
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

蓮久寺 中央区玉造１－10－15540-0004真宗大谷派 入江    正

正覺寺 中央区上町1-26-6540-0005真宗高田派 松原  俊幸

聖賢寺 中央区内久宝寺町２－７－12540-0013真宗高田派 島    義厚

源光寺 中央区上本町西４－１－22542-0062浄土宗 亀井  博司

願生寺 中央区谷町９－５－２542-0012浄土宗 林　湛秀

西光院 中央区上本町西５－１－２542-0062浄土宗 金澤　利治

誓願寺 中央区上本町西４－１－21542-0062浄土宗 山中  昌弘

専修院 中央区谷町９－５－62542-0012浄土宗 吉原　良彰

専念寺 中央区上本町西４－１－15542-0062浄土宗 松中　實淳

大雲寺 中央区中寺１－３－６542-0065浄土宗 江崎　融志

大念寺 中央区上本町西４－１－２542-0062浄土宗 大島  祥幸

法善寺 中央区難波１－２－16542-0076浄土宗 神田  眞晃

妙蓮寺 中央区島之内２－５－３542-0082浄土宗 寺本　憲生

無量寺 中央区上本町西５－２－14542-0062浄土宗 和田　至弘

自性院 中央区中寺１－４－18542-0065高野山真言宗 野溝  信教

法案寺 中央区島之内２－10－14542-0082高野山真言宗 十川  妙恵

三津寺 中央区心斎橋筋２－７－12542-0085真言宗御室派 加賀  哲郎

報恩院 中央区高津１－２－28542-0072真言宗醍醐派 藤崎　太孝

日限地蔵院 中央区釣鐘町２－３－15540-0035真言宗国分寺派 西浦　弘美

弘昌寺 中央区千日前1-7-11542-0074真言宗山階派 鳥居　学

法妙寺 中央区（大阪市南区谷町8-
6-2）

542-0012日蓮宗 松井　英行

寳泉寺 中央区中寺１－１－40542-0065日蓮宗 村尾  泰孝

本政寺 中央区谷町８－２－20542-0012日蓮宗 馬場  英尚

本要寺 中央区中寺１－３－８542-0065日蓮宗 橋本  貫珠

法性寺 中央区中寺１－１－32542-0065日蓮宗 山本  信行

海寳寺 中央区谷町９－１－22542-0012日蓮宗 岡部　泰丈

薬王寺 中央区中寺１－３－３542-0065日蓮宗 藤田　文経

夕願寺 中央区谷町９－１－12542-0012日蓮宗 馬場  英尚

圓妙寺 中央区中寺２－４－13542-0065日蓮宗 深川  観澄

雲雷寺 中央区中寺１－４－４542-0065日蓮宗 伊丹  瑞栄

正覚寺 中央区谷町８－１－44542-0012日蓮宗 河村  恵亮
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

常國寺 中央区中寺２－２－15542-0065日蓮宗 服部  聖海

正法寺 中央区中寺２－４－27542-0065日蓮宗 藤村　恵雄

長久寺 中央区谷町８－２－49542-0012日蓮宗 鎌田　涼獄

本長寺 中央区谷町８－２－17542-0012日蓮宗 瀬川  和久

妙經寺 中央区谷町８－２－７542-0012日蓮宗 山田  玄精

妙光寺 中央区谷町８－１－41542-0012日蓮宗 佐野  貫順

妙寿寺 中央区中寺１－１－43542-0065日蓮宗 藤田  恵祐

妙像寺 中央区谷町８－２－14542-0012日蓮宗 今井　貫照

妙徳寺 中央区中寺１－２－４542-0065日蓮宗 髙木　孝裕

蓮光寺 中央区中寺２－３－２542-0065日蓮宗 高谷  憲恵

久本寺 中央区谷町８－１－34542-0012本門法華宗 増田  隆雄

久成寺 中央区中寺２－１－41542-0065本門法華宗 髙邉　晶啓

妙堯寺 中央区中寺２－２－９542-0065本門法華宗 信隆  允忠

本經寺 中央区中寺２－１－45542-0065法華宗（本門流） 赤澤　弘喜

妙法寺 中央区谷町９－１－27542-0012法華宗（本門流） 伊藤　隆行

福泉寺 中央区中寺１－１－36542-0065法華宗（真門流） 木下陽介

榮寿寺 中央区玉造１－19－６540-0004本門佛立宗 横田　寿一

蓮成寺 中央区中寺１－１－46542-0065顕本法華宗 吉永　義康

妙道会本部教会 中央区上本町西２－５－７542-0062妙道会教団 萬喜　忠雄

宝泉寺 中央区龍造寺町６－15542-0061和宗 廣瀬　善重

少林寺 中央区高津１－２－30542-0072臨済宗妙心寺派 遠山　明文

大仙寺 中央区谷町９－５－６542-0012臨済宗妙心寺派 朝日　　知行

江國寺 中央区中寺２－１－49542-0065臨済宗妙心寺派 和泉　寛景

法雲寺 中央区中寺２－１－56542-0065臨済宗妙心寺派 杉山  宗玄

禅林寺 中央区中寺２－４－３542-0065曹洞宗 井上　俊一

顕孝庵 中央区中寺２－４－６542-0065曹洞宗 中山　光正

大倫寺 中央区中寺２－４－９542-0065曹洞宗 富田　基房

西海寺 中央区上本町西５－２－５542-0062黄檗宗 中山　　通

豊弘院 中央区東清水町57539-0000法相宗 長岡  義和

弘峯寺 中央区塩町３－13539-0000単立（仏教） 片山　  弘

円光寺 中央区東心斎橋１－４－14542-0083単立（仏教） 吉田  正文
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

欣浄寺 中央区谷町１－４－５540-0012単立（仏教） 武田   暁

自安寺 中央区道頓堀１－東５－13542-0077単立（仏教） 坪井　麗仙

神龍院 中央区日本橋１－22－４542-0073単立（仏教） 辰井　廣行

太真寺 中央区上町１－26－８540-0005単立（仏教） 堀尾　崇信

本行寺 中央区中寺１－１－57542-0065単立（仏教） 金森  信子

日本基督教団大阪東教会 中央区鎗屋町１－４－９540-0027日本基督教団 吉浦　玲子

日本基督教団島之内教会 中央区東心斎橋１－６－７542-0083日本基督教団 木戸　定

日本基督教団浪花教会 中央区高麗橋２－６－２541-0043日本基督教団 山口　恒

日本聖公会大阪聖ヨハネ
教会

中央区糸屋町２－１－11540-0022日本聖公会 竹林　徑一

日本福音ルーテル大阪教
会

中央区谷町３－１－６540-0012日本福音ルーテル教
会

大柴　譲治

大阪オンヌリキリスト教会 中央区東心斎橋１－３－19　
浪花ビル３階

542-0083単立（基督） 李　泳善

大阪クリスチャンセンター 中央区玉造２－２６－４７540-0004単立（基督） 岸本　大樹

大阪日本橋キリスト教会 中央区日本橋１－20－４542-0073単立（基督） 津村　春英

天理教上町分教会 中央区安堂寺町２－３－28542-0061天理教 堀内　雄一郎

天理教城之喜分教会 中央区粉川町７－４540-0018天理教 吉岡  定雄

天理教城ノ伸分教会 中央区神崎町４－10540-0016天理教 吉岡  栄喜

天理教青莢分教会 中央区石町１－１－４540-0033天理教 杵村　芳典

天理教船場大教会 中央区南船場１－５－16542-0081天理教 梅谷　　大一

天理教代陽分教会 中央区南久宝寺町３－２－14541-0058天理教 寺沢  健治

天理教中道分教会 中央区東平１－３－２542-0063天理教 樋口　陽子

天理教浪北分教会 中央区玉造２－７－14540-0004天理教 高橋　金也

天理教日二分教会 中央区日本橋２－５－１542-0073天理教 溝口　善起

天理教東眞桜分教会 中央区上町１－３－14540-0005天理教 眞鍋  明敬

天理教御津大教会 中央区島之内１－３－25542-0082天理教 小松  初郎

天理教御莢分教会 中央区森ノ宮中央１－25－６540-0003天理教 井岡  正宣

天理教明城大教会 中央区龍造寺町８－11540-0014天理教 松井　龍一郎

天理教和鎭分教会 中央区日本橋２－１－28542-0073天理教 梶川　和人

天照皇大神宮教神の国建
設精神修練道場大阪支部

中央区谷町３－２－13540-0012天照皇大神宮教 田中　召太郎
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大阪市西区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

茨住吉神社 西区九条１－１－17550-0027神社本庁 北村　正英

土佐稲荷神社 西区北堀江４－９－７550-0014神社本庁 西代　良行

さむはら神社 西区立売堀２－５－26550-0012単立（神社） 荻野　大輔

金光教靭教会 西区阿波座２－２－10550-0011金光教 鍵山  公生

金光教大阪教会 西区立売堀５－８－３550-0012金光教 白神  信幸

金光教京町堀教会 西区京町堀３－４－１550-0003金光教 田中  末治

金光教三軒家教会 西区千代崎２－18－５550-0023金光教 湯川　正夫

金光教玉水教会 西区江戸堀１－16－９550-0002金光教 湯川　正夫

金光教本田教会 西区本田２－３－５550-0022金光教 青山　信道

寳生教 西区北堀江３－10－11550-0014単立（神道） 山本　晃道

西教寺 西区九条１－19－５550-0027浄土真宗本願寺派 寺西　照隆

最乗寺 西区九条３－20－５550-0027浄土真宗本願寺派 髙橋　正樹

常源寺 西区靭本町３－４－18550-0004浄土真宗本願寺派 靱　尚文

浄徳寺 西区北堀江３－11－30550-0014浄土真宗本願寺派 三原  信隆

正福寺 西区立売堀４－６－16550-0012浄土真宗本願寺派 須原  正好

大琳寺 西区九条２－15－４550-0027浄土真宗本願寺派 緒方  正弘

南宗寺 西区本田３－５－12550-0022浄土真宗本願寺派 岩田　宏道

應因寺 西区立売堀３－７－２550-0012真宗大谷派 金森  文成

圓照寺 西区江戸堀２－２－22550-0002真宗大谷派 越谷　由美子

光禅寺 西区新町３－３－19550-0013真宗大谷派 上杉    俊

最勝寺 西区北堀江１－６－18550-0014真宗大谷派 佐野  彰義

勝光寺 西区九条３－18－20550-0027真宗大谷派 足立　敦子

和光寺 西区北堀江３－７－27550-0014浄土宗 伏見  誓寛

竹林寺 西区本田１－９－３550-0022浄土宗 保阪  正昭

清舟寺 西区北堀江４－８－３550-0014西山浄土宗 織田　哲章

梅翁寺 西区九条南４－20－13550-0025浄土宗西山禅林寺
派

熊田　卓之

増福院 西区本田３－10－11550-0022高野山真言宗 末岡　秀公

中光寺 西区九条南２－17－25550-0025高野山真言宗 森永  正顕

歓弘山不動寺 西区九条南３－７－２550-0025真言宗醍醐派 藤澤　康行
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高野寺 西区土佐堀１－５－10550-0001真言宗犬鳴派 帶盛　竜英

恵光寺 西区九条南４－９－６550-0025日蓮宗 福島　正堯

聖教寺 西区川口３－11－16550-0021日蓮正宗 月田　諭道

大峯第八石切教会 西区九条中通３－296550-0027金峯山修験本宗 中内  円裕

九島院 西区本田３－４－18550-0022黄檗宗 奥田　穂積

善源寺 西区本田３－２－23550-0022黄檗宗 岡田　千英

霊厳寺 西区本田３－９－５550-0022単立（仏教） 柏原  慈海

日本基督教団大阪教会 西区江戸堀１－23－17550-0002日本基督教団 本庄　侑子

日本基督教団大阪九條教
会

西区九条南２－18－26550-0025日本基督教団 栄元　利男

日本キリスト教会大阪西
教会

西区新町３－１－12550-0013日本キリスト教会 中家　盾

大阪中華基督教長老会 西区北堀江３－12－30550-0014単立（基督） 李　智仁

天理教飾大分教会 西区靭本町１－18－12550-0004天理教 竹川　東一郎

天理教傳法分教会 西区九条南２－32－22550-0025天理教 山田  延江

天理教西九條分教会 西区本田４－８－６550-0022天理教 澤野　直之

天理教西島分教会 西区立売堀５－４－７550-0012天理教 森田かおる

天理教阪新分教会 西区新町４－３－14550-0013天理教 木下　和子

天理教明房分教会 西区九条３－29－12550-0027天理教 森岡  万里子

天理教本津分教会 西区九条南４－15－５550-0025天理教 梶川　芳男
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大阪市港区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

三社神社 港区磯路２－18－23552-0003神社本庁 北村　正全

住吉神社 港区福崎１－１－39552-0013神社本庁 糸数　智子

住吉神社 港区池島２－８－４552-0015神社本庁 村岡　康生

天満宮 港区三先１－５－40552-0016神社本庁 村岡　康生

三津神社 港区夕凪２－６－11552-0004神社本庁 石田  福雄

金光教市岡教会 港区磯路２－２－４552-0003金光教 平野  幸男

金光教港屋教会 港区夕凪１－12－25552-0004金光教 杉村　志ず子

天華会霊聲道場 港区弁天２－６－32552-0007単立（神道） 奥田　妙子

唯稱寺 港区夕凪１－15－16552-0004浄土真宗本願寺派 新作　義弘

安養寺 港区八幡屋３－６－９552-0014浄土真宗本願寺派 樹　尊宣

西明寺 港区市岡２－１－４552-0012浄土真宗本願寺派 熊本　宜雄

淨光寺 港区夕凪２－３－５552-0004浄土真宗本願寺派 麻生    潜

願行寺 港区八幡屋３－５－25552-0014真宗大谷派 加藤　香琳

光寿寺 港区磯路２－４－１552-0003真宗大谷派 岩本  展章

善宗寺 港区港晴３－16－６552-0023真宗大谷派 近藤　遠

西栄寺 港区弁天２－14－９552-0007真宗出雲路派 多田  謙順

善光寺 港区築港１－13－２552-0021浄土宗 福原　俊昭

釈迦院 港区築港１－13－３552-0021高野山真言宗 二上  寛弘

照真寺 港区市岡１－28－14552-0012高野山真言宗 小嶋  崇至

龍弘院 港区市岡元町３－９－22552-0002高野山真言宗 中村　彰男

音明寺 港区磯路３－８－１552-0003日蓮宗 有吉  正明

上行寺 港区弁天２－15－７552-0007本門法華宗 中村　隆行

経王寺 港区波除５－４－15552-0001本門佛立宗 加藤  真一

日輪寺 港区磯路１－８－５552-0003天台宗 山川　良一

日本基督教団港復活教会 港区市岡２－７－８552-0012日本基督教団 栃木三代子

在日大韓基督教大阪築港
教会

港区三先２－11－９552-0016在日大韓基督教会
総会

朴　時永

日本メノナイト・ブレザレン
教団港キリスト教会

港区三先１－14－13552-0016日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

岩上　康雄

天理教栄真分教会 港区市岡３－４－４552-0012天理教 藤田    作

天理教樺甸分教会 港区南市岡１－７－28552-0011天理教 黒田  友治
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教高誉分教会 港区市岡元町３－４－９552-0002天理教 神田　通興

天理教関治分教会 港区弁天４－11－５552-0007天理教 古迫　多賀子

天理教浪速河大分教会 港区市岡１－27－８552-0012天理教 上野カヨ子

天理教阪華分教会 港区八幡屋１－５－７552-0014天理教 奥村　剛

天理教姫港分教会 港区南市岡３－２－18552-0011天理教 岡田  道治

天理教堀西分教会 港区南市岡２－８－20552-0011天理教 西田つま子

天理教邁真分教会 港区港晴３－10－23552-0023天理教 神崎  榮子

天理教港高華分教会 港区夕凪２－11－２552-0004天理教 志方　靜子

天理教室阪分教会 港区市岡元町２－１－16552-0002天理教 三谷　寛
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大阪市大正区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

泉尾神社 大正区泉尾２－17－８551-0031神社本庁 北村　正全

産土神社 大正区北村２－１６－４551-0032神社本庁 長谷川　玄

天満宮 大正区南恩加島１－13－41551-0021神社本庁 菅沼　正

八阪神社 大正区三軒家東６－14－12551-0002神社本庁 菅沼  正

八坂神社 大正区三軒家東２－７－18551-0002神社本庁 長谷川　玄

神明神社 大正区鶴町２－７－29551-0023単立（神社） 尾﨑　文彦

金光教鶴町教会 大正区鶴町３－14－２551-0023金光教 藤坂　金生

真光寺 大正区泉尾１－30－20551-0031浄土真宗本願寺派 山崎  正純

帰命寺 大正区平尾５－４－４551-0012浄土真宗本願寺派 児玉  千秋

光明寺 大正区小林東３－11－６551-0011浄土真宗本願寺派 加藤　淨晃

浄金寺 大正区平尾５－７－14551-0012浄土真宗本願寺派 武田  義之

浄泉寺 大正区泉尾２－18－10551-0031浄土真宗本願寺派 立石　泰行

萬福寺 大正区泉尾１－39－18551-0031浄土真宗本願寺派 鷲原  知行

了照寺 大正区三軒家東４－15－７551-0002浄土真宗本願寺派 宮本  献璽

順教寺 大正区泉尾１－33－26551-0031真宗大谷派 伊東　秀一

正等寺 大正区平尾４－７－１551-0012真宗大谷派 上山  大樹

専稱寺 大正区三軒家東２－５－９551-0002真宗大谷派 川岸  信彰

碇庵 大正区三軒家東４－11－24551-0002浄土宗 銭田　紘明

東林寺 大正区三軒家東４－11－16551-0002浄土宗 白川　芳晃

呑海寺 大正区三軒家東６－15－３551-0002浄土宗 鈴木  弘純

西福寺 大正区泉尾３－15－10551-0031高野山真言宗 上山  雄慈

大運寺 大正区小林東３－７－７551-0011高野山真言宗 小畑　真良

普照教会 大正区鶴町３－16－３551-0023高野山真言宗 茶円　　宥昇

菩提院 大正区千島1-9-14551-0003高野山真言宗 高橋　全鋭

護国寺 大正区南恩加島６－13－７551-0021真言宗醍醐派 有居　亮賢

圓明教会 大正区平尾4-10-16579-8043真言宗鳳閣寺派 高見　信幸

総持寺 大正区三軒家西１－22－12551-0001真言宗善通寺派 松家　宣崇

真行寺 大正区三軒家東４－７－７551-0002日蓮宗 植田　観諭

妙法寺 大正区三軒家東４－13－６551-0002法華宗（本門流） 野坂　教翁
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

久昌寺 大正区三軒家西１－22－７551-0001臨済宗妙心寺派 小澤　邦裕

地蔵院 大正区三軒家東４－５－９551-0002単立（仏教） 鶴田  宗人

エホバの証人の大阪府大
阪市西部会衆

大正区泉尾１－14－21551-0031単立（基督） 鈴木　芳武

天理教高上分教会 大正区泉尾２－18－８551-0031天理教 楠　政子

天理教西泉尾分教会 大正区泉尾１－16－５551-0031天理教 竹谷  行雄

天理教真住分教会 大正区南恩加島２－４－11551-0021天理教 姫野  楢一

天理教御港分教会 大正区泉尾３－21－２551-0031天理教 松田　真也

天理教明一分教会 大正区三軒家東５－３－６551-0002天理教 松井　行仁

天理教明本分教会 大正区三軒家東５－７－11551-0002天理教 藤田　豊　
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大阪市天王寺区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

生國魂神社 天王寺区生玉町13－９543-0071神社本庁 中山　幸彦

大江神社 天王寺区夕陽丘町５－40543-0075神社本庁 阪上　安治

久保神社 天王寺区勝山２－５－14543-0043神社本庁 岡　夏子

河堀稲生神社 天王寺区大道３－７－３543-0052神社本庁 今江　直英

東高津宮 天王寺区東高津町４－８543-0021神社本庁 中村　徹

安井神社 天王寺区逢阪１－３－24543-0062神社本庁 中島　俊幸

五條宮 天王寺区真法院町24－９543-0041単立（神社） 太田  敬三

三光神社 天王寺区玉造本町14－90543-0013単立（神社） 小田　則弥

堀越神社 天王寺区茶臼山町１－８543-0063単立（神社） 橋本　光彰

金光教天王寺教会 天王寺区茶臼山町１－11543-0063金光教 見浦　昭子

御嶽教瑞穂教会 天王寺区堀越町５－20546-0056御嶽教 岩崎　充浩

出雲大社高津分祠 天王寺区城南寺町８－８543-0017出雲大社教 池田  幸雄

黒住教大阪大教会所 天王寺区逢阪１－３－14543-0062黒住教 林　直樹

神道親導教大阪教会 天王寺区四天王寺１－13－９543-0051神道親導教 岸田  清子

神道産湯教会 天王寺区小橋町３－１543-0028単立（神道） 松元  英弘

玉姫教会 天王寺区逢阪１－３－44543-0062単立（神道） 中井さつき

和光道教団本部 天王寺区上本町２－１－23543-0001単立（神道） 齊藤　百合子

真法院 天王寺区勝山１－11－９543-0043浄土真宗本願寺派 藤溪  純子

淨照坊 天王寺区真田山町５－４５543-0015浄土真宗本願寺派 源    義春

超願寺 天王寺区大道１－14－１543-0052浄土真宗本願寺派 森    祐紘

尊光寺 天王寺区茶臼山町３－８543-0063浄土真宗本願寺派 尾木原　豊

圓光寺 天王寺区玉造本町13－５543-0013浄土真宗本願寺派 足利  誠正

常満寺 天王寺区清水谷町16－29543-0011浄土真宗本願寺派 星合　良英

長願寺 天王寺区上汐４－１－22543-0002浄土真宗本願寺派 新發田　恵司

佛足寺 天王寺区北河堀町７－１543-0053真宗大谷派 清水　拓

光圓寺 天王寺区茶臼山町2-30543-0063真宗大谷派 室殿　隆

光照寺 天王寺区上汐６－１－15543-0002真宗大谷派 墨林　浩

金蓮寺 天王寺区大道１－15－３543-0052真宗大谷派 大浦　幸子

稱念寺 天王寺区夕陽ケ丘町５－14543-0075真宗大谷派 岸野　龍之
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

紹隆寺 天王寺区堀越町８－１０543-0056真宗大谷派 喜左上　恵子

専行寺 天王寺区堂ケ芝２－11－32543-0033真宗大谷派 武石　由美

宗恩寺 天王寺区四天王寺１－５－49543-0051真宗大谷派 池田　英二郎

南照寺 天王寺区茶臼山町２－36543-0063真宗大谷派 友澤　秀三

了安寺 天王寺区生玉寺町２－25543-0073真宗大谷派 海老海　恵幸

光圓寺 天王寺区大道１－２－４543-0052真宗仏光寺派 勝部　正典

光善寺 天王寺区勝山３－９－５543-0043真宗高田派 佐藤　信敬

大宝寺 天王寺区生玉寺町７－17543-0073浄土宗 溝淵　寛雅

光明寺 天王寺区下寺町１－３－73543-0076浄土宗 椙原　順慈

西光寺 天王寺区上本町５－１543-0001浄土宗 田中　興哉

應典院 天王寺区下寺町１－１－27543-0076浄土宗 秋田　光彦

東立寺 天王寺区逢阪２－６－２543-0062浄土宗 寺本　憲生

蒼龍寺 天王寺区勝山１－11－33543-0043浄土宗 大橋　清文

天暁院 天王寺区逢阪１－３－20543-0062浄土宗 松川　憲純

正念寺 天王寺区上本町５－３－23543-0001浄土宗 里見  信昭

天龍院 天王寺区城南寺町２－８543-0017浄土宗 河野　智彦

浄運寺 天王寺区生玉寺町４－33543-0073浄土宗 戸井　啓瑞

大善寺 天王寺区生玉寺町５－29543-0073浄土宗 西島　泰伸

安楽寺 天王寺区生玉町３－２543-0071浄土宗 中川  澄彦

一乗寺 天王寺区生玉町３－17543-0071浄土宗 杉本　真澄

一心院 天王寺区上汐５－４－15543-0002浄土宗 吉原  良彰

一心寺 天王寺区逢阪２－８－69543-0062浄土宗 高口　恭典

栄松院 天王寺区城南寺町６－40543-0017浄土宗 堀江　浩章

圓通寺 天王寺区生玉寺町５－４543-0073浄土宗 安達　俊英

奥之庵 天王寺区夕陽丘町５－14543-0075浄土宗 山名　俊光

九応寺 天王寺区生玉寺町７－32543-0073浄土宗 西垣　和光

銀山寺 天王寺区生玉寺町６－26543-0073浄土宗 末髙　隆玄

金性院 天王寺区逢阪２－７－18543-0062浄土宗 鈴木　宏昌

慶恩院 天王寺区城南寺町５－４543-0017浄土宗 中山　正則

慶伝寺 天王寺区餌差町６－31543-0016浄土宗 上続　芳秀

月江寺 天王寺区生玉寺町３－13543-0073浄土宗 髙橋　恵光
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顯祥寺 天王寺区城南寺町５－８543-0017浄土宗 岡崎　顯正

源聖寺 天王寺区下寺町１－２－25543-0076浄土宗 橋本　幸典

光聖寺 天王寺区生玉寺町２－６543-0073浄土宗 秋田  光哉

光正寺 天王寺区生玉前町３－20543-0072浄土宗 杉山  慶教

光善寺 天王寺区生玉寺町５－34543-0073浄土宗 戸井  啓瑞

光伝寺 天王寺区下寺町１－３－64543-0076浄土宗 国子  克雄

幸念寺 天王寺区下寺町２－２－39543-0076浄土宗 柴田　真尚

光明寺 天王寺区上本町５－２－18543-0001浄土宗 大野　真弘

極楽寺 天王寺区城南寺町６－36543-0017浄土宗 小林　学典

金臺寺 天王寺区下寺町１－３－88543-0076浄土宗 津留　弘孝

西往寺 天王寺区下寺町１－３－56543-0076浄土宗 冨永　誠道

最勝寺 天王寺区餌差町11－９543-0016浄土宗 小西　祐爾

西照寺 天王寺区下寺町２－２－45543-0076浄土宗 正木　唯真

西念寺 天王寺区下寺町２－２－36543-0076浄土宗 吉原  寛彰

西念寺 天王寺区餌差町６－44543-0016浄土宗 深澤　一正

西方寺 天王寺区生玉寺町７－29543-0073浄土宗 辻　信之

西蓮院 天王寺区逢阪２－８－58543-0062浄土宗 神田　眞照

実相寺 天王寺区上本町４－２－35543-0001浄土宗 得田　英海

壽福院 天王寺区上本町９－６－30543-0001浄土宗 岡田  浩信

壽法寺 天王寺区四天王寺２－１－15543-0051浄土宗 川村  義樹

正覚寺 天王寺区下寺町２－２－41543-0076浄土宗 坂野  雄信

浄国寺 天王寺区下寺町１－２－36543-0076浄土宗 好川　天臣

成道寺 天王寺区餌差町11－１543-0016浄土宗 長谷川　順威

称念寺 天王寺区下寺町１－１－19543-0076浄土宗 葭間　　弘淳

称名寺 天王寺区下寺町２－２－48543-0076浄土宗 乾    卓史

心眼寺 天王寺区餌差町２－22543-0016浄土宗 橋本  博

心光寺 天王寺区下寺町１－３－68543-0076浄土宗 山名　俊光

誓安寺 天王寺区城南寺町６－29543-0017浄土宗 日比  善浩

清恩寺 天王寺区生玉寺町５－９543-0073浄土宗 鈴木　伯隆

誓福寺 天王寺区城南寺町６－25543-0017浄土宗 小川  清彦

全慶院 天王寺区城南寺町７－７543-0017浄土宗 湖東　雅弘
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善福寺 天王寺区下寺町２－１－41543-0076浄土宗 長谷雄　隆元

善龍寺 天王寺区下寺町２－１－17543-0076浄土宗 芝崎  悟朗

宗圓寺 天王寺区城南寺町８－14543-0017浄土宗 西岡  正春

宗慶寺 天王寺区下寺町２－１－25543-0076浄土宗 間宮  演雄

宗心寺 天王寺区城南寺町８－32543-0017浄土宗 田尻  達朗

宗念寺 天王寺区下寺町１－３－66543-0076浄土宗 佐々木　昌道

増福寺 天王寺区生玉寺町５－24543-0073浄土宗 西成  隆春

大安寺 天王寺区生玉寺町７－25543-0073浄土宗 吉田  宏英

大圓寺 天王寺区餌差町６－36543-0016浄土宗 赤井　伸郎

大応寺 天王寺区餌差町３－15543-0016浄土宗 岩﨑　浩基

大覚寺 天王寺区下寺町１－３－77543-0076浄土宗 小寺  淳雄

大光寺 天王寺区下寺町２－１－32543-0076浄土宗 三枝樹　秀道

大乗寺 天王寺区生玉寺町４－２543-0073浄土宗 松村　隆之

大善寺 天王寺区城南寺町８－26543-0017浄土宗 山中  章裕

大通寺 天王寺区城南寺町３－19543-0017浄土宗 太田　寛隆

大福寺 天王寺区上本町４－１－15543-0001浄土宗 深田　真正

大蓮寺 天王寺区下寺町１－１－30543-0076浄土宗 秋田　光彦

竹林寺 天王寺区勝山1-11-19543-0043浄土宗 寺本　憲生

竹林寺 天王寺区上本町５－１－21543-0001浄土宗  岡　祥晃

長安寺 天王寺区城南寺町５－13543-0017浄土宗 佐藤　潤宏

超心寺 天王寺区下寺町２－３－59543-0076浄土宗 菅原    昭

天性寺 天王寺区上本町４－２－28543-0001浄土宗 萱野  克實

伝長寺 天王寺区餌差町４－７543-0016浄土宗 北川  彦純

天然寺 天王寺区城南寺町４－５543-0017浄土宗 上続  芳宏

洞泉寺 天王寺区城南寺町８－20543-0017浄土宗 萱野  忠之

念佛寺 天王寺区上本町４－２－41543-0001浄土宗 西田　哲也

白蓮寺 天王寺区上本町５－７－19543-0001浄土宗 吉原　良彰

佛心寺 天王寺区城南寺町７－５543-0017浄土宗 農野　寛治

法音寺 天王寺区生玉町６－12543-0071浄土宗 桃野　昇英

法界寺 天王寺区下寺町１－３－54543-0076浄土宗 山本　良憲

宝国寺 天王寺区生玉寺町４－24543-0073浄土宗 中井　康雄
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宝国寺 天王寺区餌差町11－５543-0016浄土宗 北村　憲昭

宝樹寺 天王寺区城南寺町７－10543-0017浄土宗 金谷　眞宏

法泉寺 天王寺区生玉寺町１－26543-0073浄土宗 横瀬　隆延

宝泉寺 天王寺区生玉寺町５－29543-0073浄土宗 西島　泰伸

法蔵院 天王寺区城南寺町７－４543-0017浄土宗 苅安  卓也

菩提寺 天王寺区生玉町４－10543-0071浄土宗 笹田　欣宏

本誓寺 天王寺区生玉町３－６543-0071浄土宗 野川　俊宏

無量寺 天王寺区東高津町４－24543-0021浄土宗 安藤　祐吾

来迎寺 天王寺区上本町８－４－７543-0001浄土宗 西島　泰彦

龍渕寺 天王寺区城南寺町６－32543-0017浄土宗 鶴見　誠悟

隆専寺 天王寺区生玉町５－４543-0071浄土宗 鈴木　智博

良運院 天王寺区下寺町２－２－33543-0076浄土宗 篠原  隆宏

楞厳寺 天王寺区城南寺町１－26543-0017浄土宗 田尻　達朗

了西寺 天王寺区上汐５－４－18543-0002浄土宗 平松  智淳

蓮生寺 天王寺区城南寺町５－16543-0017浄土宗 香川　孝史

十萬寺 天王寺区城南寺町７－１543-0017西山浄土宗 神月  善隆

泰聖寺 天王寺区下寺町２－４－10543-0076西山浄土宗 淺野　壮一

阿彌陀寺 天王寺区伶人町３－10543-0061融通念佛宗 川上　明

観音寺 天王寺区逢阪２－６－７543-0062融通念佛宗 松岡  延介

浄長寺 天王寺区国分町15－６543-0044融通念佛宗 川上　玄有

脈戒寺 天王寺区大道２－10－６543-0052融通念佛宗 片山  良爾

圓成院 天王寺区下寺町２－２－30543-0076時宗 中根　泰三

観音寺 天王寺区城南寺町８－４543-0017高野山真言宗 青山  快玄

興徳寺 天王寺区餌差町２－17543-0016高野山真言宗 青木　隆興

正祐寺 天王寺区上本町７－４－18543-0001高野山真言宗 大野  光輝

常楽寺 天王寺区城南寺町8－3543-0017高野山真言宗 青山　快凰

青蓮寺 天王寺区生玉寺町３－19543-0073高野山真言宗 玉島  興雅

宗恵院 天王寺区生玉前町５－22543-0072高野山真言宗 元木　成彦

藤次寺 天王寺区生玉町１－６543-0071高野山真言宗 桑原　年弘

どんどろ大師善福寺 天王寺区空堀町10－19543-0012高野山真言宗 三阪　紋江

遍照寺 天王寺区大道２－12－12543-0052高野山真言宗 辰巳　崇禅
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六大院 天王寺区餌差町５－34543-0016高野山真言宗 小原  弘信

持明院 天王寺区生玉町２－15543-0071真言宗御室派 西塙　康行

圓珠庵 天王寺区空清町４－２543-0018真言宗豊山派 杉山　朗代

宗林寺 天王寺区上本町８－４－３543-0001日蓮宗 有本　智成

道善寺 天王寺区生玉町２－６543-0071本門法華宗 今田  宏昌

妙覚寺 天王寺区四天王寺１－９－24543-0051本門法華宗 山下　宗秀

妙光寺 天王寺区空清町５－９543-0018法華宗（本門流） 渋谷  正龍

堂閣寺 天王寺区生玉寺町４－６543-0073顕本法華宗 京藤　茂

天鷲寺 天王寺区六万体町３－18543-0074天台宗 澤田　圓成

一音院 天王寺区四天王寺１－11－
18

543-0051和宗 坂本　峰徳

奥之院 天王寺区堀越町２－３543-0056和宗 宮崎  雅行

吉祥院 天王寺区四天王寺１－11－
88

543-0051和宗 塚原　昭人

自性院 天王寺区大道１－13－４543-0052和宗 川岸  宏教

靜専院 天王寺区四天王寺１－11－
88

543-0051和宗 吉田  明良

勝鬘院 天王寺区夕陽丘町５－36543-0075和宗 山岡　武

真光院 天王寺区夕陽丘町４－８543-0075和宗 瀧藤  尊淳

清光院 天王寺区伶人町５－８543-0061和宗 健代  孝和

施行院 天王寺区悲田院町４－36543-0055和宗 南谷  恵敬

地蔵院 天王寺区勝山２－12－13543-0043和宗 加藤  公俊

東光院 天王寺区四天王寺１－11－
88

543-0051和宗 新井　順證

中之院 天王寺区四天王寺１－11－
88

543-0051和宗 森田　惇朗

青龍寺 天王寺区真田山町５－27543-0015臨済宗妙心寺派 本多　成雅

天瑞寺 天王寺区夕陽ケ丘１－11543-0075臨済宗妙心寺派 磯　卓磨

梅松院 天王寺区城南寺町５－47543-0017臨済宗妙心寺派 本多  正道

龍徳寺 天王寺区六万体町３－14543-0074臨済宗妙心寺派 桑山　康道

蓮華寺 天王寺区清水谷町17－１543-0011臨済宗妙心寺派 炭竃  俊道

妙中寺 天王寺区上本町５－１－６543-0001臨済宗円覚寺派 高畠　宗一

天正寺 天王寺区勝山１－11－31543-0043臨済宗相国寺派 佐々木　奘堂

珊瑚寺 天王寺区夕陽丘町１－21543-0075曹洞宗 浅井　本義

鳳林寺 天王寺区六万体町２－10543-0074曹洞宗 五藤　善成

春陽軒 天王寺区夕陽丘町１－14543-0075曹洞宗 神山　康明
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吉祥寺 天王寺区六万体町１－20543-0074曹洞宗 村山　雅雄

観音寺 天王寺区堂ケ芝１－５－19543-0033曹洞宗 粟田　政幸

興禅寺 天王寺区伶人町５－28543-0061曹洞宗 吹原　慶則

淨春寺 天王寺区夕陽丘町５－３543-0075曹洞宗 佐藤　徹亮

昌林寺 天王寺区夕陽丘町２－20543-0075曹洞宗 小笹　良仁

蔵鷺庵 天王寺区上之宮町４－33543-0037曹洞宗 磯田  芳竜

太平寺 天王寺区夕陽丘町１－１543-0075曹洞宗 桑原　晋三

洞岩寺 天王寺区夕陽丘町３－24543-0075曹洞宗 山路　了督

梅旧院 天王寺区夕陽丘町１－18543-0075曹洞宗 鎌原  泰彦

法岩寺 天王寺区夕陽丘町３－８543-0075曹洞宗 中村  利昭

齢延寺 天王寺区生玉町13－31543-0071曹洞宗 冨田　賢光

國分寺 天王寺区国分町11－20543-0044黄檗宗 天野  弘宗

清寿院 天王寺区勝山２－６－15543-0043黄檗宗 隆琦  章光

天台十三不動法華宗総本
山華藏山齊勝寺

天王寺区細工谷1-1-10543-0032単立（仏教） 北野  元海

統国寺 天王寺区茶臼山町１－31543-0063単立（仏教） 崔    憲蔵

佛教共済会 天王寺区北河堀町９－27543-0053単立（仏教） 永井　正美

法仙寺 天王寺区生玉寺町７－35543-0073単立（仏教） 東海　智津代

萬福寺 天王寺区下寺町１－３－82543-0076単立（仏教） 川﨑　曜

日本基督教団大阪大道教
会

天王寺区大道５－８－20543-0052日本基督教団 森岡　高康

日本ナザレン教団大阪桃
谷教会

天王寺区堂ｹ芝２－11－19543-0033日本ナザレン教団 木坂　聖一

日本バプテスト大阪教会 天王寺区茶臼山町１－17543-0063日本バプテスト連盟 下川　俊也

在日基督教大韓監理会大
阪燈台教会

天王寺区生玉寺町２－19543-0073単立（基督） 松山　容昭

天理教大江大教会 天王寺区上汐４－１－19543-0002天理教 中西　太郎

天理教国勢分教会 天王寺区真法院町３－９543-0041天理教 有本　やよい

天理教玉江分教会 天王寺区真田山町３－15543-0015天理教 石橋　千夜子

天理教玉兆分教会 天王寺区小橋町10－６543-0028天理教 高木  彰英

天理教天産分教会 天王寺区細工谷２－６－18543-0032天理教 松浦　葉子

天理教中淀分教会 天王寺区空堀町13－５543-0012天理教 黒田　精平

天理教阪府分教会 天王寺区味原町10－３543-0023天理教 鶴岡　篤

天理教真心分教会 天王寺区真法院町13－30543-0041天理教 瀧川　元喜

天理教正竹分教会 天王寺区勝山２－１－７543-0043天理教 河竹　日出海
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天理教三船分教会 天王寺区味原本町10－21543-0022天理教 植野　憲子

天理教陽野宮分教会 天王寺区上之宮町４－20543-0037天理教 吉田　武志

生長の家大阪教化部 天王寺区上本町５－６－15543-0001生長の家 久利　修

八十八夢堂 天王寺区小宮町10－17543-0036単立(諸教） 岸本　佳子
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大阪市浪速区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

難波八阪神社 浪速区元町２－９－19556-0016神社本庁 粟辻　勲

今宮戎神社 浪速区恵美須西ｌ－６－10556-0003神社本庁 津江　明宏

敷津松之宮 浪速区敷津西１－２－12556-0015神社本庁 藤枝　春彰

廣田神社 浪速区日本橋西２－４－14556-0004神社本庁 津江  正暉

赤手拭稲荷神社 浪速区稲荷２－６－26556-0023単立（神社） 川俣　朝長

金光教芦原教会 浪速区塩草３－２－９556-0024金光教 梅谷  吉次郎

金光教難波教会 浪速区難波中３－３－15556-0011金光教 近藤　清志

光受寺 浪速区恵美須西２－８－13556-0003浄土真宗本願寺派 長澤　正浩

一徳寺 浪速区塩草２－２－７556-0024浄土真宗本願寺派 沖森　喜比古

願泉寺 浪速区大国２－２－27556-0014浄土真宗本願寺派 小野　真

教宗寺 浪速区大国３－８－10556-0014浄土真宗本願寺派 吉中　宗敬

光蓮寺 浪速区日本橋東１－９－１556-0006浄土真宗本願寺派 小林　正見

正覚寺 浪速区立葉１－３－21556-0020浄土真宗本願寺派 寺西  覚水

正宣寺 浪速区敷津西２－16－18556-0025浄土真宗本願寺派 寺本  龍司

徳浄寺 浪速区敷津西１－８－20556-0015浄土真宗本願寺派 潮留　哲真

安養寺 浪速区日本橋４－１－15556-0005真宗大谷派 松本　隆信

永宗寺 浪速区元町１－７－11556-0016真宗大谷派 大江　知史

憶想寺 浪速区恵美須西２－10－２556-0003真宗大谷派 神保　　朝幸

浄宗寺 浪速区塩草３－１－18556-0024真宗大谷派 加藤　友二

唯専寺 浪速区敷津西２－13－４556-0015真宗大谷派 本田　哲

常念寺 浪速区元町２－６－10556-0016真宗仏光寺派 遠上　正順

安養寺 浪速区元町３－７－24556-0016真宗仏光寺派 渚      暁

光照寺 浪速区元町１－７－６556-0016真宗仏光寺派 三義　善英

最法寺 浪速区元町２－12－８556-0016真宗仏光寺派 君原　憲明

超願寺 浪速区元町１－12－３556-0016真宗仏光寺派 道野　真弘

普賢寺 浪速区下寺３－８－12556-0001真宗興正派 橋田  昭弘

海泉寺 浪速区恵美須西１－６－15556-0003浄土宗 松山  誡洞

西方寺 浪速区下寺３－16－11556-0001融通念佛宗 吉井  良久

法照寺 浪速区元町１－10－８556-0016融通念佛宗 今大路　嘉和
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大乗坊 浪速区日本橋３－６－13556-0005高野山真言宗 岩上  昭信

浪速寺 浪速区恵美須西１－４－８556-0003東寺真言宗 西山　明海

日蓮宗妙見教会 浪速区日本橋東５－15556-0006日蓮宗 笹川　行恒

瑞龍寺 浪速区元町１－10－30556-0016黄檗宗 住谷　光和

法華真行会神宮寺 浪速区幸町３－２－２９550-0002単立（仏教） 神宮寺　妙静

愛する教会 大阪市浪速区元町３－９ー
２４

556-0016単立（基督） 金　好日

大阪純福音教会 浪速区敷津西２－16－11556-0015単立（基督） 鄭　大坦

天理教晋徳分教会 浪速区日本橋東３－12－11556-0006天理教 砂川　千惠子
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大阪市西淀川区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

五社神社 西淀川区中島１－２－８555-0041神社本庁 諏訪  光子

住吉神社 西淀川区野里１－15－12555-0024神社本庁 鎌田  義昭

住吉神社 西淀川区百島１－３－98555-0044神社本庁 中井  秀樹

住吉神社 西淀川区福町２－15－６555-0034神社本庁 加藤　幸男

住吉神社 西淀川区大和田５－20－20555-0032神社本庁 中井  秀樹

田蓑神社 西淀川区佃１－18－14555-0001神社本庁 平岡　努

鼻川神社 西淀川区花川２－1－12555-0023神社本庁 下垣    太

姫嶋神社 西淀川区姫島４－14－２555-0033神社本庁 鈴木  孝季

神習教白玉分教会 西淀川区姫島427555-0033神習教 加藤  ヤク

安養寺 西淀川区大和田５－20－15555-0032浄土真宗本願寺派 寺西　智真

光明寺 西淀川区御幣島４－14－12555-0012浄土真宗本願寺派 寺井　裕之

光蓮寺 西淀川区福町２－28－19555-0034浄土真宗本願寺派 大久保  晃

西法寺 西淀川区佃１－11－３555-0001浄土真宗本願寺派 園渕  和夫

成覺寺 西淀川区野里２－14－27555-0024浄土真宗本願寺派 藤末  正信

乗願寺 西淀川区百島１－３－106555-0044浄土真宗本願寺派 長澤  範行

正行寺 西淀川区佃１－３－９555-0001浄土真宗本願寺派 武内  京祐

正光寺 西淀川区福町２－17－３555-0034浄土真宗本願寺派 大久保孝夫

善念寺 西淀川区大和田５－12－24555-0032浄土真宗本願寺派 八木　真人

明正寺 西淀川区佃２－７－１555-0001浄土真宗本願寺派 橋本　忠夫

養善寺 西淀川区花川２－９－28555-0023浄土真宗本願寺派 安徳　佳典

慈雲寺 西淀川区姫島１－24－26555-0033真宗大谷派 江村　勝友

浄圓寺 西淀川区大和田５－９－29555-0032真宗大谷派 由上　正文

了願寺 西淀川区中島１－15－８555-0041真宗大谷派 安間　剛志

円光寺 西淀川区野里２－15－20555-0024真宗興正派 藤井　和子

光明寺 西淀川区大和田５－17－７555-0032時宗 小池  隆治

勝遍寺 西淀川区姫島１－４－23555-0033高野山真言宗 細川  寛雄

大智寺 西淀川区大和田１－３－21555-0032高野山真言宗 安藤  照雄

多聞寺 西淀川区野里２－16－26555-0024高野山真言宗 岡崎　憲浩

淀川不動教会 西淀川区大和田６－５－11555-0032真言宗鳳閣寺派 奥谷　人志
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

日蓮宗妙法信行教会 西淀川区柏里２－10－９555-0022日蓮宗 大川  智浩

三法寺 西淀川区姫島１－２－８555-0033日蓮宗 西谷  晃信

良政寺 西淀川区大和田５－11－19555-0032日蓮宗 戸田　秀明

妙見宗妙栄教会 西淀川区佃１－11－１555-0001妙見宗 増田　昇

常元寺 西淀川区野里２－５－16555-0024単立（仏教） 久保　トモ子

遍満寺 西淀川区姫島４－８－１555-0033単立（仏教） 河野  文麿

日本基督教団大阪西淀川
教会

西淀川区花川２－18－６555-0023日本基督教団 森　美由紀

天理教玉市分教会 西淀川区柏里２－４－24555-0022天理教 橋本紀代子

天理教芦姫分教会 西淀川区姫島２－９－４555-0033天理教 北村    浩

天理教芦船分教会 西淀川区百島１－３－７555-0044天理教 杉井　昭善

天理教梅淀分教会 西淀川区野里１－17－36555-0024天理教 真鍋富貴子

天理教神玉分教会 西淀川区佃２－３－22555-0001天理教 有本　祐一

天理教民野分教会 西淀川区野里２－13－31555-0024天理教 北東　英計

天理教千船分教会 西淀川区大和田５－６－21555-0032天理教 八木  史郎

天理教野里分教会 西淀川区歌島２－９－29555-0021天理教 北山　藤彦

天理教肇国分教会 西淀川区出来島１－９－10555-0031天理教 三木　ゆかり

天理教阪神分教会 西淀川区佃１－20－６555-0001天理教 北山　藤成

天理教日香阪分教会 西淀川区姫里２－15－１555-0025天理教 三好　一郎

天理教福分教会 西淀川区福町２－25－１555-0034天理教 竹内　嘉彦

天理教萬倍地分教会 西淀川区野里１－４－６555-0024天理教 鍋谷  孝子

大阪イスラミックセンター 西淀川区中島１－１０－２８5550041単立(諸教） モハメド　ナ
リーム

大阪マスジド 西淀川区大和田４－12－165550032単立(諸教） カワジヤ･シ
ヤヒド
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大阪市淀川区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

香具波志神社 淀川区加島４－４－20532-0031神社本庁 藤    武行

蒲田神社 淀川区東三国２－18－12532-0002神社本庁 土井  朔司

神津神社 淀川区十三東２－６－39532-0023神社本庁 足立  博史

塚本神社 淀川区塚本２－２－７532-0026神社本庁 末久　弘知

金光教神津教会 淀川区木川西１－４－３532-0013金光教 鈴木　清隆

金光教十三教会 淀川区田川１－12－２532-0027金光教 高津輝一郎

金光教稗島教会 淀川区塚本４－12－６532-0026金光教 高島  祥郎

金光教三国教会 淀川区新高３－８－１532-0033金光教 杉田　清司

神道大教大神子小教会 淀川区木川西之町３－32532-0013神道大教 辻本  春義

明正教三鬼分教会 淀川区三津屋南２－19－７532-0035明正教 三牧  静子

神習教天陵大教会 淀川区木川西２－23－10532-0013神習教 林      昇

超安寺 淀川区塚本４－１－18532-0026浄土真宗本願寺派 澤間　信敬

壽光寺 淀川区三津屋南２－20－５532-0035浄土真宗本願寺派 大嶋　将司

専龍寺 淀川区野中北１－10－11532-0034浄土真宗本願寺派 髙木　正晃

定秀寺 淀川区加島３－７－22532-0031浄土真宗本願寺派 光久　教行

行徳寺 淀川区木川西２－22－７532-0013浄土真宗本願寺派 尾上  和正

圓宗寺 淀川区十八条２－４－３532-0001浄土真宗本願寺派 見澤  詔憲

円稱寺 淀川区新北野２－12－12532-0025浄土真宗本願寺派 松本  幸憲

光専寺 淀川区三津屋中１－６－１532-0036浄土真宗本願寺派 末弘  秀徹
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

正恩寺 淀川区加島１－49－20532-0031浄土真宗本願寺派 岸井　顕珠

昭光寺 淀川区木川東３－３－６532-0012浄土真宗本願寺派 吉光　信昭

真教寺 淀川区十三東１－２－７532-0023浄土真宗本願寺派 播磨　照道

信正寺 淀川区十三元今里１－７－３532-0028浄土真宗本願寺派 滝野  信隆

善久寺 淀川区十三東１－６－６532-0023浄土真宗本願寺派 高橋  義信

専宗寺 淀川区木川西２－９－18532-0013浄土真宗本願寺派 山本　輝雄

大恩寺 淀川区三津屋南１－16－33532-0035浄土真宗本願寺派 大内　乗宏

如来寺 淀川区十三元今里３－４－６532-0028浄土真宗本願寺派 大久保　隆俊

蓮正寺 淀川区三津屋中２－５－35532-0036浄土真宗本願寺派 吉光  了一

空楽寺 淀川区十三元今里１－７－34532-0028真宗大谷派 吉田　敬之

浄圓寺 淀川区新北野３－10－４532-0025真宗大谷派 平林  正見

長安寺 淀川区十三本町１－21－32532-0024真宗大谷派 長洲　　真史

長教寺 淀川区西三国３－９－30532-0006真宗大谷派 稲垣　洋信

圓光寺 淀川区宮原２－10－17532-0003真宗仏光寺派 安達　功

光用寺 淀川区西中島７－８－５532-0011真宗仏光寺派 佐竹  寛繁

西光寺 淀川区三津屋南ｌ－７－４532-0035真宗仏光寺派 寿栄松　正信

常光寺 淀川区東三国１－32－４532-0002真宗仏光寺派 佐々木　太一

専光寺 淀川区西宮原２－７－２532-0003真宗仏光寺派 安達　郁

壽松院 淀川区十三東３－21－17532-0023浄土宗 小原　耕揮

大林寺 淀川区西中島１－10－22532-0011高野山真言宗 林　延嘉
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

富光寺 淀川区加島４－10－８532-0031高野山真言宗 松屋　宣崇

浄め観音教会 淀川区西三国２－11－22532-0006真言宗山階派 三宅  妙浄

光明寺 淀川区十三本町２－４－３532-0024東寺真言宗 高岡  義全

法光寺 淀川区三津屋中１－９－13532-0036日蓮宗 北浦  龍信

大願寺 淀川区東三国１－４－５532-0002本門法華宗 吉村　賴彦

正福寺 淀川区三国本町３－20－29532-0005日蓮本宗 松本　知隆

蓮華寺 淀川区塚本６－２－21532-0026日蓮正宗 波寄　道城

妙栄寺 淀川区木川東４－11－５532-0012日蓮正宗 鉄本　雄威

立森教会 淀川区木川西４－３－７532-0013和宗 足立　武志

栄仙寺 淀川区十八条２－８－７532-0001曹洞宗 西岡　秀爾

正通院 淀川区木川東１－７－８532-0012曹洞宗 金渓　修光

黙照寺 淀川区新北野２－11－８532-0025曹洞宗 栖川　大禅

自敬寺 淀川区西三国２－12－43532-0006黄檗宗 服部  隆志

福泉寺 淀川区新高４－６－６532-0033黄檗宗 服部　潤承

信楽寺 淀川区元今里北通２－40532-0000単立（仏教） 西濃  秀子

海命寺 淀川区西宮原２－６－33532-0004単立（仏教） 新谷　正美

観音寺 淀川区十三東２－１－３532-0023単立（仏教） 早川　如風

長楽寺 淀川区三津屋南２－４－４532-0035単立（仏教） 阪本　美都子

日本基督教団大阪台湾教
会

淀川区田川２－３－40532-0027日本基督教団 翁　思惠

日本基督教団大阪東十三
教会

淀川区十三東１－13－29532-0023日本基督教団 岡本　寿吉
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

日本聖公会聖贖主教会 淀川区十三元今里３－１－72532-0028日本聖公会 山中　聡

日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯ
ﾄﾞ教団新大阪第一ｱｯｾﾝﾌﾞ
ﾘｰ教会

淀川区西三国２－14－14532-0006日本アッセンブリー
ズ・オブ・ゴッド教団

西海  栄悦

日本バプテスト大阪神愛
教会

淀川区十三元今里１－１－54532-0028日本バプテスト同盟 田村　義明

活けるキリスト大阪一麦教
会

淀川区三国本町２－12－18532-0005単立（基督） 原村　ヒデ子

神崎川に在るキリストの集
会

淀川区三津屋北１－35－２532-0032単立（基督） 物部　光法

純福音大阪教会 淀川区東三国４－11－13532-0002単立（基督） 金　光成

ブレッシングチャーチイン
ターナショナル

淀川区木川東２－５－17532-0012単立（基督） 中野　祐成

天理教芦池分教会 淀川区木川西１－10－３532-0013天理教 西村　浩行

天理教芦野分教会 淀川区十三本町３－６－20532-0024天理教 北野　英治

天理教芦水分教会 淀川区木川西１－３－４532-0013天理教 井上  元義

天理教泉豐分教会 淀川区木川東１－７－33532-0012天理教 川口  廣惠

天理教歌島分教会 淀川区加島４－１－22532-0031天理教 咲摩　慶和

天理教栄愛分教会 淀川区三津屋中１－６－21532-0036天理教 田邉喜一郎

天理教江神分教会 淀川区田川１－７－１532-0027天理教 井ノ本トシ子

天理教鴬徭分教会 淀川区西三国４－４－４532-0006天理教 貢藤　六二

天理教神杉分教会 淀川区十三元今里３－４－27532-0028天理教 池野　茂

天理教郷福分教会 淀川区十八条３－１－10532-0001天理教 上園　晃司

天理教島富分教会 淀川区東三国１－10－４532-0002天理教 辻井  元男

天理教曽根崎分教会 淀川区新北野２－６－14532-0025天理教 伊藤　公雄

天理教大啓分教会 淀川区三津屋南１－５－10532-0035天理教 梅原　浩司
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教玉光分教会 淀川区塚本６－８－３532-0026天理教 末廣 正明

天理教筑阪分教会 淀川区田川１－５－７532-0027天理教 加納　春江

天理教築淀分教会 淀川区加島４－19－24532-0031天理教 斉藤　登美子

天理教天王地分教会 淀川区十八条３－９－38532-0001天理教 植田  和広

天理教徳港分教会 淀川区十三東３－９－３532-0023天理教 山本　嘉純

天理教成國分教会 淀川区三国本町２－16－６532-0005天理教 酒井　耕平

天理教西淀分教会 淀川区野中南１－７－28532-0022天理教 山田  幸吉

天理教東同星分教会 淀川区東三国１－20－22532-0002天理教 金新　明彦

天理教本花分教会 淀川区三国本町３－17－17532-0005天理教 奥村  龍夫

天理教澪標分教会 淀川区三津屋南２－18－17532-0035天理教 田本  清子

天理教三津屋分教会 淀川区田川２－９－30532-0027天理教 梅原  清明

薫的大神の宮 淀川区加島４－16－36532-0031単立(諸教） 竹内  榮喜

顯神会 淀川区三国本町２－４－20532-0005単立(諸教） 宮原　葉子
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大阪市東淀川区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大隅神社 東淀川区大桐５－14－81533-0011神社本庁 西田  繁雄

大宮 東淀川区大道南３－２－２533-0012神社本庁 木岡  弘二

春日神社 東淀川区上新庄２－20－15533-0006神社本庁 田中  史郎

柴島神社 東淀川区柴島３－７－30533-0024神社本庁 大宅　有人

菅原天満宮 東淀川区菅原２－３－27533-0022神社本庁 疇地  道俊

中島惣社 東淀川区東中島４－９－41533-0033神社本庁 田中  史郎

松山神社 東淀川区小松４－15－38533-0004神社本庁 國井　政宏

金光教上新庄教会 東淀川区瑞光１－10－23533-0005金光教 木津　秀夫

金光教柴島教会 東淀川区柴島３－４－22533-0024金光教 安東　　一丸

金光教豊里教会 東淀川区菅原２－２－９533-0022金光教 三木　勝江

金光教東淀川教会 東淀川区淡路５－９－17533-0032金光教 福嶋  展雄

扶桑教稲生教会 東淀川区堀上通１－15533-0000扶桑教 加藤　哲也

摂津淡路稲荷教会 東淀川区西淡路５－18－９533-0031単立（神道） 赤尾　雄治

瑞松寺 東淀川区小松３－12－20533-0004浄土真宗本願寺派 野村　康治

専隆寺 東淀川区豊里４－10－24533-0013浄土真宗本願寺派 山本  眞路

信覚寺 東淀川区上新庄２－13－15533-0006浄土真宗本願寺派 小林　照顕

円乗寺 東淀川区大桐３－１－１533-0011浄土真宗本願寺派 高階　勝展

覚明寺 東淀川区菅原6-22-8533-0022浄土真宗本願寺派 宇野　英哲

覚林寺 東淀川区下新庄５－21－19533-0021浄土真宗本願寺派 寄氣  惠秀

願照寺 東淀川区淡路３－４－15533-0032浄土真宗本願寺派 麋山　元信

教徳寺 東淀川区南江口３－４－24533-0003浄土真宗本願寺派 野村　康治

源光寺 東淀川区東中島１－10－７533-0033浄土真宗本願寺派 寺田  崇覚

光照寺 東淀川区南江口３－11－４533-0003浄土真宗本願寺派 若林  眞人

西光寺 東淀川区淡路４－27－13533-0032浄土真宗本願寺派 山崎　満城

西宝寺 東淀川区大桐３－12－15533-0011浄土真宗本願寺派 西村　了慶

正覺寺 東淀川区東中島３－７－２533-0033浄土真宗本願寺派 西口  義顕

定専坊 東淀川区豊里６－14－25533-0013浄土真宗本願寺派 山本    攝

正徳寺 東淀川区西淡路１－８－26533-0031浄土真宗本願寺派 奥田  範美

正福寺 東淀川区東中島２－１－７533-0033浄土真宗本願寺派 林寺　堅
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

善教寺 東淀川区柴島１－４－38533-0024浄土真宗本願寺派 辻本  芳真

専超寺 東淀川区大道南３－11－５533-0012浄土真宗本願寺派 山本　宗子

法正寺 東淀川区豊里６－７－18533-0013浄土真宗本願寺派 上田　賢士

萬福寺 東淀川区柴島２－13－35533-0024浄土真宗本願寺派 寺本  正尚

明教寺 東淀川区下新庄５－19－12533-0021浄土真宗本願寺派 新庄  宗昭

願力寺 東淀川区柴島２－18－25533-0024真宗大谷派 廣澤  信彦

教安寺 東淀川区大道南１－15－19533-0012真宗大谷派 山崎  雅之

教應寺 東淀川区豊里３－13－16533-0013真宗大谷派 建部　智宏

向稱寺 東淀川区小松３－16－25533-0004真宗大谷派 沖野  頼修

光明寺 東淀川区南江口３－10－27533-0003真宗大谷派 山内  雅教

西福寺 東淀川区大桐５－15－33533-0011真宗大谷派 中山　一麿

正泉寺 東淀川区大道南３－10－26533-0012真宗大谷派 門井  貴弘

信明寺 東淀川区東中島２－26－13533-0033真宗大谷派 伊東　信雄

等覚寺 東淀川区大桐３－４－19533-0011真宗大谷派 辻澤　大之

等正寺 東淀川区大桐３－14－49533-0011真宗大谷派 不可三　裕哉

光台寺 東淀川区菅原１－11－17533-0022真宗仏光寺派 木村  長平

光宝寺 東淀川区東淡路４－22－５533-0023真宗仏光寺派 行友　伸二

専念寺 東淀川区小松３－５－15533-0004浄土宗 本田　健二

清善寺 東淀川区豊里３－16－53533-0013真言宗御室派 大矢　典秀

淡路高野寺 東淀川区東淡路５－12－28533-0023真言宗国分寺派 名幸　利明

寂光寺 東淀川区南江口３－13－23533-0003日蓮宗 山尾  啓聖

善隆寺 東淀川区小松５－４－25533-0004日蓮宗 臼井　正明

大沢寺 東淀川区大桐１－17－43533-0011本門法華宗 福原    匠

妙道寺 東淀川区淡路５－６－21533-0032法華宗（本門流） 高橋  顕昭

桜本坊別院勝妙院 東淀川区相川３－２－３533-0007金峯山修験本宗 高井　勝津雄

東淀川三吉教会 東淀川区東中島４－９－９533-0033金峯山修験本宗 中本  節子

瑞光寺 東淀川区瑞光２－２－２533-0005臨済宗妙心寺派 遠山  明文

法華寺 東淀川区柴島２－12－28533-0024曹洞宗 関戸　章仁

永春寺 東淀川区淡路１－14－21533-0032曹洞宗 加藤  大眞

崇禅寺 東淀川区東中島５－27－44533-0033曹洞宗 西岡  祖秀

日本基督教団大阪相川教
会

東淀川区相川３－15－４533-0007日本基督教団 松木　純也
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日本基督教団大阪淡路教
会

東淀川区東淡路２－７－５533-0023日本基督教団 山田有信

日本基督教団淀川教会 東淀川区大隅１－３－24533-0015日本基督教団 高橋　敏通

日本キリスト改革派大阪
教会

東淀川区西淡路３－１－47533-0031日本キリスト改革派
教会

常石　召一

淡路に在るキリストの集会 東淀川区菅原５－１１－３０533-0022単立（基督） 佐藤　克己

淀川栄光教会 東淀川区小松4-3-28533-0004単立（基督） 末次　馨

天理教安治川分教会 東淀川区菅原７－７－７533-0022天理教 田中    実

天理教芦島分教会 東淀川区菅原６－１－10533-0022天理教 萩原  道治

天理教芦庄分教会 東淀川区淡路５－21－22533-0032天理教 榎木　八十

天理教芦陽分教会 東淀川区小松５－６－１533-0004天理教 柴山  年生

天理教網一分教会 東淀川区大桐３－22－24533-0011天理教 阪口　治

天理教井高野分教会 東淀川区井高野４－１－19533-0001天理教 髙橋　真一郎

天理教梅貳分教会 東淀川区小松３－９－４533-0004天理教 米澤　史代

天理教上中島分教会 東淀川区菅原２－５－72533-0022天理教 寺西　紀

天理教神三宝分教会 東淀川区大隅２－４－25533-0015天理教 長谷  英子

天理教国次分教会 東淀川区東淡路４－４－６533-0023天理教 畔内　宏和

天理教國要分教会 東淀川区下新庄４－13－15533-0021天理教 上原　道延

天理教修道分教会 東淀川区東淡路３－４－12533-0023天理教 竹本　源一

天理教洗心分教会 東淀川区西淡路３－10－32533-0031天理教 松江　基陽子

天理教天知分教会 東淀川区大桐３－14－22533-0011天理教 米田　文子

天理教東祝分教会 東淀川区淡路４－３－26533-0032天理教 萩原　正寿

天理教眞榊分教会 東淀川区淡路１－12－28533-0032天理教 酢藤　忠義

天理教名薩分教会 東淀川区下新庄４－４－22533-0021天理教 岩切  重雄

天理教湯野島分教会 東淀川区菅原６－５－14533-0022天理教 竹中  理男

天理教淀里分教会 東淀川区淡路３－５－22533-0032天理教 中川　富弘

天理教理北分教会 東淀川区大道南３－８－７533-0012天理教 堀田  豊司

天理教理満分教会 東淀川区東淡路５－１－２533-0023天理教 堀田　明美

円応教南教会 東淀川区淡路３－13－26533-0032円応教 福地　恒三
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大阪市東成区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

熊野大神宮 東成区大今里４－16－48537-0012神社本庁 白江　佐訪子

八王子神社 東成区中本４－２－48537-0022神社本庁 友田　教之

比賣許曽神社 東成区東小橋３－８－14537-0024神社本庁 本間  良文

深江稲荷神社 東成区深江南３－16－17537-0002神社本庁 行俊　良輝

八阪神社 東成区中道４－８－20537-0025神社本庁 相良　豪志

金光教今里教会 東成区玉津２－13－９537-0023金光教 高橋  正明

金光教上本町教会 東成区深江北３－２３－１７537-0001金光教 寒川　秀雅

金光教小橋教会 東成区大今里１－５－16537-0012金光教 生駒  光一

金光教片江教会 東成区大今里南２－３－18537-0013金光教 山田　三郎

金光教神路教会 東成区神路４－５－14537-0003金光教 前田　晴男

金光教中本教会 東成区中道２－19－15537-0025金光教 三矢田　光

金光教東旭教会 東成区中本4-2-3537-0022金光教 平阪  幸三

神道大教大明中教会 東成区大今里１－24－26537-0012神道大教 大明キクエ

神道大教神宝小教会 東成区片江町３－21537-0000神道大教 米田  親弘

木曽御嶽本教神路教会 東成区神路１－４－17537-0003木曽御嶽本教 篠原  孝男

安樂寺 東成区東小橋３－６－23537-0024浄土真宗本願寺派 三島　　義昭

教秀寺 東成区大今里１－28－11537-0012浄土真宗本願寺派 牧野　法生

光照寺 東成区東今里３－20－４537-0011浄土真宗本願寺派 今井　真乗

光妙寺 東成区玉津１－９－31537-0023浄土真宗本願寺派 築林  輝文

真行寺 東成区深江南３－11－10537-0002浄土真宗本願寺派 貴島  信行
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真宗寺 東成区大今里南１－15－８537-0013浄土真宗本願寺派 牧野　法生

光栄寺 東成区深江南３－22－25537-0002真宗大谷派 大江  通成

浄琳寺 東成区中道４－16－20537-0025真宗大谷派 森    広美

誓立寺 東成区中本４－13－26537-0022真宗大谷派 森    和彦

専光寺 東成区大今里南３－12－10537-0013真宗大谷派 越本　達了

長龍寺 東成区深江南３－16－５537-0002真宗大谷派 吉田　賢良

法泉寺 東成区中本３－10－15537-0022真宗大谷派 西川  静信

洗心寺 東成区大今里南１－７－９537-0013浄土宗 石畠　俊彦

法明寺 東成区深江南３－16－28537-0002浄土宗 静永　慎介

観光寺 東成区大今里３－７－９537-0012融通念佛宗 森田　道隆

西蓮寺 東成区大今里３－８－32537-0012融通念佛宗 出野  得慈

良念寺 東成区大今里３－25－30537-0012融通念佛宗 中尾　信彦

東成寺 東成区深江北２－13－20537-0001高野山真言宗 原田  妙海

弘徳寺 東成区大今里西３－１－12537-0014高野山真言宗 中村　弘明

妙法寺 東成区大今里４－16－50537-0012真言宗御室派 上田　勝真

正覚寺 東成区大今里南６－22－２537-0013真言宗醍醐派 浅井  政祐

円満寺 東成区玉津２－11－９537-0023日蓮宗 山口　清敬

常善寺 東成区大今里１－２－14537-0012本門法華宗 山下　宗秀

日乗寺 東成区大今里南３－15－５537-0013本門佛立宗 内田  利明

妙乗寺 東成区神路４－８－16537-0003本派日蓮宗 村上　依久代

龍光庵 東成区深江北３－２－16537-0001曹洞宗 本田  純孝

成道寺 東成区中道４－11－22537-0025単立（仏教） 李　  泰仁
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伝正院 東成区玉津2-14-8537-0023単立（仏教） 坂口　麗道

大阪中央光明教会 東成区大今里２－37－１537-0012単立（仏教） 大屋  收

大辯才天妙徳寺 東成区深江北２－12－18537-0001単立（仏教） 前　  秀明

宝厳寺 東成区神路３－17－８537-0003単立（仏教） 法岳　応信

法華寺 東成区大今里２－９－１537-0012単立（仏教） 青山　靖玄

妙清寺 東成区中本４－２－16537-0022単立（仏教） 杉本  隆信

在日大韓基督教大阪第一
教会

東成区大今里３－８－15537-0012在日大韓基督教会
総会

宗　南鉉

日本メノナイトブレザレン
教団大阪バイブルチャー
チ

東成区大今里２－３４ー９537-0003日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

阿部　克己

日本キリスト合同東成教
会

東成区大今里西１－25－11537-0014単立（基督） 谷口　和

天理教泉岬分教会 東成区東小橋２－３－５537-0024天理教 小松　洸友

天理教上町今里分教会 東成区大今里２－２－13537-0012天理教 伊藤　政枝

天理教栄昇分教会 東成区神路３－１－２４537-0013天理教 小林　光昭

天理教大今里分教会 東成区大今里１－24－５537-0012天理教 上垣　和敬

天理教大影分教会 東成区玉津１－１－13537-0023天理教 大倉　正一

天理教大實分教会 東成区大今里２－36－14537-0012天理教 清水　道伸

天理教大橋分教会 東成区東小橋１－16－30537-0024天理教 井川  章

天理教大廣分教会 東成区東小橋２－５－13537-0024天理教 竹内  栄治

天理教桑里分教会 東成区大今里１－28－36537-0012天理教 坂田　ヨシエ

天理教三軒家分教会 東成区東中本１－２－14537-0021天理教 安倉　俊幸

天理教滋日分教会 東成区大今里３－１－24537-0012天理教 宮尾　英伸

天理教守鶴分教会 東成区大今里３－５－12537-0012天理教 森脇  芳彦

天理教城大分教会 東成区中本５－４－９537-0022天理教 角谷　照夫
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天理教城之分教会 東成区大今里南３－14－21537-0013天理教 的場  大祐

天理教摂央分教会 東成区大今里南６－３－18537-0013天理教 浅野　福太郎

天理教高泉分教会 東成区中道１－９－25537-0025天理教 桒垣  英子

天理教玉速分教会 東成区深江北１－16－27537-0001天理教 鈴木喜久子

天理教筑紫阪分教会 東成区東小橋２－６－23537-0024天理教 風本  明美

天理教天清分教会 東成区深江北３－６－24537-0001天理教 山口　省之助

天理教浪里分教会 東成区大今里２－30－21537-0012天理教 上野　道男

天理教西六郷分教会 東成区玉津２－９－27537-0023天理教 沓脱　善治

天理教東成分教会 東成区深江北２－２－７537-0001天理教 新谷  正一

天理教弘明理分教会 東成区大今里南５－11－３537-0013天理教 松田　弘治

天理教船明松分教会 東成区大今里西３－12－３537-0014天理教 松田　和子

天理教古阪分教会 東成区深江南３－20－13537-0002天理教 浅野  昭博

天理教奉天分教会 東成区大今里西１－３－19537-0014天理教 小西  大陸

天理教本深分教会 東成区大今里２－34－３537-0012天理教 土田  和彦

天理教南今里分教会 東成区大今里３－11－14537-0012天理教 脇本　啓子

天理教南中本分教会 東成区大今里西１－５－16537-0014天理教 西田　惠子

天理教南治一分教会 東成区中道４－４－７537-0025天理教 太田  梅雄

天理教牟婁里分教会 東成区大今里南２－11－19537-0013天理教 野田　和良

天理教明愛分教会 東成区東小橋２－９－６537-0024天理教 森田　忠明

天理教明三十二分教会 東成区中道４－５－43537-0025天理教 渡邊　正枝

天理教明三分教会 東成区中道１－６－16537-0025天理教 澤　善一

天理教明七分教会 東成区大今里３－12－12537-0012天理教 太田  朝子
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天理教明十三分教会 東成区東中本２－15－21537-0021天理教 渡邊  武彦

天理教明昭分教会 東成区深江南２－15－10537-0002天理教 大沢  月枝

天理教明二十二分教会 東成区深江北３－13－26537-0001天理教 田仲　稔治

天理教明二十六分教会 東成区深江南１－10－26537-0002天理教 松井　益良夫

天理教明六分教会 東成区大今里２－21－11537-0012天理教 松井　益良夫

天理教森野宮分教会 東成区中道２－５－４537-0025天理教 布引    勇

円応教大今里教会 東成区大今里南１－24－18537-0013円応教 野口　太津雄
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大阪市生野区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

生野神社 生野区舎利寺１－２－27544-0022神社本庁 前田  素正

生野八坂神社 生野区生野東４－７－11544-0025神社本庁 土橋  芳申

清見原神社 生野区小路２－24－35544-0002神社本庁 露原　雄二

田島神社 生野区田島３－５－34544-0011神社本庁 藤木  克巳

巽神社 生野区巽南３－17－19544-0015神社本庁 田中　智弘

御幸森天神宮 生野区桃谷３－10－５544-0034神社本庁 森田  眞臣

彌栄神社 生野区桃谷２－16－22544-0034単立（神社） 長澤　伸幸

金光教大友教会 生野区小路東２－４－23544-0003金光教 北田  幸子

金光教鶴橋教会 生野区桃谷２－３－３544-0034金光教 竹内　真治

金光教林寺教会 生野区林寺４－５－28544-0023金光教 金保  良教

金光教東田島教会 生野区田島３－４－27544-0011金光教 増井　光子

御嶽教春吉教会 生野区巽南５－３－６544-0015御嶽教 水本　洋子

神道大教神正小教会 生野区舎利寺３－15－24544-0022神道大教 森田　儀三郎

神道身代龍神大教会 生野区小路東５－21－17544-0003宗教法人神道 高村  ユキ

心霊界教団平野本部教会 生野区勝山北４－３－25544-0033心霊界教団 平野　恭子

天霊教生野教会 生野区勝山北２－４－14544-0033天霊教 郡山サカエ

三輪神道宏充教本部 生野区新今里３－２－20544-0001三輪神道宏充教 吉川まさ子

惟神天成教会 生野区新今里５－６－14544-0001単立（神道） 谷川  英昭

武内教会 生野区中川５－13－28544-0005単立（神道） 長水　惠子

無窮正道教 生野区鶴橋２－12－７544-0031単立（神道） 金盛　聖龍

光明寺 生野区生野東４－６－43544-0025浄土真宗本願寺派 寺西　智真

円成寺 生野区生野西４－13－22544-0024浄土真宗本願寺派 滝    円昭

久覺寺 生野区林寺４－３－28544-0023浄土真宗本願寺派 久保　貴洋子

教願寺 生野区鶴橋２－11－18544-0031浄土真宗本願寺派 藤井　智顕

幸教寺 生野区中川西２－16－７544-0032浄土真宗本願寺派 石原　政洋

光明寺 生野区勝山南１－18－12544-0021浄土真宗本願寺派 羽野正隆

正源寺 生野区生野東２－３－62544-0025浄土真宗本願寺派 岡本　善成

真光寺 生野区舎利寺２－２－24544-0022浄土真宗本願寺派 吉本  俊昭

瑞光寺 生野区生野西３－７－６544-0024浄土真宗本願寺派 奥    共海
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宗玄寺 生野区桃谷２－12－29544-0034浄土真宗本願寺派 小菅　明博

蓮生寺 生野区巽中２－４－29544-0013浄土真宗本願寺派 青地  恭猷

永照寺 生野区中川２－１－13544-0005真宗大谷派 森川　善紀

専光寺 生野区中川西１－21－11544-0032真宗大谷派 髙島　大史

法泉寺 生野区巽東１－10－13544-0014真宗大谷派 永井    好

安泉寺 生野区桃谷３－16－26544-0034真宗大谷派 猪甘　教淳

圓照寺 生野区中川西２－24－40544-0032真宗大谷派 藤森    彬

圓徳寺 生野区巽中４－８－26544-0013真宗大谷派 上場　顕裕

圓明寺 生野区勝山南３－10－４544-0021真宗大谷派 高島    章

圓龍寺 生野区勝山北５－13－23544-0033真宗大谷派 門井  斉

教恩寺 生野区巽中１－９－12544-0013真宗大谷派 本多　亮

光泉寺 生野区新今里３－17－２544-0001真宗大谷派 宇陀　性現

光徳寺 生野区小路東１－７－26544-0003真宗大谷派 高橋  法信

光明寺 生野区小路東３－２－19544-0003真宗大谷派 猪甘　教淳

西徳寺 生野区舎利寺２－２－21544-0022真宗大谷派 三村　真寛

浄恩寺 生野区小路東５－21－15544-0003真宗大谷派 七尾    浄

定願寺 生野区巽南１－10－10544-0015真宗大谷派 楠　正知

浄願寺 生野区舎利寺町3-7544-0022真宗大谷派 清水　拓

正真寺 生野区舎利寺２－３－27544-0022真宗大谷派 小西　佳史

速成寺 生野区勝山北４－８－７544-0033真宗大谷派 青柳　林

智光寺 生野区田島１－１－12544-0011真宗大谷派 吉田  晃淳

長光寺 生野区小路２－17－４544-0002真宗大谷派 藤並　光憲

佛乗寺 生野区巽東４－８－28544-0014真宗大谷派 藤並  光憲

偏増寺 生野区小路１－７－14544-0002真宗大谷派 増山    理

妙信寺 生野区小路東４－１－13544-0003真宗大谷派 井上　敏樹

本行寺 生野区田島４－13－19544-0011真宗仏光寺派 三上  教道

正定寺 生野区田島２－６－11544-0011真宗興正派 森岡  英順

安照教会 生野区中川３－７－18544-0005浄土宗 川久保　善隆

大阪善光寺 生野区中川３－７－18544-0005浄土宗 川久保善隆

超善寺 生野区小路東３－５－15544-0003浄土宗 佐々木善道

乗願寺 生野区勝山南１－15－17544-0021西山浄土宗 川本  俊永
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法蔵寺 生野区巽南１－３－９544-0015融通念佛宗 大東  良清

浄念寺 生野区勝山南２－４－11544-0021融通念佛宗 荒井  壽雄

本覚寺 生野区田島４－10－４544-0011融通念佛宗 大東　良弘

法憲寺 生野区猪飼野西３－72544-0000高野山真言宗 北村  淨宋

動明寺 生野区小路２－22－17544-0002真言宗醍醐派 布野　善乗

西福寺 生野区舎利寺３－７－９544-0022真言宗国分寺派 金戸　弘賢

大日寺 生野区林寺２－25－11544-0023東寺真言宗 岩本　真学

隆光院 生野区東桃谷町１－5817544-0000光明真言宗 山本　栄太郎

圓妙寺 生野区勝山南３－13－19544-0021日蓮宗 安岡  隆幸

法見寺 生野区舎利寺１－５－20544-0022日蓮宗 高木  龍延

妙法寺 生野区田島５－７－14544-0011日蓮宗 二ノ丸　覚玄

妙蓮寺 生野区巽中２－７－12544-0013日蓮宗 藤吉  玄禮

日心寺 生野区林寺６－３－９544-0023法華宗（真門流） 吉岡  成子

妙唱寺 生野区桃谷２－12－20544-0034法華宗（真門流） 木下惠温

妙清寺 生野区鶴橋２－２－19544-0031法華宗（真門流） 西岡　孝

妙唱寺 生野区勝山北１－11－22544-0033本門佛立宗 新畑  弘文

圓妙寺 生野区林寺２－17－25544-0023本門佛立宗 御牧    仁

妙蓮寺 生野区林寺２－12－６544-0023日蓮宗不受不施派 楢原　保之

智越教会 生野区中川西１－９－５544-0032金峯山修験本宗 髙　泰洙

宝清寺 生野区中川西2-4-10544-0005和宗 福田　清剛

難波寺 生野区巽北１－７－18544-0004臨済宗妙心寺派 三木  應岳

成恩寺 生野区林寺３－10－16544-0023臨済宗東福寺派 永井  稜洲

吉祥寺 生野区桃谷３－４－２544-0034曹洞宗 近藤  雪峰

大光寺 生野区小路東１－６－19544-0003曹洞宗 中嶌  徳禅

舎利尊勝寺 生野区舎利寺１－２－36544-0022黄檗宗 小川  善明

大日山帝善院 生野区林寺2-12-13544-0023真言宗当山派 杉山　寿

一仏寺 生野区小路２－９－14544-0002単立（仏教） 石堂　知司夫

清福寺 生野区小路１－23－９544-0002単立（仏教） 楠木  義海

普現寺 生野区勝山北４－10－21544-0033単立（仏教） 高    乗厦

観音寺 生野区猪飼野東10-57544-0011単立（仏教） 夫    正夫

圓佛教大阪教堂 生野区勝山北1-11-11544-0033単立（仏教） 金　英姫
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歓喜院 生野区田島５－11－12544-0011単立（仏教） 多田　　嘉一

広徳寺 生野区勝山南１－６－12544-0021単立（仏教） 若山  雅宥

正光寺 生野区巽南３－４－９544-0015単立（仏教） 昇高  真一

清光寺 生野区桃谷３－８－７5440034単立（仏教） 徐　徳仙

清心寺 生野区新今里７－８－16544-0001単立（仏教） 夫　　孟淳

大圓寺 生野区鶴橋１－６－29544-0031単立（仏教） 丁　相洙

松江寺 生野区鶴橋２－19－19544-0031単立（仏教） 李　之雨

民衆佛教観音寺 生野区桃谷５－１－６544-0034単立（仏教） 須藤　正弘

日本基督教団大阪聖和教
会

生野区桃谷５－10－32544-0034日本基督教団 老田　信

日本基督教団大阪生野教
会

生野区舎利寺３－９－10544-0022日本基督教団 小林　明

在日大韓基督教会総会大
阪教会

生野区中川西２－５－11544-0032在日大韓基督教会
総会

鄭　然元

在日大韓基督教會布施教
会

生野区小路東２－７－５544-0003在日大韓基督教会
総会

全　聖三

大阪に在る教会 生野区勝山北１－14－26544-0033単立（基督） 中村　武夫

大阪みぎわチャペル 生野区勝山南１－１－10544-0021単立（基督） 谷　清志

天理教網大分教会 生野区勝山北３－４－11544-0033天理教 中山  道男

天理教猪飼野分教会 生野区田島１－４－３544-0011天理教 西尾  信博

天理教泉阪分教会 生野区生野西１－15－17544-0024天理教 坂口  一郎

天理教彌永分教会 生野区田島５－21－10544-0011天理教 中田　全昭

天理教磐江分教会 生野区小路２－18－19544-0002天理教 音谷　千惠

天理教上本町分教会 生野区桃谷１－13－７544-0034天理教 南　清則

天理教栄鶴分教会 生野区舎利寺１－５－10544-0022天理教 大津  正暁

天理教大巽分教会 生野区巽東３－９－28544-0014天理教 梅井　正広

天理教大浪華分教会 生野区中川２－５－８544-0005天理教 藤原　一徳

天理教御勝山分教会 生野区生野西３－12－19544-0024天理教 今西　史郎

天理教片江分教会 生野区小路２－３－９544-0002天理教 吉川　博久

天理教勝阪分教会 生野区巽中３－13－30544-0013天理教 田口  勝子

天理教葛上分教会 生野区新今里５－３－１544-0001天理教 吉川　　忠司

天理教関赤分教会 生野区林寺６－３－21544-0023天理教 赤木　慎次

天理教北大教会 生野区勝山南２－１－34544-0021天理教 木村　信也

天理教北津谷分教会 生野区小路２－４－14544-0002天理教 喜多　道昭

天理教北華分教会 生野区田島２－13－16544-0011天理教 和田　達也
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天理教恵泉分教会 生野区舎利寺３－７－３544-0022天理教 井元　正康

天理教月奉分教会 生野区舎利寺３－６－10544-0022天理教 古賀　富子

天理教郷瀬分教会 生野区生野西１－４－８544-0024天理教 藤井　登美江

天理教高都分教会 生野区勝山２－14－24544-0033天理教 八尾  伊晴

天理教此花大教会 生野区生野西４－３－５544-0024天理教 田邊　大治

天理教桜川分教会 生野区林寺３－13－18544-0023天理教 古岡　初子

天理教里輝分教会 生野区巽北２－24－３544-0004天理教 山原　一次

天理教敷宇分教会 生野区新今里１－15－11544-0001天理教 小西　啓佑

天理教島里分教会 生野区巽北２－13－４544-0004天理教 上杉　陽二

天理教上瀬分教会 生野区勝山北２－７－26544-0033天理教 岸村    修

天理教摂東分教会 生野区小路東１－14－12544-0003天理教 科埜　広太郎

天理教城尾分教会 生野区中川西１－16－14544-0032天理教 松井　徳彦

天理教城天分教会 生野区小路２－21－18544-0002天理教 阿部  悦治

天理教城之勇分教会 生野区中川５－11－10544-0005天理教 白木  幹子

天理教新正分教会 生野区生野西４－８－23544-0024天理教 藤井　靖博

天理教真洋分教会 生野区小路東６－４－９544-0003天理教 中尾　真司

天理教真流分教会 生野区生野西１－16－４544-0024天理教 豊田　眞一

天理教船明分教会 生野区鶴橋４－13－９544-0031天理教 角田  憲和

天理教園道分教会 生野区桃谷２－13－６544-0034天理教 秋塚  直秀

天理教太清流分教会 生野区小路２－３－５544-0002天理教 橋爪  一男

天理教大和分教会 生野区勝山北1-7-23544-0033天理教 海老子　隆一

天理教巽町分教会 生野区巽中４－９－10544-0013天理教 淺井　ともみ

天理教天栄分教会 生野区林寺２－５－16544-0023天理教 田中　敦美

天理教天王寺大道分教会 生野区林寺２－３－13544-0023天理教 津田  慶一

天理教南華分教会 生野区生野西１－18－15544-0024天理教 松谷  政一

天理教難波分教会 生野区桃谷３－17－19544-0034天理教 佃　道隆

天理教治清分教会 生野区生野東１－７－28544-0025天理教 岡崎　信彦

天理教東明輝分教会 生野区生野東３－６－５544-0025天理教 大沢　月枝

天理教平北分教会 生野区田島４－10－26544-0011天理教 増田　理一

天理教本河内分教会 生野区巽北４－２－28544-0004天理教 黄　清美

天理教本阪分教会 生野区林寺４－２－25544-0023天理教 明山　慶一郎
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天理教本寿分教会 生野区林寺３－14－７544-0023天理教 山城　忠次

天理教本巽分教会 生野区巽北３－６－６544-0004天理教 木本  晴雄

天理教本楽分教会 生野区巽南３－12－17544-0015天理教 藤村　信一

天理教真船分教会 生野区勝山北５－12－14544-0033天理教 泉    正和

天理教明五十八分教会 生野区新今里３－22－９544-0001天理教 宮本　主和子

天理教明四十三分教会 生野区小路１－16－15544-0002天理教 中山　渉

天理教明七十分教会 生野区田島６－２－23544-0011天理教 松宮    泉

天理教明十八分教会 生野区林寺３－８－19544-0023天理教 森生  信次

天理教明六十四分教会 生野区中川４－17－19544-0005天理教 中村  隆生

天理教守親分教会 生野区巽東２－２－32544-0014天理教 岩切由利子

天理教八木阪分教会 生野区田島５－18－25544-0011天理教 玉家　吉春

一心教団本部 生野区田島３－４－５544-0011単立(諸教） 森田トメノ

世界光明教会本府 生野区新今里３－81－２544-0001単立(諸教） 永尾　禎敬

大陽教会 生野区新今里４－１－20544-0001単立(諸教） 豊福　德生
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大阪市旭区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大宮神社 旭区大宮３－１－37535-0002神社本庁 廣瀬　哲

八幡大神宮 旭区清水３－20－19535-0021神社本庁 藤田  公一

日吉神社 旭区赤川４－19－13535-0005神社本庁 土屋    雅

金光教春日出教会 旭区中宮１－10－17535-0003金光教 川勝　信道

金光教空心町教会 旭区大宮４－５－10535-0002金光教 山岡　明隆

金光教森小路教会 旭区今市１－２－20535-0011金光教 平阪  國光

佛現寺 旭区赤川４－26－18535-0005浄土真宗本願寺派 稲田　悠樹

正光寺 旭区新森７－13－16535-0022浄土真宗本願寺派 藤井　俊章

西光寺 旭区清水３－９－25535-0021浄土真宗本願寺派 寺井  弘隆

金光寺 旭区生江２－２－21535-0004浄土真宗本願寺派 西澤　祥淳

重誓寺 旭区中宮２－４－19535-0003浄土真宗本願寺派 島津　尚之

浄願寺 旭区今市１－５－６535-0011浄土真宗本願寺派 河野  通哲

浄光寺 旭区千林１－７－14535-0012浄土真宗本願寺派 中西　昌弘

常宣寺 旭区生江３－27－18535-0004浄土真宗本願寺派 藤林　顯晶

常楽寺 旭区高殿３－８－22535-0031浄土真宗本願寺派 寺元　雅和

真光寺 旭区千林１－５－16535-0012浄土真宗本願寺派 山口  真竜

信諦寺 旭区今市町２－162535-0011浄土真宗本願寺派 浅田　宗一郎

信徳寺 旭区新森２－23－18535-0022浄土真宗本願寺派 小西　善憲

誓願寺 旭区清水５－６－28535-0021浄土真宗本願寺派 槙納  宗延

專光寺 旭区太子橋２－２－34535-0001浄土真宗本願寺派 槙納  補敏

善立寺 旭区大宮２－４－19535-0002浄土真宗本願寺派 髙藤　秀善

大行寺 旭区赤川２－11－３535-0005浄土真宗本願寺派 加藤　慈証

法栄寺 旭区高殿４－７－２535-0031浄土真宗本願寺派 小林　昌英

蓮生寺 旭区生江３－９－12535-0004浄土真宗本願寺派 三品　唯典

願光寺 旭区清水３－22－27535-0021真宗大谷派 茨田　通俊

浄教寺 旭区新森４－８－15535-0022真宗大谷派 石川　仁

正巌寺 旭区千林２－３－18535-0012真宗大谷派 辻本　俊裕

専宗寺 旭区赤川４－10－27535-0005真宗大谷派 本田　　哲

法泉寺 旭区大宮３－13－12535-0002真宗大谷派 鷦鷯　律
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

西運寺 旭区中宮３－９－７535-0003真宗興正派 戸田　正宏

本誓寺 旭区大宮２－９－27535-0002真宗山元派 下村   信

大道寺 旭区森小路１－13－30535-0013浄土宗 永田  隆昭

大宮寺 旭区中宮5-3-32535-0003真言宗御室派 増田  憲栄

高野山法輪寺 旭区生江１－３－19535-0004卍教団 徳永  鶴子

妙見閣寺 旭区中宮５－２－28535-0003日蓮宗 松井　英光

光清寺 旭区新森１－４－36535-0022本門佛立宗 大野  昌観

清現寺 旭区高殿７－16－37535-0031本門佛立宗 西村  行正

総本山宝龍寺 旭区今市１－９－25535-0011法華日蓮宗 國枝　正子

寒松寺 旭区中宮２－５－25535-0003臨済宗妙心寺派 住竈　浩道

昌常寺 旭区今市１－18－３535-0011曹洞宗 井上　俊一

宝蓮寺 旭区赤川３－５－６535-0005単立（仏教） 上谷　嘉信

安養寺 旭区高殿３－31－８535-0031単立（仏教） 市島　康浩

青荘山松佑寺 旭区千林１－８－４535-0012単立（仏教） 宮﨑　智円

天光山大覚院 旭区赤川２－８－12535-0005単立（仏教） 杉山　鈴子

日本基督教団森小路教会 旭区今市２－15－４535-0011日本基督教団 林　尚俊

日本イエス・キリスト教団
北大阪教会

旭区高殿３－19－23535-0031日本イエス・キリスト
教団

山本　敬夫

旭基督教会 旭区中宮４－４－２１535-0003単立（基督） 岸本　大樹

天理教網阪分教会 旭区大宮３－４－11535-0002天理教 橋本  直之

天理教生阪分教会 旭区新森２－24－６535-0022天理教 田川    豊

天理教宇大分教会 旭区高殿３－18－４535-0031天理教 小西　ゆきの

天理教梅田分教会 旭区清水５－９－８535-0021天理教 米澤　史代

天理教梅福分教会 旭区大宮３－８－５535-0002天理教 辻　壮央

天理教大芦城分教会 旭区大宮３－15－16535-0002天理教 森田　政和

天理教大市分教会 旭区清水２－15－11535-0021天理教 二宮太久二

天理教大東雲分教会 旭区中宮３－14－22535-0003天理教 谷口　昭三

天理教大城分教会 旭区大宮４－10－７535-0002天理教 安井　明徳

天理教大宮西分教会 旭区高殿４－16－５535-0031天理教 美馬みさ代

天理教尾乃福分教会 旭区大宮３－14－30535-0002天理教 塚本　浩嗣

天理教国分町分教会 旭区生江３－２－14535-0004天理教 永田　裕

天理教湖神分教会 旭区大宮４－15－30535-0002天理教 山田  祥夫
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天理教桜満分教会 旭区高殿２－14－21535-0031天理教 井上　陽平

天理教昭福分教会 旭区高殿７－４－18535-0031天理教 椿野  芳弘

天理教水陽一分教会 旭区大宮１－４－16535-0002天理教 塩津  隆範

天理教豊都分教会 旭区今市２－18－33535-0011天理教 尾浦　正道

天理教阪堺分教会 旭区新森３－15－24535-0022天理教 黒川  正誠

天理教東向分教会 旭区新森５－９－25535-0022天理教 髙岡　有子

天理教船北分教会 旭区太子橋２－６－28535-0001天理教 江口  典雄

天理教堀港分教会 旭区太子橋１－９－27535-0001天理教 茶本  光一

天理教本陽旭分教会 旭区赤川２－15－４535-0005天理教 寺尾  善万

天理教政愛分教会 旭区千林２－14－16535-0012天理教 渡邉　一史

天理教真崎分教会 旭区生江３－13－34535-0004天理教 木地　光代

天理教南旭一分教会 旭区赤川２－12－３535-0005天理教 長江　正子

天理教明泉分教会 旭区赤川４－５－12535-0005天理教 小野　尊志

天理教守口分教会 旭区清水３－９－11535-0021天理教 多田  順次

天理教安明分教会 旭区赤川４－29－30535-0005天理教 橋本　要
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大阪市城東区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

八劔神社 城東区鴫野東３－31－８536-0013神社本庁 荒木  胤臣

須佐之男尊神社 城東区成育５－15－20536-0007神社本庁 西邑    彬

稲荷神社 城東区中浜３－18－11536-0024神社本庁 川井　邦彦

皇大神宮 城東区今福南２－12－31536-0003神社本庁 河村  鞆彦

白山神社 城東区中浜２－３－15536-0024神社本庁 川井　邦彦

水神社 城東区野江４－１－39536-0006神社本庁 川端　政行

諏訪神社 城東区諏訪２－15－16536-0021神社本庁 友田  教之

若宮八幡大神宮 城東区蒲生４－３－16536-0016神社本庁 榊原　孝和

金光教河堀教会 城東区関目１－17－28536-0008金光教 川勝　美智興

金光教中浜教会 城東区中浜２－16－14536-0024金光教 茨木　充

金光教放出教会 城東区諏訪１－３－13536-0021金光教 井上  智雄

扶桑教神普津教会 城東区放出西２－８－５536-0011扶桑教 原　宗一

三輪神道宏充教蒲生分教
会

城東区蒲生４－19－11536-0016三輪神道宏充教 平沼　樹隆

真照寺 城東区古市１－15－２536-0001浄土真宗本願寺派 吉川　弘

善徳寺 城東区今福南２－23－33536-0003浄土真宗本願寺派 内藤　明法

榮照寺 城東区今福南１－５－21536-0003浄土真宗本願寺派 木村　慶司

西勝寺 城東区鴫野西３－５－24536-0014浄土真宗本願寺派 中岡　淳也

正福寺 城東区蒲生４－10－27536-0016浄土真宗本願寺派 蒲生　顕

善正寺 城東区鴫野東３－13－15536-0013浄土真宗本願寺派 土庫　英信

善福寺 城東区成育５－13－14536-0007浄土真宗本願寺派 奥田  英城

大巖寺 城東区中浜３－21－７536-0024浄土真宗本願寺派 芳浦　淳

超光寺 城東区鴫野東３－24－８536-0013浄土真宗本願寺派 那須　正顕

報恩寺 城東区成育５－10－23536-0007浄土真宗本願寺派 奥田  行通

法願寺 城東区今福西２－15－21536-0004浄土真宗本願寺派 東    信勝

妙安寺 城東区鴫野西４－３－３536-0014浄土真宗本願寺派 大江  俊雄

法泉寺 城東区蒲生４－18－13536-0016真宗大谷派 稲葉　芳成

圓徳寺 城東区東中浜３－17－16536-0023真宗大谷派 岡本　紘

角善寺 城東区関目３－８－27536-0008真宗大谷派 梅田  圓悟

今福寺 城東区今福西１－15－46536-0004真宗大谷派 長井　まり子
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正圓寺 城東区中浜２－３－７536-0024真宗大谷派 寺嶋    眞

浄得寺 城東区蒲生２－７－38536-0016真宗大谷派 早川　智美

善福寺 城東区天王田３－19536-0012真宗大谷派 江村　真

聞通寺 城東区鴫野東２－18－５536-0013真宗大谷派 多田　正壽

来迎寺 城東区野江３－９－36536-0006真宗大谷派 寺林　啓

来通寺 城東区鴫野東２－４－９536-0013真宗大谷派 石山　智裕

林照寺 城東区諏訪２－13－41536-0021真宗大谷派 藤岡　照久

蓮乗寺 城東区永田４－４－７536-0022真宗大谷派 日野    賢

光曜寺 城東区鴫野東２－９－16536-0013真宗仏光寺派 松山  隆茂

光栄寺 城東区諏訪１－８－５536-0021真宗興正派 喜連川　仁志

興勝寺 城東区今福西３－14－８536-0004真宗興正派 森岡　一裕

天乳寺 城東区中央１－11－12536-0005浄土宗 辻    順浩

大通寺 城東区諏訪２－13－14536-0021融通念佛宗 福山  明徳

慈宝院 城東区鴫野西１－９－９536-0014高野山真言宗 前川　覚清

真光寺 城東区中浜３－25－５536-0024高野山真言宗 立花　昌樹

佛光院 城東区成育４－18－21536-0007高野山真言宗 佐竹  祥孝

大日寺 城東区鴫野東３－31－17536-0013真言宗御室派 山村　西諄

如空教会 城東区中浜２－14－１536-0024真言宗鳳閣寺派 藤田  近市

寿光寺 城東区中浜２－10－26536-0024日蓮宗 川涯　鳳隨

大乗教京橋教会 城東区蒲生２－２－10536-0016大乗教 鷲見  博明

日輪教会 城東区古市３－７－25536-0001天台宗 澤田　圓成

不動寺 城東区諏訪２－13－５536-0021単立（仏教） 二神　孝秀

慈光院 城東区関目１－２３－２８536-0008単立（仏教） 河野　晃英

地蔵院 城東区鴫野西２－18－21536-0014単立（仏教） 古高　尚師

善慧院 城東区蒲生4-10-26536-0016単立（仏教） 杦田　勘一郎

大師堂高栄寺 城東区蒲生２－２－20536-0016単立（仏教） 坂野  貞雄

萬福寺 城東区関目１－17－30536-0008単立（仏教） 小田　謙一

日本基督教団蒲生教会 城東区中央２－10－18536-0005日本基督教団 戸根　裕士

大阪栄光キリスト教会 城東区鴫野東２－21－11536-0013日本ホーリネス教団 松沢  力男

日本フリーメソジス卜大阪
城東基督教会

城東区鴫野西３－６－２536-0014日本フリーメソジスト
教団

大嶋　博道

エホバの証人の大阪中央
会衆

城東区今福西4-1-30536-0004単立（基督） 本多　俊作
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大阪城東福音教会 城東区蒲生１－３－12536-0016単立（基督） 大倉　福子

天理教網城分教会 城東区鴫野東３－27－４536-0013天理教 錦戸　宏

天理教稲明分教会 城東区今福西３－９－41536-0004天理教 三明　敦子

天理教今福分教会 城東区関目１－17－６536-0008天理教 竹中  徳三

天理教大満江分教会 城東区中央１－６－28536-0005天理教 山口　正嗣

天理教尾乃阪分教会 城東区成育４－14－８536-0007天理教 美馬　基治

天理教蒲生里分教会 城東区蒲生３－８－20536-0016天理教 川村　充三

天理教菊正分教会 城東区東中浜６－17－７536-0023天理教 加納　庸光

天理教旭志分教会 城東区野江１－10－14536-0006天理教 井出　英彦

天理教甲阪分教会 城東区野江４－１－45536-0006天理教 中島　利浩

天理教新喜多分教会 城東区今福西５－９－14536-0004天理教 関　政守

天理教住陀分教会 城東区野江４－６－５536-0006天理教 下林　源一

天理教生南分教会 城東区永田２－４－８536-0022天理教 田中　政寿

天理教千二分教会 城東区関目５－20－10536-0008天理教 家村    一

天理教大中心分教会 城東区鴫野西４－２－16536-0014天理教 松原　康子

天理教南実分教会 城東区今福西２－７－18536-0004天理教 藤井  憲二

天理教南攝分教会 城東区野江２－12－24536-0006天理教 松浦　公平

天理教仁喜福分教会 城東区今福南２－11－27536-0003天理教 上保　智子

天理教西福分教会 城東区成育２－13－５536-0007天理教 軽賀  英雄

天理教初華分教会 城東区森之宮２－６－３536-0025天理教 中野　徳郎

天理教初浜分教会 城東区東中浜２－11－27536-0023天理教 中野　慶英

天理教弘美知分教会 城東区東中浜３－16－６536-0023天理教 山田　慶弘

天理教御代分教会 城東区中浜３－１－15536-0024天理教 東條　英夫

天理教明四分教会 城東区成育２－12－６536-0007天理教 小来田　大志

天理教本大賀分教会 城東区東中浜９－５－10536-0023天理教 若葉    繁

天理教安松分教会 城東区天王田10－43536-0012天理教 森岡　功

大自然天地日之大神教城
東教会

城東区東中浜６－13－16536-0023大自然天地日之大
神教

本多  市於
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大阪市鶴見区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

阿遅速雄神社 鶴見区放出東３－31－18538-0044神社本庁 寺園　弘志

大神社 鶴見区茨田大宮１－18－17538-0031神社本庁 花谷　幸比古

鶴見神社 鶴見区鶴見３－13－76538-0053神社本庁 花谷　幸比古

八幡宮 鶴見区横堤２－８－25538-0052神社本庁 福永　祐子

八幡神社 鶴見区諸口２－４－41538-0051神社本庁 能勢　猛

比枝神社 鶴見区今津中５－５－23538-0042神社本庁 林　久貴

古宮神社 鶴見区浜４－16－20538-0035神社本庁 大石　誠

金光教徳庵教会 鶴見区今津中５－９－16538-0042金光教 井上　秀子

扶桑教富士大教会 鶴見区放出町868538-0000扶桑教 小林　壽貴太
郎

龍泉寺 鶴見区横堤5-11-13538-0052浄土真宗本願寺派 塩田　敏明

圓通寺 鶴見区安田３－11－39538-0032浄土真宗本願寺派 苅田  了念

浄教寺 鶴見区焼野２－５－20538-0037浄土真宗本願寺派 市場　敦史

明覺寺 鶴見区諸口２－７－16538-0051浄土真宗本願寺派 佐々木教信

慈恩寺 鶴見区浜３－18－16538-0035真宗大谷派 墨林　尚顕

専立寺 鶴見区茨田大宮１－16－21538-0031真宗大谷派 松尾  智仁

称恩寺 鶴見区今津南１－８－３538-0043真宗大谷派 中村袈裟信

圓通寺 鶴見区今津中５－２－11538-0042真宗大谷派 奥田  祐賢

圓満寺 鶴見区諸口２－10－26538-0051真宗大谷派 杉本　潤

圓立寺 鶴見区横堤２－６－11538-0052真宗大谷派 越浦　龍成

願教寺 鶴見区今津南４－４－32538-0043真宗大谷派 多藝　慈朗

願正寺 鶴見区鶴見３－11－30538-0053真宗大谷派 安間　祐啓

正因寺 鶴見区放出東１－23－11538-0044真宗大谷派 頼尊　知宗

浄念寺 鶴見区茨田大宮ｌ－４－21538-0031真宗大谷派 辻澤  孝司

真宗寺 鶴見区諸口１－14－31538-0051真宗大谷派 楠本  義一

宗圓寺 鶴見区浜４－４－26538-0035真宗大谷派 前田　志朗

源正寺 鶴見区今津南４－９－23538-0043融通念佛宗 關本　　照彦

道音寺 鶴見区放出東１－25－19538-0044融通念佛宗 橋本　悦雄

蓮正寺 鶴見区横堤１－３－26538-0052法華宗（本門流） 酒井　由紀子

妙隆寺 鶴見区今津南１－１－30538-0043法華宗（真門流） 佐古  龍堅
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

真法院 鶴見区鶴見６－５－２538-0053法相宗 生駒  昌胤

天理教網島分教会 鶴見区鶴見５－11－31538-0053天理教 寺田　裕司

天理教河濱分教会 鶴見区浜４－７－23538-0035天理教 笠木　達郎

天理教此住分教会 鶴見区今津北５－８－10538-0041天理教 谷　直喜

天理教誠中繁分教会 鶴見区横堤２－１－28538-0052天理教 殿村　毅

天理教摂河分教会 鶴見区鶴見４－11－４538-0053天理教 幸田　真生

天理教高南旭分教会 鶴見区放出東２－18－10538-0044天理教 田中  秀樹

天理教長有分教会 鶴見区諸口５－３－17538-0051天理教 北野  泰通

天理教澱南分教会 鶴見区放出東３－28－19538-0044天理教 若林　学

天理教明四十一分教会 鶴見区今津中５－８－17538-0042天理教 藪田  道信

天理教若弘分教会 鶴見区今津中５－６－20538-0042天理教 西野　晋一
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大阪市阿倍野区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

阿倍王子神社 阿倍野区阿倍野元町９－４545-0034神社本庁 長谷川　裕高

阿部野神社 阿倍野区北畠３－７－20545-0035神社本庁 中塚　武志

金光教阿倍野教会 阿倍野区晴明通６－６545-0032金光教 伊藤　德一

金光教黄金教会 阿倍野区天王寺町北２－５－
８

545-0001金光教 杉本　浩美

金光教阪南教会 阿倍野区阪南町３－36－14545-0021金光教 澤田　信吉

神道大教日の本中教会 阿倍野区阿倍野筋６－40545-0052神道大教 松田  親尊

神道大教大宮八洲宣教所 阿倍野区阪南町２－28－３545-0021神道大教 大澤　勝男

扶桑教愛生苑教会 阿倍野区王子町２－17－13545-0023扶桑教 畑木  タカ

神道親導教寺田町講社 阿倍野区天王寺町北２－249545-0001神道親導教 勝岡  熊代

自然社大阪教堂 阿倍野区松虫通１－２－15545-0043自然社 湯本　光一

神祖いのちの会 阿倍野区美章園２－２－22545-0003いのちの会 森蔭  昭彦

神道国玉教会 阿倍野区西田辺２－３－26545-0014単立（神道） 杉村マツエ

浄栄寺 阿倍野区阪南町５－12－12545-0021浄土真宗本願寺派 杉谷  義彰

蓮教寺 阿倍野区長池町４－19545-0013浄土真宗本願寺派 松江　正乘

正信寺 阿倍野区阪南町１－52－３545-0021浄土真宗本願寺派 黒田  尚邦

圓徳寺 阿倍野区旭町３－１－18545-0051浄土真宗本願寺派 荻野　昭裕

福専寺 阿倍野区昭和町２－５－14545-0011浄土真宗本願寺派 藏田　郁

安楽寺 阿倍野区阪南町４－４－２545-0021浄土真宗本願寺派 戸田　道雄

嘉兆寺 阿倍野区阪南町５－10－11545-0021浄土真宗本願寺派 広岡　義昭

廣臺寺 阿倍野区阿倍野元町５－21545-0034浄土真宗本願寺派 梯    信暁

西園寺 阿倍野区播磨町３－１－55545-0022浄土真宗本願寺派 毛利　元

西光寺 阿倍野区松崎町２－３－44545-0053浄土真宗本願寺派 秦　卓宏

浄國寺 阿倍野区相生通１－１－18545-0033浄土真宗本願寺派 橘　　覺雄

善行寺 阿倍野区丸山通１－６－17545-0042浄土真宗本願寺派 松江  正乗

宣光寺 阿倍野区天王寺町南２－14
－８

545-0002浄土真宗本願寺派 小倉  雅昭

聞教寺 阿倍野区播磨町１－10－13545-0022浄土真宗本願寺派 林　顕寿

蓮光寺 阿倍野区阪南町３－11－17545-0021浄土真宗本願寺派 森    了真

法山寺 阿倍野区天王寺町南２－９－
25

545-0002真宗大谷派 藤原    憲

願栄寺 阿倍野区阪南町３－11－28545-0021真宗大谷派 青木　由紀
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

広善寺 阿倍野区昭和町４－４－22545-0011真宗大谷派 溪　誠

西教寺 阿倍野区阿倍野元町６－３545-0034真宗大谷派 松本　隆信

浄雲寺 阿倍野区阪南町１－32－18545-0021真宗大谷派 左藤　一義

即応寺 阿倍野区阪南町ｌ－23－13545-0021真宗大谷派 藤井　真隆

 琳坊 阿倍野区北畠１－８－45545-0035真宗大谷派 岩本　正二

光明寺 阿倍野区昭和町３－６－22545-0011真宗仏光寺派 勝部    崇

幸西寺 阿倍野区阿倍野筋４－20－
15

545-0052真宗興正派 正信  大等

興福寺 阿倍野区阪南町１－20－20545-0021真宗興正派 佐々木　義寛

正蓮寺 阿倍野区文の里４－13－９545-0004真宗興正派 橋本　正浩

法泉寺 阿倍野区天王寺町南２－26
－14

545-0002真宗木辺派 武田　道昭

蓮乗寺 阿倍野区共立通１－３－10545-0041真宗高田派 吉尾　慈方

源正寺 阿倍野区阿倍野元町18－34545-0034浄土宗 中村  暢時

十念寺 阿倍野区阪南町１－15－５545-0021浄土宗 山下　仙治

法善寺 阿倍野区阪南町４－６－３545-0021浄土宗 山下  良寛

地蔵院 阿倍野区文の里１－２－11545-0004高野山真言宗 三並  信雄

金剛閣 阿倍野区阿倍野筋４－７－９545-0052高野山真言宗 古淵　義祥

眞如寺 阿倍野区阿倍野筋４－18－
11

545-0052高野山真言宗 中島　尚信

天龍寺 阿倍野区三明町２－11－４545-0005高野山真言宗 打越　清寛

法真寺 阿倍野区阪南町３－41－17545-0021高野山真言宗 竹島　良真

法宣寺 阿倍野区阿倍野筋４－８－15545-0052高野山真言宗 古渕  義祥

泰然寺 阿倍野区丸山通１－３－30545-0042日蓮宗 長井　正典

行覚寺 阿倍野区阪南町１－41－20545-0021日蓮宗 中尾　隆浄

西念寺 阿倍野区万代１－５－15545-0036本門法華宗 小橋　正実

本隆寺 阿倍野区文の里１－７－36545-0004法華宗（本門流） 志知　丈夫

行進寺 阿倍野区松虫通２－６－13545-0043本派日蓮宗 丘村　克治

廣宣寺 阿倍野区阪南町３－43－７545-0021日蓮正宗 近山　信澄

泰清寺 阿倍野区阿倍野筋４－13－
20

545-0052臨済宗妙心寺派 江見  正弘

清海寺 阿倍野区播磨町２－８－６545-0022臨済宗妙心寺派 朝日　　知行

雪草庵 阿倍野区北畠１－１－43545-0035曹洞宗 西村  清月

印山寺 阿倍野区阿倍野元町９－24545-0034曹洞宗 水谷  友一

長楽寺 阿倍野区阪南町３－42－７545-0021曹洞宗 田伏　公英
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

念仏教会 阿倍野区阿倍野筋４－１－３545-0052法相宗 辻田  善照

正圓寺 阿倍野区松虫通３－２－32545-0043単立（仏教） 辻見　覚彦

成道会教団 阿倍野区橋本町６－６545-0031単立（仏教） 高山　彰宏

聖道寺 阿倍野区阪南町３－26－９545-0021単立（仏教） 簗瀬　明道

日本基督教団阿倍野教会 阿倍野区阿倍野筋５－13－
17

545-0052日本基督教団 山下　壮起

日本基督教団グレース教
会

阿倍野区昭和町４－２－19545-0011日本基督教団 小林  吉保

日本基督教団大阪常磐教
会

阿倍野区松崎町３－10－７545-0053日本基督教団 樋川　一幸

日本基督教団南大阪教会 阿倍野区阪南町１－30－５545-0021日本基督教団 尾島　信之

日本聖公会大阪教区 阿倍野区松崎町２－１－８545-0053日本聖公会 磯　晴久

日本聖公会大阪聖アンデ
レ教会

阿倍野区昭和町３－１－57545-0011日本聖公会 義平　雅夫

日本キリスト教会大阪姫
松教会

阿倍野区帝塚山１－２－14545-0037日本キリスト教会 藤田　英夫

日本ナザレン教団阿倍野
教会

阿倍野区阿倍野筋５－８－23545-0052日本ナザレン教団 横山　司郎

天理教安居分教会 阿倍野区桃ケ池町２－７－12545-0012天理教 前川  滋子

天理教阿倍野分教会 阿倍野区王子町３－２－16545-0023天理教 仲野　与志郎

天理教大国分教会 阿倍野区文の里４－２－14545-0004天理教 乾　秀子

天理教大南分教会 阿倍野区北畠１－21－８545-0035天理教 大村　浩彦

天理教暁星分教会 阿倍野区相生通１－３－11545-0033天理教 奥　寿人

天理教高津分教会 阿倍野区阿倍野筋５－１－28545-0052天理教 山本　栄一

天理教真世分教会 阿倍野区阪南町３－18－12545-0021天理教 森井　　道典

天理教大邱分教会 阿倍野区阪南町１－７－21545-0021天理教 村上  治信

天理教津央分教会 阿倍野区昭和町２－17－20545-0011天理教 翠　明人

天理教鶴岡千分教会 阿倍野区晴明通３－19545-0032天理教 岡田  勝雄

天理教天下茶屋分教会 阿倍野区相生通２－４－25545-0033天理教 谷口    眞

天理教天正十一分教会 阿倍野区美章園３－６－３545-0003天理教 前田　はるゑ

天理教天正二分教会 阿倍野区天王寺町北３－14
－25

545-0001天理教 中村　通宏

天理教天正分教会 阿倍野区天王寺町南２－25
－６

545-0002天理教 川村　信喜

天理教浪吉分教会 阿倍野区阪南町１－38－19545-0021天理教 米林  幸治

天理教西大教会 阿倍野区阪南町１－36－16545-0021天理教 山田　治和

天理教本陽住分教会 阿倍野区昭和町１－18－３545-0011天理教 関　聡三

天理教南大教会 阿倍野区昭和町４－７－14545-0011天理教 松永　多加志

天理教南堀江分教会 阿倍野区阪南町３－29－７545-0021天理教 奥村　弘道
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教明四十八分教会 阿倍野区昭和町５－７－14545-0011天理教 松井　龍一郎

天理教明福分教会 阿倍野区文の里４－12－21545-0004天理教 梅谷　衛男

天理教陽阪分教会 阿倍野区帝塚山１－19－21545-0037天理教 寺嶋  光雄

生長の家阿倍野道場 阿倍野区松崎町３－６－20545-0053生長の家 久利　修

円応教西成教会 阿倍野区丸山通２－６－26545-0042円応教 野口  岸江
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大阪市住之江区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大阪護國神社 住之江区南加賀屋１－１－77559-0015神社本庁 藤江　正鎮

高崎神社 住之江区南加賀屋４－15－３559-0015神社本庁 堀井　賢二

高砂神社 住之江区北島３－14－12559-0014神社本庁 滝沢　平太郎

天満宮 住之江区北加賀屋５－２－４559-0011神社本庁 林  高伸

金光教住の江教会 住之江区御崎4-1-18559-0013金光教 髙司　保治

神之導教寿幸会 住之江区東加賀屋２－15－３559-0012神之導教 小谷　一浩

住之江教教会本部 住之江区安立２－８－26559-0003住之江教 前田　一郎

阿弥陀寺 住之江区新北島７－４－73559-0024浄土真宗本願寺派 山田  智之

圓信寺 住之江区南加賀屋４－８－17559-0015浄土真宗本願寺派 檀特　隆行

順照寺 住之江区粉浜２－10－20559-0001浄土真宗本願寺派 梯　映一

松岸寺 住之江区粉浜３－10－10559-0001浄土真宗本願寺派 伴林　晃紀

常福寺 住之江区西加賀屋３－６－９559-0016浄土真宗本願寺派 横田  順正

寶林寺 住之江区安立１－５－11559-0003浄土真宗本願寺派 南部　松見

祐貞寺 住之江区北島３－17－17559-0014浄土真宗本願寺派 檀特　隆行

寂照寺 住之江区東加賀屋２－12－
25

559-0012真宗大谷派 井上　順正

佛願寺 住之江区粉浜西１－６－26559-0007真宗大谷派 佐々木　俊雄

霊松寺 住之江区粉浜３－１－20559-0001真宗仏光寺派 脇阪　義仁

大覚寺 住之江区西加賀屋４－１－39559-0016真宗興正派 河井  秀覚

阿弥陀寺 住之江区安立４－５－15559-0003浄土宗 野田  秀哉

大乗寺 住之江区浜口東２－６－27559-0002高野山真言宗 萩山  祥光

熊谷寺 住之江区西加賀屋４－６－19559-0016高野山真言宗 吉岡  快賢

光明寺 住之江区中加賀屋３－４－７559-0017高野山真言宗 石村　正治

長法寺 住之江区安立１－10－22559-0003日蓮宗 三橋  泰祟

公泉寺 住之江区浜口東３－９－10559-0002法華宗（本門流） 松永多津朗

西願寺 住之江区粉浜３－８－19559-0001真言律宗 飯田　友子

龍泉寺 住之江区浜口東２－３－12559-0002単立（仏教） 中東    弘

日本フリーメソジスト阪南
キリスト教会

住之江区西住之江３－６－17559-0005日本フリーメソジスト
教団

重富　勝己

大阪加賀屋キリスト教会 住之江区西加賀屋２－８－20559-0016単立（基督） 渡嘉敷　恵

天理教安立分教会 住之江区安立３－５－４559-0003天理教 土居　善春
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教大玉津分教会 住之江区粉浜西１－２－18559-0007天理教 山本  敏行

天理教岡村分教会 住之江区中加賀屋４－５－10559-0017天理教 奥村    孝

天理教清日分教会 住之江区中加賀屋３－８－23559-0017天理教 亀田  邦男

天理教高住分教会 住之江区安立１－２－21559-0003天理教 金谷　新治

天理教粉浜分教会 住之江区粉浜３－５－５559-0001天理教 東    茂生

天理教堺大本分教会 住之江区浜口西２－３－２559-0006天理教 武田  克彦

天理教桜園分教会 住之江区粉浜西２－８－７559-0007天理教 村上　道信

天理教住之江分教会 住之江区住之江２－８－８559-0004天理教 太田    正

天理教関阪分教会 住之江区浜口西１－９－19559-0006天理教 松長  弘子

天理教鶴町初分教会 住之江区粉浜西１－１－20559-0007天理教 前田　　満隆

天理教鶴町分教会 住之江区浜口西１－９－26559-0006天理教 津田　靖也

天理教知道分教会 住之江区西加賀屋３－16－
11

559-0016天理教 南方　和三

-66-



大阪市住吉区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

生根神社 住吉区住吉２－３－15558-0045神社本庁 堤太郎

神須牟地神社 住吉区長居西２－１－４558-0002神社本庁 濵瀬　城二

住吉大社 住吉区住吉２－９－89558-0045神社本庁 髙井　道弘

止止呂支比売命神社 住吉区沢之町１－10－４558-0031神社本庁 樹　光治

保利神社 住吉区長居東１－14－17558-0004神社本庁 乾　全宏

大依羅神社 住吉区庭井２－18－16558-0012単立（神社） 桜谷  吉史

金光教吾彦教会 住吉区我孫子３－10－20558-0014金光教 石見　宏朗

金光教粉浜教会 住吉区東粉浜３－23－３558-0051金光教 篠﨑　信一

金光教新田教会 住吉区遠里小野１－９－６558-0032金光教 小関  照雄

金光教東成教会 住吉区墨江３－18－29558-0043金光教 白神　信幸

大神教水王小教会 住吉区住吉１－12－16558-0045大神教 隅野政太郎

天社山蔭神道愛信会本部 住吉区粉浜東之町１－35558-0000山蔭神道 山蔭　仁嘉

神靈の家 住吉区帝塚山東２－５－２558-0054単立（神道） 田中　佐和

光陽寺 住吉区遠里小野１－９－17558-0032浄土真宗本願寺派 野世    眞

正覺寺 住吉区東粉浜１－６－５558-0051浄土真宗本願寺派 今幾多　康二
郎

真願寺 住吉区帝塚山東５－７－11558-0054浄土真宗本願寺派 松本  貞裕

安養寺 住吉区遠里小野５－12－20558-0032浄土真宗本願寺派 安藤  秀雄

永祥寺 住吉区清水丘１－28－５558-0033浄土真宗本願寺派 和田  教信

圓満寺 住吉区我孫子４－13－３558-0014浄土真宗本願寺派 岸中　正子

教圓寺 住吉区浅香１－３－24558-0021浄土真宗本願寺派 小川　尉希

光明寺 住吉区杉本２－20－10558-0022浄土真宗本願寺派 河野　　克思

西法寺 住吉区長居西２－６－５558-0002浄土真宗本願寺派 南木　嘉幸

真光寺 住吉区長居西２－９－15558-0002浄土真宗本願寺派 槇野　智仁

明善寺 住吉区大領２－５－15558-0001浄土真宗本願寺派 薗    倫知

瀧光寺 住吉区長居東１－５－３558-0004浄土真宗本願寺派 堀　剛典

松林寺 住吉区住吉１－13－12558-0045真宗大谷派 菅沼　英史

安楽寺 住吉区庭井１－13－22558-0012真宗大谷派 的場　慧人

引接寺 住吉区我孫子４－１－36558-0014真宗大谷派 橋本  知成

圓覚寺 住吉区杉本２－15－５558-0022真宗大谷派 犬伏　法子
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

西光寺 住吉区苅田６－10－５558-0011真宗大谷派 的場  彰生

受念寺 住吉区万代５－17－25558-0055真宗大谷派 岸上    正

定久寺 住吉区長居２－８－26558-0003真宗大谷派 竹中　光史

徳照寺 住吉区大領４－７－29558-0001真宗大谷派 藤井　信之

蓮通寺 住吉区長居２－３－１558-0003真宗大谷派 藤渓　哲

仏光寺大阪別院 住吉区苅田６－11－24558-0011真宗仏光寺派 葦名　彰

浄教寺 住吉区清水丘１－21－６558-0033真宗興正派 宮武　卓也

大乗寺 住吉区万代東２－４－５558-0056真宗高田派 吉尾　弘

哀愍寺 住吉区上住吉２－14－３558-0046浄土宗 片山　雅勝

安楽寺 住吉区遠里小野５－３－25558-0032浄土宗 斉藤  善之

一運寺 住吉区住吉２－６－23558-0045浄土宗 山田　彰彦

願生寺 住吉区墨江４－15－15558-0043浄土宗 大河内　大博

極楽寺 住吉区遠里小野５－11－２558-0032浄土宗 家田  隆紹

西方寺 住吉区遠里小野５－15－５558-0032浄土宗 家田　真隆

浄光寺 住吉区上住吉１－９－29558-0046浄土宗 長岡　義宣

大圓寺 住吉区墨江３－17－８558-0043浄土宗 井桁  雄弘

宝樹寺 住吉区墨江４－５－15558-0043浄土宗 上田　哲哉

金林寺 住吉区山之内元町３－16558-0024融通念佛宗 寺島  正也

宝泉寺 住吉区住吉１－６－２558-0045融通念佛宗 白井  忠雄

西之坊 住吉区上住吉２－２－20558-0046真言宗御室派 三木　章圓

東福寺 住吉区住吉１－７－15558-0045信貴山真言宗 田中　真雅

松宝寺 住吉区墨江４－１－40558-0043日蓮宗 東儀  泰淳

太平寺 住吉区上住吉１－３－27558-0046法華宗（本門流） 上田　智隆

行徳寺 住吉区万代３－４－７558-0055法華宗（真門流） 川端　寛慶

妙輪寺 住吉区帝塚山東１－12－14558-0054日蓮正宗 盛岡　窮道

慈光寺 住吉区長峡町８－９558-0044天台宗 河野　慈元

地蔵寺 住吉区墨江１－６－７558-0043天台宗 日置  恒正

妙見宗妙典寺 住吉区帝塚山西４－12－13558-0052妙見宗 山本　康正

延壽寺 住吉区山之内元町14－13558-0024天台真盛宗 多治見　真篤

神光寺 住吉区我孫子４－16－11558-0014本山修験宗 加藤　真光

心善院 住吉区万代東３－12－10558-0056天台圓淨宗 竹中  智弘
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

月江院 住吉区長居西３－８－４558-0002曹洞宗 稲垣  徹雄

慈光寺 住吉区長居２－３－12558-0003曹洞宗 木谷　和雄

東大寺 住吉区万代６－13－９558-0055黄檗宗 池田  俊明

莊嚴浄土寺 住吉区帝塚山東５－11－14558-0054真言律宗 松村  隆誉

経王山 住吉区遠里小野３－14－４558-0032単立（仏教） 三谷  恵遠

薬師寺 住吉区苅田６－１－14558-0011単立（仏教） 吹角　隆光

日本基督教団大阪住吉教
会

住吉区東粉浜２－21－３558-0051日本基督教団 周藤　卓史

日本基督教団長居教会 住吉区長居東３－13－28558-0004日本基督教団 村上　修平

日本基督教団南住吉教会 住吉区遠里小野２－12－18558-0032日本基督教団 岡本　拓也

日本自由メソヂスト大阪東
南基督教会

住吉区我孫子東２－２－12558-0013日本自由メソヂスト
教団

大内　富男

日本イエス・キリスト教団
南大阪キリスト教会

住吉区長居西１－13－８558-0002日本イエス・キリスト
教団

西本　耕一

日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯ
ﾄﾞ教団大阪中央福音教会

住吉区東粉浜２－４－８558-0051日本アッセンブリー
ズ・オブ・ゴッド教団

大塚　学

我孫子バプテスト教会 住吉区我孫子西１－11－７558-0015日本バプテスト同盟 田口　望

大阪希望教会 住吉区苅田6-11-19558-0011単立（基督） 權　梧錫

天理教蔚山分教会 住吉区墨江３－17－25558-0043天理教 福西　努

天理教大海分教会 住吉区遠里小野１－５－16558-0032天理教 大鳥　正敏

天理教大墨江分教会 住吉区清水丘１－４－２558-0033天理教 松岡　尚道

天理教神寳分教会 住吉区万代５－３－10558-0055天理教 辻川　美幸

天理教勢玉分教会 住吉区遠里小野６－８－22558-0032天理教 有本　一昭

天理教攝大分教会 住吉区帝塚山西１－10－４558-0052天理教 薮内　喜治

天理教大堺分教会 住吉区清水丘１－14－21558-0033天理教 村上　慎

天理教隆初分教会 住吉区万代４－１－18558-0055天理教 石田　　隆通

天理教天明分教会 住吉区帝塚山中４－２－20558-0053天理教 河内　一郎

天理教東津分教会 住吉区浅香１－７－56558-0021天理教 今川　聖一

天理教長居分教会 住吉区長居３－12－９558-0003天理教 窪　　正浩

天理教萩野里分教会 住吉区遠里小野５－12－10558-0032天理教 松本　貞次

天理教姫松分教会 住吉区万代２－９－35558-0055天理教 竹内　　晃

天理教平住分教会 住吉区苅田５－３－８558-0011天理教 辻本　智世子

天理教博澄分教会 住吉区清水丘２－11－18558-0033天理教 蛇山　政夫

天理教古住分教会 住吉区墨江１－６－１558-0043天理教 塚本  道春

天理教本港杉分教会 住吉区遠里小野３－７－５558-0032天理教 明山　慶一郎
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天理教松明分教会 住吉区苅田２－３－23558-0011天理教 福井　智一

天理教松理分教会 住吉区東粉浜２－19－17558-0051天理教 竹内　大輔

天理教水阪分教会 住吉区大領４－４－12558-0001天理教 辻    廣司

天理教龍阪神分教会 住吉区庭井２－11－３558-0012天理教 山口  勝美

八大教本部 住吉区長峡町４－24558-0044八大教 酒井　近衛
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大阪市東住吉区
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天神社 東住吉区桑津３－４－17546-0041神社本庁 北山　敦之

阿麻美許曽神社 東住吉区矢田７－６－18546-0023神社本庁 松宮  安敬

素盞鳴尊神社 東住吉区鷹合４－５－22546-0014神社本庁 美馬  徳次

住吉神社 東住吉区湯里４－17－14546-0013神社本庁 網野　典子

中臣須牟地神社 東住吉区住道矢田２－９－20546-0022神社本庁 酒井　好方

山阪神社 東住吉区山坂２－19－23546-0035神社本庁 若宮　邦弘

榎神社 東住吉区北田辺１－９－20546-0044単立（神社） 大野  嘉造

中井神社 東住吉区針中野２－３－58546-0011単立（神社） 桑野　太一郎

金光教木津教会 東住吉区西今川３－11－９546-0042金光教 木津　秀夫

金光教針中野教会 東住吉区針中野３－10－18546-0011金光教 近藤　清志

金光教山阪教会 東住吉区山坂４－５－６546-0035金光教 宮武  秀典

大神教三輪龍王中教会 東住吉区杭全２546-0002大神教 福田　松太郎

出雲大社大阪大教会 東住吉区山坂５－16－７546-0035出雲大社教 吉川　南津喜

神道大教笹川教会 東住吉区西今川１－３－18546-0042神道大教 櫻井　迦将

神理教末廣神社 東住吉区田辺１－６－16546-0031神理教 竹ノ内喜良司

明正教難波石切大教会 東住吉区湯里５－９－３546-0013明正教 佐藤　直忠

実行教石切教会 東住吉区杭全８－３－31546-0002実行教 冨岡　諄子

天恩教田辺分教会 東住吉区南田辺１－６－２546-0033天恩教 山本　哲也

三玉教本部教会 東住吉区今林２－24－４546-0001三玉教 西田  忠彦

神道石切教会 東住吉区照ケ丘矢田１－18
－１

546-0021単立（神道） 追田  芳夫

雲茎寺 東住吉区鷹合４－１－30546-0014浄土真宗本願寺派 藤野  融圓

圓明寺 東住吉区照ケ丘矢田１－22
－３

546-0021浄土真宗本願寺派 北條  敬彦

源光寺 東住吉区杭全３－８－６546-0002浄土真宗本願寺派 和田　哲斗

光西寺 東住吉区矢田４－５－12546-0023浄土真宗本願寺派 山岡  智司

光西寺 東住吉区田辺５－10－９546-0031浄土真宗本願寺派 華学    薫

光福寺 東住吉区桑津１－20－26546-0041浄土真宗本願寺派 伯水  真史

光明寺 東住吉区矢田６－10－34546-0023浄土真宗本願寺派 松本　光聖

西光寺 東住吉区矢田４－５－９546-0023浄土真宗本願寺派 天岸  浄圓

慈光寺 東住吉区駒川３－８－７546-0043浄土真宗本願寺派 髙田　慶慈
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性應寺 東住吉区田辺３－10－８546-0031浄土真宗本願寺派 奥田  龍夫

浄賢寺 東住吉区鷹合４－12－11546-0014浄土真宗本願寺派 村尾　嘉則

勝光寺 東住吉区西今川１－４－17546-0042浄土真宗本願寺派 西    真行

常徳寺 東住吉区鷹合２－２－28546-0014浄土真宗本願寺派 宇野　一教

信悦寺 東住吉区西今川１－11－22546-0042浄土真宗本願寺派 木本　和行

長光寺 東住吉区公園南矢田３－６－
８

546-0024浄土真宗本願寺派 天岸  晃正

林覚寺 東住吉区針中野２－３－60546-0011浄土真宗本願寺派 奥野　宣秀

安楽寺 東住吉区田辺１－11－11546-0031真宗大谷派 藤原    圓

永安寺 東住吉区公園南矢田４－４－
８

546-0024真宗大谷派 安城  良平

榮行寺 東住吉区今林２－18－14546-0001真宗大谷派 丸田佐代子

恩楽寺 東住吉区田辺１－14－18546-0031真宗大谷派 乙部  正信

覚林寺 東住吉区湯里４－16－９546-0013真宗大谷派 鷹合　真

玉泉寺 東住吉区桑津１－11－19546-0041真宗大谷派 木村　英淳

光源寺 東住吉区東田辺２－21－３546-0032真宗大谷派 加藤　孝法

光琳寺 東住吉区桑津３－33－27546-0041真宗大谷派 日野  泰和

西元寺 東住吉区北田辺６－15－12546-0044真宗大谷派 上林　義成

常栄寺 東住吉区住道矢田４－５－17546-0022真宗大谷派 久世  照護

正圓寺 東住吉区南田辺３－10－９546-0033真宗大谷派 藤岡照也

正源寺 東住吉区桑津３－７－23546-0041真宗大谷派 瀬良  信義

佛願寺 東住吉区針中野２－３－59546-0011真宗仏光寺派 藤井  良丸

光津寺 東住吉区桑津３－31－31546-0041真宗仏光寺派 藤野  良昭

正念寺 東住吉区今川２－８－５546-0003真宗仏光寺派 長田    譲

宝光寺 東住吉区照ケ丘矢田２－７－
16

546-0021真宗興正派 安原  龍彦

見性寺 東住吉区桑津３－４－９546-0041浄土宗 伊藤  真宏

極楽寺 東住吉区東田辺１－２－１546-0032浄土宗 唐井  正篤

浄光房 東住吉区鷹合１－19－４546-0014浄土宗 長岡  義宣

白雲寺 東住吉区北田辺４－10－33546-0044浄土宗 秋元　成久

明法寺 東住吉区杭全８－７－８546-0002浄土宗 川村　昭公

大念寺 東住吉区田辺１－13－18546-0031融通念佛宗 清原　夏樹

蓮花寺 東住吉区北田辺６－11－29546-0044融通念佛宗 森    全啓

義光寺 東住吉区山坂１－18－27546-0035高野山真言宗 馬場　弘順
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弘法寺 東住吉区北田辺６－20－16546-0044高野山真言宗 早川　暢浩

金剛寶寺 東住吉区針中野２－10－８546-0011高野山真言宗 田辺　伯應

青龍院 東住吉区針中野２－10－８546-0011高野山真言宗 田邊　快應

不動寺 東住吉区東田辺２－４－18546-0032高野山真言宗 三並  信雄

京善寺 東住吉区桑津３－21－９546-0041真言宗御室派 射馬　瑞圓

不動寺 東住吉区田辺３－19－20546-0031真言宗醍醐派 草柳　哲二

法楽寺 東住吉区山坂１－18－30546-0035真言宗泉涌寺派 小松　光昭

妙法寺 東住吉区西今川２－２－14546-0042日蓮宗 牛居　一英

日蓮宗久遠教会 東住吉区湯里１－２－11546-0013日蓮宗 脇田　寿久

法得寺 東住吉区中野４－５－26546-0012日蓮宗 土井  兼廣

法華寺 東住吉区照ケ丘矢田２－５－
18

546-0021日蓮宗 神谷　行俊

妙栄寺 東住吉区湯里１－13－14546-0013日蓮宗 日本  鳳順

妙圓寺 東住吉区田辺４－17－９546-0031日蓮宗 吉田　和香

妙経寺 東住吉区矢田４－３－33546-0023日蓮宗 岡部泰丈

妙見寺 東住吉区西今川１－16－14546-0042日蓮宗 市川  信徳

法華寺 東住吉区北田辺３－２－３546-0044本門法華宗 中村　秀樹

勧信寺 東住吉区西今川２－20－19546-0042本門佛立宗 中谷  幸一郎

本門寺 東住吉区北田辺１－11－５546-0044本門佛立宗 加藤  崇文

法住寺 東住吉区今川６－６－20546-0003日蓮正宗 近山　信澄

妙見宗太魂院 東住吉区山坂２－４－８546-0035妙見宗 浅田  和子

慈眼寺 東住吉区住道矢田４－８－２546-0022臨済宗妙心寺派 木村  恵海

臨南寺 東住吉区長居公園１－32546-0034曹洞宗 大澤　正道

豊運寺 東住吉区北田辺４－26－19546-0044黄檗宗 井上　正徳

明楽寺 東住吉区湯里１－14－28546-0013黄檗宗 中村  秀晴

田辺不動教会 東住吉区北田辺４－13－10546-0044法相宗 田原  一平

法相宗鬼龍山妙得寺 東住吉区桑津２－14－21546-0041法相宗 和田　史朗

桑津妙法教会 東住吉区桑津３－20－15546-0041単立（仏教） 野畑　良子

一乗会本部教会 東住吉区北田辺６－７－20546-0044単立（仏教） 森川トシ子

光輪寺 東住吉区桑津２－13－５546-0041単立（仏教） 堀　  紀子

正宣寺 東住吉区南田辺４－２－16546-0033単立（仏教） 野口　雅世

大観心道 東住吉区針中野２－12－９都
ﾋﾞﾙ

546-0011単立（仏教） 太田　法龍
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白正教団本部 東住吉区湯里４－５－18546-0013単立（仏教） 吉川　容子

妙正寺 東住吉区杭全８－10－11546-0002単立（仏教） 田口  重勝

日本基督教団大阪昭和教
会

東住吉区山坂４－18－10546-0035日本基督教団 八木　あおい

日本聖公会大阪聖三一教
会

東住吉区南田辺５－５－８546-0033日本聖公会 磯　晴久

日本キリスト教会北田辺
教会

東住吉区駒川１－16－９546-0043日本キリスト教会 小林　宏和

日本バプテスト同盟大阪
新生教会

東住吉区南田辺３－４－23546-0033日本バプテスト同盟 熊谷　稔

日本フリーメソジスト東住
吉キリスト教会

東住吉区湯里５－10－７546-0013日本フリーメソジスト
教団

小暮  智久

エホバの証人の大阪市南
部会衆

東住吉区矢田6-9-21546-0023単立（基督） 堀江　欣也

東住吉キリスト集会 東住吉区駒川１－１－19546-0043単立（基督） 山森　一裕

天理教逢阪分教会 東住吉区北田辺４－27－13546-0044天理教 橋本　正平

天理教入江分教会 東住吉区西今川４－15－２546-0042天理教 葭内  浩

天理教宇阪分教会 東住吉区今川２－３－８546-0003天理教 三辻　一秀

天理教榮幸分教会 東住吉区西今川４－１－18546-0042天理教 大塚　興治

天理教大平島分教会 東住吉区山坂１－３－18546-0035天理教 田井  文雄

天理教岡道分教会 東住吉区照ケ丘矢田２－13
－９

546-0021天理教 谷川  清彦

天理教堺萩分教会 東住吉区南田辺５－29－20546-0033天理教 岩永　匡弘

天理教久清分教会 東住吉区駒川３－17－30546-0043天理教 林　道人

天理教清野里分教会 東住吉区山坂２－７－７546-0035天理教 大音  七重

天理教桑園分教会 東住吉区東田辺３－９－１546-0032天理教 片岡　洋一

天理教桑津分教会 東住吉区桑津５－８－15546-0041天理教 竹本　喜三

天理教高蘆分教会 東住吉区南田辺１－６－12546-0033天理教 藪田　栄司

天理教高吉分教会 東住吉区照ケ丘矢田３－18
－10

546-0021天理教 宇佐美　恵美
子

天理教狹阪分教会 東住吉区東田辺２－１－11546-0032天理教 米田  二郎

天理教郷道分教会 東住吉区北田辺２－13－20546-0044天理教 的場　ひなよ

天理教郷與分教会 東住吉区針中野３－４－16546-0011天理教 井本  與彦

天理教島道分教会 東住吉区南田辺５－19－７546-0033天理教 山本  教和

天理教守誠宮原分教会 東住吉区今川７－２－４546-0003天理教 小谷  康夫

天理教順芳分教会 東住吉区西今川１－23－７546-0042天理教 今西  光章

天理教新大阪分教会 東住吉区桑津５－６－13546-0041天理教 野本　高孝

天理教神大神蒲分教会 東住吉区湯里４－５－13546-0013天理教 渡邊　睦廣

天理教盛重分教会 東住吉区西今川４－23－９546-0042天理教 梅本　直弘
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天理教誠長分教会 東住吉区南田辺３－25－７546-0033天理教 荒木　紀子

天理教善大分教会 東住吉区東田辺２－20－12546-0032天理教 塩田　紀之　

天理教祖浪分教会 東住吉区桑津４－１－６546-0041天理教 杉本　善祖

天理教園光分教会 東住吉区北田辺４－13－23546-0044天理教 高山  啓一

天理教津阪分教会 東住吉区桑津２－12－25546-0041天理教 北島  久嗣

天理教天正三分教会 東住吉区照ケ丘矢田３－10
－17

546-0021天理教 廣瀬　　重治

天理教天陽分教会 東住吉区住道矢田１－２－２546-0022天理教 滝    和夫

天理教東真分教会 東住吉区照ケ丘矢田１－19
－３

546-0021天理教 杉本  秀夫

天理教難波津分教会 東住吉区山坂３－４－８546-0035天理教 水谷理一郎

天理教浪華分教会 東住吉区今川３－２－９546-0003天理教 上田　和子

天理教西永居分教会 東住吉区矢田４－２－21546-0023天理教 眞野　教人

天理教阪南分教会 東住吉区照ケ丘矢田２－19
－16

546-0021天理教 米澤　英至

天理教東貞春分教会 東住吉区鷹合３－10－５546-0014天理教 丹羽　利守

天理教東八圓分教会 東住吉区鷹合３－６－13546-0014天理教 三宅　博麿

天理教美道分教会 東住吉区住道矢田４－14－
21

546-0022天理教 山岡　正登

天理教平済分教会 東住吉区今林２－18－６546-0001天理教 田中    一

天理教豊恵分教会 東住吉区北田辺６－11－15546-0044天理教 木下    勲

天理教本駒分教会 東住吉区南田辺３－６－５546-0033天理教 明山　慶一郎

天理教本博分教会 東住吉区山坂１－11－16546-0035天理教 植田　訓子

天理教御国分教会 東住吉区田辺３－19－35546-0031天理教 大向  成和

天理教南善分教会 東住吉区西今川２－３－13546-0042天理教 岩本　敏貴

天理教明愛生分教会 東住吉区西今川１－11－５546-0042天理教 森本　誠

天理教明仁分教会 東住吉区西今川１－16－25546-0042天理教 森本　恭由

天理教明立分教会 東住吉区西今川１－６－７546-0042天理教 森本  節男

天理教明理分教会 東住吉区西今川４－24－７－
６

546-0042天理教 森本　和男

天理教名龍川分教会 東住吉区杭全７－９－５546-0002天理教 藤野  忠英

天理教鷲阪分教会 東住吉区田辺１－８－31546-0031天理教 樋口　かおり
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大阪市平野区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

赤坂神社 平野区長吉六反１－14－24547-0012神社本庁 鈴木  理美

旭神社 平野区加美正覚寺１－17－
30

547-0006神社本庁 深谷　仁俊

産土神社 平野区長吉出戸６－10－14547-0011神社本庁 鈴木  理美

瓜破天神社 平野区瓜破５－４－19547-0024神社本庁 橋本  一浩

川辺八幡神社 平野区長吉川辺１－４－38547-0014神社本庁 辻岡  康裕

杭全神社 平野区平野宮町２－１－67547-0046神社本庁 藤江　正謹

志紀長吉神社 平野区長吉長原２－８－23547-0016神社本庁 鈴木  理美

新家天満宮 平野区加美南５－３－25547-0003神社本庁 船井  嘉彦

菅原神社 平野区加美鞍作１－５－17547-0004神社本庁 船井　義一

天照皇大神社 平野区長吉出戸４－４－36547-0011神社本庁 鈴木  理美

式内楯原神社 平野区喜連６－１－38547-0027単立（神社） 浅井  克晏

八坂神社 平野区喜連東２－１－14547-0021単立（神社） 井田　玉雄

金光教苗代田教会 平野区平野西６－７－27547-0033金光教 井上  静子

金光教平野教会 平野区平野宮町２－７－24547-0046金光教 宮下　寿美

御嶽教城山教会 平野区長吉長原東ｌ－２－８547-0013御嶽教 宮本　澄子

明治教誠倫教会 平野区加美末次町８－143547-0000明治教 山本    茂

浄覺寺 平野区長吉長原３－１－10547-0016浄土真宗本願寺派 巖水　法光

善正寺 平野区加美鞍作１－８－８547-0004浄土真宗本願寺派 神下　浄真

鞍作寺 平野区加美鞍作２－７－21547-0004浄土真宗本願寺派 神下　浄真

永福寺 平野区平野上町１－15－24547-0045浄土真宗本願寺派 福原　淳照

恵浄寺 平野区平野市町３－９－17547-0042浄土真宗本願寺派 久堀　照義

教西寺 平野区喜連東２－１－２２547-0021浄土真宗本願寺派 盛影　友雄

弘常寺 平野区長吉六反２－２－39547-0012浄土真宗本願寺派 佐々木　俊慈

光永寺 平野区平野本町１－５－13547-0044浄土真宗本願寺派 鷲谷  達雄

光圓寺 平野区長吉長原３－９－28547-0016浄土真宗本願寺派 楠林　照真

西寳寺 平野区長吉長原２－10－16547-0016浄土真宗本願寺派 楠林  照敬

信行寺 平野区平野東１－２－７547-0043浄土真宗本願寺派 橘　智照

専龍寺 平野区長吉川辺２－５－19547-0014浄土真宗本願寺派 佐々木　覚爾

法性寺 平野区喜連６－５－18547-0027浄土真宗本願寺派 久堀　豊善
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

専称寺 平野区喜連３－８－４547-0027真宗大谷派 沼田　功

慧光寺 平野区平野上町２－６－28547-0045真宗大谷派 近松　誉

宝圓寺 平野区喜連３－８－24547-0027真宗大谷派 白川　義夫

阿彌陀寺 平野区長吉長原２－８－22547-0016真宗大谷派 吉川　知徳

恩敬寺 平野区瓜破６－２－７547-0024真宗大谷派 安城  正人

願正寺 平野区平野東２－２－17547-0043真宗大谷派 織田  恭一

敬正寺 平野区瓜破東５－５－10547-0022真宗大谷派 榛間　顕弘

高陰寺 平野区加美正覚寺１－17－
17

547-0006真宗大谷派 安藤　恒爾

浄永寺 平野区平野上町１－６－12547-0045真宗大谷派 矢幡　和男

正業寺 平野区平野本町３－６－７547-0044真宗大谷派 新田  修巳

眞證寺 平野区加美鞍作１－８－12547-0004真宗大谷派 田路　信子

瑞興寺 平野区平野市町３－４－17547-0042真宗大谷派 清    史彦

専念寺 平野区平野本町４－16－24547-0044真宗大谷派 長谷澤　弘文

傳了寺 平野区喜連東１－７－４547-0021真宗大谷派 猪妻　和子

南栖寺 平野区加美南５－６－31547-0003真宗大谷派 安藤　遵爾

南徳寺 平野区背戸口４－６－30547-0034真宗大谷派 野尻  政彦

聞名寺 平野区長吉出戸６－９－12547-0011真宗大谷派 安城  俊亮

山野教会 平野区喜連４－３－25547-0027真宗大谷派 沼田　功

陽南寺 平野区加美正覚寺１－17－
21

547-0006真宗大谷派 蜂須賀　照宗

利福寺 平野区長吉出戸４－４－36547-0011真宗大谷派 山本  孝義

光源寺 平野区平野本町４－11－５547-0044真宗仏光寺派 中院　秀昭

観音寺 平野区平野本町４－７－19547-0044浄土宗 小沢  謙了

桜井寺 平野区平野東２－11－68547-0043浄土宗 田中　賢祐

東之坊 平野区加美正覚寺２－８－５547-0006浄土宗 増瀬  健性

満願寺 平野区平野宮町１－９－14547-0046浄土宗 小林　清尚

松井寺 平野区平野本町４－13－15547-0044融通念佛宗 瀧野  演澄

専念寺 平野区喜連４－５－７547-0027融通念佛宗 籔本　正啓

大念佛寺 平野区平野上町１－７－26547-0045融通念佛宗 吉村　暲英

大融寺 平野区平野上町１－６－10547-0045融通念佛宗 篠塚　章臣

法明寺 平野区喜連４－２－20547-0027融通念佛宗 井上　元伸

梁松院 平野区平野上町１－７－26547-0045融通念佛宗 田中　瑞修
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

全興寺 平野区平野本町４－12－21547-0044高野山真言宗 川口  良仁

長宝寺 平野区平野本町３－４－23547-0044高野山真言宗 西脇  慈容

地蔵院 平野区加美南５－２－13547-0003真言宗御室派 野口　義弘

如願寺 平野区喜連６－１－38547-0027真言宗御室派 山本  雅昭

本妙寺 平野区平野本町３－３－４547-0044本門法華宗 藤井　光行

妙圓寺 平野区瓜破３－２－50547-0024本門法華宗 音羽  隆全

善法寺 平野区喜連西４－７－21547-0026法華宗（真門流） 西村　明

栄正寺 平野区喜連西５－１－16547-0026日蓮正宗 吉川　連道

暁光寺 平野区喜連3-1-12547-0027単立（仏教） 坂元　正照

正日蓮宗成等山正覚寺 平野区加美正覚寺２－９－26547-0006単立（仏教） 太田　千賀子

平春山興利院 平野区平野南４－１－12547-0031単立（仏教） 前田　良

妙徳寺 平野区喜連７－１－10547-0027単立（仏教） 田中　江美子

日本基督教団喜連自由教
会

平野区喜連西１－11－11547-0026日本基督教団 平松　洋一

日本メノナイト・ブレザレン
教団平野キリスト教会

平野区流町３－16－19547-0032日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

笹田　文章

エホバの証人の大阪市背
戸口会衆

平野区背戸口１－７－５547-0034単立（基督） 今村　和夫

天理教秋津南分教会 平野区喜連西４－７－41547-0026天理教 上村　知孝

天理教味淀分教会 平野区加美鞍作２－４－12547-0004天理教 池田　大一

天理教榎分教会 平野区加美正覚寺１－３－25547-0006天理教 紙谷  みつ

天理教大中之島分教会 平野区流町３－１－７547-0032天理教 森    良郎

天理教喜連分教会 平野区喜連東１－５－30547-0021天理教 林　重雄

天理教錦阪分教会 平野区瓜破東３－２－32547-0022天理教 柴田　　善彦

天理教國豊分教会 平野区喜連１－１－28547-0027天理教 奥村  道博

天理教国守分教会 平野区喜連１－１－28547-0027天理教 森岡  正和

天理教此平分教会 平野区平野元町３－24547-0047天理教 永田    昭

天理教堺一分教会 平野区平野市町３－７－30547-0042天理教 平田　純三

天理教順道分教会 平野区平野宮町２－４－６547-0046天理教 鷲谷　和代

天理教新浜分教会 平野区平野市町１－３－３547-0042天理教 藤井  将晴

天理教田辺町分教会 平野区流町３－13－24547-0032天理教 紙谷   明美

天理教天堺分教会 平野区長吉川辺２－１－86547-0014天理教 芝本  秀雄

天理教天佑分教会 平野区流町３－15－13547-0032天理教 竹野　明彦

天理教徳積分教会 平野区平野東４－２－10547-0043天理教 平野  義一
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教中喜住分教会 平野区喜連５－２－28547-0027天理教 林　えい子

天理教西天宮分教会 平野区喜連３－７－２547-0027天理教 宮下  弘子

天理教華郷分教会 平野区平野馬場１－19－14547-0048天理教 田畑　トシ子

天理教平繁分教会 平野区平野本町５－11－５547-0044天理教 菅原　淸和

天理教平野分教会 平野区平野東３－６－30547-0043天理教 紙谷  久則

天理教双華分教会 平野区西脇３－６－５547-0035天理教 田畑　誠弘

天理教道弘分教会 平野区平野市町１－３－25547-0042天理教 髙野　英士

天理教南昭分教会 平野区流町３－９－７547-0032天理教 今仲    浩

天理教保直分教会 平野区加美西１－16－31547-0005天理教 松本  幸一

天理教六反分教会 平野区長吉六反１－14－14547-0012天理教 角野　嘉則

親和友の会 平野区長吉六反４－２－40547-0012単立(諸教） 井上　禎三

天神創生会 平野区加美北１－25－28547-0001単立(諸教） 田中　利數
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大阪市西成区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

生根神社 西成区玉出西２－１－10557-0045神社本庁 吉見　友伸

津守神社 西成区津守３－４－１557-0062神社本庁 今江  隆道

天満宮 西成区岸里東２－３－19557-0042神社本庁 松井　元伸

金光教恵美須教会 西成区山王１－６－３557-0001金光教 水島　道雄

金光教天下茶屋教会 西成区花園南１－13－13557-0015金光教 白石　達也

金光教西天下茶屋教会 西成区橘３－６－９557-0051金光教 竹原　直行

出雲大社津守教会 西成区北津守３－１－47557-0061出雲大社教 芳賀  伯一

神道大教三神小教会 西成区梅南７－10557-0033神道大教 奥田八重子

神道大教木山天下茶屋支
教会

西成区千本北２－２－13557-0053神道大教 辻野  雪子

神道大教木山大教会 西成区萩之茶屋３－11－４557-0004神道大教 村上  安徳

大本大阪本苑 西成区聖天下１－３－14557-0012大本 伊藤　忠茂

金高教会 西成区聖天下１－９－５557-0012単立（神道） 山田　敏彦　

佛現寺 西成区松１－７－４557-0034浄土真宗本願寺派 横川　善晃

誓源寺 西成区玉出西１－７－５557-0045浄土真宗本願寺派 旭　啓子

浄福寺 西成区花園北２－15－22557-0025浄土真宗本願寺派 松井  順嗣

遠景寺 西成区山王２－３－10557-0001浄土真宗本願寺派 高森    優

圓照寺 西成区松３－９－18557-0034浄土真宗本願寺派 坂田　和順

教善寺 西成区橘２－６－７557-0051浄土真宗本願寺派 武田　善宣

極楽寺 西成区出城３－６－１557-0024浄土真宗本願寺派 寺本　知正

西願寺 西成区旭３－２－14557-0032浄土真宗本願寺派 松向寺　通法

西教寺 西成区旭１－７－27557-0032浄土真宗本願寺派 長谷川毅正

壽光寺 西成区玉出東２－９－29557-0043浄土真宗本願寺派 萼    慶典

順正寺 西成区南津守３－２－18557-0063浄土真宗本願寺派 野中  顕教

松向寺 西成区南開２－１－23557-0023浄土真宗本願寺派 松向寺通法

浄満寺 西成区鶴見橋１－４－17557-0031浄土真宗本願寺派 伊東  道純

善照寺 西成区玉出西１－11－９557-0045浄土真宗本願寺派 佐々木  景

徳乘寺 西成区千本中１－５－14557-0054浄土真宗本願寺派 山田　正顕

本龍寺 西成区旭１－10－１557-0032浄土真宗本願寺派 山本　教道

明源寺 西成区旭３－８－14557-0032浄土真宗本願寺派 寺本　知正
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正安寺 西成区西四条町１－13－６557-0000真宗大谷派 植村　聡

行圓寺 西成区山王２－13－３557-0001真宗大谷派 竹内  博明

西蓮寺 西成区山王１－14－20557-0001真宗大谷派 高田　憲博

浄安寺 西成区花園南１－13－19557-0015真宗大谷派 高田　憲博

長源寺 西成区玉出西１－２－20557-0045真宗大谷派 藤枝　正樹

光福寺 西成区玉出西２－２－18557-0045真宗仏光寺派 玉出　宗順

正信寺 西成区千本北１－17－11557-0053真宗興正派 滝    孝夫

善行寺 西成区南津守３－１－41557-0063真宗興正派 宮川  教宣

一念寺 西成区天下茶屋１－６－24557-0014真宗興正派 鈴木　淳子

西宝寺 西成区聖天下１－６－22557-0012真宗興正派 榎本　真博

浄福寺 西成区太子１－15－26557-0002真宗高田派 松浦　清顕

安養寺 西成区岸里東１－７－１５557-0042浄土宗 前原　宏一

法祐寺 西成区旭３－４－９557-0032浄土宗 北川  了純

南翠寺 西成区長橋１－４－５557-0025高野山真言宗 中根  暁月

円満山大乗寺恵光院 西成区天下茶屋２－５－26557-0014高野山真言宗 岡本　祥真

金龍山金剛院 西成区天下茶屋２－５－26557-0014高野山真言宗 岡本　祥真

西蓮寺 西成区千本北１－９－18557-0053高野山真言宗 清原　修光

三寳院 西成区千本中１－14－14557-0054高野山真言宗 川瀬  良禅

法昌寺 西成区南津守３－６－９557-0063日蓮宗 森田　啓昌

妙導寺 西成区玉出中１－５－４557-0044法華宗（真門流） 府中  妙道

信光寺 西成区梅南１－５－32557-0033本門佛立宗 岡居　真人

正福寺 西成区千本中１－５－10557-0054日蓮本宗 髙橋　次郎

月照寺 西成区出城３－５－20557-0024天台宗 久野  良廣

観音寺 西成区津守２－４－21557-0062単立（仏教） 宮﨑　智円

華厳密教宗仏石山参学寺 西成区橘１－７－６557-0051単立（仏教） 橋本  法明

日本基督教団天下茶屋教
会

西成区天神ノ森１－９－12557-0013日本基督教団 樋川　一幸

日本基督教団玉出教会 西成区玉出東２－１－14557-0043日本基督教団 小池　磨理子

日本基督教団西成教会 西成区長橋３－10－９557-0025日本基督教団 金井　愛治

在日大韓基督教会総会大
阪西成教会

西成区梅南２－４－29557-0033在日大韓基督教会
総会

金  武士

日本フリーメソジス卜岸之
里キリスト教会

西成区千本中２－７－９557-0054日本フリーメソジスト
教団

畑野　順一

大阪救霊会館 西成区太子１－１－14557-0002単立（基督） 榮    一仰

-81-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教愛大分教会 西成区天下茶屋東２－６－12557-0011天理教 山下　美津子

天理教明嶋分教会 西成区天下茶屋東２－13－
11

557-0011天理教 岸　芳子

天理教市岡分教会 西成区山王１－３－12557-0001天理教 砂川　嘉教　

天理教梅ケ枝分教会 西成区天下茶屋東１－９－５557-0011天理教 藤原　喜宣

天理教岡萩分教会 西成区橘３－12－13557-0051天理教 森本　喜治

天理教神合分教会 西成区千本北２－９－20557-0053天理教 枝松  道廣

天理教関西分教会 西成区鶴見橋２－６－６557-0031天理教 吉村　昌樹

天理教清津分教会 西成区梅南１－５－７557-0033天理教 森田　昭子

天理教国際分教会 西成区旭３－９－４557-0032天理教 矢引　勝

天理教島台分教会 西成区千本北２－27－１557-0053天理教 北浦　德次

天理教瑞龍分教会 西成区松２－４－18557-0034天理教 木村  善之

天理教清泉分教会 西成区花園南１－12－30557-0015天理教 田中  純一

天理教摂陽分教会 西成区鶴見橋１－11－16557-0031天理教 澤田　道男

天理教中恵分教会 西成区山王２－３－21557-0001天理教 杉本三子雄

天理教法本分教会 西成区天神ノ森１－３－24557-0013天理教 森本  茂博

天理教萩野分教会 西成区萩之茶屋２－８－17557-0004天理教 番正　道男

天理教阪陽分教会 西成区千本中１－９－６557-0054天理教 飯田  禎伸

天理教姫崎分教会 西成区玉出中１－７－17557-0044天理教 佐伯  勝司

天理教堀新分教会 西成区千本南１－９－16557-0055天理教 児玉　富士夫

天理教明四十二分教会 西成区千本中２－３－10557-0054天理教 日和佐　吉次

天理教持尾分教会 西成区旭３－９－14557-0032天理教 亀井　一郎
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開口神社 堺市堺区甲斐町東２－ｌ－29590-0953神社本庁 三上　尚嘉

石津神社 堺市堺区石津町１－15－21590-0814神社本庁 奥　一夫

神明神社 堺市堺区栄橋町２－１－22590-0971神社本庁 三上　尚嘉

菅原神社 堺市堺区戎之町東２－１－38590-0945神社本庁 池田  典子

高須神社 堺市堺区北半町東３－５590-0922神社本庁 三上　尚嘉

田守神社 堺市堺区松屋町2-115-1590-0903神社本庁 後藤　典子

月洲神社 堺市堺区南島町２－125－２590-0904神社本庁 倉田  益宏

船待神社 堺市堺区西湊町１－２－18590-0835神社本庁 三上　憲孝

方違神社 堺市堺区北三国ケ丘町２－２
－１

590-0021神社本庁 神山　真弓

金光教堺大浜教会 堺市堺区大浜北町３－10－
37

590-0974金光教 鍵山　二雄

金光教茅渟教会 堺市堺区菅原通３－24590-0826金光教 羽淵　晃子

観音教神霊会 堺市堺区南三国ケ丘町１－１
－８

590-0023単立（神道） 東野美三郎

光雲寺 堺市堺区協和町３－186590-0822浄土真宗本願寺派 中田  寛

万福寺 堺市堺区九間町東３－１－45590-0934浄土真宗本願寺派 河野　正史

光乘寺 堺市堺区少林寺町西２－１－
19

590-0960浄土真宗本願寺派 朝倉　隆文

圓龍寺 堺市堺区新在家町東４－１－
５

590-0964浄土真宗本願寺派 佐々木義信

願専寺 堺市堺区協和町３－268590-0822浄土真宗本願寺派 柴田　暁美

永詳寺 堺市堺区石津町１－10－18590-0814浄土真宗本願寺派 和田　正俊

圓光寺 堺市堺区甲斐町東６－１－10590-0953浄土真宗本願寺派 橘　俊光

圓淨寺 堺市堺区石津町４－５－10590-0814浄土真宗本願寺派 佐竹　佳英

延長寺 堺市堺区西湊町３－１－４590-0835浄土真宗本願寺派 和田  隆臣

覚円寺 堺市堺区緑ケ丘南町４－１－
20

590-0804浄土真宗本願寺派 豊島　学恵

覺応寺 堺市堺区九間町東３－１－49590-0934浄土真宗本願寺派 河野  通世

願正寺 堺市堺区南旅篭町東２－２－
１

590-0965浄土真宗本願寺派 藤本　幸司

源光寺 堺市堺区寺地町東４－１－32590-0962浄土真宗本願寺派 高橋  事久

西光寺 堺市堺区南半町西４－１－18590-0967浄土真宗本願寺派 橋本　　尚明

慈光寺 堺市堺区中之町東４－３－22590-0956浄土真宗本願寺派 楠　哲教

浄因寺 堺市堺区錦之町東２－２－４590-0932浄土真宗本願寺派 幻中  滉学

浄行寺 堺市堺区神明町東２－４－13590-0935浄土真宗本願寺派 荻野　勝行
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浄福寺 堺市堺区九間町東３－ｌ－43590-0934浄土真宗本願寺派 悳    英子

真行寺 堺市堺区神石市之町18－２590-0813浄土真宗本願寺派 石田　彰宏

善宗寺 堺市堺区新在家町西１－１－
４

590-0969浄土真宗本願寺派 髙橋　昭人

超元寺 堺市堺区神明町東３－１－４590-0935浄土真宗本願寺派 眞田　智之

宝光寺 堺市堺区中之町東４－２－16590-0956浄土真宗本願寺派 河野  直仁

法水寺 堺市堺区楠町４－２－22590-0836浄土真宗本願寺派 田中　秀樹

本願寺堺別院 堺市堺区神明町東３－１－10590-0935浄土真宗本願寺派 黒田　正宣

明願寺 堺市堺区協和町３－305590-0822浄土真宗本願寺派 岩本  慶照

明現寺 堺市堺区新在家町西２－２－
６

590-0969浄土真宗本願寺派 久我　真見

聞蔵寺 堺市堺区神明町東２－３－20590-0935浄土真宗本願寺派 那須　良信

願行寺 堺市堺区石津町４－２－９590-0814真宗大谷派 秦　真哉

教蓮寺 堺市堺区新在家町西２－２－
８

590-0969真宗大谷派 天津　良嗣

最勝寺 堺市堺区市之町東５－１－11590-0952真宗大谷派 佐野　英准

西然寺 堺市堺区戎之町東５－１－32590-0945真宗大谷派 佐野  賢正

浄専寺 堺市堺区少林寺町東３－１－
27

590-0963真宗大谷派 住谷  龍縁

常通寺 堺市堺区寺地町西２－２－21590-0961真宗大谷派 北畠　玄

浄得寺 堺市堺区錦之町東２－２－３590-0932真宗大谷派 松井  聡

眞光寺 堺市堺区戎之町東５－３－19590-0945真宗大谷派 勝間　弘章

真宗寺 堺市堺区神明町東３－１－46590-0935真宗大谷派 足利　　尊

専称寺 堺市堺区熊野町東４－３－16590-0946真宗大谷派 友田　恵康

泉然寺 堺市堺区市之町東６－１－３590-0952真宗大谷派 中島　裕

長久寺 堺市堺区中之町東３－２－15590-0956真宗大谷派 藤本　博文

南通寺 堺市堺区御陵通３－12590-0057真宗大谷派 荒川　裕信

念勝寺 堺市堺区戎之町東５－３－３590-0945真宗大谷派 藤井　義章

誓源寺 堺市堺区南庄町１－１－３590-0008真宗仏光寺派 岩澤　潤一

証誠寺 堺市堺区柳之町東２－２－12590-0933浄土宗 坂口  佳孝

真光寺 堺市堺区北庄町１－１－３590-0007浄土宗 阪下　哲哉

蓮花寺 堺市堺区宿屋町東３－２－41590-0936浄土宗 藤花　光永

阿弥陀寺 堺市堺区新在家町東４－１－
22

590-0964浄土宗 堺  弘信

阿免寺 堺市堺区中之町西２－２－25590-0957浄土宗 笹脇  幹雄

安養寺 堺市堺区甲斐町東５－２－４590-0953浄土宗 上田　哲哉
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栄松寺 堺市堺区綾之町東２－１－12590-0925浄土宗 鶴見　一遂

延命寺 堺市堺区新在家町東４－１－
16

590-0964浄土宗 中村　法道

玉圓寺 堺市堺区甲斐町東５－２－10590-0953浄土宗 山本　能忍

賢清寺 堺市堺区新在家町東４－２－
14

590-0964浄土宗 吉田  哲喜

幸徳寺 堺市堺区新在家町東４－３－
１

590-0964浄土宗 笹脇  幹雄

極楽寺 堺市堺区戎之町東５－１－27590-0945浄土宗 松涛　優澄

金蓮寺 堺市堺区戎之町東５－１－３590-0945浄土宗 根来  隆志

西福寺 堺市堺区戎之町東５－１－23590-0945浄土宗 山本　典雄

常安寺 堺市堺区熊野町東５－１－12590-0946浄土宗 笠井　紀彦

浄光寺 堺市堺区西湊町３－２－23590-0835浄土宗 甲斐  義英

浄光寺 堺市堺区錦之町東２－２－５590-0933浄土宗 河合　玄芳

浄信寺 堺市堺区大町東４－２－18590-0954浄土宗 塩嵜　法月

浄念寺 堺市堺区柳之町東２－２－31590-0933浄土宗 坂下　雅裕

正明寺 堺市堺区新在家町東４－３－
15

590-0964浄土宗 森　俊英

誓源寺 堺市堺区櫛屋町東４－２－32590-0944浄土宗 野口  健雄

盛宗寺 堺市堺区綾之町東２－１－12590-0925浄土宗 鶴見　一遂

専称寺 堺市堺区新在家町東４－３－
17

590-0964浄土宗 宇佐美　泰彦

善長寺 堺市堺区神明町東３－１－43590-0935浄土宗 吉田　宗徳

宗見寺 堺市堺区北半町西２－19590-0921浄土宗 山田  達祐

宗泉寺 堺市堺区柳之町東２－２－33590-0933浄土宗 中西　時大

宗宅寺 堺市堺区北半町西３－１590-0921浄土宗 赤木  昭順

大阿弥陀経寺 堺市堺区寺地町東４－１－14590-0962浄土宗 山田  俊明

大心寺 堺市堺区戎之町東５－４－１590-0945浄土宗 武田  耕道

大善寺 堺市堺区柳之町東２－２－11590-0933浄土宗 松寿  道仲

長泉寺 堺市堺区新在家町東４－２－
25

590-0964浄土宗 中村  哲雄

超善寺 堺市堺区熊野町東５－１－18590-0946浄土宗 梶原　暁道

長徳寺 堺市堺区中之町東４－２－27590-0956浄土宗 梅原　竜昭

福成寺 堺市堺区錦之町東２－２－30590-0932浄土宗 松壽　春道

辨順寺 堺市堺区南半町西１－２－８590-0967浄土宗 岸田  勲英

遍照寺 堺市堺区櫛屋町東４－１－10590-0944浄土宗 坂下　一治

宝泉寺 堺市堺区新在家町東４－１－
25

590-0964浄土宗 坂下　二順
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法伝寺 堺市堺区神明町東３－１－40590-0935浄土宗 山本  典雄

良俊寺 堺市堺区熊野町東５－１－18590-0946浄土宗 佐橋　明空

一光寺 堺市堺区甲斐町西３－３－21590-0950西山浄土宗 宮田　眞

北十萬 堺市堺区錦之町東２－２－８590-0932浄土宗西山禅林寺
派

大内　元

正法寺 堺市堺区中之町東４－２－18590-0956浄土宗西山禅林寺
派

大野　和彦

来迎寺 堺市堺区綾之町西２－２－14590-0926融通念佛宗 寺島  義秀

林昌寺 堺市堺区柳之町東２－２－15590-0933融通念佛宗 磯田  良道

永福寺 堺市堺区市之町東６－２－30590-0952時宗 望月　淳

大福院 堺市堺区綾之町東１－３－27590-0925高野山真言宗 髙林　清隆

観月院 堺市堺区南半町西１－２－13590-0967高野山真言宗 中村　孝雄

千蔵院 堺市堺区熊野町東４－３－15590-0946高野山真言宗 所　弘昌

東光寺 堺市堺区宿院町西２－１－28590-0958高野山真言宗 藤原　祐信

宝珠院 堺市堺区宿屋町東３－２－36590-0936高野山真言宗 松村　悦子

發光院 堺市堺区新在家町東３－２－
14

590-0964高野山真言宗 大野  義雄

十輪院 堺市堺区九間町東３－１－50590-0934真言宗御室派 井上  美恵

長楽寺 堺市堺区熊野町東５－１－14590-0946真言宗御室派 井上　俊章

三宝大教会 堺市堺区石津町１590-0814真言宗醍醐派 木下  晃順

堺三宝教会 堺市堺区西湊町６－２－８590-0835真言宗醍醐派 岡田  章道

弘詮寺 堺市堺区西湊町４－３－５590-0835真言宗醍醐派 菱本  智広

長谷寺 堺市堺区宿院町東３－２－５590-0955真言宗豊山派 魚住　明信

朝日寺 堺市堺区大仙町６－15590-0035日蓮宗 粟野　泰全

恵照院 堺市堺区材木町東４－１－４590-0942日蓮宗 矢野  正明

圓明寺 堺市堺区新在家町東４－１－
６

590-0964日蓮宗 白井  正良

風間寺 堺市堺区並松町６590-0912日蓮宗 青木　泰正

月蔵寺 堺市堺区柳之町東２－２－７590-0933日蓮宗 金山　信利

経王寺 堺市堺区九間町東３－１－９590-0934日蓮宗 佐野  一秀

櫛笥寺 堺市堺区櫛屋町東４－１－15590-0944日蓮宗 北村　享香

興覚寺 堺市堺区櫛屋町東４－２－９590-0944日蓮宗 南條　孝文

成就寺 堺市堺区宿屋町東３－２－６590-0936日蓮宗 宇野  修司

栴明院 堺市北榎町２－114590-0000日蓮宗 尾崎  竜光

長源寺 堺市堺区西湊町２－３－６590-0835日蓮宗 安東　正覚
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本行寺 堺市堺区西湊町２－１－23590-0835日蓮宗 安東　正覚

本光寺 堺市堺区大町東４－２－39590-0954日蓮宗 足立　英修

本成寺 堺市堺区寺地町東４－１－36590-0962日蓮宗 野村　光俊

本要寺 堺市堺区新在家町東２－２－
10

590-0964日蓮宗 山田　錬潮

妙慶寺 堺市堺区新在家町東２－２－
６

590-0964日蓮宗 唄  行進

妙光寺 堺市堺区南旅篭町東４－１－
14

590-0965日蓮宗 小野　耕三

妙国寺 堺市堺区材木町東４－１－４590-0942日蓮宗 岡部　泰鑑

妙法寺 堺市堺区中之町東４－１－３590-0956日蓮宗 佐々木　宏介

養壽寺 堺市堺区甲斐町東５－３ー19590-0953日蓮宗 足立　英彰

法華寺 堺市堺区甲斐町東５－１－14590-0953本門法華宗 真鍋  弘喜

真如寺 堺市堺区市之町東５－ｌ－23590-0952本門法華宗 宇野  道代

本受寺 堺市堺区宿屋町東３－２－40590-0936本門法華宗 大嶋  昭洋

一蓮寺 堺市堺区二条通４－23590-0047法華宗（本門流） 佐竹　学

顕本寺 堺市堺区宿院町東４－１－30590-0955法華宗（本門流） 菅原　善隆

調御寺 堺市堺区宿院町東４－２－29590-0955法華宗（真門流） 加藤　英二

本傳寺 堺市堺区新在家町東２－２－
16

590-0964日蓮正宗 脇坂　広治

妙満寺 堺市堺区櫛屋町東４－１－18590-0944顕本法華宗 青山  靖史

光澤寺 堺市堺区新在家町東４－３－
４

590-0964天台宗 郡　最俊

智禅寺 堺市堺区戎之町東５－１－30590-0945天台真盛宗 大上　良雅

祥雲寺 堺市堺区大町東４－２－７590-0954臨済宗大徳寺派 那須　宗弘

少林寺 堺市堺区少林寺町東３－１－
20

590-0963臨済宗大徳寺派 横井  万休

天慶院 堺市堺区南旅篭町東３－１－
２

590-0965臨済宗大徳寺派 小野  康雄

徳泉寺 堺市堺区南旅篭町東３－１－
８

590-0965臨済宗大徳寺派 小林  宗谷

南宗寺 堺市堺区南旅篭町東３－１－
２

590-0965臨済宗大徳寺派 田島  碩應

本源院 堺市堺区南旅篭町東３－１－
２

590-0965臨済宗大徳寺派 小野　順雄

臨江寺 堺市堺区南半町東２－１－３590-0966臨済宗大徳寺派 磯部　良三

海会寺 堺市堺区南旅篭町東３－１－
２

590-0965臨済宗東福寺派 安保  省吾

大安寺 堺市堺区南旅篭町東４－１－
４

590-0965臨済宗東福寺派 塚本　宗達

紅谷庵 堺市堺区中三国ケ丘町２－１
－37

590-0022曹洞宗 水野　道章

高林寺 堺市堺区神明町東３－１－３590-0935単立（仏教） 亀井　宏之

出海山正善寺大日庵 堺市堺区出島町１－５－１590-0834単立（仏教） 徳永　智
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超願寺 堺市堺区神明町東３－１－41590-0935単立（仏教） 川﨑　曜

日蓮宗流通明鏡信慧会 堺市堺区北旅籠町西１－１－
４

590-0928単立（仏教） 久井　利雄

法友会 堺市堺区香ケ丘町１－３－５590-0011単立（仏教） 中島　有香子

やすらぎ山菩提苑 堺市堺区東雲西町1-6-23590-0013単立（仏教） 有満　昭彦

日本基督教団堺川尻教会 堺市堺区大町西３－１－13590-0959日本基督教団 塚本　一正

日本基督教団堺清水橋教
会

堺市堺区車之町東１－１－23590-0943日本基督教団 森田　香代

在日大韓基督教堺教会 堺市堺区少林寺町東２－２－
24

590-0963在日大韓基督教会
総会

金　忠洛

基督教カナン教団本部教
会

堺市堺区櫛屋町東１－２－18590-0944基督教カナン教団 森田　義兵衞

日本基督改革派堺みくに
教会

堺市堺区向陵東町２－７－17590-0025日本キリスト改革派
教会

長谷部　真

日本フリーメソジスト堺キ
リスト教会

堺市堺区中三国ケ丘町３－１
－1６

590-0022日本フリーメソジスト
教団

中江　松二

上野芝キリスト教会 堺市堺区南陵町３－２－16590-0811単立（基督） 谷口　卓嗣

堺大浜教会 堺市堺区大浜南町２－８－18590-0976単立（基督） 中谷　建晴

天理教明澄分教会 堺市堺区南田出井町１－２－
12

590-0015天理教 蛇山  貞子

天理教安開分教会 堺市堺区榎元町１－３－25590-0027天理教 泉並　友彦

天理教石津分教会 堺市堺区石津町１－16－24590-0814天理教 長谷川　孝義

天理教泉石分教会 堺市堺区石津町１－13－３590-0814天理教 谷和　正博

天理教泉海明分教会 堺市堺区神明町東１－１－31590-0935天理教 田中  敏道

天理教泉道分教会 堺市堺区北田出井町１－３－
15

590-0017天理教 茶谷　義克

天理教泉世分教会 堺市堺区北旅篭町東１－１－
８

590-0923天理教 茶谷　良佐

天理教泉大教会 堺市堺区大浜南町２－２－26590-0976天理教 茶谷　良佐

天理教堺芦分教会 堺市堺区新在家町西１－２－
３

590-0969天理教 増田  徳郎

天理教堺恩分教会 堺市堺区新在家町西３－１－
４

590-0969天理教 宵　道治

天理教堺香分教会 堺市堺区香ケ丘町２－10－２590-0011天理教 田口　眞也

天理教堺正分教会 堺市堺区御陵通３－４590-0057天理教 伊藤キヌ子

天理教堺石分教会 堺市堺区少林寺町西４－１－
31

590-0960天理教 長谷川　繁樹

天理教開中分教会 堺市堺区南旅篭町東４－１－
１

590-0965天理教 大中　清

天理教神鷺分教会 堺市堺区少林寺町西１－２－
19

590-0960天理教 齊藤  誠一

天理教岸ノ里分教会 堺市堺区百舌鳥夕雲町１－
30－２

590-0802天理教 山本　善明

天理教北池田分教会 堺市堺区賑町１－２－16590-0066天理教 立花  昭幸

天理教堺大教会 堺市堺区向陵中町３－１－１590-0024天理教 平野　総吉

天理教堺中央分教会 堺市堺区南島町３－４590-0904天理教 木田  政嗣
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天理教昭栄分教会 堺市堺区錦綾町３－６－15590-0006天理教 武田　由紀

天理教神堺分教会 堺市堺区東湊町６－381590-0829天理教 小谷  元行

天理教真隆分教会 堺市堺区中三国ケ丘町１－１
－11

590-0022天理教 和田  幸晴

天理教住治分教会 堺市堺区海山町４－164－51590-0982天理教 福永  和弘

天理教摂淡分教会 堺市堺区西湊町１－３－23590-0835天理教 香川　秀孝

天理教高浪分教会 堺市堺区百舌鳥夕雲町２－
141

590-0802天理教 奥野　榮子

天理教長堺分教会 堺市堺区五月町１－７590-0031天理教 石橋　克庸

天理教長立分教会 堺市堺区五月町７－30590-0031天理教 石橋　克庸

天理教天運分教会 堺市堺区中之町西３－１－21590-0957天理教 澤田　一惠

天理教浪堺分教会 堺市堺区寺地町東３－１－29590-0962天理教 久保  弥一

天理教賑町分教会 堺市堺区賑町２－２－18590-0066天理教 西川　寿一

天理教根如分教会 堺市堺区南清水町１－１－15590-0005天理教 藤原　泰三

天理教本吹田分教会 堺市堺区北田出井町３－６－
５

590-0017天理教 田中丸　勝也

天理教真澄分教会 堺市堺区中田出井町３－２－
32

590-0016天理教 蛇山  政夫

天理教南－道分教会 堺市堺区賑町３－４－22590-0066天理教 吉井　紗奈恵

天理教明道分教会 堺市堺区今池2-8-16590-0018天理教 松森  忠彦

天理教洋仁分教会 堺市堺区北向陽町１－４－10590-0071天理教 中尾　真三也
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陶荒田神社 堺市中区上之1215599-8244神社本庁 阪井　智之

野々宮神社 堺市中区深井清水町3839599-8273神社本庁 中村　裕

蜂田神社 堺市中区八田寺町524599-8267神社本庁 磯崎  伸子

愛宕神社 堺市中区福田484－９599-8241単立（神社） 石川　武

黒住教堺中教会所 堺市中区新家町569－９599-8232黒住教 石原　秀則

日光教畑山教会 堺市中区深井畑山町23599-8248日光教 中谷　ヲフク

本念寺 堺市中区毛穴町486599-8266浄土真宗本願寺派 芥川  龍美

専修寺 堺市中区平井９４７－５556-0020浄土真宗本願寺派 久保　善見

円乘寺 堺市中区福田1191599-8241浄土真宗本願寺派 中林    章

極楽寺 堺市中区深井北町113599-8271浄土真宗本願寺派 波多　靖之

稱讃寺 堺市中区深井中町1904599-8272浄土真宗本願寺派 本多　晋也

正念寺 堺市中区東八田390599-8275浄土真宗本願寺派 桑原  力弥

誓願寺 堺市中区東山347－１599-8247浄土真宗本願寺派 高橋　浩之

善行寺 堺市中区八田北町897599-8262浄土真宗本願寺派 本多　道隆

善福寺 堺市中区深井清水町1738599-8273浄土真宗本願寺派 三好　剛生

了源寺 堺市中区小阪143599-8276浄土真宗本願寺派 鷲尾　順一

願成寺 堺市中区福田808599-8241真宗大谷派 能岡  淨

無量寺 堺市中区福田1015599-8241融通念佛宗 塩野  則行

大野寺 堺市中区土塔町2167599-8234高野山真言宗 堀内  寛弘

月輪寺 堺市中区陶器北768599-8242高野山真言宗 樫本　叡学

観音寺 堺市中区田園560599-8246高野山真言宗 和多田良穂

華林寺 堺市中区八田寺町59599-8267高野山真言宗 寺西  浩章

興源寺 堺市中区福田849599-8241高野山真言宗 後藤　瀞範

光明寺 堺市中区上之706599-8244高野山真言宗 仲村  惟貞

西福寺 堺市中区土師町３－13－１599-8238高野山真言宗 嶋倉　弘瑞

豊西寺 堺市中区辻之961599-8245高野山真言宗 小林　陽俊

法輪寺 堺市中区見野山45-5599-8243高野山真言宗 西村　匡仙

惟妙寺 堺市中区大野芝町264599-8233本門法華宗 山田　具視

実法寺 堺市中区深阪４－18－39599-8253日蓮正宗 塚越　良敏
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宝泉寺 堺市中区深井北町53599-8271黄檗宗 赤松  徹秀

海岸寺 堺市中区平井933－１599-8251黄檗宗 乾  泰幸

寿和寺 堺市中区土師町２－４－６599-8238単立（仏教） 山本　順子

ピノキオ観音会 堺市中区深井清水町3937599-8273単立（仏教） 星島　小千代

日本基督教団土師教会 堺市中区土師町３－14－40599-8238日本基督教団 寺田　　悳英

日本聖公会聖ルカ教会 堺市中区土塔町2028599-8234日本聖公会 原田　光雄

聖イエス会堺教会 堺市中区深井水池町3205－
１

599-8237聖イエス会 川越　　康

日本メノナイト・ブレザレン
教団堺中央キリスト教会

堺市中区新家町523－９599-8232日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

折口　俊樹

堺シオン福音教会 堺市中区堀上町575-5599-8261日本福音教会 山下　聡子

エホバの証人の堺会衆 堺市中区深井中町677－３599-8272単立（基督） 武田　道弘

八田西キリスト教会 堺市中区八田西町２－１５－
３

599-8265単立（基督） 土井　義弘

天理教泉深分教会 堺市中区深井畑山町268-3599-8248天理教 吉川　里香

天理教泉守分教会 堺市中区深阪1-9-10599-8253天理教 杉本　雅博

天理教大狭深分教会 堺市中区福田802－１599-8241天理教 西尾　隆英

天理教久深分教会 堺市中区深井北町131599-8271天理教 池中  治彦

天理教神緑分教会 堺市中区深井水池町2860－
３

599-8237天理教 野沢　聡

天理教泉東分教会 堺市中区陶器北909599-8242天理教 村上　幸一

天理教中堺分教会 堺市中区八田寺町157－６599-8267天理教 平川  道義

天理教陶器分教会 堺市中区東山206599-8247天理教 谷　直子

天理教陶深分教会 堺市中区深阪6-5-10599-8253天理教 樋川　正二

天理教難凌分教会 堺市中区土塔町199－１599-8234天理教 片上　浩二

天理教八田山分教会 堺市中区東山222－２599-8247天理教 村上  元一

天理教久峯分教会 堺市中区福田765－２599-8241天理教 神田　雅仁

天理教帆城分教会 堺市中区深井北町3113－２599-8271天理教 山野  義明
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萩原神社 堺市東区日置荘原寺町75－
１

599-8112神社本庁 南條  保彦

金光教大美野教会 堺市東区大美野６－９599-8126金光教 阿部　美喜子

出雲大社大阪分祠 堺市東区日置荘西町759599-8114出雲大社教 吉村  博勝

明正教八下大教会 堺市東区引野町３－156－６599-8104明正教 日野　朋子

鳳来山求法道翔龍院 堺市東区西野４－１599-8125単立（神道） 山田　晶子

御酒教高松教会 堺市東区関茶屋100599-8115単立（神道） 入間　シヅ子

因念寺 堺市東区草尾1174599-8127浄土真宗本願寺派 浅田  正博

旭照寺 堺市東区西野521599-8125浄土真宗本願寺派 山上　正尊

西寳寺 堺市東区南野田250599-8124浄土真宗本願寺派 西沖  元裕

浄教寺 堺市東区丈六444599-8122浄土真宗本願寺派 木南  正興

照念寺 堺市東区高松172599-8121浄土真宗本願寺派 石徳  博毅

真光寺 堺市東区日置荘原寺町518599-8112浄土真宗本願寺派 木村　世雄

念照寺 堺市東区北野田283599-8123浄土真宗本願寺派 佐々木　誠信

観善寺 堺市東区日置荘西町６－15
－13

599-8114真宗大谷派 菱田　眞英

大念寺 堺市東区日置荘西町２－20
－23

599-8114真宗大谷派 菱田　眞英

妙覚寺 堺市東区日置荘原寺町496599-8112真宗大谷派 藤田　樹

報恩寺 堺市東区野尻町488599-8116真宗仏光寺派 寺田　宗隆

勝福寺 堺市東区日置荘北町354599-8111融通念佛宗 阪本　功

阿弥陀院 堺市東区野尻町484599-8116融通念佛宗 塩野　則行

稱念寺 堺市東区日置荘西町1137599-8114融通念佛宗 柳澤　親仁

中仙寺 堺市東区石原町４－50599-8102融通念佛宗 藤本  利弘

釈迦院 堺市東区丈六384599-8122高野山真言宗 西村　嘉哲

本教寺 堺市東区大美野99－４599-8126日蓮宗 吉村　常妙

日聖寺 堺市東区日置荘西町５－19
－23

599-8114日蓮宗 藤本　静潤

妙風寺 堺市東区西野14－２599-8125本門佛立宗 馬養  清督

法行院 堺市東区日置荘原寺町33－
20

599-8112金峯山修験本宗 巽  良仁

黒谷寺 堺市東区引野町３－129599-8104金峯山修験本宗 槇野　晴樹

大悲寺 堺市東区南野田243599-8124単立（仏教） 西岡　健一

日本基督教団登美丘教会 堺市東区大美野24－２599-8126日本基督教団 小林　勉
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

北野田キリスト教会 堺市東区南野田364－７599-8124単立（基督） 大岡　淳子

天理教大草分教会 堺市東区草尾166－２599-8127天理教 清水  則夫

天理教眞分教会 堺市東区南野田87－１599-8124天理教 中川  清雄

天理教天正一分教会 堺市東区西野449－３599-8125天理教 井上　均

天理教天正九分教会 堺市東区中茶屋102－１599-8128天理教 阪本　道生

天理教天王分教会 堺市東区引野町２－７599-8104天理教 寺岡　毅

天理教登美国分教会 堺市東区丈六217－３599-8122天理教 立辻　光

天理教日置荘分教会 堺市東区日置荘西町288599-8114天理教 梶山  清春

天理教明惶分教会 堺市東区北野田118－１599-8123天理教 武田  勲史

天理教八下分教会 堺市東区石原町４－361－２599-8102天理教 重田  理彦
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堺市西区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大鳥神社 堺市西区鳳北町１－１－２593-8328神社本庁 水無瀬　忠俊

石津太神社 堺市西区浜寺石津町中４－
12－７

592-8334神社本庁 田島　賢次

日部神社 堺市西区草部262593-8312神社本庁 三木　準一

踞尾八幡神社 堺市西区津久野町３－20－
25

593-8322神社本庁 桐生  和佳

菱木神社 堺市西区菱木1889593-8315神社本庁 三木　準一

金光教上野芝教会 堺市西区上野芝向ケ丘町１
－５－25

593-8303金光教 的場  均

金光教鳳教会 堺市西区鳳南町２－27593-8325金光教 工藤　和也

神理教泉教会 堺市西区上野芝町８－16－
12

593-8301神理教 大塚　一儀

神道天住教会 堺市西区浜寺石津町東５－５
－22

592-8335単立（神道） 西川  久信

順教寺 堺市西区下田町12－７593-8329浄土真宗本願寺派 佐竹  正之

光來寺 堺市西区鳳西町２－344593-8326浄土真宗本願寺派 藤井　弘道

因念寺 堺市西区津久野町３－25－４593-8322浄土真宗本願寺派 山田　利秋

円徳寺 堺市西区平岡町420593-8307浄土真宗本願寺派 木下　保男

元立寺 堺市西区浜寺船尾町西２－
186－２

592-8342浄土真宗本願寺派 藤智真

西法寺 堺市西区浜寺石津町中４－６
－３

592-8334浄土真宗本願寺派 楠  昭乗

正覺寺 堺市西区鳳南町４－427－２593-8325浄土真宗本願寺派 河野  邦雄

浄願寺 堺市西区山田３－1024593-8315浄土真宗本願寺派 上村　亮ニ

浄念寺 堺市西区浜寺石津町中４－
13－３

592-8334浄土真宗本願寺派 岩津　成道

浄林寺 堺市西区鳳東町１－37593-8324浄土真宗本願寺派 高倉  教恵

生蓮寺 堺市西区上308593-8311浄土真宗本願寺派 桒原　光順

専光寺 堺市西区鳳北町５－274－２593-8328浄土真宗本願寺派 河野  英樹

超圓寺 堺市西区鳳北町３－96593-8328浄土真宗本願寺派 鞆津　照信

善正寺 堺市西区浜寺元町５－546－
２

592-8343真宗大谷派 石橋　義秀

以速寺 堺市西区草部79593-8312真宗大谷派 山雄　竜磨

教蓮寺 堺市西区浜寺石津町中４－
17－５

592-8334真宗大谷派 赤松　眞光

浄信寺 堺市西区浜寺元町３－330592-8343真宗大谷派 石橋  眞悟

萬行寺 堺市西区菱木３－2506－１593-8315真宗大谷派 辻村　昭弘

慈光寺 堺市西区浜寺石津町中４－８
－10

592-8334真宗仏光寺派 和田　正智

念佛寺 堺市西区浜寺石津町東３－
11－５

592-8335浄土宗 柴田　頼彦
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大鳥寺 堺市西区鳳中町３－62593-8327高野山真言宗 柴谷　宗叔

太平寺 堺市西区太平寺563593-8314高野山真言宗 大畑　隆道

中室院 堺市西区家原寺町１－３－24593-8304高野山真言宗 寺西  義章

塩穴寺 堺市西区家原寺町１－８－20593-8304真言宗御室派 寺西 浩章

行興寺 堺市西区草部297－２593-8312真言宗醍醐派 小川  崇澄

福生寺 堺市西区浜寺石津町中３－３
－32

592-8334真言宗醍醐派 神田松三郎

楠龍院 堺市西区上510593-8311真言宗犬鳴派 豊福　成人

夕雲寺 堺市西区上野芝向ケ丘町６
－1500

593-8303日蓮宗 北村　享香

玉泉寺 堺市西区浜寺石津町西４－１
－31

592-8333本門佛立宗 梅田　仁史

信唱寺 堺市西区上野芝町6-7-20593-8301本門佛立宗 岡居　真人

長徳寺 堺市西区浜寺諏訪森町中１
－16

592-8348曹洞宗 稲垣  徹雄

家原寺 堺市西区家原寺町１－８－20593-8304単立（仏教） 寺西  浩章

要聞庵 堺市西区浜寺船尾町西２－
170

592-8342単立（仏教） 中尾　清春

日本基督教団石津教会 堺市西区浜寺石津町中５－
11－１

592-8334日本基督教団 平池　芳樹

日本基督教団鳳教会 堺市西区鳳中町９－７－３593-8327日本基督教団 三浦　遥

日本聖公会堺聖テモテ教
会

堺市西区浜寺諏訪森町東１
－65－13

592-8349日本聖公会 内田　望

エホバの証人の大阪府堺
高石会衆

堺市西区鳳西町1-89-6593-8326単立（基督） 野村　浩継

南本州宣教団浜寺聖書教
会

堺市西区浜寺昭和町４－462592-8345単立（基督） 樋川　英昭

天理教泉辰分教会 堺市西区浜寺石津町東３－３
－30

590-0812天理教 三浦　士郎

天理教泉浜分教会 堺市西区浜寺船尾町西２－
223

592-8342天理教 古藤　一彦

天理教堺津分教会 堺市西区下田町５－20593-8329天理教 森澤　義浩

天理教華城分教会 堺市西区鳳中町６－203－１593-8327天理教 横田　治人

天理教神石分教会 堺市西区山田３－1032－１593-8315天理教 谷和　正博

天理教京黄分教会 堺市西区上467－６593-8311天理教 小西　妙子

天理教泉鳳分教会 堺市西区鳳東町３－293－２593-8325天理教 濱本  秀彦

天理教大陽分教会 堺市西区草部134－４593-8312天理教 三善　信夫

天理教踞尾分教会 堺市西区津久野町３－24－
18

593-8322天理教 茶谷  廣一

天理教南堺分教会 堺市西区津久野町３－19－
16

593-8322天理教 渡邊　譲

天理教浜寺分教会 堺市西区浜寺公園町１－22592-8346天理教 田中　治恵

天理教福隆分教会 堺市西区浜寺船尾町西４－
543－２

592-8342天理教 森田　治信

天理教鳳分教会 堺市西区鳳東町５－433－１593-8324天理教 山尾　洋司
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天理教本福住分教会 堺市西区山田２－51－１593-8315天理教 保田　晃

天理教松浜分教会 堺市西区浜寺石津町中４－
14－19

592-8334天理教 坂口　知

天心教本部教会 堺市西区鳳東町５－484593-8324単立(諸教） 黒川　　是親
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堺市南区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

櫻井神社 堺市南区片蔵645590-0121神社本庁 井守　哲郎

多治速比売神社 堺市南区宮山台２－３－１590-0101神社本庁 吉田　一良

美多彌神社 堺市南区鴨谷台１－49－１590-0138神社本庁 豊島　仁史

称名寺 堺市南区御池台５－２－５590-0134浄土真宗本願寺派 斎藤  照文

松林庵 堺市南区畑622590-0124高野山真言宗 藤本  寛宏

観音院 堺市南区岩室213590-0112高野山真言宗 大西　龍心

金福寺 堺市南区片蔵846590-0121高野山真言宗 杉　成玄

西性寺 堺市南区野々井43590-0155高野山真言宗 青木  賢雄

西方寺 堺市南区泉田中348590-0126高野山真言宗 渡邊  真全

常真院 堺市南区鉢ケ峯寺403590-0125高野山真言宗 田川  晋雄

常念寺 堺市南区小代361590-0151高野山真言宗 大畑　法誓

総福寺 堺市南区檜尾2867590-0142高野山真言宗 岩田　鉄兵

高倉寺 堺市南区高倉台２－９－15590-0117高野山真言宗 仲村　正聡

多聞寺 堺市南区和田336590-0152高野山真言宗 大畑　隆道

福徳寺 堺市南区豊田1721590-0106高野山真言宗 桑原  弘海

宝光庵 堺市南区畑636590-0124高野山真言宗 仲村　頼道

放光寺 堺市南区美木多上177590-0136高野山真言宗 林　一弘

宝積院 堺市南区高倉台２－９－15590-0117高野山真言宗 中村　正聡

法道寺 堺市南区鉢ケ峯寺401590-0125高野山真言宗 仲村　頼道

法華寺 堺市南区別所288590-0135高野山真言宗 細原　一義

薬師寺 堺市南区富蔵250590-0127高野山真言宗 田川  晋雄

来迎寺 堺市南区大庭寺987590-0153高野山真言宗 大畑　隆道

陵雲寺 堺市南区高倉台２－1477－
12

590-0117真言宗御室派 渡利  記宣
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感応寺 堺市南区富蔵380590-0127日蓮宗 髙倉　辨正

大定寺 堺市南区檜尾449－２590-0142曹洞宗 宮下　智行

興福寺 堺市南区高尾１－616－３590-0157単立（仏教） 河江　相子

日本基督教団希望ケ丘教
会

堺市南区高倉台2-32-36590-0117日本基督教団 遠藤　勇司

日本基督教団泉北栂教会 堺市南区桃山台４－５－５590-0141日本基督教団 重岡　奈津子

日本基督教団泉ケ丘教会 堺市南区槇塚台１－１－５590-0114日本基督教団 上田　真由美

日本メノナイトブレザレン
教団泉北キリスト教会

堺市南区高倉台２－24－34590-0117日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

森　茂隆

エホバの証人の泉北会衆 堺市南区片蔵1000-2590-0121単立（基督） 大橋　隆泰

泉北ニュータウンバプテス
ト教会

堺市南区豊田1671590-0106単立（基督） 上原　  隆

天理教錦鶴分教会 堺市南区片蔵782590-0121天理教 抽冬　睦信

天理教宰相山分教会 堺市南区檜尾3852－5590-0142天理教 奥野  道治

天理教狭神分教会 堺市南区高尾３－3265590-0157天理教 阪口　薫

天理教泉堺分教会 堺市南区釜室905－２590-0960天理教 小浦　清司

天理教大海実分教会 堺市南区岩室80590-0112天理教 柴　高明

天理教上神谷分教会 堺市南区富蔵181590-0127天理教 池西　隆昭

天理教上神分教会 堺市南区野々井784590-0155天理教 阪口  悦伸
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堺市北区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

金岡神社 堺市北区金岡町2866591-8022神社本庁 金岡  光世

華表神社 堺市北区宮本町57591-8006神社本庁 林部　義幸

百舌鳥八幡宮 堺市北区百舌鳥赤畑町５－
706

591-8037神社本庁 工藤　裕之

金光教金岡教会 堺市北区東雲東町１－６－13591-8041金光教 岩本　世輝雄

大祖教住吉教会 堺市北区新金岡町３－６－91558-0033大祖教 岡　　聡里

日光教本部 堺市北区百舌鳥赤畑町５－
405

591-8037日光教 寺口    晃

堪輿神社 堺市北区百舌鳥本町２－134
－１

591-8036単立（神道） 高松  克次

神道誠教本部教会 堺市北区金岡町2260－１591-8022単立（神道） 小松  昭一

西教寺 堺市北区野遠町613591-8013浄土真宗本願寺派 神戸　修

明信寺 堺市北区東雲東町１－６－10591-8041浄土真宗本願寺派 清田　智亮

源光寺 堺市北区南花田町1653591-8011浄土真宗本願寺派 天岸  晃正

正覺寺 堺市北区船堂町1-14-23591-8003浄土真宗本願寺派 橘堂　正弘

大覚寺 堺市北区中村町1248591-8012浄土真宗本願寺派 関島　譲

蓮光寺 堺市北区蔵前町３－8－11591-8004浄土真宗本願寺派 神戸　修

願正寺 堺市北区中百舌鳥町６－860591-8023真宗大谷派 岡田  齋

光照寺 堺市北区金岡町2207591-8022真宗大谷派 日野　廣宣

光浄寺 堺市北区百舌鳥本町２－310591-8036真宗大谷派 北畠  顯信

西願寺 堺市北区大豆塚町１－６－１591-8042真宗大谷派 藤原　勲

西向寺 堺市北区長曽根町648591-8025真宗大谷派 新川　隆教

正雲寺 堺市北区長曽根町679591-8025真宗大谷派 上原  悟

正念寺 堺市北区百舌鳥梅町１－269591-8032真宗大谷派 梅香路　英俊

本通寺 堺市北区百舌鳥梅北町５－
314

591-8031真宗大谷派 北畠  顕諒

蓮開寺 堺市北区金岡町769591-8022真宗大谷派 遊佐　正弘

高照寺 堺市北区南花田町1644591-8011真宗仏光寺派 隅谷　俊紀

光念寺 堺市北区金岡町2357591-8022真宗仏光寺派 松野  正剛

西光寺 堺市北区金岡町2434591-8022真宗仏光寺派 榛澤　志保

長光寺 堺市北区金岡町2300591-8022真宗仏光寺派 唐崎  利生

佛源寺 堺市北区金岡町2321591-8022真宗仏光寺派 吉田　香奈枝

金林寺 堺市北区金岡町805591-8022融通念佛宗 松川  義誡
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地蔵寺 堺市北区北花田町２－148591-8002融通念佛宗 瀧野　宗規

心念寺 堺市北区新堀町２－38591-8005融通念佛宗 中山  義洋

大念寺 堺市北区中村町1253591-8012融通念佛宗 松川　竹男

曼陀羅寺 堺市北区奥本町２－122591-8007融通念佛宗 礒田　貴弘

愛染院 堺市北区蔵前町２-12-12591-8004高野山真言宗 野口  真龍

円通寺 堺市北区百舌鳥赤畑町５－
611

591-8037高野山真言宗 長澤　義明

光明院 堺市北区百舌鳥赤畑町５－
732

591-8037高野山真言宗 長澤　義明

観音寺 堺市北区金岡町1056591-8022真言宗御室派 新丸　慈峯

清龍教会 堺市北区百舌鳥梅町１－410591-8032真言宗犬鳴派 高橋　信博

萬代寺 堺市北区百舌鳥赤畑町５－
705

591-8037真言宗犬鳴派 貞吉　宏隆

観世音寺 堺市北区東浅香山町２－164591-8008日蓮宗 三谷　祥祁

法華寺 堺市北区百舌鳥梅町１－167591-8032日蓮宗 南條  良輔

吉祥院 堺市北区大豆塚町１－51591-8042曹洞宗 嶽盛  和三

白王寺 堺市北区新堀町１－27591-8005黄檗宗 植村  充明

宝照寺 堺市北区東浅香山町１－40591-8008単立（仏教） 田端  妙恵

聖徳寺 堺市北区東雲東町２－３－18591-8041単立（仏教） 櫻井　宏充

福王寺 堺市北区黒土町2362591-8024単立（仏教） 槇廣  誠賢

日本基督教団堺教会 堺市北区北長尾町２－５－５591-8043日本基督教団 内田　知

エホバの証人の大阪府堺
市北部会衆

堺市北区大豆塚町1-122-1591-8042単立（基督） 住吉　祐一

ホサナ・キリスト教会 堺市北区百舌鳥梅北町１-
55-４

591-8031単立（基督） 辻川　宏

天理教大金田分教会 堺市北区金岡町2315591-8022天理教 松原  弘徳

天理教大鳥大教会 堺市北区百舌鳥西之町１－
25

591-8033天理教 抽冬  道隆

天理教堺北分教会 堺市北区北花田町３－26－８591-8002天理教 平川  幸嘉

天理教神繁分教会 堺市北区南花田町74－１591-8011天理教 小倉  孝一

天理教黒土町分教会 堺市北区黒土町70－２591-8024天理教 西川　和子

天理教五ケ荘分教会 堺市北区新堀町２－１591-8005天理教 南野　曉子

天理教清花分教会 堺市北区北花田町２－112591-8002天理教 梅木  文子

天理教久金分教会 堺市北区長曽根町665591-8025天理教 春木  幸男

天理教茅海分教会 堺市北区中百舌鳥町１－30591-8023天理教 小谷　道晴

天理教本港分教会 堺市北区大豆塚町１－81591-8042天理教 寺内　信

天理教南向分教会 堺市北区常磐町３－20－７591-8001天理教 坂井  豊郎
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天理教百舌鳥分教会 堺市北区百舌鳥赤畑町３－
197－１

591-8037天理教 石田　政平

天理教百東分教会 堺市北区中百舌鳥町５－663591-8023天理教 井上  富子
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堺市美原区
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

菅生神社 堺市美原区菅生178－１587-0041神社本庁 安松　晃

丹比神社 堺市美原区多治井157587-0012神社本庁 田中　雅人

廣國神社 堺市美原区大保２４８587-0001神社本庁 南條　保彦

宙畍教 堺市美原区小平尾1059－26587-0021単立（神道） 野瀬　泰良

大圓寺 堺市美原区小寺827587-0065浄土真宗本願寺派 石崎  洋興

安養寺 堺市美原区菅生1386587-0041浄土真宗本願寺派 石通  英岳

西光寺 堺市美原区多治井507587-0012浄土真宗本願寺派 石﨑　洋興

正光寺 堺市美原区黒山834587-0002浄土真宗本願寺派 西沖　元裕

善徳寺 堺市美原区平尾2746587-0022浄土真宗本願寺派 松尾  善隆

専明寺 堺市美原区平尾2781587-0022浄土真宗本願寺派 脇田　昌宣

専入寺 堺市美原区多治井392587-0012真宗大谷派 本多  正信

迎接寺 堺市美原区黒山882587-0002浄土宗 蘇我　善博

菅生寺 堺市美原区菅生1339587-0041融通念佛宗 阪本　功

阿弥陀寺 堺市美原区阿弥54－甲587-0003融通念佛宗 栗谷　宏明

西迎寺 堺市美原区北余部387587-0051融通念佛宗 肥田　憲仁

西福寺 堺市美原区大保335587-0001融通念佛宗 塩野　泰通

西方寺 堺市美原区小寺821587-0065融通念佛宗 中山　貢慈

城岸寺 堺市美原区大饗326587-0063融通念佛宗 寺島  晃昭

正念寺 堺市美原区平尾2654587-0022融通念佛宗 田中　孝照

深向寺 堺市美原区菅生1015－１587-0041融通念佛宗 田中  義泰

専称寺 堺市美原区南余部445587-0052融通念佛宗 市川  徳妙

大念寺 堺市美原区黒山859－１587-0002融通念佛宗 清原  衛通

長円寺 堺市美原区菩提792587-0064融通念佛宗 中山　義洋

文珠院 堺市美原区真福寺274587-0013融通念佛宗 肥田　憲仁

蓮光寺 堺市美原区黒山210587-0002融通念佛宗 清原　由之

照林寺 堺市美原区小寺785587-0065時宗 中島　艶子

空圓寺 堺市美原区黒山436587-0002高野山真言宗 京極　宥海

平松寺 堺市美原区小寺２587-0065高野山真言宗 堀内　寛立

宝珠院 堺市美原区菩提798587-0064高野山真言宗 野口  真龍
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満徳寺 堺市美原区多治井675587-0012高野山真言宗 落合　玄光

真宗教教会 堺市美原区北余部530－９587-0051和宗 武田  貞予

永元寺 堺市美原区菅生927－１587-0041臨済宗妙心寺派 池田　織隆

法雲寺 堺市美原区今井192－甲587-0061黄檗宗 隆琦　義宣

立正寺 堺市美原区菅生1409－２587-0041単立（仏教） 久保田　富榮

エホバの証人の大阪府堺
東部会衆

堺市美原区南余部153-4587-0052単立（基督） 田中　喜博

天理教狭美原分教会 堺市美原区阿弥215－２587-0003天理教 阪口  博継

天理教神三分教会 堺市美原区大保１－９587-0001天理教 川本　秀樹

天理教清神分教会 堺市美原区太井571-3587-0062天理教 田中　雅彦

天理教道徳分教会 堺市美原区北余部649－９587-0051天理教 丹野　誠

天理教南開分教会 堺市美原区丹上551587-0011天理教 泉並　明広

天理教平菅分教会 堺市美原区菅生1342－１587-0041天理教 京屋  均

天理教平開分教会 堺市美原区阿弥44587-0003天理教 泉並千代子
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岸和田市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

淡路神社 岸和田市摩湯町576596-0806神社本庁 積川　雅彦

大澤神社 岸和田市大沢町439596-0114神社本庁 田村  和代

意賀美神社 岸和田市土生滝町17596-0844神社本庁 川原　一夫

岸城神社 岸和田市岸城町11－30596-0073神社本庁 阪井  正明

岸和田天神宮 岸和田市別所町１－13－15596-0045神社本庁 川原　一紀

楠本神社 岸和田市包近町1448596-0101神社本庁 積川　敏文

菅原神社 岸和田市稲葉町2600596-0103神社本庁 積川　敏文

菅原神社 岸和田市尾生町3-29-8596-0816神社本庁 西村　茂

菅原神社 岸和田市三田町1699596-0808神社本庁 積川　雅彦

菅原神社 岸和田市田治米町680596-0805神社本庁 積川　雅彦

菅原神社 岸和田市岡山町395596-0814神社本庁 積川　雅彦

菅原神社 岸和田市今木町454596-0804神社本庁 積川　雅彦

積川神社 岸和田市積川町350596-0104神社本庁 積川　敏文

中村神社 岸和田市山直中町502596-0102神社本庁 積川　敏文

波多神社 岸和田市畑町428596-0831神社本庁 江川　秀和

土生神社 岸和田市土生町７－８－１５596-0825神社本庁 阪井　健二

東葛城神社 岸和田市河合町1893596-0113神社本庁 積川　敏文

兵主神社 岸和田市西之内町１－１596-0044神社本庁 村田　昌彦

彌栄神社 岸和田市八幡町13－25596-0023神社本庁 豊田　裕士

夜疑神社 岸和田市中井町２－７－１596-0003神社本庁 原　充昭

矢代寸神社 岸和田市八田町357596-0841神社本庁 阪井　健二

山直神社 岸和田市内畑町3619596-0105神社本庁 田村  和代

金光教岸和田教会 岸和田市岸城町12－39596-0073金光教 藤島  政安

金光教春木教会 岸和田市春木旭町34-40596-0032金光教 山﨑　勢次

大神教照友中教会 岸和田市八阪町3-3-1596-0049大神教 樫木　栄

黒住教岸和田教会所 岸和田市下野町３－３－２596-0041黒住教 石原　秀則

神真教 岸和田市並松町14－13596-0052単立（神道） 河野  真一

やまと多知加伎の杜神社 岸和田市並松町22-16596-0052単立（神道） 紀ノ崎　剛

善性寺 岸和田市春木中町５－15596-0033浄土真宗本願寺派 真谷　眞志
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正光寺 岸和田市土生町8-11-10596-0825浄土真宗本願寺派 大畠　啓慈

安楽寺 岸和田市山直中町642596-0102浄土真宗本願寺派 小松　良哉

円勝寺 岸和田市大町３－10－20596-0812浄土真宗本願寺派 中務  勝寛

圓満寺 岸和田市岡山町402596-0814浄土真宗本願寺派 古松  映教

光圓寺 岸和田市上白原町43596-0111浄土真宗本願寺派 喜多  宗栄

西教寺 岸和田市三田町1775596-0808浄土真宗本願寺派 西上  匡夫

西性寺 岸和田市春木本町19－２596-0034浄土真宗本願寺派 根来  亮裕

慈光寺 岸和田市作才町89596-0826浄土真宗本願寺派 藤  正史

浄圓寺 岸和田市北町９－２596-0056浄土真宗本願寺派 永谷  孝雄

正願寺 岸和田市摩湯町441596-0806浄土真宗本願寺派 古松　映敎

浄行寺 岸和田市額原町166596-0822浄土真宗本願寺派 荻野　正視

正源寺 岸和田市田治米町748596-0805浄土真宗本願寺派 八木　弘宣

浄念寺 岸和田市尾生町841596-0816浄土真宗本願寺派 藤沢  正明

浄福寺 岸和田市箕土路町３－10－
24

596-0801浄土真宗本願寺派 辻　龍徳

浄満寺 岸和田市畑町487596-0831浄土真宗本願寺派 和田  憲道

善王寺 岸和田市包近町1431596-0101浄土真宗本願寺派 古松  一明

満願寺 岸和田市小松里町601596-0821浄土真宗本願寺派 水尾  保久

圓成寺 岸和田市本町８－26596-0074真宗大谷派 加藤　斉

西蓮寺 岸和田市西之内町34－29596-0044真宗大谷派 新川    智

正楽寺 岸和田市三田町1825596-0808真宗大谷派 萩野  肇

阿弥陀寺 岸和田市阿間河滝町1663596-0845浄土宗 野口　泰宏

浄福寺 岸和田市下松町２－21－23596-0823浄土宗 舘　和典

轉法輪寺 岸和田市大沢町640596-0114浄土宗 柴田  憲一

安福寺 岸和田市相川町235596-0115浄土宗 伊藤  正哲

光攝寺 岸和田市宮本町35－10596-0054浄土宗 阪口　啓吾

光明寺 岸和田市本町15－25596-0074浄土宗 横井  俊道

極楽寺 岸和田市極楽寺町363596-0832浄土宗 松本　貴幸

西光寺 岸和田市西之内町38－５596-0044浄土宗 寺尾　昌治

西向寺 岸和田市土生町8-11-8596-0825浄土宗 野田　善悟

西福寺 岸和田市春木本町21－26596-0034浄土宗 槙田　貴光

西方寺 岸和田市五軒屋町７－２596-0055浄土宗 西田  元光
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正覺寺 岸和田市宮本町27－８596-0054浄土宗 阪口  祐彦

成願寺 岸和田市土生滝町771596-0844浄土宗 伊藤  宏明

浄光寺 岸和田市沼町13－19596-0053浄土宗 舘　照雄

浄念寺 岸和田市上松町1307596-0827浄土宗 杉本　隆広

浄福寺 岸和田市荒木町１－25－29596-0004浄土宗 寺西　篤史

正楽寺 岸和田市中井町３－３－９596-0003浄土宗 清水  俊浩

専稱庵 岸和田市並松町11－10596-0052浄土宗 和田  義弘

長徳寺 岸和田市河合町1895596-0113浄土宗 大田　秀明

天性寺 岸和田市南町43－12596-0067浄土宗 土井  信演

念仏寺 岸和田市加守町３－２－１596-0042浄土宗 佐藤  英州

寶室寺 岸和田市吉井町３－17－13596-0002浄土宗 寺内　俊雄

彌靭寺 岸和田市塔原町220596-0116浄土宗 前田  良照

来迎寺 岸和田市下野町４－３－13596-0041浄土宗 舘  裕行

龍泉寺 岸和田市包近町1348596-0101浄土宗 前田  良彦

蓮心庵 岸和田市本町228596-0074浄土宗 谷  尚道

阿彌陀院 岸和田市池尻町934596-0813高野山真言宗 小澤　一裕

久米田寺 岸和田市池尻町934596-0813高野山真言宗 青木　英雄

花厳院 岸和田市池尻町934596-0813高野山真言宗 青木  正勝

五大院 岸和田市池尻町934596-0813高野山真言宗 小澤　光永

多聞院 岸和田市池尻町934596-0813高野山真言宗 森  泰俊

長光寺 岸和田市内畑町2571596-0105高野山真言宗 森  泰俊

明王院 岸和田市池尻町934596-0813高野山真言宗 上田  尚道

薬師院 岸和田市宮本町28－22596-0054高野山真言宗 小野　剛賢

観蔵院 岸和田市五軒屋町21－８596-0055真言宗醍醐派 中井  秀治

寳照院 岸和田市土生滝町758596-0844真言宗犬鳴派 今口  楠彦

圓教寺 岸和田市五軒屋町７－９596-0055日蓮宗 岡田　　彰慶

本昌寺 岸和田市五軒屋町７－５596-0055日蓮宗 久保　泰浩

長松山妙扇寺 岸和田市野田町２－17－27596-0076本門佛立宗 梅田　仁史

平等寺 岸和田市南上町１－44－20596-0078日蓮正宗 高橋　慈豊

神於寺 岸和田市神於町185596-0112天台宗 藤枝　瑞樹

大威徳寺 岸和田市大沢町1178－１596-0114天台宗 吉川  博信
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大乗院 岸和田市下野町１－10－26596-0041天台宗 田端　亮澄

福智院 岸和田市神於町187596-0112天台宗 吉川  博之

智覚山自然院 岸和田市箕土路町２－17－
10

596-0801妙見宗 羽室　法厚

妙見宗妙長寺 岸和田市荒木町１－26－17596-0004妙見宗 羽室　泰宏

本徳寺 岸和田市五軒屋町９－13596-0055臨済宗妙心寺派 古川　宗典

波羅寺 岸和田市下野町３－２－２596-0041臨済宗妙心寺派 古川　宗典

十輪寺 岸和田市野田町２－６－14596-0076臨済宗妙心寺派 松下　昌弘

泉光寺 岸和田市門前町２－４－１596-0825臨済宗妙心寺派 岸田　俊昭

梅渓寺 岸和田市南町43－８596-0067曹洞宗 村山　雅雄

慈恵千手会 岸和田市天神山町3-6-11596-0834単立（仏教） 雨宮　啓茂

正光寺 岸和田市春木宮川町13－21544-0012単立（仏教） 清水　忠

白島大師堂 岸和田市池尻町742596-0813単立（仏教） 前田　賢一

日本基督教団岸和田教会 岸和田市岸城町28－15596-0073日本基督教団 吉本　幸嗣

日本基督教団久米田教会 岸和田市大町４－６－15596-0812日本基督教団 小西　淳

日本聖公会岸和田復活教
会

岸和田市岸城町３－４596-0073日本聖公会 奥　晋一郎

天理教有真香分教会 岸和田市真上町175－１596-0842天理教 雪本  光秀

天理教泉神分教会 岸和田市稲葉町35596-0103天理教 林  廣文

天理教泉岸分教会 岸和田市上野町西３－15596-0048天理教 澤田　雅人

天理教泉廣分教会 岸和田市田治米町738596-0805天理教 雪本　清太

天理教泉澤分教会 岸和田市中井町３－10－７596-0034天理教 桜井　善映

天理教泉瀧分教会 岸和田市土生滝町720－３596-0844天理教 澤谷　陽藏

天理教泉夜疑分教会 岸和田市中井町２－14－16596-0003天理教 荒木　　進

天理教栄南分教会 岸和田市筋海町13－10596-0057天理教 雪本  義清

天理教栄和分教会 岸和田市尾生町4－2－52596-0816天理教 西野　和成

天理教塩泉分教会 岸和田市下野町５－17－６596-0041天理教 奥野　良次

天理教岳本西分教会 岸和田市今木町320－８596-0804天理教 上條　誠

天理教勝良城分教会 岸和田市池尻町700596-0813天理教 鷲田  義宣

天理教掃守分教会 岸和田市尾生町574596-0816天理教 岸　智基

天理教紀阪分教会 岸和田市下松町1324－１596-0823天理教 松阪　道雄

天理教岸廣分教会 岸和田市中町１－24596-0075天理教 森浦　孝

天理教喜和永分教会 岸和田市野田町１－15－53596-0076天理教 中谷  廣子
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天理教錦瀧分教会 岸和田市大沢町821596-0114天理教 影山  信一

天理教春栄分教会 岸和田市春木若松町15－29596-0006天理教 大塚  一郎

天理教新合分教会 岸和田市上松町358－98596-0827天理教 川瀬  和子

天理教攝泉分教会 岸和田市岸城町12－５596-0073天理教 井上  宏

天理教攝南分教会 岸和田市上町27－６596-0077天理教 皆川　道子

天理教泉西分教会 岸和田市磯上町４－９－１596-0001天理教 櫻井　信一郎

天理教泉南分教会 岸和田市下野町２－４－16596-0041天理教 田中  国生

天理教泉和分教会 岸和田市藤井町３－２－２596-0046天理教 桜井  久和

天理教忠道分教会 岸和田市戎町６－４596-0022天理教 澤田  明彦

天理教鳥見和分教会 岸和田市南町14－17596-0067天理教 三村  元治

天理教西泉栄分教会 岸和田市西之内町36－14596-0044天理教 櫻井　正章

天理教博愛分教会 岸和田市尾生町2621－10596-0816天理教 奥　久司

天理教春津分教会 岸和田市春木北浜町１－14596-0037天理教 雪本  恒治

天理教南中通分教会 岸和田市三ヶ山町40－６596-0815天理教 綛谷  政子

天理教宮岸分教会 岸和田市加守町１－13－６596-0042天理教 山野  幸雄

天理教名東光分教会 岸和田市藤井町３－１－11596-0046天理教 中村　怜子

天理教八阪分教会 岸和田市八阪町２－４－２８596-0823天理教 杉本　みさお

天理教山瀧分教会 岸和田市内畑町1048596-0105天理教 澤谷　誠司

生長の家和泉道場 岸和田市土生町２－１－40596-0825生長の家 久利　修
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稲荷神社 豊中市本町７－３－７560-0021神社本庁 樋口　和彦

春日神社 豊中市利倉１－３－14561-0845神社本庁 菅谷  宗夫

椋橋総社 豊中市庄本町１－２－４561-0835神社本庁 川辺  豊

庄内神社 豊中市庄内幸町５－22－１561-0833神社本庁 北島　孝昭

住吉神社 豊中市若竹町１－22－６561-0811神社本庁 表　登志夫

住吉神社 豊中市服部南町２－３－31561-0853神社本庁 田村　勝男

天神社 豊中市上新田１－17－１565-0085神社本庁 中村  暢晃

服部天神宮 豊中市服部元町１－２－17561-0851神社本庁 加藤　芳哉

八坂神社 豊中市熊野町３－10－１560-0014神社本庁 田中  孝雄

春日神社 豊中市宮山町１－10－１560-0056単立（神社） 渡邊　和也

住吉神社 豊中市長興寺北２－３－43560-0875単立（神社） 田中　裕己

住吉神社 豊中市豊南町西１－10－36561-0816単立（神社） 政家　忠寛

南郷春日神社 豊中市浜１－８－23561-0817単立（神社） 今西  春禎

原田神社 豊中市中桜塚１－２－18560-0881単立（神社） 高畠  光典

金光教豊中教会 豊中市岡上の町３－６－４560-0023金光教 瀧山　美明

金光教豊中南教会 豊中市庄内西町３－７－28561-0832金光教 水野　真信

金光教西成教会 豊中市曽根東町１－10－15561-0802金光教 森田　光照

蛍池末広教会 豊中市蛍池南町１－11－21560-0034大日本大道教 北村　英一郎

祖神道教団近畿地方本部 豊中市東豊中町１－21－３560-0003祖神道教団 吉岡   優

市軸稲荷神社 豊中市刀根山２－２－33560-0045単立（神道） 寸田　高則

報恩寺 豊中市春日町２－６－１560-0052浄土真宗本願寺派 桜井  義超

善徳寺 豊中市庄内東町３－12－20561-0831浄土真宗本願寺派 好井　悟

常楽寺 豊中市刀根山元町９－21560-0044浄土真宗本願寺派 今小路　覚淳

蓮敬寺 豊中市上津島２－22－25561-0843浄土真宗本願寺派 向野  信昭

正安寺 豊中市刀根山元町９－21560-0044浄土真宗本願寺派 畠山  信龍

浄徳寺 豊中市服部本町５－13－１561-0852浄土真宗本願寺派 常原  康隆

永照寺 豊中市利倉２－10－10561-0845浄土真宗本願寺派  山　晃淳

源福寺 豊中市庄内栄町１－24－17561-0834浄土真宗本願寺派 平戸  昭乗

廣教寺 豊中市東豊中町１－９－１560-0003浄土真宗本願寺派 大谷  照裕
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光源寺 豊中市本町３－11－28560-0021浄土真宗本願寺派  山　千香子

光國寺 豊中市庄本町１－７－９561-0835浄土真宗本願寺派 石黒　大

興法寺 豊中市若竹町１－３－15561-0811浄土真宗本願寺派 源    淳道

西福寺 豊中市小曽根１－６－38561-0813浄土真宗本願寺派 榎原  清了

西法寺 豊中市城山町２－２－31561-0803浄土真宗本願寺派 星野  親行

西琳寺 豊中市曽根東町５－４－５561-0802浄土真宗本願寺派 中村　正亮

浄久寺 豊中市岡町北２－11－17560-0884浄土真宗本願寺派 森    祐昭

浄行寺 豊中市走井１－２－３560-0891浄土真宗本願寺派 楠原　信海

正業寺 豊中市庄内東町５－10－21561-0831浄土真宗本願寺派 辻　岳明

常光寺 豊中市小曽根１－15－33561-0813浄土真宗本願寺派 末政  無極

浄明寺 豊中市浜１－９－12561-0817浄土真宗本願寺派 小倉　雅昭

真覚寺 豊中市上新田２－１－３565-0085浄土真宗本願寺派 田邉　さと子

信行寺 豊中市立花町２－３－31560-0025浄土真宗本願寺派 岩田  　仁

専敬寺 豊中市山ノ上町12－９560-0892浄土真宗本願寺派 末岡　敬久

専光寺 豊中市今在家町９－９561-0842浄土真宗本願寺派 笹島  勝恵

専宗寺 豊中市熊野町２－４－２560-0014浄土真宗本願寺派 小寺　正顕

超光寺 豊中市箕輪１－24－５560-0035浄土真宗本願寺派 藤前  唯信

長寿寺 豊中市蛍池中町２－７－10560-0033浄土真宗本願寺派 渡邉　大祐

如来寺 豊中市箕輪２－５－22560-0035浄土真宗本願寺派 岡田　哲明

忍法寺 豊中市服部西町３－13－24561-0858浄土真宗本願寺派 西岡　孝雄

法雲寺 豊中市本町３－10－５560-0021浄土真宗本願寺派 辻本　純昭

明福寺 豊中市庄内東町３－16－１561-0831浄土真宗本願寺派 小畑　淳

養照寺 豊中市小曽根１－８－８561-0813浄土真宗本願寺派 丸川　司文

西慶寺 豊中市山ノ上町３－10560-0892真宗大谷派 森川  徹

看景寺 豊中市本町３－14－32560-0021真宗大谷派 豊島  了雄

昭徳寺 豊中市西泉丘２－2419－３560-0862真宗大谷派 山口  知丈

誓願寺 豊中市原田元町２－４－８561-0808真宗大谷派 渡邉  智行

徳用寺 豊中市服部寿町３－１－５561-0857真宗大谷派 藤政  順三

唯佛寺 豊中市豊南町南４－５－15561-0815真宗大谷派 田原　宏章

最勝寺 豊中市大島町２－１－１５561-0824真宗仏光寺派 中井　賢隆

安楽寺 豊中市上野西２－４－29560-0011真宗興正派 菊池  貞明
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安楽寺 豊中市柴原町５－５－15560-0055浄土宗 秦  博文

徳林院 豊中市上新田２－４－14565-0085浄土宗 佐々木　隆晶

念佛寺 豊中市長興寺北２－８－６560-0875浄土宗 岩瀬　友泰

宝珠寺 豊中市熊野町３－10－１560-0014浄土宗 芳丸　龍英

正楽寺 豊中市東豊中町１－28－27560-0003西山浄土宗 平出　恵

不動院 豊中市服部本町１－８－21561-0852高野山真言宗 田中　裕心

大聖山不動寺 豊中市宮山町４－７－２560-0056真言宗醍醐派 藤澤　寛秀

圓照寺 豊中市清風荘１－15－１560-0041日蓮宗 柴田  光英

根本寺 豊中市岡町北３－５－25560-0884日蓮宗 服部  玄朗

純正寺 豊中市服部豊町１－８－１561-0859日蓮宗 大岩　泰英

新福寺 豊中市二葉町２－２－23561-0825日蓮宗 水谷  進護

法華寺 豊中市曽根西町２－13－14561-0801日蓮宗 大岩  泰英

藤井寺 豊中市城山町２－２－23561-0803法華宗（本門流） 松井　正孝　

興立寺 豊中市上野西１－３－50560-0011本門佛立宗 田村　正行

良風寺 豊中市北桜塚１－５－47560-0022本門佛立宗 西村　淳晨

本教寺 豊中市立花町１－９－30560-0025日蓮正宗 南原　評道

法輪寺 豊中市岡町南２－15－５560-0883本化日蓮宗 藏田　祐幹

日本山妙法寺神崎川小 
伽

豊中市大黒町３－17－14561-0827日本山妙法寺大僧
伽

長嶋　行峰

大峯第一石切教会 豊中市本町１－11－17560-0021金峯山修験本宗 上田  妙連

豊中生駒教会 豊中市大字箕輪219560-0035金峯山修験本宗 杉本  辰彦

松林寺 豊中市浜２－１－10561-0817臨済宗妙心寺派 古市　良之介

地蔵院 豊中市桜の町４－８－８560-0054曹洞宗 原田  隆文

円満寺 豊中市蛍池東町１－13－12560-0032曹洞宗 伊串  善道

見龍寺 豊中市桜の町７－３－13560-0054曹洞宗 木下　大朗

正泉寺 豊中市刀根山２－４－13560-0045曹洞宗 嶋本  勝行

常楽寺 豊中市服部寿町２－９－12561-0857曹洞宗 八田  勝文

東光院 豊中市南桜塚１－12－７560-0882曹洞宗 村山  廣甫

南昌寺 豊中市庄内東町３－５－11561-0831曹洞宗 本荘　史人

梅林寺 豊中市刀根山元町５－11560-0044曹洞宗 木下　大朗

仏眼寺 豊中市熊野町４－８－１560-0014曹洞宗 岩田　文康

明悟院 豊中市岡上の町１－１－８560-0023曹洞宗 水田　尚希
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金禪寺 豊中市本町５－３－64560-0021黄檗宗 辻岡　秀幸

瑞輪寺 豊中市中桜塚２－２－24560-0881黄檗宗 阪田  浩章

壽光寺 豊中市服部豊町１－９－12561-0859単立（仏教） 亀沖　士仙

大師院教会 豊中市服部本町５－12－34561-0852単立（仏教） 太田　明

豊中不動寺 豊中市緑丘２－14－８560-0002単立（仏教） 谷　真光

穂積山　心願院 豊中市稲津町3-2-10561-0854単立（仏教） 矢野　孝子

瑜伽山瑞祥院 豊中市新千里南町２－17－３560-0084単立（仏教） 中川　敬紹

日本基督教団大阪のぞみ
教会

豊中市岡町南２－９－18560-0883日本基督教団 菅原　力

日本基督教団豊中いわお
教会

豊中市刀根山３－１－11560-0045日本基督教団 今井　孝司

日本基督教団豊中教会 豊中市末広町１－２－28560-0024日本基督教団 山﨑　道子　

日本基督教団梅花教会 豊中市上野西１－９－７560-0011日本基督教団 後藤　　聡

日本聖公会東豊中聖ミカ
エル教会

豊中市緑丘２－19－17560-0002日本聖公会 千松　清美

日本キリスト教会豊中中
央教会

豊中市北桜塚４－14－17560-0022日本キリスト教会 山川　聡

日本イエス・キリス卜教団
服部喜望教会

豊中市服部豊町２－11－９561-0859日本イエス・キリスト
教団

山下　大喜

在日大韓基督教会　豊中
第一復興教会

豊中市曽根南町２－１－11561-0804在日大韓基督教会
総会

朴　栄子

聖イエス会黎明教会 豊中市本町９－10－18560-0021聖イエス会 竹内　元

基督心宗教団大阪教会 豊中市城山町４－９－８561-0803基督心宗教団 川合  秀雄

日本バプテスト同盟北豊
中教会

豊中市宮山町３－19－33560-0056日本バプテスト同盟 松村　光司

日本バプテスト同盟曽根
キリスト教会

豊中市曽根南町１－６－７561-0804日本バプテスト同盟 丸茂　誠

日本同盟基督教団蛍池聖
書教会

豊中市蛍池東町３－５－16560-0032日本同盟基督教団 森田　悦弘

日本フリーメソジスト豊中
服部キリスト教会

豊中市服部西町３－７－４561-0858日本フリーメソジスト
教団

朴　天命

大阪福音教会 豊中市東豊中町６－17－16560-0003単立（基督） 宇野  節子

天理教麻田分教会 豊中市刀根山３－６－10560-0045天理教 山田　八洲雄

天理教味仁分教会 豊中市島江町２－６－22561-0826天理教 小林　マサエ

天理教神桜分教会 豊中市中桜塚２－23－16560-0881天理教 三木田　晴彦

天理教神新田分教会 豊中市上新田１－10－８565-0085天理教 田中  利信

天理教神豊中分教会 豊中市南桜塚１－２－24560-0882天理教 加藤  道典

天理教北豊泉分教会 豊中市永楽荘３－１－30560-0051天理教 高田　富治

天理教桜井谷分教会 豊中市千里園１－11－48560-0046天理教 平田　寛幸

天理教十三分教会 豊中市上野西４－３－29560-0011天理教 豊田  千秋

天理教庄内分教会 豊中市庄内東町３－７－12561-0831天理教 森田　治信
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天理教新徳豊分教会 豊中市三和町４－12－２561-0828天理教 小山　利和

天理教勢豊分教会 豊中市立花町１－１－５560-0025天理教 中村　親雄

天理教攝三分教会 豊中市利倉１－12－45561-0845天理教 奥田　恒治

天理教豊島岡分教会 豊中市中桜塚２－４－８560-0881天理教 本田　陽三

天理教豊島分教会 豊中市曽根西町４－２－２561-0801天理教 早川　吉理

天理教南北一分教会 豊中市北条町４－７－１561-0812天理教 北條　和寿

天理教西鶴分教会 豊中市曽根西町３－１－11561-0801天理教 梶原　弘子

天理教晴野宮分教会 豊中市服部本町３－２－10561-0852天理教 中山  滿嫩

天理教豊源分教会 豊中市上野西１－３－15560-0011天理教 加藤  道宣

天理教豊臣分教会 豊中市服部南町５－１－28561-0853天理教 藤田　秀夫

天理教三津豊分教会 豊中市大島町２－１－27561-0824天理教 上島  三男

天理教三中分教会 豊中市服部南町１－５－26561-0853天理教 鷺島　衛

天理教明十五分教会 豊中市蛍池北町２－１－16560-0031天理教 鹿子木　太

天理教陽西分教会 豊中市岡上の町３－３－21560-0023天理教 吉村　光子

天理教高香分教会 豊中市刀根山２－４－11560-0045天理教 高野  滋

松柏園 豊中市本町１－５－16560-0021単立(諸教） 武藤　天華
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呉服神社 池田市室町７－４563-0047神社本庁 牧野　実子

十二神社 池田市豊島南１－２－９563-0035神社本庁 津田　信幸

住吉神社 池田市住吉２－３－18563-0033神社本庁 名村  啓史

天満宮 池田市畑３－15－８563-0021神社本庁 名村  幹男

八坂神社 池田市神田４－７－１563-0043神社本庁 津田　信幸

伊居太神社 池田市綾羽２－４－５563-0051単立（神社） 河村　たかひ
こ

紀部神宮 池田市木部町686563-0014単立（神社） 田口　頼德

五社神社 池田市鉢塚２－４－28563-0024単立（神社） 直原  與總

細川神社 池田市吉田町山林１563-0016単立（神社） 柏木　博

金光教池田教会 池田市綾羽２－３－16563-0051金光教 四方  徳行

出雲大社池田大教会 池田市綾羽２－２－５563-0051出雲大社教 池田  和正

報恩人道教会 池田市旭丘１－７－15563-0022単立（神道） 梶田  允顯

法正寺 池田市神田３－17－４563-0043浄土真宗本願寺派 樋口　博信

受楽寺 池田市豊島南２－３－10563-0035浄土真宗本願寺派 稲津  智秀

弘誓寺 池田市綾羽１－４－10563-0051浄土真宗本願寺派 清基  英昭

光妙寺 池田市中川原町515－２563-0013浄土真宗本願寺派 深親　亮介

西宝寺 池田市豊島南２－４－６563-0035浄土真宗本願寺派 辻本　孝昭

正光寺 池田市住吉１－９－20563-0033浄土真宗本願寺派 西田  明紀

正國寺 池田市天神２－４－13563-0031浄土真宗本願寺派 長尾　隆司

正智寺 池田市井口堂３－３－４563-0023浄土真宗本願寺派 山岸　正和

正福寺 池田市石橋４－15－14563-0032浄土真宗本願寺派 末本　一久

託明寺 池田市栄本町５－18563-0058浄土真宗本願寺派 葛野  明規

如来寺 池田市古江町423563-0015浄土真宗本願寺派 釋　徹宗

圓成寺 池田市東山町313－１563-0012真宗大谷派 山脇　義道

順正寺 池田市住吉１－15－７563-0033真宗大谷派 橋川　興

正行寺 池田市旭丘２－12－10563-0022真宗大谷派 有井　洵

専行寺 池田市中川原町258563-0013真宗大谷派 山庄司　正英

壽命寺 池田市西本町２－20563-0059浄土宗 岡村　卓生

西光寺 池田市新町１－１563-0050浄土宗 原　章人
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長楽寺 池田市畑５－７－27563-0021浄土宗 西田　成浩

法園寺 池田市建石町３－１563-0053浄土宗 大島　康英

法傳寺 池田市神田３－４－５563-0043浄土宗 山内  孝雄

高法寺 池田市綾羽１－１－９563-0051高野山真言宗 村主　弘禪

一乗院 池田市鉢塚２－７－26563-0024高野山真言宗 長谷川　康雄

久安寺 池田市伏尾町697563-0011高野山真言宗 国司  禎相

釈迦院 池田市鉢塚３－４－６563-0024高野山真言宗 赤松  俊英

常福寺 池田市神田３－11－２563-0043高野山真言宗 松尾　善裕

善慶寺 池田市伏尾町697－２563-0011高野山真言宗 国司  禎相

本養寺 池田市綾羽２－２－23563-0051日蓮宗 難波  宏正

本唱寺 池田市天神１－１－12563-0031法華宗（本門流） 三浦　和浩

源立寺 池田市槻木町１－10563-0057日蓮正宗 南原　評道

大峯第九石切教会 池田市姫室町１－919563-0046金峯山修験本宗 守屋  コト

超傳寺 池田市木部124563-0014臨済宗妙心寺派 木田　義浩

松雲寺 池田市中川原町306563-0013臨済宗天龍寺派 安永  正道

吉祥寺 池田市畑４－22－14563-0021曹洞宗 髙津　憲治

天山寺 池田市吉田町179563-0016曹洞宗 福本  高芳

陽松庵 池田市吉田町179563-0016曹洞宗 福本　隆光

無二寺 池田市古江町387563-0015曹洞宗 中野　寛秀

永興寺 池田市木部町133563-0014曹洞宗 中村　道宏

西福寺 池田市畑３－13－11563-0021曹洞宗 北西　孝尚

慈恩寺 池田市中川原町485563-0013曹洞宗 吉川  信隆

自性院 池田市渋谷３－17－11563-0028曹洞宗 原　弘昭

十王寺 池田市井口堂１－４－17563-0023曹洞宗 松田　天順

松操寺 池田市木部町272563-0014曹洞宗 坂本　宗陽

正福寺 池田市豊島南１－ ５－26563-0035曹洞宗 堀池　俊光

大廣寺 池田市綾羽２－５－16563-0051曹洞宗 金子　丈雄

東禅寺 池田市東山町373563-0012曹洞宗 樋口　文博

陽春寺 池田市綾羽２－５－17563-0051曹洞宗 稲本　公顕

万福寺 池田市石橋３－10－５563-0032黄檗宗 真田　尚彦

佛日寺 池田市畑１－18－17563-0021黄檗宗 服部  潤承
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光言聚楽院 池田市五月丘１－10－３563-0029単立（仏教） 延野　眞弓

林松寺 池田市畑３－５－８563-0021単立（仏教） 村岡　洋二

日本基督教団池田五月山
教会

池田市五月丘２－７－19563-0029日本基督教団 有澤　慎一

日本基督教団石橋教会 池田市旭丘１－１－19563-0022日本基督教団 金　愛美

日本キリスト教会池田教
会

池田市呉服町２－６563-0048日本キリスト教会 阿部　祐之

日本イエス・キリス卜教団
池田中央教会

池田市鉢塚１－６－８563-0024日本イエス・キリスト
教団

足立　宏

日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯ
ﾄﾞ教団神愛基督教会

池田市石橋３－11－７563-0032日本アッセンブリー
ズ・オブ・ゴッド教団

市川　牧

池田バプテスト教会 池田市上池田１－２－25563-0027日本バプテスト同盟 土平　正治

日本メノナイトブレザレン
教団石橋キリスト教会

池田市石橋2-17-10-A563-0032日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

船橋　誠

エホバの証人の大阪池田
会衆

池田市豊島南2-4-23563-0035単立（基督） 安石　敦

フルゴスペル池田教会 池田市木部町155563-0014単立（基督） 李　美淑

天理教池田大教会 池田市東山町1081－１563-0012天理教 宮田　幸一郎

天理教上池田分教会 池田市上池田１－５－１563-0027天理教 吉田美佐子

天理教神池田分教会 池田市緑丘１－１－15563-0026天理教 藤井　和夫

天理教神田郷分教会 池田市神田４－21－32563-0043天理教 野沢  孝弘

天理教城南町分教会 池田市城南３－４－９563-0025天理教 木村　義弘

天理教摂豊分教会 池田市畑４－12－15563-0021天理教 荒木　豊貴

天理教豊能分教会 池田市木部町106563-0014天理教 上垣  善彦

天理教細郷谷分教会 池田市東山町683563-0012天理教 寺本    誠

天理教本勤分教会 池田市石橋４－２－６563-0032天理教 有元　一彦

天理教陽北分教会 池田市城南１－２－18563-0025天理教 中村  文美

八光会 池田市畑３－５－10563-0021単立(諸教） 小島　道子
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愛宕神社 吹田市佐井寺２－24－１565-0836神社本庁 吉田  千秋

愛宕神社 吹田市出口町３－３564-0072神社本庁 衞藤  恭

伊射奈岐神社 吹田市佐井寺１－18－26565-0836神社本庁 吉田  千秋

伊射奈岐神社 吹田市山田東２－３－１565-0821神社本庁 花房  嗣郎

泉殿宮 吹田市西の庄町10－１564-0071神社本庁 宮脇  一彦

稲荷神社 吹田市豊津町38－１564-0051神社本庁 吉田　千秋

春日神社 吹田市春日３－343565-0853神社本庁 宮脇  一彦

素盞鳴尊神社 吹田市江坂町３－68－11564-0063神社本庁 多田　勝利

素盞烏尊神社 吹田市出口町３－３564-0072神社本庁 衞藤  恭

吉志部神社 吹田市岸部北４－18－１564-0001単立（神社） 奥田　哲夫

高浜神社 吹田市高浜町５－34564-0026単立（神社） 岡本  光弘

垂水神社 吹田市垂水町ｌ－24－６564-0062単立（神社） 竹内　真哉

名次神社 吹田市岸部中１－12－14564-0002単立（神社） 奥田　哲夫

金光教梅田教会 吹田市垂水町３－８－21564-0062金光教 若林　正信

金光教吹田教会 吹田市末広町20－23564-0022金光教 近藤　吉浩

金光教千里山教会 吹田市千里山西１－41－20565-0851金光教 山本　和喜雄

神理教大阪教会 吹田市寿町２－22－４564-0036神理教 宮崎　文子

日月神一条本部 吹田市内本町１－９－４564-0032日月神一条 嘉納  良樹

宇宙親愛教会 吹田市清和園町14－18564-0039単立（神道） 中西  花江
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

浄念寺 吹田市片山町３－16－10564-0082浄土真宗本願寺派 辻本  俊洋

照儀坊 吹田市片山町３－12－22564-0082浄土真宗本願寺派 大西　憲正

大光寺 吹田市岸部中５－10－10564-0002浄土真宗本願寺派 清岡　大地

明誓寺 吹田市垂水町２－10－20564-0062浄土真宗本願寺派 北條　大円

西照寺 吹田市春日１－６－18565-0853浄土真宗本願寺派 藤川　省次

西光寺 吹田市原町１－14－31564-0004浄土真宗本願寺派 中原  正信

光明寺 吹田市内本町２－10－19564-0032浄土真宗本願寺派 都呂須　弘道

浄光寺 吹田市西の庄町８－７564-0071浄土真宗本願寺派 大西　憲正

安養寺 吹田市山田東２－12－12565-0821浄土真宗本願寺派 圓　寛人

憶念寺 吹田市垂水町１－49－10564-0062浄土真宗本願寺派 本田  智教

願成寺 吹田市岸部中３－19－11564-0002浄土真宗本願寺派 小谷　浄和

教願寺 吹田市千里丘中22－１565-0812浄土真宗本願寺派 藤原　慶人

弘誓寺 吹田市内本町３－18－９564-0032浄土真宗本願寺派 河面  久喜

光源寺 吹田市山田東３－17－15565-0821浄土真宗本願寺派 紅    伸之

光山寺 吹田市山田東１－３－30565-0821浄土真宗本願寺派 林  英俊

光徳寺 吹田市内本町１－４－７564-0032浄土真宗本願寺派 直海  玄哲

西教寺 吹田市岸部北５－23－６564-0001浄土真宗本願寺派 田村　信弘

西福寺 吹田市岸部中４－21－６564-0002浄土真宗本願寺派 桐原　良彦

西寳寺 吹田市佐井寺１－19－７565-0836浄土真宗本願寺派 藤　教真

紫雲寺 吹田市山田東２－18－17565-0821浄土真宗本願寺派 村﨑　義寛
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

正業寺 吹田市山田東４－30－６565-0821浄土真宗本願寺派 鈴鹿  信勝

浄光寺 吹田市寿町２－28－16564-0036浄土真宗本願寺派 中村　要

常光寺 吹田市岸部中３－21－14564-0002浄土真宗本願寺派 菊地　道哉

正福寺 吹田市南高浜町25－９564-0025浄土真宗本願寺派 春日  良範

千里寺 吹田市千里山西１－37－42565-0851浄土真宗本願寺派 武田  達城

宗名寺 吹田市山田東４－29－８565-0821浄土真宗本願寺派 圓　隆史

徳善寺 吹田市内本町３－１－15564-0032浄土真宗本願寺派 井林　証信

法泉寺 吹田市江坂町３－21－２564-0063浄土真宗本願寺派 楠　信也

万福寺 吹田市千里山松が丘23－10565-0843浄土真宗本願寺派 溪間　和美

來光寺 吹田市岸部中１－21－11564-0002浄土真宗本願寺派 本田  智生

蓮光寺 吹田市南高浜町２－19564-0025浄土真宗本願寺派 松下  英利

稱徳寺 吹田市岸部南３－１－９564-0011真宗大谷派 岸部　裕史

南林寺 吹田市山田東１－８－５565-0821真宗大谷派 箕林　智法

八洲寺 吹田市千里山西２－15－２565-0851真宗三門徒派 田中　悟

西観音寺 吹田市山手町２－８－28564-0073浄土宗 小林　稔和

観音寺 吹田市南高浜町７－６564-0025浄土宗 小林　善樹

大鏡寺 吹田市五月が丘南23－１565-0832浄土宗 有本  亮啓

法住寺 吹田市千里山東２－19－１565-0842浄土宗 飯田  海旭

円照寺 吹田市山田東３－14－27565-0821高野山真言宗 福岡　定弘

常光円満寺 吹田市元町28－13564-0031高野山真言宗 藤田　晃秀
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

隆国寺 吹田市川園町64－１564-0013高野山真言宗 中西　信孝

真言院 吹田市長野東21－１565-0816真言宗鳳閣寺派 丸山  美行

弘隆寺 吹田市藤白台２－25－１565-0873真言宗善通寺派 岩本　昇宝

光明念佛身語聖宗南仙山
秀峯寺

吹田市五月が丘北16－８565-0834光明念佛身語聖宗 丹羽美栄子

妙見寺 吹田市内本町３－37－10564-0032日蓮宗 硎家  貫立

法華寺 吹田市金田町５－25564-0045法華宗（本門流） 菅原　宏隆

宣法寺 吹田市内本町３－30－11564-0032本門佛立宗 石田　尚一郎

本説寺 吹田市山田東２－43－５565-0821日蓮正宗 濱津　治道

大峯第四石切教会 吹田市江坂町３－30－４564-0063金峯山修験本宗 鈴木  勝一

玄徳寺 吹田市千里万博公園７－１565-0826臨済宗妙心寺派 本多　智昭

松泉寺 吹田市江坂町3-68-10564-0063臨済宗妙心寺派 圓　正鑑

大雄院 吹田市内本町３－１－22564-0032曹洞宗 福本　隆光

玉林寺 吹田市出口町10－２564-0072曹洞宗 細川  博充

碕井山佐井寺 吹田市佐井寺１－17－10565-0836単立（仏教） 花野　光憲

玄明寺 吹田市千里山東２－24－13565-0842単立（仏教） 原　泰久

千里山仙佛寺 吹田市長野東21-20565-0816単立（仏教） 木下　佐代子

大紘寺 吹田市寿町１－18－16564-0036単立（仏教） 近藤　紘寛

法源寺 吹田市垂水町１－41－31564-0062単立（仏教） 久保川　三喜
子

龍泉寺 吹田市古江台１－27－２565-0874単立（仏教） 鴨下  勝子

日本基督教団大阪城北教
会

吹田市藤が丘町９－23564-0081日本基督教団 山口　義人
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

日本基督教団大阪南吹田
教会

吹田市江の木町38－15564-0053日本基督教団 秋山  英明

日本基督教団北千里教会 吹田市藤白台４－５－10565-0873日本基督教団 宮岡　真紀子

日本基督教団吹田教会 吹田市泉町２－２－29564-0041日本基督教団 筒井　信行

日本基督教団千里丘教会 吹田市千里丘中15－２565-0812日本基督教団 五十嵐　高博

日本基督教団千里聖愛教
会

吹田市竹見台１－２－１565-0863日本基督教団 中島　正勝

日本基督教団千里ニュー
タウン教会

吹田市高野台３－20－７565-0861日本基督教団 能勢　岳史

日本イエス・キリスト教団
千里聖三一教会

吹田市山田西３－５５－７565-0824日本イエス・キリスト
教団

金井　由嗣

聖イエス会シオン教会 吹田市五月が丘南９－23565-0832聖イエス会 松本　善樹

大阪ハリストス正教会 吹田市山手町１－８－15564-0073日本ハリストス正教
会教団

松島　雄一

日本キリスト改革派千里
摂理教会

吹田市津雲台６－22－２565-0862日本キリスト改革派
教会

吉田　謙

日本キリスト改革派千里
山教会

吹田市千里山西３－８－25565-0851日本キリスト改革派
教会

藤井　真

日本メノナイト・ブレザレン
教団千里キリスト教会

吹田市千里山竹園１－24－
10

565-0852日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

山岡　恭博

エホバの証人の千里会衆 吹田市山田東２－５－１３565-0821単立（基督） 槇　陽一郎

吹田聖書福音教会 吹田市穂波町２－20564-0042単立（基督） 梶山　耕平

単立千里山基督教会 吹田市千里山西５－26－６565-0851単立（基督） 服部　多朗

チャーチオブクライスト
ニュージーランド日本大阪
教会

吹田市佐井寺４－53－３565-0836単立（基督） 高田  義三

天理教網淀分教会 吹田市藤が丘町４－21564-0081天理教 豊田  勝征

天理教今千原分教会 吹田市原町２－29－32564-0004天理教 土井　　敏文

天理教永代分教会 吹田市南高浜町７－５564-0025天理教 梶本　憲子

天理教讃阪分教会 吹田市原町１－27－６564-0004天理教 渡邊　理一
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天理教昭華分教会 吹田市千里山西１－17－３565-0851天理教 佐々木　寛子

天理教眞力分教会 吹田市南吹田４－２－３564-0043天理教 堺  眞治

天理教吹田分教会 吹田市元町16－27564-0031天理教 平石　尚代

天理教高一分教会 吹田市天道町２－15564-0003天理教 上野　進

天理教高淀分教会 吹田市末広町２－13564-0022天理教 加藤  義之

天理教多留美分教会 吹田市垂水町２－20－37564-0062天理教 森田　長俊

天理教朝陽分教会 吹田市元町８－28564-0031天理教 楓  芳雄

天理教調阪分教会 吹田市穂波町７－２７564-0042天理教 熊本　雅一

天理教豊信分教会 吹田市泉町２－11－33564-0041天理教 吉田  道明

天理教豊佐井分教会 吹田市吹東町１－22564-0014天理教 吉田　秀典

天理教味道分教会 吹田市東御旅町８－28564-0033天理教 寺田  豊子

天理教味元分教会 吹田市西の庄町９－21564-0071天理教 小松　初郎

天理教味山分教会 吹田市元町23－５564-0031天理教 樋野　正三

元始神教本庁 吹田市片山町１－12－１564-0082元始神教 近藤  榮

円応教田辺教会 吹田市岸部南１－６－２564-0011円応教 近藤　武子

尊真教本部 吹田市千里山西６－12－18565-0851単立(諸教） 澤田  總六

トゥルース教 吹田市樫切山12－１565-0806単立(諸教） 奥原  通弘
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泉大津市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

泉穴師神社 泉大津市豊中町１－１－１595-0023神社本庁 津守　康有

大津神社 泉大津市若宮町４－12595-0065神社本庁 籔野  信

助松神社 泉大津市助松町１－３－19595-0071神社本庁 井上　邦彦

曽禰神社 泉大津市曽根町１－４－12595-0011神社本庁 道井　新一朗

金光教堺教会 泉大津市松之浜町２－23－５595-0072金光教 白神　美知雄

神習教聖徳講社 泉大津市春日町150595-0061神習教 佐藤  体蔵

強縁寺 泉大津市神明町８－９595-0064浄土真宗本願寺派 辻本  公昭

緑照寺 泉大津市神明町７－６595-0064浄土真宗本願寺派 横田　昭世

南溟寺 泉大津市神明町６－15595-0064真宗大谷派 戸次  公正

蓮正寺 泉大津市助松町１－12－26595-0071真宗大谷派 三好  泰紹

専稱寺 泉大津市助松町２－２－18595-0071浄土宗 古野  泰宣

安楽寺 泉大津市本町４－14595-0063浄土宗 常住　哲也

阿弥陀寺 泉大津市下之町２－６595-0045浄土宗 丹農　秀彦

西蓮寺 泉大津市森町２－14－８595-0005浄土宗 釜親　康順

淨忠寺 泉大津市虫取町１－８－７595-0037浄土宗 辻  泰慶

生福寺 泉大津市池浦町３－15－15595-0024浄土宗 石原  成昭

浄福寺 泉大津市豊中町２－12－17595-0023浄土宗 櫻澤　宏尚

上品寺 泉大津市春日町20－８595-0061浄土宗 常住　哲也

心福寺 泉大津市我孫子25595-0031浄土宗 梨原　教充

大運寺 泉大津市曽根町２－８－８595-0011浄土宗 長路  隆薫

法蔵寺 泉大津市板原562595-0033浄土宗 沖永　隆宏

来迎院 泉大津市本町１－19595-0063浄土宗 辻　正顕

蓮華寺 泉大津市二田町１－10－16595-0015浄土宗 近藤　一香

聖徳寺 泉大津市豊中町２－12－14595-0023高野山真言宗 宮澤　俊弘

長生寺 泉大津市神明町２－１595-0064高野山真言宗 衛藤  恵正

慈眼寺 泉大津市戎町11－13595-0041日蓮宗 石川　泰晧

慈龍寺 泉大津市松之浜町２－18－
34

595-0072日蓮宗 北村　享香

妙見宗妙法寺 泉大津市板原１－５－19595-0033妙見宗 星原  万二

日本基督教団泉大津教会 泉大津市松之浜町２－10－
27

595-0072日本基督教団 崔　弘徳

-123-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

南大阪聖書教会 泉大津市東雲町9-39595-0026単立（基督） 古林　陽作人

天理教穴師分教会 泉大津市昭和町４－10595-0036天理教 寺田　忍

天理教泉中分教会 泉大津市我孫子１595-0031天理教 神谷　章

天理教泉春分教会 泉大津市戎町７－18595-0041天理教 深野　好治

天理教泉久分教会 泉大津市菅原町４－２595-0066天理教 久井  幸夫

天理教泉板原分教会 泉大津市板原532595-0033天理教 川崎  勝

天理教泉本分教会 泉大津市式内町10－15595-0035天理教 神谷　章

天理教大津分教会 泉大津市下之町７－34595-0045天理教 澤田  道男

天理教上條分教会 泉大津市助松町３－１－10595-0071天理教 濱田　満

天理教泉北分教会 泉大津市千原町２－18－６595-0004天理教 堀内　誠秀

天理教茅渟浦分教会 泉大津市助松町２－５－10595-0071天理教 北野  嘉一

天理教束阪分教会 泉大津市東助松町３－２－26595-0006天理教 宮崎  一教

天理教北泉分教会 泉大津市東港町14－31595-0051天理教 藤原  實

天理教槙尾川分教会 泉大津市二田町２－８－３595-0015天理教 藤田　佳代
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高槻市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

稲荷神社 高槻市津之江北町１－１569-0821神社本庁 藤林  藤文

稲荷神社 高槻市大字田能小字城山35
－１

569-1002神社本庁 天岡　秀人

樫船神社 高槻市大字田能小字コブケ８569-1002神社本庁 天岡　秀人

春日神社 高槻市桜ケ丘南町19－13569-0818神社本庁 木下　忠之

春日神社 高槻市大字杉生小字千ケ谷569-1005神社本庁 浅野　弘之

素盞鳴尊神社 高槻市中川町４－27569-0066神社本庁 木下　典之

素盞鳴尊神社 高槻市大字出灰小字堂の前569-1003神社本庁 荒木　峰治

素盞鳴尊神社 高槻市桜ケ丘南町19－13569-0818神社本庁 木下　忠之

諏訪神社 高槻市大字川久保727569-1011神社本庁 荒木　峰治

築紫津神社 高槻市津之江町１－27－１569-0822神社本庁 藤林  藤文

闘鶏野神社 高槻市氷室町６－１－９569-1141神社本庁 大西  正文

八幡大神宮 高槻市芝生町１－９－27569-0823神社本庁 藤林  藤文

八幡大神宮 高槻市上土室２－798569-1044神社本庁 佐藤　榮一

八幡大神宮 高槻市塚原4-56-1569-1046神社本庁 森川　香代子

藤井神社 高槻市二料字鹿爪30569-1004神社本庁 荒木　峰治

大神宮社 高槻市大字中畑小字宮町１569-1001神社本教 天岡　秀人

阿久刀神社 高槻市清福寺町23－２569-1132単立（神社） 土居　丈嗣

稲荷神社 高槻市奈佐原元町17－15569-1043単立（神社） 大西  正文

磐手杜神社 高槻市安満磐手町５－６569-1102単立（神社） 藤林  藤文

大塚神社 高槻市大塚町２－33－19569-0034単立（神社） 中井　  治

笠森神社 高槻市西真上１－７－５569-1127単立（神社） 中村　香代子

春日神社 高槻市宮田町３－５－１569-1142単立（神社） 森川　香代子

春日神社 高槻市野田１－12－２569-0013単立（神社） 土居　圭子

春日神社 高槻市東天川１－875569-0012単立（神社） 樋口  武美

春日神社 高槻市成合北の町1301569-1017単立（神社） 藤林　弘一

春日神社 高槻市上牧町２－12－12569-0003単立（神社） 福本  國男

春日神社 高槻市春日町８－14569-0053単立（神社） 木下　勝之

冠須賀神社 高槻市辻子１－３－４569-0036単立（神社） 福本  國男

冠須賀神社 高槻市須賀町14－12569-0022単立（神社） 福本  國男
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鴨神社 高槻市赤大路町42－３569-1146単立（神社） 北川  登士

子安天満宮 高槻市赤大路町11－12569-1146単立（神社） 北川  登士

上宮天満宮 高槻市天神町１－15－５569-1117単立（神社） 森　直和

神服神社 高槻市宮之川原元町１－１569-1033単立（神社） 中家　  洋

素盞鳴尊神社 高槻市郡家新町36－１569-1136単立（神社） 矢田　峯生

諏訪神社 高槻市大字萩谷774569-1054単立（神社） 福本  國男

摂津一の宮 高槻市松が丘４－34－19569-1031単立（神社） 岩田  重義

大将軍神社 高槻市下田部町１－17－６569-0062単立（神社） 岩井　一馬

天満神社 高槻市下田部町１－21－27569-0062単立（神社） 岩井　一馬

道祖神社 高槻市大冠町２－８－13569-0031単立（神社） 福本  國男

野見神社 高槻市野見町６－６569-0077単立（神社） 福本　章一郎

白山神社 高槻市霊仙寺町1181569-1052単立（神社） 北川吉三郎

白山神社 高槻市岡本町24－１569-1137単立（神社） 羽田　俊夫

畑山神社 高槻市梶原１－５－12569-0091単立（神社） 福本  國男

八幡大神宮 高槻市八幡町２－９569-0051単立（神社） 藤林  藤文

日吉神社 高槻市古曽部町３－14－16569-1115単立（神社） 荒木　峰治

日吉神社 高槻市萩之庄２－４－１569-0093単立（神社） 福本  國男

三島鴨神社 高槻市三島江２－７－37569-0835単立（神社） 松井  位幾

三輪神社 高槻市富田町４－14－14569-0814単立（神社） 惠木　啓太

八阪神社 高槻市大字原3297569-1051単立（神社） 三宅　正人

金光教高槻教会 高槻市高槻町３－４569-0803金光教 大宅  潔

金光教高槻南教会 高槻市登町１－５569-0046金光教 湯川  壽雄

金光教富田教会 高槻市桜ケ丘南町12－10569-0818金光教 中島　弥須代

神道伊勢大神楽教 高槻市清水台１－９－30569-1039単立（神道） 澁谷　章

明然寺 高槻市東五百住町２－３－22569-0811浄土真宗本願寺派 中澤　亮子

西教寺 高槻市津之江町１－40－５569-0822浄土真宗本願寺派 谷口　多聞

善照寺 高槻市東五百住町２－５－１569-0811浄土真宗本願寺派 髙谷　信善

安楽寺 高槻市辻子１－７－12569-0036浄土真宗本願寺派 松村　弘道

一念寺 高槻市下田部町１－21－20569-0062浄土真宗本願寺派 保田　哲雄

因光寺 高槻市富田町２－９－４569-0814浄土真宗本願寺派 鷲山　和敬

円覚寺 高槻市西五百住町８－26569-0813浄土真宗本願寺派 松本　真実

-126-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

円正寺 高槻市道鵜町５－１－13569-0011浄土真宗本願寺派 内本　康宏

圓成寺 高槻市京口町５－23569-0072浄土真宗本願寺派 槇場　清久

願行寺 高槻市庄所町11－29569-0064浄土真宗本願寺派 鎌苅  孝眞

教宗寺 高槻市芥川町４－６－３569-1123浄土真宗本願寺派 田渕  泰彰

光永寺 高槻市芝生町１－38－17569-0823浄土真宗本願寺派 鷲尾  啓久

光専寺 高槻市津之江町１－26－７569-0822浄土真宗本願寺派 北島　泰介

西應寺 高槻市大塚町２－52－９569-0034浄土真宗本願寺派 寺本　浩伸

西教寺 高槻市川久保726569-1011浄土真宗本願寺派 松本　広純

西教寺 高槻市萩之庄３－12－２569-0093浄土真宗本願寺派 藤井　　弦

西教寺 高槻市春日町８－３３569-0053浄土真宗本願寺派 堀川　顕誓

西證寺 高槻市大塚町３－６－10569-0034浄土真宗本願寺派 尾崎  貞良

西福寺 高槻市南平台２－３－21569-1042浄土真宗本願寺派 三島  淳文

西法寺 高槻市梶原５－５－２569-0091浄土真宗本願寺派 内海　知量

西法寺 高槻市大字萩谷593569-1054浄土真宗本願寺派 森  道生

西法寺 高槻市東天川２－24－２569-0012浄土真宗本願寺派 井向  晃称

西蓮寺 高槻市浦堂本町16－１569-1028浄土真宗本願寺派 寺本　憲夫

正恩寺 高槻市西之川原１－10－８569-1035浄土真宗本願寺派 織  久寛

正覺寺 高槻市野田２－９－１569-0013浄土真宗本願寺派 本田　一成

浄教寺 高槻市古曽部町３－２－26569-1115浄土真宗本願寺派 入江　浄信

常見寺 高槻市東五百住町３－４－15569-0811浄土真宗本願寺派 利井　唯明

浄光寺 高槻市大蔵司２－６－18569-1034浄土真宗本願寺派 植木　真誓

浄誓寺 高槻市安満北の町５－26569-1108浄土真宗本願寺派 阿間　文隆

正徳寺 高槻市西面中２－16－10569-0842浄土真宗本願寺派 宇津木　一秀

信樂寺 高槻市唐崎中１－７－８569-0832浄土真宗本願寺派 竒山　明

眞楽寺 高槻市富田町４－４－24569-0814浄土真宗本願寺派 長尾  祐治

瑞應寺 高槻市山手町１－９－13569-1103浄土真宗本願寺派 笠　光暁

善立寺 高槻市大塚町２－53－15569-0034浄土真宗本願寺派 奥野  誠映

速證寺 高槻市古曽部町３－２－20569-1115浄土真宗本願寺派 植木　政隆

尊重寺 高槻市大冠町２－10－６569-0031浄土真宗本願寺派 諸橋　匠

長楽寺 高槻市宮之川原元町１０００569-1033浄土真宗本願寺派 植木  弘昭

普賢寺 高槻市須賀町12－13569-0022浄土真宗本願寺派 槇塲　清久
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法光寺 高槻市柱本３－21－19569-0844浄土真宗本願寺派 牧尾　孝規

法善寺 高槻市西冠１－10－１569-0055浄土真宗本願寺派 辻本　昭信

本覺寺 高槻市別所本町４－５569-1112浄土真宗本願寺派 山本　博之

本照寺 高槻市富田町４－４－27569-0814浄土真宗本願寺派 日野  真正

本宗寺 高槻市前島１－２－１569-0021浄土真宗本願寺派 内本　隆宏

萬徳寺 高槻市氷室町２－19－30569-1141浄土真宗本願寺派 氷室　芳水

萬福寺 高槻市西之川原１－32－17569-1035浄土真宗本願寺派 西川　明伸

明覚寺 高槻市土室町８－１569-1147浄土真宗本願寺派 土室  正志

圓證寺 高槻市原907569-1051真宗大谷派 桑田  眞

皆念寺 高槻市唐崎中１－７－３569-0832真宗大谷派 佐々木　和久

教行寺 高槻市富田町６－10－１569-0814真宗大谷派 冨田  均

浄因寺 高槻市城北町１－11－10569-0071真宗大谷派 永井  史秀

浄正寺 高槻市奈佐原元町28－１569-1043真宗大谷派 清野　学

浄流寺 高槻市宮田町２－35－２569-1142真宗大谷派 加藤　法壽

是三寺 高槻市八幡町９－23569-0051真宗大谷派 北川　浩三

長賢寺 高槻市大字萩谷404569-1054真宗大谷派 桑田　信行

碧流寺 高槻市三島江３－24－17569-0835真宗大谷派 三牧  文弘

聞力寺 高槻市宮之川原元町14－33569-1033真宗大谷派 桑田  眞

唯徳寺 高槻市塚脇１－18－５569-1036真宗大谷派 當麻　円純

妙圓寺 高槻市郡家本町41－５569-1131真宗仏光寺派 葦名　彰

大阪興正寺別院 高槻市大字奈佐原340569-1041真宗興正派 華園　真暢

阿弥陀寺 高槻市成合中の町５－５569-1015浄土宗 芳井　隆昇

興楽寺 高槻市柱本３－20－９569-0844浄土宗 川久保知廣

西王寺 高槻市成合東の町６－１569-1014浄土宗 嶋村  順功

真光寺 高槻市三島江２－10－22569-0835浄土宗 児玉  康典

眞如寺 高槻市西真上１－19－12569-1127浄土宗 横井  光喜

清蓮寺 高槻市富田町４－１－４569-0814浄土宗 足立  元明

大泉寺 高槻市山手町１－５－６569-1103浄土宗 伊藤  法雄

法蔵寺 高槻市大塚町３－６－16569-0034浄土宗 前澤　泰宏

理安寺 高槻市京口町１－18569-0072浄土宗 杉山  俊定

観音寺 高槻市清福寺町18－２569-1132西山浄土宗 永澤　陽一
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願成寺 高槻市大字出灰字東羅30堂
前３－１合地

569-1003西山浄土宗 日下部　祥英

光松寺 高槻市大手町２－47569-0078西山浄土宗 霊群　徹

淨圓寺 高槻市大字原3300569-1051浄土宗西山禅林寺
派

三輪  真明

寶泉寺 高槻市別所本町８－６569-1112時宗 三村  卓也

霊山寺 高槻市霊仙寺町１－11－１569-1052高野山真言宗 玉山  順彦

地蔵院 高槻市真上町４－１－54569-1121真言宗大覚寺派 土屋　隆秀

乾性寺 高槻市天神町１－17－17569-1117日蓮宗 阪田　祐光

妙浄寺 高槻市上牧山手町１－28569-0006日蓮宗 阪田  兼光

田中寺 高槻市梶原ｌ－５－20569-0091日蓮宗 清水  正樹

広宣寺 高槻市氷室町２－15－８569-1141日蓮宗 長谷川　鳳秀

成就寺 高槻市萩之庄１－８－17569-0093日蓮宗 掛下  久生

円通寺 高槻市富田町５－10－５569-0814日蓮宗 井上　龍洋

経王寺 高槻市塚原３－26－１569-1046日蓮宗 萬田　信力

一乗寺 高槻市梶原２－９－12569-0091日蓮宗 森川　誠玄

岩滝寺 高槻市大字成合522－１569-1012日蓮宗 中西　是弘

源覚寺 高槻市道鵜町５－２－１569-0011日蓮宗 東野　龍昇

幸松寺 高槻市本町15－15569-0074日蓮宗 掛下　史峰

真如院 高槻市上牧町２－６－18569-0003日蓮宗 三好　龍孝

法照寺 高槻市山手町２－１－１569-1103日蓮宗 魚井　啓瑞

菩提寺 高槻市神内１－２－10569-0007日蓮宗 三好  龍孝

本行寺 高槻市大手町２－43569-0078日蓮宗 山口　貴大

本澄寺 高槻市上牧町２－６－31569-0003日蓮宗 三好  龍孝

本立院 高槻市上牧町１－３－２569-0003日蓮宗 長内　要純

明浄院 高槻市北昭和台町21－８569-0816日蓮宗 伊丹　瑞彰

慶住院 高槻市大字原６－２569-1051法華宗（本門流） 中野  良純

常行寺 高槻市浦堂本町35－20569-1028法華宗（本門流） 富岡  昭之

浄行寺 高槻市城北町１－７－４569-0071本門佛立宗 吉井　周

妙恵寺 高槻市宮野町４－15569-0081日蓮正宗 早瀬　道義

長栄寺 高槻市柱本３－25－３569-0844顕本法華宗 奥村  智学

本照寺 高槻市大字田能小字上条奥
ノ谷30－44

569-1002本化日蓮宗 泉　恭一

金龍寺 高槻市大字成合1296569-1012天台宗 岩村  隆弘
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神峰山寺 高槻市大字原3301－１569-1051天台宗 近藤  真道

寂定院 高槻市大字原3301－２569-1051天台宗 近藤　教道

神宮寺 高槻市大字田能小字下垣内
１

569-1002天台宗 山川  良一

本山寺 高槻市大字原3298569-1051天台宗 百済  寂仁

龍光院 高槻市大字原3302569-1051天台宗 近藤  彰道

妙見宗神内妙見教会 高槻市神内１－20－７569-0007妙見宗 角野  妙久

妙見宗瑞孔教会 高槻市深沢本町７－１569-0033妙見宗 吉川　隆庸

桂香寺 高槻市大字田能小字アンタコ
９

569-1002臨済宗妙心寺派 葛葉　哲哉

普門寺 高槻市富田町４－10－10569-0814臨済宗妙心寺派 鷲見　英法

妙楽寺 高槻市大字杉生小字縄手北
12－１

569-1005臨済宗妙心寺派 室井　廣充

妙音寺 高槻市大字中畑小字大門１569-1001臨済宗天龍寺派 原田  信水

伊勢寺 高槻市奥天神町１－１－19569-1118曹洞宗 松浦  寛法

慈願寺 高槻市月見町４－１569-1122曹洞宗 村上  信道

東仙寺 高槻市西面中２－12－１569-0842曹洞宗 渡部　広樹

霊松寺 高槻市天神町２－４－２569-1117曹洞宗 岡村　良孝

久安寺 高槻市郡家本町39－５569-1131黄檗宗 中川  眞禎

慶瑞寺 高槻市昭和台町２－25－12569-0815黄檗宗 寺坂  道雄

広智寺 高槻市天神町２－１－３569-1117黄檗宗 中澤  元重

法圓寺 高槻市岡本町22－１569-1137黄檗宗 岡田  千英

大覚寺 高槻市南平台４－19－23569-1042法相宗 村上  智泉

同得寺 高槻市芥川町１－10－23569-1123単立（仏教） 成  熊村

安岡寺 高槻市浦堂本町41－１569-1028単立（仏教） 南谷  聖

産業観音堂 高槻市黄金の里１－40－１569-1038単立（仏教） 棚次  三郎

真佛教涅槃宗妙法寺 高槻市松が丘１－21－13569-1031単立（仏教） 藤井  俊司

妙力寺 高槻市塚脇１－28－６569-1036単立（仏教） 鉄村　壽龍

日本基督教団摂津富田教
会

高槻市富田町３－７－25569-0814日本基督教団 大谷  隆夫

日本基督教団高槻教会 高槻市千代田町27－17569-0087日本基督教団 藤原　寛人

日本基督教団高槻南平台
教会

高槻市南平台４－33－15569-1042日本基督教団 川上　揚

日本基督教団高槻日吉台
教会

高槻市日吉台２－３－16569-1022日本基督教団 吉岡　恵生

日本キリスト教会高槻教
会

高槻市北園町９－17569-0802日本キリスト教会 持田　克己

聖イエス会ホサナ教会 高槻市神内２－９－１569-0007聖イエス会 藤代　信
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

日本バプテスト同盟高槻
バプテスト教会

高槻市氷室町２－37－15569-1141日本バプテスト同盟 中野　博誉

高槻聖書バプテスト教会 高槻市安岡寺町４－５－５569-1029日本バプテスト・バイ
ブル・フェローシップ

ｷﾝｸﾞ･ｼﾞｮｰｼﾞ･
ﾍﾝﾘｰ

活けるキリスト高槻一麦教
会

高槻市津之江町３－３－１569-0822単立（基督） 生島　幹也

宗教法人エホバの証人の
高槻市西北会衆

高槻市氷室町４－７－１569-1141単立（基督） 横洲　博之

摂津賛美教会 高槻市富田町１－14－７569-0814単立（基督） 野村    淳

高槻福音自由教会 高槻市天神町1－13－４569-1117単立（基督） 拝高　潤一

天理教愛阪藤分教会 高槻市奈佐原元町17－３569-1043天理教 太田　紀裕

天理教大冠分教会 高槻市安満東の町５－30569-1104天理教 村田　光伸

天理教大清分教会 高槻市塚脇１－４－１569-1036天理教 段野　和子

天理教鹿府分教会 高槻市氷室町２－14－３569-1141天理教 種子田耕藏

天理教清崎分教会 高槻市唐崎中２－３－24569-0832天理教 松岡　一輝

天理教清原分教会 高槻市大字原727－１569-1051天理教 宮脇　清次

天理教交佐分教会 高槻市西真上１－４－３569-1127天理教 平田　真

天理教島玉分教会 高槻市三島江１－12－２569-0835天理教 田淵　峰晴

天理教信友台分教会 高槻市大字田能小字大谷12569-1002天理教 鳴川　宏

天理教高槻分教会 高槻市野見町１－12569-0077天理教 梶村　忠信

天理教島古分教会 高槻市古曽部町２－20－９569-1115天理教 柴田  敏明

天理教万国分教会 高槻市安満東の町１－６569-1104天理教 福岡　章

天理教北攝分教会 高槻市千代田町11－９569-0087天理教 佐々木正澄

天理教堀島分教会 高槻市淀の原町34－２569-0001天理教 堂山  晴彦

天理教三島丘分教会 高槻市日吉台６－52－20569-1022天理教 谷本　二郎

天理教南氷室分教会 高槻市氷室町２－24－６569-1141天理教 三島　正文

天理教揚天分教会 高槻市城南町１－17－５569-0056天理教 井上  喜庸

大自然日之本教 高槻市大字奈佐原24-1569-1041単立(諸教） 岡島　徹

日本ヴェーダーンタソサイ
テイ

高槻市塚原２－３－１569-1046単立(諸教） 松本　眞知子

六合教会 高槻市古曽部町３－16－２569-1115単立(諸教） 高野　乾輔
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貝塚市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

阿理莫神社 貝塚市久保165597-0031神社本庁 菊川  文彦

稲荷神社 貝塚市森524597-0044神社本庁 北岡　昌憲

感田神社 貝塚市中町10-1597-0003神社本庁 江川　秀和

道陸神社 貝塚市木積3758597-0102神社本庁 一ノ瀬　義平

西葛城神社 貝塚市木積2273597-0102神社本庁 吉澤  正喜

南近義神社 貝塚市王子1195597-0051神社本庁 一ノ瀬　義平

高 神社 貝塚市脇浜３－34－１597-0073単立（神社） 奥野    泉

金光教貝塚教会 貝塚市堀３－14－15597-0015金光教 中村　眞喜子

弥勒講 貝塚市三ツ松2258-５597-0105単立（神道） 岩橋　真也

妙順寺 貝塚市三ッ松1330597-0105浄土真宗本願寺派 南　宗徳

明圓寺 貝塚市清児1061597-0041浄土真宗本願寺派 藤澤　茂孝

圓光寺 貝塚市東９597-0085浄土真宗本願寺派 中野　恵隆

願泉寺 貝塚市中846597-0003浄土真宗本願寺派 ト半　顕

最勝寺 貝塚市久保1-13-10597-0031浄土真宗本願寺派 西田　孝昭

西誓寺 貝塚市加神２－７－３597-0071浄土真宗本願寺派 伊井　了融

正覺寺 貝塚市三ケ山699597-0101浄土真宗本願寺派 楠本　正量

常照寺 貝塚市名越581597-0042浄土真宗本願寺派 藤塚  知曉

稱念寺 貝塚市森587597-0044浄土真宗本願寺派 石川　昭範

正福寺 貝塚市中町６－28597-0003浄土真宗本願寺派 増田　恵司

正満寺 貝塚市麻生中313597-0081浄土真宗本願寺派 安方　慶哉

真成寺 貝塚市麻生中356597-0081浄土真宗本願寺派 楠  祥恵

尊光寺 貝塚市中町6-12597-0003浄土真宗本願寺派 金児　慧

明教寺 貝塚市橋本121597-0043浄土真宗本願寺派 根来  了明

無量寺 貝塚市小瀬１－20－１597-0021浄土真宗本願寺派 秀野　法鈴

要眼寺 貝塚市近木23-29597-0001浄土真宗本願寺派 横井　元誠

永覺寺 貝塚市堤100597-0054真宗大谷派 苑樹　毅英

称名寺 貝塚市加神２－６－22597-0071真宗大谷派 藤田　恭樹

泉光寺 貝塚市中町８－10597-0003真宗大谷派 苑樹  毅英

善正寺 貝塚市王子796597-0051真宗大谷派 出原  正典
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

専念寺 貝塚市石才579597-0082真宗大谷派 藤田　恭樹

道教寺 貝塚市半田1-3-15597-0033真宗大谷派 秦　真宣

珀琳寺 貝塚市清児1020597-0041真宗大谷派 佐々木  賢

満泉寺 貝塚市中844597-0003真宗大谷派 長谷  俊成

浄国寺 貝塚市沢1154597-0062浄土宗 三宅  博道

上善寺 貝塚市南町４－27597-0005浄土宗 多田　明達

安養寺 貝塚市名越507－２597-0042浄土宗 舘　憲雄

安楽寺 貝塚市橋本161597-0043浄土宗 祖父江清彦

孝恩寺 貝塚市木積798597-0102浄土宗 田中　典彦

浄雲寺 貝塚市脇浜２－２－11597-0073浄土宗 松室　隆秀

常福寺 貝塚市蕎原467597-0111浄土宗 山田  典仁

上福寺 貝塚市地蔵堂234597-0053浄土宗 瀧  俊彰

専念寺 貝塚市堀１－19－24597-0015浄土宗 古本  宏文

大福寺 貝塚市馬場218597-0103浄土宗 藤田  由光

長泉寺 貝塚市王子390597-0051浄土宗 丹下　俊穂

長楽寺 貝塚市畠中２－20－３597-0072浄土宗 信　光昭

万徳寺 貝塚市澤1299597-0062浄土宗 三宅  隆信

龍雲寺 貝塚市海塚３－16－1597-0083浄土宗 吉原  稱光

吉祥園寺 貝塚市王子703597-0051真言宗御室派 矢野　寛耕

正福寺 貝塚市地蔵堂237597-0053真言宗御室派 長岡　誠宏

遍照寺 貝塚市馬場506597-0103真言宗御室派 龍野  正範

妙泉寺 貝塚市近木町20-20597-0001日蓮宗 小野  好文

観音院 貝塚市水間637597-0104天台宗 藤枝　徹洋

水間寺 貝塚市水間638597-0104天台宗 山本　稔

興禅寺 貝塚市三ッ松1082－２597-0105臨済宗妙心寺派 片野　幸雄

真如院 貝塚市木積3001597-0102曹洞宗 嶋津  道宣

往生院 貝塚市水間79597-0104単立（仏教） 嶋田  右近

日本基督教団貝塚教会 貝塚市脇浜１－３－28597-0073日本基督教団 吉本　幸嗣

天理教貝塚分教会 貝塚市北町35－13597-0011天理教 櫻井　眞

天理教勝教分教会 貝塚市清児633－２597-0041天理教 豊田　省治

天理教木島分教会 貝塚市東山７－９－１597-0105天理教 奥野　和久
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天理教熊泉分教会 貝塚市橋本29－１597-0043天理教 藏本　道公

天理教泉郷分教会 貝塚市堀３－20－29597-0015天理教 湊浦　誠

天理教大郷分教会 貝塚市小瀬１－12－26597-0021天理教 遠藤  史郎

天理教明堺分教会 貝塚市堤144－１597-0054天理教 鈴木　洋興

天理教明四十七分教会 貝塚市堀１－23－５597-0015天理教 安藝  重子
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守口市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天乃神社 守口市橋波東之町２－11－８570-0031神社本庁 橋中　敬芳

産須那神社 守口市寺方元町２－８－15570-0047神社本庁 岡本  浩明

大枝神社 守口市大枝東町2-23570-0036神社本庁 山本  雅史

佐太天神宮 守口市佐太中町７－16－25570-0002神社本庁 中村　裕子

白山神社 守口市大日町２－31－１570-0003神社本庁 池内　宏

高瀬神社 守口市馬場町１－１－11570-0062神社本庁 池内　宏

津嶋部神社 守口市金田町６－15－６570-0011神社本庁 西川　亮彦

守居神社 守口市土居町２－22570-0073神社本庁 江端　将哲

八雲神社 守口市八雲北町２－15－１570-0008神社本庁 山尾　典子

八坂瓊神社 守口市大庭町２－93570-0009神社本庁 西川　亮彦

金光教守口教会 守口市寺内町１－６－10570-0056金光教 大塩　清美

金光教守口東教会 守口市橋波東之町３－８－３570-0031金光教 森山多美江

神習教美日分教会 守口市高瀬町１－31570-0053神習教 伊藤  和作

正福寺 守口市寺方元町２－３－26570-0047浄土真宗本願寺派 寺井  弘隆

長教寺 守口市大庭町２－１０３570-0009浄土真宗本願寺派 芳浦　定年

光明寺 守口市大枝北町15－７570-0037浄土真宗本願寺派 藤井　俊章

安樂寺 守口市平代町９－７570-0078浄土真宗本願寺派 川元  惠信

教応寺 守口市大日町２－28－16570-0003浄土真宗本願寺派 芳浦  定年

光乗寺 守口市大久保町５－48－14570-0012浄土真宗本願寺派 塚本  秀樹

正迎寺 守口市八雲北町３－33－19570-0008浄土真宗本願寺派 那須　晃翔

浄宗寺 守口市金田町２－55－22570-0011浄土真宗本願寺派 永井　了祥

信光寺 守口市梅町９－11570-0087浄土真宗本願寺派 近藤　彰

真樂寺 守口市金田町１－36－７570-0011浄土真宗本願寺派 高藤  敏朗

専教寺 守口市八雲西町１－15－15570-0006浄土真宗本願寺派 塚本  顯文

専光寺 守口市文園町３－20570-0074浄土真宗本願寺派 中田  惠行

善照寺 守口市下島町12－17570-0007浄土真宗本願寺派 藤岡　　芳

難宗寺 守口市竜田通１－５－２570-0025浄土真宗本願寺派 芳滝　真慶

寳泉寺 守口市佐太中町１－１４９570-0002浄土真宗本願寺派 笹原  勝秀

勧正寺 守口市大枝東町26-6570-0036真宗大谷派 長谷  正義
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覚了寺 守口市橋波東之町４‐６‐９570-0031真宗大谷派 藤谷　不三枝

専隆寺 守口市佐太中町５－15－29570-0002真宗大谷派 澤田　友

円照寺 守口市大久保町１－45－27570-0012真宗大谷派 桒田　和貴

極楽寺 守口市南寺方中通2－13－
11

570-0045真宗大谷派 亀谷  光昭

護念寺 守口市高瀬町５－４－８570-0053真宗大谷派 佐治  信隆

乗雲寺 守口市淀江町１－７570-0004真宗大谷派 渡邉  克隆

盛泉寺 守口市浜町１－２－６570-0093真宗大谷派 本多  肇

清澤寺 守口市土居町７－23570-0073真宗大谷派 澤田　見

方廣寺 守口市南寺方中通２－４－１570-0045真宗大谷派 間口  雅則

報春寺 守口市寺方元町２－７－４570-0047真宗大谷派 新井  徳行

本光寺 守口市馬場町３－12－15570-0062真宗大谷派 本田　誠三

本龍寺 守口市滝井元町１－１－９570-0065真宗大谷派 本田　誠三

唯称寺 守口市橋波西之町３－６－16570-0039真宗大谷派 麻生　英城

金剛寺 守口市大枝南町６－21570-0051真宗興正派 藤本  守

貴得寺 守口市藤田町２－13－８570-0014浄土宗 城ケ辻秀道

極楽寺 守口市藤田町２－13－９570-0014浄土宗 城ケ辻秀道

西向寺 守口市大日町２－17－14570-0003浄土宗 近藤　泰範

正覚寺 守口市大庭町２－18－７570-0009浄土宗 日比野諦観

常称寺 守口市高瀬町２－９－12570-0053浄土宗 神田  隆司

大念寺 守口市梶町２－24－６570-0015浄土宗 静永  豊春

高瀬寺 守口市馬場町１－４－31570-0062浄土宗 小澤　大成

妙楽寺 守口市大久保町４－25－８570-0012浄土宗 河野  真成

来迎寺 守口市佐太中町７－11－17570-0002浄土宗 白川　雅宏

耒称寺 守口市八雲北町１－23－１570-0008浄土宗 山本　諦晋

真照寺 守口市大久保町5-76-5570-0012高野山真言宗 星野　真康

光明寺 守口市八雲北町２－23－20570-0008真言宗御室派 西端　良弘

宝顕寺 守口市西郷通２－10－７570-0034日蓮宗 宮田  龍法

義天寺 守口市本町１－８－８570-0028本門佛立宗 竹内  法男

本性寺 守口市佐太中町５－３－10570-0002日蓮本宗 松本  隆司

覚仁寺 守口市大枝西町２－７570-0054日蓮正宗 堀江　正行

菅相寺 守口市佐太中町７－16－４570-0002曹洞宗 三島　大祐
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金龍寺 守口市金田町６－16－11570-0011曹洞宗 天岡　孝道

南詢寺 守口市橋波東之町２－11－
26

570-0031曹洞宗 嶽盛　俊光

大徳山浄峰寺 守口市大枝西町11－11570-0054単立（仏教） 柴谷　宗叔

大阪主愛教会 守口市平代町8-27570-0078キリスト教福音宣教
会

田尾　研二

エホバの証人の大阪東部
会衆

守口市京阪本通２－３－４570-0083単立（基督） 有村　五夫

天理教愛波分教会 守口市馬場町２－５－９570-0062天理教 木口　旬

天理教淺阪分教会 守口市豊秀町２－10－９570-0082天理教 川口  守道

天理教大庭分教会 守口市大庭町１－４－４570-0009天理教 井坂　真理子

天理教惠繁分教会 守口市紅屋町４－９570-0075天理教 池野　靜江

天理教惠和分教会 守口市日吉町２－14－８570-0081天理教 谷川  清美

天理教三郷分教会 守口市南寺方中通３－９－24570-0045天理教 宮野　真之助

天理教四方分教会 守口市大庭町１－17－10570-0009天理教 米澤　正信

天理教城枝分教会 守口市大枝東町２－20570-0036天理教 大井　俊司

天理教清旭分教会 守口市南寺方中通２－９－14570-0045天理教 谷口　喜美子

天理教千里分教会 守口市大日町４－40－15570-0003天理教 小山  和枝

天理教東派分教会 守口市佐太中町１－11－30570-0002天理教 奥野　亮介

天理教福里分教会 守口市南寺方東通３－１３－
２９

570-0043天理教 池田　智恵子

天理教芳国真分教会 守口市藤田町６－９－９570-0014天理教 松尾　芳一

天理教豊摂分教会 守口市八雲北町３－52－16570-0008天理教 山本  隆久

天理教三口阪分教会 守口市八雲西町１－13－１570-0006天理教 松尾　安彦

天理教明二十四分教会 守口市西郷通１－16－４570-0034天理教 柏原  修

円応教守口教会 守口市橋波東之町２－11－
15

570-0031円応教 橋中　美代子
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厳島神社 枚方市尊延寺５－９－11573-0112神社本庁 岡本　敬司

意賀美神社 枚方市枚方上之町１－12573-0037神社本庁 正田  和男

春日神社 枚方市野村南町１－１573-0133神社本庁 岡本　敬司

春日神社 枚方市茄子作３－15－26573-0071神社本庁 中村　恭常

春日神社 枚方市春日元町２－18－１573-0135神社本庁 三嶋  公男

春日神社 枚方市津田元町１－10－１573-0127神社本庁 岡本　敬司

交野天神社 枚方市楠葉丘２－19－１573-1104神社本庁 片岡　弘和

片埜神社 枚方市牧野阪２－21－15573-1146神社本庁 岡田　広幸

甲鉾神社 枚方市甲斐田町１－21573-1167神社本庁 岡田　広幸

加茂健豆美命神社 枚方市走谷１－17－２573-0063神社本庁 宮本　拓也

御殿山神社 枚方市渚本町12－55573-1181神社本庁 片岡　伸介

蹉 神社 枚方市南中振１－７－18573-0094神社本庁 宮本　拓也

三之宮神社 枚方市穂谷２－７－１573-0114神社本庁 三嶋  宏

菅原神社 枚方市長尾宮前１－12－１573-0107神社本庁 夛田保信

菅原神社 枚方市藤阪天神町１－１573-0155神社本庁 西角  明彦

杉ケ本神社 枚方市片鉾本町15－30573-1157神社本庁 岡田　広幸

二ノ宮神社 枚方市船橋本町１－707573-1116神社本庁 安井  和智

八幡神社 枚方市磯島元町５－７573-1187神社本庁 岡田　広幸

日置天神社 枚方市招提南町２－28－１573-1155神社本庁 岡田　広幸

御狩野神社 枚方市禁野本町２－７－41573-1197神社本庁 三嶋  宏

村野神社 枚方市村野本町29－１573-0016神社本庁 水嶋  道憲

山田神社 枚方市山之上４－15－36573-0047神社本庁 長澤　宏充

山田神社 枚方市田口１－66－18573-1162神社本庁 岡田　広幸

若宮神社 枚方市杉１－31－15573-0117神社本庁 岡本　敬司

百濟王神社 枚方市中宮西之町１－68573-0021単立（神社） 下村　博文

金光教枚方教会 枚方市三矢町９－４573-0051金光教 四斗　晴彦

神道大教良和神社 枚方市大峰元町2-35-1573-0146神道大教 松崎　慎也

勝圓寺 枚方市長尾元町５－15－１573-0163浄土真宗本願寺派 戸川　教宏

光源寺 枚方市津田元町３－35－21573-0127浄土真宗本願寺派 岡沢  静晃
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常稱寺 枚方市山之上４－４－14573-0047浄土真宗本願寺派 岩田　恵人

本誓寺 枚方市印田町８－16573-0017浄土真宗本願寺派 高橋　龍城

西願寺 枚方市茄子作２－３－26573-0071浄土真宗本願寺派 太田　祐月

西照寺 枚方市香里園東之町21－９573-0085浄土真宗本願寺派 寸土　摂

浄専寺 枚方市中宮東之町４－24573-1195浄土真宗本願寺派 關　淳親

善應寺 枚方市津田元町２－２－８573-0127浄土真宗本願寺派 中嶽  奉文

誓願寺 枚方市伊加賀本町５－８573-0055浄土真宗本願寺派 佐々木　博文

善行寺 枚方市甲斐田町17－20573-1167浄土真宗本願寺派 關　淳親

圓養寺 枚方市北中振２－３－８573-0064浄土真宗本願寺派 山本　了宣

敬應寺 枚方市招提元町３－16－37573-1133浄土真宗本願寺派 日置　富子

光照寺 枚方市岡山手町８－13573-0034浄土真宗本願寺派 鷲尾  禮子

極楽寺 枚方市野村元町11－20573-0132浄土真宗本願寺派 南  照宣

西法寺 枚方市藤阪元町１－15－23573-0157浄土真宗本願寺派 千葉  榮

浄行寺 枚方市新町１－４－12573-1191浄土真宗本願寺派 義本　宏純

正光寺 枚方市磯島元町８－13573-1187浄土真宗本願寺派 日野　　俊弘

浄光寺 枚方市田宮本町６－４573-0024浄土真宗本願寺派 山大路　崇

正宗寺 枚方市大峰元町２－30－15573-0146浄土真宗本願寺派 飛鳥  直仁

浄念寺 枚方市三矢町７－21573-0051浄土真宗本願寺派 松川　正倫

専光寺 枚方市三矢町３－32573-0051浄土真宗本願寺派 村上　泰順

尊光寺 枚方市津田元町３－19－22573-0127浄土真宗本願寺派 山大路　崇

長傅寺 枚方市穂谷３－20－11573-0114浄土真宗本願寺派 神田  典証

法音寺 枚方市田口３－４－10573-1162浄土真宗本願寺派 朝山  俊彦

妙教寺 枚方市片鉾本町25－24573-1157浄土真宗本願寺派 西本　慧舟

明善寺 枚方市藤阪元町２－８－２573-0157浄土真宗本願寺派 村岡　倫明

願生坊 枚方市枚方元町６－61573-0052真宗大谷派 京極　孝文

光善寺 枚方市出口２－８－13573-0065真宗大谷派 藤原　忍

正応寺 枚方市津田元町３－22－５573-0127真宗大谷派 長江　弘樹

真光寺 枚方市禁野本町１－６－14573-1197真宗大谷派 園原　信行

祐念寺 枚方市茄子作２－５－７573-0071真宗大谷派 福本　泰延

報徳寺 枚方市香里ケ丘８－３－６573-0084真宗仏光寺派 三上  了道

暁光寺 枚方市大字尊延寺4588－10573-0112真宗木辺派 中田　健太郎
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金龍寺 枚方市茄子作北町36－19573-0083浄土宗 松川   憲純

成雲寺 枚方市上島町19－３573-1127浄土宗 有馬　善貴

東福寺 枚方市走谷１－17－17573-0063浄土宗 杉山  尚道

常照寺 枚方市牧野下島町１－20573-1142浄土宗 九鬼　昌司

浄土寺 枚方市船橋本町１－789573-1116浄土宗 藤並  晃雄

安養寺 枚方市南楠葉２－38－17573-1105浄土宗 喜多  道昭

一乗寺 枚方市岡南町３－16573-0033浄土宗 二本松　真澄

延寿寺 枚方市楠葉野田１－35－20573-1103浄土宗 石井　清淳

圓通寺 枚方市出屋敷元町１－28－３573-0002浄土宗 井上　善弘

円通寺 枚方市津田元町２－18－１573-0127浄土宗 中御門　敬教

観音寺 枚方市養父元町７－１573-1125浄土宗 横井　義寛

建長寺 枚方市町楠葉１－26－４573-1106浄土宗 石黒　香月

光明院 枚方市町楠葉２－12－６573-1106浄土宗 大谷　和海

光明寺 枚方市村野本町23－21573-0016浄土宗 羽田　雅法

極楽寺 枚方市楠葉面取町2010－
479

573-1113浄土宗 冨澤　良空

西雲寺 枚方市穂谷３－19－11573-0114浄土宗 大津　憲優

西雲寺 枚方市渚元町24－１573-1181浄土宗 山北  光曜

西光寺 枚方市南船橋１－１－19573-1123浄土宗 小川　　眞乗

西方寺 枚方市杉１－31－13573-0117浄土宗 安岡  隆宏

釋尊寺 枚方市釈尊寺町１－10573-0081浄土宗 小原  法淳

正覺寺 枚方市田口２－４－５573-1162浄土宗 井上　善弘

浄土院 枚方市南中振１－28－30573-0094浄土宗 眞田　琢也

稱念寺 枚方市長尾元町２－33－28573-0163浄土宗 岡田  恭司

正念寺 枚方市招提元町１－13－１573-1133浄土宗 大津　憲優

浄蓮寺 枚方市禁野本町１－６－12573-1197浄土宗 円通　清順

清伝寺 枚方市三栗町１－５－14573-1171浄土宗 宮川　孝明

台鏡寺 枚方市枚方元町６－54573-0052浄土宗 西浦  道哉

長福寺 枚方市町楠葉２－４－14573-1106浄土宗 小倉　雅文

白雲寺 枚方市渚本町12－１573-1181浄土宗 高橋　厚志

法楽寺 枚方市野村元町21－26573-0132浄土宗 清水  秀浩

来雲寺 枚方市尊延寺５－10－44573-0112浄土宗 三木  法栄
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西福寺 枚方市片鉾本町26－35573-1157融通念佛宗 角田　圭一

西方寺 枚方市中宮東之町６－16573-1195融通念佛宗 篠塚　良嗣

清岸寺 枚方市牧野阪２－14－７573-1146融通念佛宗 箸尾  良寛

大聖寺 枚方市春日元町２－16－30573-0135融通念佛宗 久保田　英俊

長安寺 枚方市小倉町１－５573-1173融通念佛宗 沢田  声瑞

長泉寺 枚方市甲斐田町17－25573-1167融通念佛宗 角田  圭一

長徳寺 枚方市宇山東町４－18573-1136融通念佛宗 箸尾  良寛

本誓寺 枚方市茄子作２－11－22573-0071融通念佛宗 谷口  義博

心経院 枚方市大峰元町2-1-7573-0146高野山真言宗 坂田　光斎

尊延寺 枚方市尊延寺６－11－１573-0112高野山真言宗 岩上　了仁

和田寺 枚方市禁野本町２－７－43573-1197高野山真言宗 田辺　快應

明尾寺 枚方市山田池南町３－１573-0168真言宗御室派 中山　明弘

龍泉寺 枚方市西牧野2-857-1573-1148信貴山真言宗 谷本　和弘

欣求寺 枚方市小倉町13－40573-1173日蓮宗 斎藤  隆生

最妙寺 枚方市村野本町７－19573-0016日蓮宗 鷲津　恵樹

本覚寺 枚方市田口山２－６－１573-0001本門法華宗 福原  大介

真浄寺 枚方市中宮西之町16－16573-0021本門法華宗 廣田　誠嗣

大隆寺 枚方市枚方元町１－31573-0052法華宗（本門流） 株橋  祐史

ひらかた寺 枚方市岡南町9-23573-0033本門佛立宗 内田　耕次

経王寺 枚方市高塚町６－５573-0035日蓮正宗 堀　　寿妙

瑞生寺 枚方市楠葉中町52－７573-1107臨済宗南禅寺派 政道　徳門

清泰寺 枚方市長尾元町１－11－10573-0163曹洞宗 長澤　礼雄

瑠璃光寺 枚方市長尾元町２－13－47573-0163曹洞宗 久世　堂仙

久親恩寺 枚方市楠葉中之芝１－21－
18

573-1101曹洞宗 岡田  悦雄

拾翠寺 枚方市楠葉野田２－17－１573-1103曹洞宗 松浦　俊雄

正俊寺 枚方市長尾宮前２－２－１573-0107曹洞宗 久世  信海

法相宗牧野妙法教会 枚方市養父東町18－11573-1124法相宗 岡本　正廣

妙光山教会 枚方市南中振１－16－５573-0094法相宗 川口  ふみ

久修園院 枚方市楠葉中之芝２－46573-1101真言律宗 佐伯　昌紀

永芳寺 枚方市養父東町51－５573-1124単立（仏教） 成瀬　大典

花厳楽生院 枚方市新町１－４－３573-1191単立（仏教） 加藤　　塁
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晃妙寺 枚方市招提平野町４－14573-1135単立（仏教） 松本　晃房

護国不動尊本宮 枚方市香里ヶ丘10－１－15573-0084単立（仏教） 文元　康介

在釈山称泉院 枚方市山田池東町28-9573-0165単立（仏教） 玉利　千穂

釈迦断食堂光明寺 枚方市岡山手町８－１４573-0034単立（仏教） 山口　益代

本仏釈尊蓮華教会 枚方市出口４－６－11573-0065単立（仏教） 明日光治郎

霊峯山聖法寺 枚方市尊延寺6-8-1573-0112単立（仏教） 篠原 匠範

日本基督教団香里ケ丘教
会

枚方市宮之下町８－17573-0046日本基督教団 渡辺　圭一郎

日本基督教団香里教会 枚方市香里園町26－80573-0086日本基督教団 三ツ本武仁

日本基督教団磐上教会 枚方市東香里元町28－35573-0076日本基督教団 成田　いうし

日本基督教団枚方くずは
教会

枚方市楠葉美咲１－22－５573-1111日本基督教団 平田　義

日本基督教団マラナ・タ教
会

枚方市岡南町10－16573-0033日本基督教団 橋口　望

日本イエス・キリスト教団
枚方希望教会

枚方市黄金野２－１－７573-1145日本イエス・キリスト
教団

朝川　清英

聖イエス会ひらかた教会 枚方市春日東町２－９－10573-0134聖イエス会 植村　輝夫

津田イエス之御霊教会 枚方市野村元町８－８573-0132イエス之御霊教会教
団

大竹  真靖

日本メノナイトブレザレン
教団枚方キリスト教会

枚方市養父元町４－28573-1125日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

中村 新造

エホバの証人の枚方市中
央会衆

枚方市中宮本町10－９573-1196単立（基督） 澤村　誠

中振キリストの教会 枚方市翠香園町２－35573-0095単立（基督） 木村  哲明

天理教芦ノ宮分教会 枚方市東香里１－１－22573-0075天理教 西村　英明

天理教生大分教会 枚方市春日北町４－７－１573-0137天理教 小林　仁

天理教大堀分教会 枚方市長尾元町７－15－13573-0163天理教 清水  和明

天理教大水都分教会 枚方市枚方市高野道1-12-2573-0052天理教 城家　道信

天理教北河内分教会 枚方市岡南町７－12573-0033天理教 野元  道雄

天理教北堀江分教会 枚方市長尾谷町３－14－５573-0164天理教 佐藤　勇夫

天理教京二分教会 枚方市宮之下町12－５573-0046天理教 峰村  啓介

天理教京雄基分教会 枚方市沼堤大谷３－21－11573-0095天理教 中村  弘子

天理教旭北分教会 枚方市出口５－34－７573-0065天理教 大上  善久

天理教惠河分教会 枚方市香里ケ丘１－715－13573-0084天理教 村上　勝二

天理教惠光分教会 枚方市津田東町3-23-5573-0122天理教 垣野  義明

天理教御殿山分教会 枚方市磯島茶屋町16－17573-1184天理教 植田  治

天理教城提分教会 枚方市招提元町３－16－８573-1133天理教 西岡　一雄

天理教住清分教会 枚方市津田駅前２－１－10573-0125天理教 山本　栄一
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天理教東靖分教会 枚方市楠葉中町61－１573-1107天理教 谷口　惠子

天理教長尾分教会 枚方市長尾元町４－６－12573-0163天理教 平井  幸雄

天理教中清水分教会 枚方市長尾元町５－７－21573-0163天理教 白井　正樹

天理教中之宮分教会 枚方市中宮山戸町10－26573-0011天理教 吉田　眞一

天理教名美藤分教会 枚方市尊延寺１－５－１573-0112天理教 藤本　基

天理教阪港分教会 枚方市長尾元町２－26－33573-0163天理教 谷口　崇徳

天理教東真林分教会 枚方市翠香園町１－12573-0095天理教 小林  龍夫

天理教枚方分教会 枚方市走谷１－３－12573-0063天理教 津田　進

天理教藤阪分教会 枚方市藤阪元町２－２－12573-0157天理教 小北  勝美

天理教本愛守分教会 枚方市藤阪元町２－20－12573-0157天理教 山神　茂彦

天理教本春分教会 枚方市天之川町２－49573-1185天理教 明山　慶一郎

天理教陽出分教会 枚方市交北４－585－３573-1161天理教 穀本　直美

天理教淀葉分教会 枚方市船橋本町１－850－２573-1116天理教 乾　　準一郎
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飯原神社 茨木市安元251568-0084神社本庁 坊野　淳一

井於神社 茨木市蔵垣内３－５－15567-0878神社本庁 竹原  泰司

磯良神社 茨木市三島丘１－４－29567-0021神社本庁 大西  正文

稲荷神社 茨木市水尾３－３－９567-0891神社本庁 宮崎　鏞輔

稲荷神社 茨木市大字粟生岩阪681568-0096神社本庁 宗形  昭男

茨木神社 茨木市元町４－３567-0882神社本庁 岡市　正規

太田神社 茨木市太田３－15－１567-0018神社本庁 大西  正文

大歳神社 茨木市大字大岩173568-0091神社本庁 坊野  淳一

春日丘八幡宮 茨木市南春日丘４－１－44567-0046神社本庁 三輪　紀雄

春日神社 茨木市下穂積３－13－13567-0041神社本庁 岡市　正規

春日神社 茨木市中穂積２－16－34567-0034神社本庁 岡市　正規

春日神社 茨木市天王１－１－22567-0876神社本庁 岡市　正規

春日神社 茨木市清水２－10－１567-0059神社本庁 宗形  昭男

春日神社 茨木市春日５－６－１567-0031神社本庁 山﨑　憲

春日神社 茨木市庄１－10－６567-0806神社本庁 渡士　良介

春日神社 茨木市西穂積町４－３567-0073神社本庁 郡  久夫

春日神社 茨木市豊川１－23－１567-0057神社本庁 宗形  昭男

皇大神宮 茨木市車作619－１568-0083神社本庁 坊野  淳一

皇大神社 茨木市沢良宜東町１－14567-0863神社本庁 竹原  泰司

郡神社 茨木市郡３－21－48567-0072神社本庁 郡  久夫

佐奈部神社 茨木市稲葉町16－26567-0827神社本庁 宮崎　鏞輔

猿田彦神社 茨木市大字水尾746567-0891神社本庁 宮崎　鏞輔

佐和良義神社 茨木市美沢町９－27567-0862神社本庁 竹原  泰司

須賀神社 茨木市鮎川２－６－45567-0831神社本庁 大西  正文

須久々神社 茨木市大字宿久庄1760567-0051神社本庁 宗形  昭男

素盞鳴尊神社 茨木市大字泉原1228568-0097神社本庁 大西  正文

素盞鳴尊神社 茨木市大字水尾795567-0891神社本庁 宮崎　鏞輔

素盞鳴尊神社 茨木市大字下音羽499568-0082神社本庁 坊野  淳一

素盞鳴尊神社 茨木市大字清阪205－１568-0081神社本庁 坊野  淳一
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素盞鳴尊神社 茨木市沢良宜西１－16－31567-0868神社本庁 竹原  泰司

諏訪神社 茨木市大字生保138－53568-0092神社本庁 大西  正文

諏訪神社 茨木市大字泉原123－２568-0097神社本庁 大西  正文

天満宮 茨木市田中町７－37567-0025神社本庁 佐藤　榮一

天満宮 茨木市大字上音羽628568-0086神社本庁 坊野  淳一

天満宮 茨木市大字千提寺334568-0098神社本庁 大西  正文

道祖神社 茨木市高浜町１－48567-0866神社本庁 竹原  泰司

道祖神社 茨木市豊川１－29－５567-0057神社本庁 宗形  昭男

新屋坐天照御魂神社 茨木市西河原３－１－２567-0023神社本庁 大西  正文

新屋座天照御魂神社 茨木市宿久庄５－17－１567-0051神社本庁 宗形  昭男

八幡神社 茨木市大字大岩674568-0091神社本庁 坊野　淳一

八幡大神宮 茨木市大字銭原1023568-0087神社本庁 坊野  淳一

八幡太神宮 茨木市総持寺１－16－45567-0801神社本庁 大西  正文

八所神社 茨木市忍頂寺305568-0085神社本庁 坊野  淳一

藤代神社 茨木市大字粟生岩阪680568-0096神社本庁 宗形  昭男

牟禮神社 茨木市中村町５－５567-0822神社本庁 岡市　正規

女九神社 茨木市東太田３－５－32567-0012神社本庁 佐藤　榮一

八阪神社 茨木市宿久庄１－９－１567-0051神社本庁 宗形  昭男

八阪神社 茨木市東太田２－18－４567-0012神社本庁 郡  久夫

大織冠神社 茨木市大字安威２３７１567-0008単立（神社） 森川　香代子

阿為神社 茨木市安威３－17－17567-0001単立（神社） 森川　香代子

葦分神社 茨木市島１－１－21567-0854単立（神社） 神田　正宣

言代神社 茨木市佐保1350568-0095単立（神社） 神田　正宣

高座神社 茨木市佐保1032568-0095単立（神社） 神田　正宣

天神社 茨木市野々宮２－１－８567-0847単立（神社） 神田　正宣

新屋坐天照御魂神社 茨木市西福井３－36－１567-0067単立（神社） 神田　正宣

溝咋神社 茨木市五十鈴町524567-0842単立（神社） 島川　和夫

金光教茨木教会 茨木市駅前２－５－22567-0888金光教 小澤　幹子

金光教春日丘教会 茨木市水尾２－２－24567-0891金光教 三宅　善信

神道大教一本神心代姫講
社

茨木市駅前４－２－32567-0888神道大教 木邑  嘉市

心霊界教団河口教会 茨木市宮元町３－９567-0810心霊界教団 河口　昭子
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西宗寺 茨木市豊川４－24－６567-0057浄土真宗本願寺派 今田　智裕

西光寺 茨木市西河原１－７－２567-0023浄土真宗本願寺派 櫻井　善紀

光照寺 茨木市戸伏町14－25567-0814浄土真宗本願寺派 谷本  信之

西慶寺 茨木市橋の内１－２－22567-0805浄土真宗本願寺派 日野　真正

光明寺 茨木市総持寺１－16－48567-0801浄土真宗本願寺派 安静　禎邦

佛照寺 茨木市目垣１－１－13567-0836浄土真宗本願寺派 佐々木大照

専念寺 茨木市沢良宜浜１－７－20567-0864浄土真宗本願寺派 高島  淨哲

誓源寺 茨木市庄１－５－20567-0806浄土真宗本願寺派 山崎　昌彦

仏誓寺 茨木市玉瀬町31－３567-0893浄土真宗本願寺派 西田  光紘

法林寺 茨木市車作423568-0083浄土真宗本願寺派 野村　昭文

西福寺 茨木市東太田２－９－32567-0012浄土真宗本願寺派 藤　慶哉

慶徳寺 茨木市中穂積２－９－21567-0034浄土真宗本願寺派 佐藤　輝道

佛願寺 茨木市沢良宜東町８－５567-0863浄土真宗本願寺派 林　知仁

安樂寺 茨木市沢良宜浜３－18－16567-0864浄土真宗本願寺派 安井  良賢

安楽寺 茨木市太田１－14－６567-0018浄土真宗本願寺派 太田  得生

願成寺 茨木市上野町12－３567-0064浄土真宗本願寺派 小島  隆彦

光福寺 茨木市宇野辺２－７－６567-0042浄土真宗本願寺派 清岡  隆文

西方寺 茨木市真砂１－７－29567-0851浄土真宗本願寺派 遠里　光覚

西養寺 茨木市平田２－21－10567-0845浄土真宗本願寺派 岩田　利弘

慈明寺 茨木市下穂積４－５－８567-0041浄土真宗本願寺派 安間　　慈

正覺寺 茨木市豊川１－33－２567-0057浄土真宗本願寺派 三田  了観

正覚寺 茨木市大字生保138-61568-0092浄土真宗本願寺派 正甫    誠

正現寺 茨木市郡山２－13－33567-0071浄土真宗本願寺派 岡　玲

勝光寺 茨木市水尾１－７－13567-0891浄土真宗本願寺派 高丘  寿

浄光寺 茨木市星見町７－８567-0843浄土真宗本願寺派 廣谷　康子

證西寺 茨木市畑田町16－５567-0028浄土真宗本願寺派 明　美津子

常稱寺 茨木市中総持寺町６－31567-0803浄土真宗本願寺派 山蔭　　昭裕

稱念寺 茨木市東太田２－17－６567-0012浄土真宗本願寺派 太田　得生

浄福寺 茨木市五十鈴町５－12567-0842浄土真宗本願寺派 尾崎  貞香

稱名寺 茨木市総持寺２－８－17567-0801浄土真宗本願寺派 山本  隆俊

称名寺 茨木市主原町５－37567-0897浄土真宗本願寺派 本多　善朗
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善永寺 茨木市十日市町４－６567-0016浄土真宗本願寺派 佐藤　輝代

善照寺 茨木市上穂積２－12－10567-0036浄土真宗本願寺派 岡　玲

宗慶寺 茨木市中津町15－７567-0824浄土真宗本願寺派 上田　照見

徳要寺 茨木市五日市２－６－14567-0005浄土真宗本願寺派 櫻井  善譲

万福寺 茨木市蔵垣内３－７－16567-0878浄土真宗本願寺派 明瀬  秀憲

明教寺 茨木市奈良町10－２567-0874浄土真宗本願寺派 山中  恵隆

妙壽寺 茨木市郡３－20－28567-0072浄土真宗本願寺派 藤川　英昭

蓮照寺 茨木市沢良宜西２－１－21567-0868浄土真宗本願寺派 奥村  　誠

教願寺 茨木市佐保1214568-0095真宗大谷派 本田  了

教信寺 茨木市宿久庄962567-0051真宗大谷派 水戸  一雅

教正寺 茨木市銭原851568-0087真宗大谷派 稲葉　邦雄

專想寺 茨木市春日３－１－25567-0031真宗大谷派 田牧　学

慈光寺 茨木市鮎川４－５－５567-0831真宗大谷派 加藤　法親

栄久寺 茨木市粟生岩阪472568-0096真宗大谷派 岩崎  芳純

圓長寺 茨木市島２－３－15567-0854真宗大谷派 島田  裕可

円福寺 茨木市大字大岩272568-0091真宗大谷派 藤川　泰彦

教円寺 茨木市佐保536568-0095真宗大谷派 加藤　恵

教恩寺 茨木市佐保448568-0095真宗大谷派 松村  義晴

教誓寺 茨木市安元92568-0084真宗大谷派 藤波　剛

玄通寺 茨木市宿川原町８－６567-0055真宗大谷派 奥林　愼

光善寺 茨木市島２－３－16567-0854真宗大谷派 太田　高顕

光得寺 茨木市田中町８－３567-0025真宗大谷派 小野　朗

浄教寺 茨木市宮元町３－３567-0810真宗大谷派 松尾　可景

浄真寺 茨木市玉島２－６－39567-0846真宗大谷派 川那邉　哲也

真宗大谷派茨木別院 茨木市別院町３－31567-0817真宗大谷派 髙木　文善

長徳寺 茨木市大字泉原821568-0097真宗大谷派 佐藤　和代

長福寺 茨木市大字泉原1150568-0097真宗大谷派 小泉  秀雄

南徳寺 茨木市西中条町９－38567-0887真宗大谷派 有田　浩

遍照寺 茨木市東福井２－８－３567-0062真宗大谷派 玉井　久之

唯敬寺 茨木市別院町１－11567-0817真宗大谷派 本多　寿也

長福寺 茨木市主原町11－16567-0897浄土宗 田中　信也
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乗雲寺 茨木市郡３－21－54567-0072浄土宗 田中　堅信

安養寺 茨木市耳原３－６－９567-0006浄土宗 玉田  尚之

慧光院 茨木市室山１－７－８567-0052浄土宗 山北　光彦

極楽寺 茨木市宿久庄１－20－２567-0051浄土宗 森　昭順

極楽寺 茨木市大字長谷140－１568-0088浄土宗 渡辺　一光

地福寺 茨木市大字桑原33－15568-0094浄土宗 田中　乗光

乗雲寺 茨木市大字銭原242568-0087浄土宗 安井  隆同

浄谷寺 茨木市大字清阪206568-0081浄土宗 渡辺　一光

浄土寺 茨木市丑寅２－16－13567-0877浄土宗 中村　恭清

常福寺 茨木市大字上音羽387568-0086浄土宗 小林  章道

浄福寺 茨木市大字忍頂寺168－１568-0085浄土宗 渡辺  一光

生房寺 茨木市鮎川１－14－15567-0831浄土宗 田中  孝道

大念寺 茨木市安威３－17－３567-0001浄土宗 河合  良文

朝日寺 茨木市清水１－６－20567-0059浄土宗 寺村　定隆

如来光明寺 茨木市東福井３－８－28567-0062浄土宗 真崎  善照

梅林寺 茨木市片桐町１－３567-0819浄土宗 横内　弘隆

法恩寺 茨木市宿久庄７－12－４567-0051浄土宗 山本  禎禪

薬王寺 茨木市総持寺１－16－４567-0801浄土宗 川久保　幸則

宝池寺 茨木市大字忍頂寺304568-0085融通念佛宗 吉村　暲英

眞龍寺 茨木市東福井２－24－11567-0062高野山真言宗 對馬  康全

総持寺 茨木市総持寺１－６－１567-0801高野山真言宗 中西　隆英

忍頂寺 茨木市大字忍頂寺258567-0085高野山真言宗 竹村  弘教

無量寺 茨木市東福井３－21－25567-0062高野山真言宗 久原  良現

蓮花寺 茨木市天王２－12－25567-0876高野山真言宗 福岡　真瑞

大門寺 茨木市大字大門寺97568-0093真言宗御室派 添野  智譲

知足寺 茨木市宿久庄６－16－１567-0051日蓮宗 大谷　智光

本頂寺 茨木市郡山２－４－２567-0071日蓮宗 松本　圭明

妙徳寺 茨木市片桐町14－26567-0819日蓮宗 三浦　惠廣

本龍寺 茨木市安威４－７－３567-0001本門法華宗 土畑  信教

安住寺 茨木市西中条町２－43567-0887日蓮正宗 菅野  修道

法華寺 茨木市耳原３－５－３567-0006顕本法華宗 奥村  智学
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本源寺 茨木市大手町12－23567-0883臨済宗妙心寺派 炭竃  浩道

崇徳寺 茨木市目垣２－１－38567-0836曹洞宗 柳田　泰寛

高雲寺 茨木市大字下音羽490－１568-0082曹洞宗 山田  雅啓

慈光院 茨木市丑寅２－18－26567-0877黄檗宗 大森  聖道

正修寺 茨木市大字泉原39-6568-0093単立（仏教） 武島　壽成

深敬寺 茨木市北春日丘２－19－９567-0048単立（仏教） 馬渕　智幸

日本基督教団茨木春日丘
教会

茨木市北春日丘４－３－50567-0048日本基督教団 大石　健一

日本基督教団茨木教会 茨木市春日３－12－８567-0031日本基督教団 田邊　由紀夫

日本基督教団茨木東教会 茨木市寺田町20－16567-0823日本基督教団 正田篤

日本メノナイト・ブレザレン
教団総持寺キリスト教会

茨木市橋の内３－26－19567-0805日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

菊池　巧

日本同盟基督教団茨木聖
書教会

茨木市水尾２－７－17567-0891日本同盟基督教団 吉持　日輪生

愛と光の家 茨木市大字千提寺136568-0098単立（基督） 村上　悦子

茨木キリスト福音教会 茨木市竹橋町15－37567-0815単立（基督） 永井  基呼

エホバの証人の大阪府茨
木市南部会衆

茨木市野々宮2-12-23567-0847単立（基督） 村上　豊

天理教宇嶋分教会 茨木市豊川４－５－28567-0057天理教 小西　正芳

天理教古仁屋分教会 茨木市庄１－11－15567-0806天理教 中江   晃

天理教三ノ瀬分教会 茨木市宿久庄１－23－６567-0051天理教 橘  貞明

天理教繁美分教会 茨木市大字下音羽94－２568-0082天理教 西谷　道宏

天理教島上分教会 茨木市宮元町５－29567-0810天理教 加藤  義道

天理教高福分教会 茨木市西福井１－１－３567-0062天理教 梶村  保信

天理教高和分教会 茨木市真砂１－26－４567-0851天理教 上田  義一

天理教豊繁分教会 茨木市南春日丘２－１－40567-0046天理教 青木　豊太郎

天理教梅花分教会 茨木市北春日丘４－13－５567-0048天理教 木村  嘉道

天理教本気分教会 茨木市五十鈴町５－17567-0842天理教 西本　興正

天理教増賀分教会 茨木市寺田町５－23567-0823天理教 和田　とよ子

天理教満京分教会 茨木市西中条町８－45567-0887天理教 兼光　徳郎

円応教三島教会 茨木市駅前４－３－14567-0888円応教 池内　三千子

大自然天地日之大神教海
老江教会

茨木市戸伏町８－20567-0814大自然天地日之大
神教

松村サワヱ

大阪茨木モスク 茨木市豊川4-6-13567-0057単立(諸教） ハリディ･アー
マド
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穴太神社 八尾市宮町１－10－15581-0815神社本庁 菅尾  迪雄

天照大神高座神社 八尾市大字教興寺550581-0874神社本庁 岡市  正彦

稲荷神社 八尾市柏村町４－107581-0022神社本庁 新海　英宣

太川神社 八尾市南太子堂６－11581-0056神社本庁 菅尾　慶太

恩智神社 八尾市恩智中町５－10581-0883神社本庁 新海　英宣

杵築神社 八尾市佐堂町２－２－９581-0816神社本庁 菅尾　龍太

許麻神社 八尾市久宝寺５－４－８581-0072神社本庁 寺西　直記

阪合神社 八尾市小阪合町２－８－39581-0012神社本庁 新海　哲史

佐麻多度神社 八尾市大字山畑340581-0864神社本庁 岡市　正彦

渋川神社 八尾市植松町３－３－６581-0084神社本庁 菅尾慶太

住吉神社 八尾市東山本町２－２－９581-0847神社本庁 新海　隆広

玉祖神社 八尾市神立５－93581-0855神社本庁 清水　定男

都留美島神社 八尾市大字都塚296581-0023神社本庁 新海　英宣

天神社 八尾市渋川町５－48581-0075神社本庁 菅尾慶太

常世岐姫神社 八尾市神宮寺５－173581-0885神社本庁 新海　英宣

西郡天神社 八尾市泉町２－18581-0813神社本庁 大関　展一

比枝神社 八尾市相生町３－７581-0082神社本庁 菅尾　慶太

寳殿神社 八尾市沼１－130581-0036神社本庁 隅谷  尚典

神劔神社 八尾市田井中３－178581-0095神社本庁 河野　良正

御劔神社 八尾市刑部４－218581-0015神社本庁 仁井村  寛

八尾神社 八尾市本町７－７－27581-0003神社本庁 友田　昭

八尾天満宮 八尾市本町４－２－45581-0003神社本庁 菅尾　龍太

八阪神社 八尾市西山本町２－９－32581-0868神社本庁 友田　昭

矢作神社 八尾市南本町６－６－72581-0081神社本庁 友田　昭

山本八幡宮 八尾市山本町１－２－16581-0867神社本庁 新海　哲史

由義神社 八尾市八尾木北５－172581-0016神社本庁 仁井村  寛

弓削神社 八尾市東弓削１－166581-0029神社本庁 新海　英宣

弓削神社 八尾市弓削町１－36581-0032神社本庁 河野　良正

竹渕神社 八尾市竹渕２－154581-0052単立（神社） 杉山　吉徳
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跡部神社 八尾市亀井町２－４－５581-0065単立（神社） 大橋　春雄

太田八幡宮 八尾市太田１－195581-0037単立（神社） 植田　義三

加津良神社 八尾市萱振町５－27581-0834単立（神社） 川上　惠三

樟本神社 八尾市木の本１－59581-0044単立（神社） 正木猛司

樟本神社 八尾市南木の本７－33581-0042単立（神社） 辰巳　明利

樟本神社 八尾市北木の本５－73581-0041単立（神社） 濱口　育久

服部川八幡宮 八尾市服部川６－312581-0865単立（神社） 阪口　喜代治

三十八神社 八尾市福万寺町４－13581-0842単立（神社） 坂川　由利

御野県主神社 八尾市上之島町南１－71581-0846単立（神社） 植田　俊一

金光教八尾教会 八尾市本町６－３－16581-0003金光教 国東　慶

金光教龍華教会 八尾市春日町３－１－11581-0061金光教 小東　一道

神理教高安教会 八尾市黒谷528581-0873神理教 前田　充俊

神理教玉光教会 八尾市萱振町２－54581-0834神理教 山中　ミヨ子

瑞昇教 八尾市老原５－112581-0092単立（神道） 南條　明教

天龍教会 八尾市志紀町２－79－５581-0031単立（神道） 黒田　算美

光蓮寺 八尾市南木の本７－135581-0042浄土真宗本願寺派 稲城　正己

正福寺 八尾市福万寺町１－11581-0842浄土真宗本願寺派 徳永  道雄

発願寺 八尾市久宝寺３－２－５581-0072浄土真宗本願寺派 植松　正行

善立寺 八尾市八尾木２－116581-0027浄土真宗本願寺派 梅園  昭城

安樂寺 八尾市安中町８－13－15581-0085浄土真宗本願寺派 久堀　典良

安楽寺 八尾市小阪合町３－３－36581-0012浄土真宗本願寺派 鶯地　真

恵光寺 八尾市萱振町４－１581-0834浄土真宗本願寺派 本多　真

圓教寺 八尾市神立３－12581-0855浄土真宗本願寺派 生田  真和

延壽寺 八尾市西山本町２－４－７581-0868浄土真宗本願寺派 藤本　正昭

旭林寺 八尾市竹渕４－30581-0052浄土真宗本願寺派 沢田  秀徳

空圓寺 八尾市田井中２－67581-0095浄土真宗本願寺派 楠　行正

顕証寺 八尾市久宝寺４－４－３581-0072浄土真宗本願寺派 近松  照俊

光専寺 八尾市本町７－９－２581-0003浄土真宗本願寺派 鶯地  真

光明寺 八尾市東本町２－５－８581-0004浄土真宗本願寺派 藤本　正昭

光明寺 八尾市亀井町４－３－３581-0065浄土真宗本願寺派 中村　麻子

西願寺 八尾市桂町２－59581-0823浄土真宗本願寺派 奥田　法林
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西光寺 八尾市木の本１－111581-0044浄土真宗本願寺派 小村  賢昭

西光寺 八尾市刑部４－217581-0015浄土真宗本願寺派 生駒峯　暢

西光寺 八尾市東山本町３－２－９581-0847浄土真宗本願寺派 信明  芳樹

西接寺 八尾市新家町２－３－19581-0811浄土真宗本願寺派 奥田崇信

西照寺 八尾市東弓削１－104581-0029浄土真宗本願寺派 新谷　順道

西念寺 八尾市沼２－67581-0036浄土真宗本願寺派 瓜園　勝順

正敬寺 八尾市太田２－180581-0037浄土真宗本願寺派 仲　悠惠

浄玄寺 八尾市弓削町１－100581-0032浄土真宗本願寺派 上原  秀憲

盛光寺 八尾市老原５－194581-0092浄土真宗本願寺派 笹井  大徳

浄徳寺 八尾市千塚３－88581-0862浄土真宗本願寺派 上濱　俊幸

稱念寺 八尾市植松町７－７－22581-0084浄土真宗本願寺派 藤井  善勝

信暁寺 八尾市大窪404581-0863浄土真宗本願寺派 生田  真俊

真行寺 八尾市東本町１－４－15581-0004浄土真宗本願寺派 藤本　正昭

専光寺 八尾市太子堂４－２－15581-0063浄土真宗本願寺派 江波　正朗

善徳寺 八尾市楽音寺６－75581-0853浄土真宗本願寺派 上濱  俊幸

宣念寺 八尾市幸町２－24581-0821浄土真宗本願寺派 藤善  義裕

善坊寺 八尾市中田４－８581-0014浄土真宗本願寺派 安城　知行

明圓寺 八尾市南本町４－１－８581-0081浄土真宗本願寺派 佐々木隆人

聞光寺 八尾市相生町１－12－８581-0082浄土真宗本願寺派 藤田  大信

光蓮寺 八尾市福万寺町１－12581-0842真宗大谷派 徳永  正法

安傳寺 八尾市田井中２－84581-0095真宗大谷派 山内　美智子

円光寺 八尾市東山本町５－６－７581-0847真宗大谷派 泰  博

観智坊 八尾市本町５－６－24581-0003真宗大谷派 池田　了興

願立寺 八尾市太田１－81581-0037真宗大谷派 鷲　真正

公英寺 八尾市光南町２－２－７581-0007真宗大谷派 石井　円眞

極楽寺 八尾市北木の本５－103581-0041真宗大谷派 高名　等

西光寺 八尾市上尾町６－32581-0851真宗大谷派 結城　勝

西勝寺 八尾市渋川町４－４－18581-0075真宗大谷派 鹿崎　正明

西遊寺 八尾市小阪合町３－５－４581-0012真宗大谷派 本多  秀之

慈願寺 八尾市本町３－５－５581-0003真宗大谷派 鹿崎　正明

浄雲寺 八尾市中田４－10581-0014真宗大谷派 谷　昌紀
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浄興寺 八尾市佐堂町２－２－12581-0816真宗大谷派 藤澤　敦子

定善寺 八尾市老原７－26581-0092真宗大谷派 藤谷  智憲

浄徳寺 八尾市宮町２－８－11581-0815真宗大谷派 榛間　朋憲

浄蓮寺 八尾市東本町１－６－６581-0004真宗大谷派 池田　大興

真宗大谷派八尾別院大信
寺

八尾市本町４－２－48581-0003真宗大谷派 澤田　秀丸

善乗寺 八尾市南本町５－５－７581-0081真宗大谷派 尾野田  一

善良寺 八尾市植松町６－７－22581-0084真宗大谷派 松川　英一

傳往寺 八尾市植松町７－３－３581-0084真宗大谷派 岡崎  知行

徳蔵寺 八尾市萱振町５－62581-0834真宗大谷派 大江　知史

佛念寺 八尾市木の本１－83581-0044真宗大谷派 長井　正憲

本広寺 八尾市上之島町南１－37581-0846真宗大谷派 三明　剛

満福寺 八尾市福万寺町４－51581-0842真宗大谷派 秦　憲行

聞成坊 八尾市本町２－11－13581-0003真宗大谷派 前田　彰信

聞法寺 八尾市弓削町２－106581-0032真宗大谷派 梅山　恵昭

養照寺 八尾市老原2-34581-0092真宗大谷派 渡邊　　信

緑泉寺 八尾市刑部４－239581-0015真宗大谷派 谷  昌紀

光正寺 八尾市竹渕５－88581-0052真宗仏光寺派 竹川  秀彰

松林寺 八尾市植松町７－６－31581-0084真宗仏光寺派 葛  義雄

唯信寺 八尾市東本町２－３－30581-0004真宗仏光寺派 藤澤　泰人

安養寺 八尾市恩智中町４－11581-0883浄土宗 畑中  俊応

常行院 八尾市安中町４－２－３581-0085浄土宗 中野　文雄

松桂寺 八尾市東本町２－10－２581-0004浄土宗 小川　清彦

城徳寺 八尾市恩智中町５－197581-0883浄土宗 岩本  哲彰

菩提寺 八尾市大竹５－14－２581-0854浄土宗 末髙　真瞳

来迎寺 八尾市大窪35581-0863浄土宗 児玉　康典

融心寺 八尾市都塚2-33581-0023融通念佛宗 森田  尚宏

宝積寺 八尾市大字山畑340581-0864融通念佛宗 川端  良正

薗光寺 八尾市大字水越８－93581-0856融通念佛宗 仲谷　良胤

神宮寺 八尾市神宮寺５－150581-0885融通念佛宗 藤原  光英

観音寺 八尾市恩智南町５－53581-0884融通念佛宗 丹山  晴海

来恩寺 八尾市恩智中町４－164581-0883融通念佛宗 竹岡　哲雄
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泉福寺 八尾市大竹６－148581-0854融通念佛宗 山本  光昭

法立寺 八尾市恩智中町５－145581-0883融通念佛宗 清林　武平

意満寺 八尾市黒谷３－59581-0873融通念佛宗 仲谷　良胤

北高安教会 八尾市神立988－６581-0855融通念佛宗 清原  義光

光明寺 八尾市大字服部川606581-0865融通念佛宗 伊丹  憲州

西願寺 八尾市本町５－７－17581-0003融通念佛宗 木本　朱美

西方寺 八尾市南本町６－１－21581-0081融通念佛宗 森田　敬信

正雲寺 八尾市萱振町２－18581-0834融通念佛宗 野田  聰明

正福寺 八尾市神立５－16581-0855融通念佛宗 清原  義光

常楽寺 八尾市郡川５－151581-0872融通念佛宗 森田　晃行

清慶寺 八尾市東本町２－２－23581-0004融通念佛宗 飯島　清行

善光寺 八尾市垣内４－41581-0881融通念佛宗 重里　寿規

善勝寺 八尾市佐堂町１－８－24581-0816融通念佛宗 和田　純弥

大通寺 八尾市教興寺７－110581-0874融通念佛宗 芳村  良信

念佛寺 八尾市久宝寺３－４－25581-0072融通念佛宗 河島　博

法覚寺 八尾市植松町２－12－18581-0084融通念佛宗 山田　陽道

神宮寺 八尾市恩智中町５－14581-0883高野山真言宗 森田  恭生

大真寺 八尾市上之島町南３－35581-0846高野山真言宗 中井　圓海

大聖勝軍寺 八尾市太子堂３－３－16581-0063高野山真言宗 奥野　正弘

神徳院 八尾市大字服部川978－１581-0865真言宗醍醐派 李  映敦

大窪寺 八尾市大字垣内417－１581-0881真言宗山階派 石関  智紹

智崇院 八尾市本町７－11－１581-0003東寺真言宗 喜連川　智純

浄源寺 八尾市光南町２－１－24581-0007真言宗豊山派 稲谷  海遵

本照寺 八尾市大字黒谷６－74581-0873日蓮宗 三田村　英宗

船栄寺 八尾市大字山畑391－７581-0864日蓮宗 船場  光博

龍妙寺 八尾市南本町３－４－26581-0081日蓮宗 芦田　勝康

妙宗寺 八尾市大字垣内479－４581-0881本門法華宗 近藤　正昭

興妙寺 八尾市旭ケ丘１－105581-0833日蓮正宗 野木　廣勉

天台院 八尾市西山本町２－５－８581-0868天台宗 星野　貴宣

神宮寺 八尾市服部ノ川1126581-0000臨済宗妙心寺派 遠山  育文

中正寺 八尾市上之島町北２－56581-0845臨済宗妙心寺派 永井　宗健
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常光寺 八尾市本町５－８－１581-0003臨済宗南禅寺派 片岡　英悟

真観寺 八尾市北亀井町２－７－20581-0066臨済宗南禅寺派 片岡  哲玄

高安寺 八尾市大竹７－216581-0854曹洞宗 稲本　顕隆

神光寺 八尾市大字服部川1023581-0865曹洞宗 山本   弘義

天長寺 八尾市久宝園３－130581-0817曹洞宗 加藤　昭典

法蔵寺 八尾市郡川６－３581-0872曹洞宗 有澤   博

日羅寺 八尾市南木の本７－49581-0042黄檗宗 池田　寿

梅岩寺 八尾市大字教興寺558581-0874黄檗宗 池田  寿

河内妙法教会 八尾市南本町３－４－27581-0081法相宗 福本  恵優

教興寺 八尾市教興寺７－21581-0874真言律宗 松井　裕彦

法華教会 八尾市大字教興寺71581-0874単立（仏教） 藤田  みつ

妙見寺 八尾市黒谷５－98581-0873単立（仏教） 井坂　喜代子

安国寺 八尾市大字服部川933581-0865単立（仏教） 大島　幸春

円照寺 八尾市刑部２－340581-0015単立（仏教） 北田　学龍

三面大黒天王会 八尾市本町６－10－１581-0003単立（仏教） 高尾  和子

高安山畑出世不動昭孝院 八尾市大字大窪67－２581-0863単立（仏教） 池　奉烈

妙心院 八尾市緑ケ丘４－16581-0837単立（仏教） 小川　元清

八尾妙法寺 八尾市本町６－13－２581-0003単立（仏教） 二ノ丸　覚本

良辧教本部教会 八尾市泉町１－137－３581-0813単立（仏教） 奥田　長二

日本基督教団八尾教会 八尾市栄町１－５－８581-0074日本基督教団 尾島　信之

日本基督教団八尾東教会 八尾市山本町北７－８－２581-0831日本基督教団 平松　洋一

在日大韓基督教平野教会 八尾市竹渕西５－18581-0051在日大韓基督教会
総会

朴　　珍烈

日本キリスト改革派山本
教会

八尾市山本町南１－１０－２３581-0013日本キリスト改革派
教会

韓　相眞

八尾南福音教会 八尾市南木の本２－１－２581-0042日本福音教会 森島　孝志

エホバの証人の大阪府八
尾会衆

八尾市新家町４－２８－１581-0811単立（基督） 本田　忠

天理教曙川分教会 八尾市大字都塚256581-0023天理教 杉本　三子雄

天理教天津渕分教会 八尾市竹渕西１－61581-0051天理教 森川  利治

天理教歌美津分教会 八尾市山城町１－７－26581-0801天理教 笠木　弘之

天理教靭分教会 八尾市大字大窪914－１581-0863天理教 岡本　久昭

天理教大花分教会 八尾市志紀町南４－270581-0033天理教 小塚　貴美

天理教大満分教会 八尾市上尾町１－29－７581-0851天理教 山中　晃次
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天理教春日出分教会 八尾市末広町３－６－４581-0001天理教 東原　善一

天理教河内太田分教会 八尾市太田１－108581-0037天理教 川北　美喜男

天理教畿阪分教会 八尾市西山本町１－４－10581-0868天理教 新川  文男

天理教清春分教会 八尾市植松町６－６－28581-0084天理教 増井  泰則

天理教高誠萱振分教会 八尾市萱振町２－６581-0834天理教 中村　道弘

天理教神立分教会 八尾市大字大窪871－１581-0863天理教 田中  宏幸

天理教郷尾分教会 八尾市本町５－６－18581-0003天理教 松政  幾造

天理教志紀分教会 八尾市老原２－７581-0092天理教 森本  道昭

天理教周勇分教会 八尾市山本町北5-10-6581-0831天理教 新田　八千代

天理教守誠分教会 八尾市恩智南町２－82581-0884天理教 小谷  洋一

天理教松安分教会 八尾市安中町４－７－11581-0085天理教 角野  善朗

天理教泉河真分教会 八尾市小阪合町１－２－２581-0012天理教 植村　眞一

天理教大豊陽分教会 八尾市末広町２－６－19581-0001天理教 井口  芳明

天理教高安大教会 八尾市教興寺７－75581-0874天理教 松村　　義司

天理教中河大教会 八尾市恩智中町２－94581-0883天理教 田中　善吉

天理教東呂分教会 八尾市南本町２－３－11581-0081天理教 高萩　元一

天理教中河内分教会 八尾市南木の本７－129581-0042天理教 小松  悟志

天理教浪華南島分教会 八尾市八尾木東３－84581-0028天理教 小竹山　新一

天理教法井分教会 八尾市植松町６－１－７581-0084天理教 山口千鶴子

天理教幡多峯分教会 八尾市竹渕西３－97581-0051天理教 上田  敏雄

天理教腹見代分教会 八尾市太田８－４－２581-0037天理教 金山　信子

天理教百野台分教会 八尾市東本町１－５－20581-0004天理教 森口　隆信

天理教本西分教会 八尾市弓削町３－94581-0032天理教 西川　知広

天理教本阪井分教会 八尾市大竹７－229581-0854天理教 阪井　忠夫

天理教本法分教会 八尾市服部川６－303581-0865天理教 明山  善理

天理教御阪分教会 八尾市郡川５－189581-0872天理教 川田  修三

天理教三鶴分教会 八尾市曙川東４－33581-0020天理教 太尾  利夫

天理教南高輝分教会 八尾市萱振町２－21581-0834天理教 川畑　憲司

天理教三丹生分教会 八尾市東山本新町８－18－
14

581-0866天理教 米田　政博

天理教龍迎分教会 八尾市渋川町３－４－20581-0075天理教 巽　節代

天理教若江分教会 八尾市東本町２－４－38581-0004天理教 大北　正信
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円応教河内教会 八尾市南太子堂６－２－58581-0056円応教 吉原  悦子

末広教会 八尾市小阪合町２－３－７581-0012単立(諸教） 村上  ナミ

太仙教 八尾市南本町６－６－18581-0081単立(諸教） 大石　満実
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蟻通神社 泉佐野市長滝814598-0034神社本庁 木戸　聖子

意賀美神社 泉佐野市上之郷45598-0024神社本庁 森川  光信

加支多神社 泉佐野市鶴原1834－２598-0071神社本庁 松村　和泉

春日神社 泉佐野市土丸59598-0022神社本庁 南　孝二

春日神社 泉佐野市春日町４－12598-0058神社本庁 田島  春寿

住吉神社 泉佐野市下瓦屋２－１－８598-0062神社本庁 木村　義麿

奈加美神社 泉佐野市中庄834598-0002神社本庁 北岡　忠澄

日枝神社 泉佐野市南中樫井440598-0035神社本庁 柳沢  征男

日根神社 泉佐野市日根野631598-0021神社本庁 岡　みずほ

火走神社 泉佐野市大木1534598-0023神社本庁 南　孝二

船岡神社 泉佐野市南中岡本276598-0036神社本庁 藤枝　春紀

八幡神社 泉佐野市南中安松292598-0033神社本庁 藤枝　春紀

若宮神社 泉佐野市南中樫井627598-0035神社本庁 森川　光信

泉州磐船神社 泉佐野市上瓦屋392－１598-0001単立（神社） 佐藤　暢彦

金光教佐野教会 泉佐野市大宮町８－11598-0053金光教 福嶋　光

石鎚教佐野教会 泉佐野市下瓦屋６－１－32598-0062石鎚教 伊瀬　敏夫

伊勢神道神聖教団本宮 泉佐野市笠松１－６－３598-0044単立（神道） 大津　直樹

天地日月教会 泉佐野市大木2236－４598-0023単立（神道） 河合　福三

極楽寺 泉佐野市南中安松1031598-0033浄土真宗本願寺派 安井  俊明
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福正寺 泉佐野市南中樫井530－１598-0035浄土真宗本願寺派 廣岡　隆憲

光瀧寺 泉佐野市長滝876598-0034浄土真宗本願寺派 喜多　唯信

元成寺 泉佐野市上瓦屋769598-0001浄土真宗本願寺派 根来  英純

光明寺 泉佐野市湊３－10－６598-0063浄土真宗本願寺派 平松　正信

西法寺 泉佐野市元町９－２598-0056浄土真宗本願寺派 本間  紹嗣

正覺寺 泉佐野市鶴原1505－５598-0071浄土真宗本願寺派 藤井　充子

正法寺 泉佐野市南中樫井276598-0035浄土真宗本願寺派 豊田  正宣

妙安寺 泉佐野市元町12－３598-0056浄土真宗本願寺派 船倉  亮純

明巌寺 泉佐野市本町７－１598-0057浄土真宗本願寺派 船倉  之生

光泉寺 泉佐野市鶴原２－５－４598-0071真宗大谷派 三歸　裕子

西方寺 泉佐野市下瓦屋５－７－４598-0062真宗大谷派 松山  順

教蓮寺 泉佐野市湊３－３－27598-0063真宗興正派 納塚  善道

正楽寺 泉佐野市上之郷1897598-0024真宗興正派 塩谷  一也

永福寺 泉佐野市長滝1462598-0034浄土宗 金輪  篤司

観音寺 泉佐野市南中樫井277598-0035浄土宗 丹下  壽弘

西上寺 泉佐野市日根野2612598-0021浄土宗 坂口  佳央

地蔵寺 泉佐野市日根野4146598-0021浄土宗 潮見  眞昭

浄雲寺 泉佐野市日根野3340598-0021浄土宗 小川  清彦

浄音寺 泉佐野市南中岡本175598-0036浄土宗 竹内  宏善

上善寺 泉佐野市栄町10－５598-0054浄土宗 谷  章温
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浄蓮寺 泉佐野市南中安松982598-0033浄土宗 原　千章

清福寺 泉佐野市長滝1576598-0034浄土宗 坂野　尊志

大光寺 泉佐野市中庄222598-0002浄土宗 大津　行生

如来寺 泉佐野市市場西２－１－９598-0006浄土宗 大竹  善心

明福寺 泉佐野市長滝1374598-0034浄土宗 亀井  定雄

柳泉寺 泉佐野市新町３－３－37598-0051浄土宗 丹下  壽弘

楞嚴寺 泉佐野市日根野1629598-0021浄土宗 大塚  元道

法薬寺 泉佐野市野出町18－５598-0041高野山真言宗 荻野　龍彰

極楽寺 泉佐野市土丸121598-0022真言宗御室派 岩田　真明

慈眼院 泉佐野市日根野626598-0021真言宗御室派 南　寿明

七宝瀧寺 泉佐野市大木８598-0023真言宗犬鳴派 東條  仁哲

蓮花寺 泉佐野市土丸397598-0022真言宗犬鳴派 東条  仁哲

妙光寺 泉佐野市市場西３－９－１598-0006日蓮宗 藪木　惠照

妙浄寺 泉佐野市大宮町11－15598-0053日蓮宗 藪木  恵照

法泉寺 泉佐野市羽倉崎上町３－１－
41

598-0037本門佛立宗 蔭山　春昭

妙見宗妙積院 泉佐野市長滝1778－１598-0034妙見宗 桶谷  弓代

禅徳寺 泉佐野市大木453598-0023曹洞宗 高井  明徳

総福寺 泉佐野市日根野1119598-0021曹洞宗 中畑　武久

日本基督教団泉佐野教会 泉佐野市高松東１－10－16598-0012日本基督教団 駒木　亮

日本アッセンブリーズ・オ
ブ・ゴッド教団泉佐野福音
教会

泉佐野市東羽倉崎町７－１598-0031日本アッセンブリー
ズ・オブ・ゴッド教団

髙木　攻一
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エホバの証人の大阪府泉
佐野会衆

泉佐野市日根野１４１６-１598-0021単立（基督） 橋本　泰

天理教堺西分教会 泉佐野市湊３－２－33598-0063天理教 中谷　容子

天理教紀之泉分教会 泉佐野市湊２ －１－34598-0063天理教 松廣  悦子

天理教熊取分教会 泉佐野市中庄24－31598-0002天理教 杉原　道一

天理教泉州分教会 泉佐野市湊４－１－26598-0063天理教 中西  繁雄

天理教泉日分教会 泉佐野市安松603－２598-0000天理教 古谷　一正

天理教南日分教会 泉佐野市長滝1226－１598-0034天理教 宇野  一弘

天理教羽倉崎分教会 泉佐野市羽倉崎３－３－19598-0046天理教 日根　美知雄

天理教御寶分教会 泉佐野市高松北２－４－35598-0011天理教 數寶  正明
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富田林市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

板茂神社 富田林市西板持町８－７－39584-0048神社本庁 岡山　真美

春日神社 富田林市大字彼方329－乙584-0058神社本庁 三上　孝夫

咸古神社 富田林市大字龍泉886584-0053神社本庁 青谷　忠典

佐備神社 富田林市大字佐備467584-0052神社本庁 宮原　幸夫

錦織神社 富田林市宮甲田町９－46584-0037神社本庁 吉年  英仁

美具久留御魂神社 富田林市宮町３－2053584-0011神社本庁 青谷　忠典

金刀比羅神社 富田林市大字嬉550－１584-0056単立（神社） 吉田　昌友

金光教富田林教会 富田林市本町２－14584-0093金光教 藤井　立滋

三輪玉教本部教会 富田林市大字毛人谷329584-0093三輪玉教 眞田　千代

浄福寺 富田林市大字甘南備984584-0054浄土真宗本願寺派 友安  晃専

圓光寺 富田林市若松町１－22－13584-0024浄土真宗本願寺派 晨　　正教

光盛寺 富田林市若松町５－８－12584-0024浄土真宗本願寺派 盛  祐證

常念寺 富田林市北大伴町２－１－12584-0042浄土真宗本願寺派 伊藤　雅秋

専念寺 富田林市西板持町７－10－
20

584-0048浄土真宗本願寺派 井元　秀典

泉龍寺 富田林市山中田町２－２－15584-0045浄土真宗本願寺派 冨士原貞憲

妙慶寺 富田林市富田林町20－26584-0033浄土真宗本願寺派 池田  義尊

明尊寺 富田林市桜井町１－15－20584-0013浄土真宗本願寺派 巽  仁性

正受寺 富田林市中野町２－３－16584-0021真宗大谷派 松山　正輝

光圓寺 富田林市喜志新家町２－６－
31

584-0003真宗大谷派 小松  俊照

金光寺 富田林市川面町１－６－29584-0014真宗大谷派 巽　量正

月光寺 富田林市宮町１－９－22584-0011真宗興正派 副田　智泉

教蓮寺 富田林市若松町３－５－26584-0024真宗興正派 藤井　正嗣

光徳寺 富田林市北大伴町２－６－10584-0042真宗興正派 橋本  宏史

西徳寺 富田林市中野町２－４－13584-0021真宗興正派 中野  覚

正信寺 富田林市喜志町２－８－24584-0005真宗興正派 谷本　誠信

専光寺 富田林市若松町４－１－29584-0024真宗興正派 楠本  善照

富田林興正寺別院 富田林市富田林町13－18584-0033真宗興正派 華園  勝文

極楽寺 富田林市別井5-7-2584-0044浄土宗 鈴木　善勝

西方寺 富田林市富田林町２－７584-0033浄土宗 鈴木  善勝
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浄信寺 富田林市別井１－１１－１２584-0044浄土宗 永徳  宏明

青蓮寺 富田林市伏見堂20584-0055浄土宗西山深草派 赤壁　泰憲

良法寺 富田林市中佐備688584-0000融通念佛宗 道 　一信

遍照寺 富田林市大字甘南備950584-0054融通念佛宗 渡辺　隆昭

大念寺 富田林市西板持町８－16－
23

584-0048融通念佛宗 池嶋　能子

安楽寺 富田林市平町２－５－30584-0002融通念佛宗 森田  道成

極楽寺 富田林市木戸山町４－21584-0004融通念佛宗 芳村  直勝

極楽寺 富田林市錦織中１－18－16584-0068融通念佛宗 小野　嘉美

浄谷寺 富田林市富田林町７－12584-0033融通念佛宗 十石　慈洋

長福寺 富田林市廿山１－10－11584-0081融通念佛宗 河合　一隆

松寿庵 富田林市大字伏山686584-0061高野山真言宗 芝本  隆円

龍泉寺 富田林市大字竜泉888584-0053高野山真言宗 中村  浩道

瀧谷不動明王寺 富田林市大字彼方1762584-0058真言宗智山派 荒谷　純光

淨心山願昭寺 富田林市伏見堂953584-0055八宗兼学真修教 横手　慶隆

浪華不動院 富田林市大字伏見堂949－１584-0055八宗兼学真修教 西首  願照

善正寺 富田林市錦織東２－７－１584-0063日蓮正宗 吉田  誠善

妙見宗妙見寺 富田林市横山132584-0057妙見宗 三浦　孝子

楠妣庵観音寺 富田林市大字甘南備1103584-0054臨済宗妙心寺派 加藤　宗純

慈眼寺 富田林市大字別井14584-0044黄檗宗 本庄　慶樹

養楽寺 富田林市甲田２－６－14584-0036黄檗宗 隆琦　龍馬

龍雲寺 富田林市加太2-11-19584-0078黄檗宗 隆琦　徹宗

安楽寺 富田林市大字伏山304584-0061単立（仏教） 高野  照道

宗教法人　自然帰依教 富田林市大字横山166-1584-0057単立（仏教） 秦　潤子

大観寺 富田林市宮町１－８－27584-0011単立（仏教） 浅田  裕孝

楠徳寺 富田林市南大伴町１－４－17584-0043単立（仏教） 末田　恵得

日本基督教団金剛教会 富田林市青葉丘８－25584-0076日本基督教団 藤井　敏

日本基督教団富田林教会 富田林市錦ヶ丘町４－13584-0038日本基督教団 兼子　洋介

南大阪福音教会 富田林市梅の里１-16-１584-0001日本福音教会 福野　正和

エホバの証人の南大阪会
衆

富田林市山中田町１－５－３584-0045単立（基督） 宮本　郁生

天理教板持分教会 富田林市西板持町６－４－33584-0048天理教 植野　正史

天理教空堀分教会 富田林市錦織東１－11－12584-0063天理教 堀田  正伸

-163-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教極東分教会 富田林市大字嬉654－３584-0056天理教 蔵貫　芳晴

天理教櫻地分教会 富田林市中野町１－203－４545-0041天理教 早水　ふみ子

天理教攝津豊中分教会 富田林市大字佐備1023584-0052天理教 石田  明喜

天理教大海勇分教会 富田林市川向町５－29584-0049天理教 中村  公允

天理教高蔵分教会 富田林市喜志町３－14－27584-0005天理教 塚本  道幸

天理教廿川分教会 富田林市廿山２－３－62584-0081天理教 尾﨑　章

天理教富石分教会 富田林市寿町４－９－10584-0031天理教 伏井  啓之

天理教富田林分教会 富田林市富田林町22－15584-0033天理教 奥田  正一

天理教南河分教会 富田林市常盤町３－11584-0032天理教 大野　修

天理教錦分教会 富田林市五軒家１－12－30584-0079天理教 置田　善道

天理教納徳分教会 富田林市若松町３－９－28584-0024天理教 芝　　泰郎

天理教平林分教会 富田林市若松町４－１－27584-0024天理教 久保　権一郎

天理教有備分教会 富田林市大字佐備846－５584-0052天理教 麻野　一仁
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寝屋川市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

熱田神社 寝屋川市太秦中町４－１３572-0843神社本庁 廣瀬　善基

氏神社 寝屋川市仁和寺本町４－11
－29

572-0076神社本庁 中村　裕子

打上神社 寝屋川市大字打上元町38－
１

572-0802神社本庁 安藤　淳司

鶯関神社 寝屋川市堀溝２－12－20572-0814神社本庁 佐々木　久裕

大利神社 寝屋川市大利町23－１572-0048神社本庁 廣瀬　善基

大杜御祖神社 寝屋川市高宮２－１５－１572-0806神社本庁 天米　秀一

神田天満宮 寝屋川市上神田２－２－２572-0052神社本庁 藤野  信夫

國守神社 寝屋川市明和２－21－１572-0804神社本庁 岡本　敬司

菅原神社 寝屋川市池田中町31－13572-0074神社本庁 藤井　健

住吉神社 寝屋川市木田町６－10572-0836神社本庁 桐山　比呂至

大神社 寝屋川市河北西町４－８572-0817神社本庁 佐々木　久裕

高宮神社 寝屋川市高宮373572-0806神社本庁 天米　秀一

高柳神社 寝屋川市高柳３－19－25572-0051神社本庁 正田  和男

鞆呂岐神社 寝屋川市木屋町10－25572-0087神社本庁 阪本　悦子

友呂岐神社 寝屋川市香里本通町19－13572-0082神社本庁 藤井　健

寝屋神社 寝屋川市寝屋南２－１３－８572-0801神社本庁 桐山　比呂至

八幡神社 寝屋川市八幡台11－５572-0014神社本庁 藤野　信夫

八坂神社 寝屋川市八坂町11－13572-0838神社本庁 安藤　淳司

萱島神社 寝屋川市萱島本町21-5572-0827単立（神社） 古箕　豊

金光教寝屋川教会 寝屋川市葛原新町１－11572-0037金光教 安井　光一

天率教 寝屋川市中木田町29－４572-0820単立（神道） 小嶋　俊男

正法寺 寝屋川市寝屋1-10-1572-0801浄土真宗本願寺派 辻原　繁

明教寺 寝屋川市平池町９－５572-0839浄土真宗本願寺派 能仁　菊美

西覺寺 寝屋川市郡元町２－２572-0083浄土真宗本願寺派 藤井  和雄

勝光寺 寝屋川市小路北町15-25572-0865浄土真宗本願寺派 廣瀬　正和

極楽寺 寝屋川市打上30－２572-0858浄土真宗本願寺派 後東  正悟

金光寺 寝屋川市錦町１０－１０572-0051浄土真宗本願寺派 千葉　周作

西正寺 寝屋川市太間町11－16572-0078浄土真宗本願寺派 茨田  一誠

西方寺 寝屋川市明和1-21-22572-0863浄土真宗本願寺派 齊藤　真哉
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常光寺 寝屋川市秦町33－８572-0848浄土真宗本願寺派 佃  法雄

善行寺 寝屋川市田井町３－11572-0021浄土真宗本願寺派 亀井　信貴

光誓寺 寝屋川市大字河北１９３572-0817真宗大谷派 野村　正示

本覺寺 寝屋川市堀溝２－８－４572-0814真宗大谷派 藤本  裕正

妙隆寺 寝屋川市池田２－６－20572-0039真宗大谷派 辻岡  慶順

雲齋寺 寝屋川市仁和寺本町３－６－
１

572-0076真宗大谷派 三上  新

慇重寺 寝屋川市石津元町３－２572-0025真宗大谷派 松尾　直哉

行誓寺 寝屋川市国松町20－14572-0016真宗大谷派 梅澤  一仁

教福寺 寝屋川市下木田町８－１572-0823真宗大谷派 菴原  淳

護念寺 寝屋川市中神田町７－16572-0053真宗大谷派 本多  一壽

西得寺 寝屋川市点野３－19－28572-0077真宗大谷派 眞住　清治

正厳寺 寝屋川市平池町９－19572-0839真宗大谷派 大谷  友好

専念寺 寝屋川市仁和寺本町５－４－
18

572-0076真宗大谷派 松野  惠

即円寺 寝屋川市葛原２－６－24572-0075真宗大谷派 筧　弘行

福田寺 寝屋川市木田町９－15572-0836真宗大谷派 横井　正樹

本行寺 寝屋川市大利元町３－22572-0047真宗大谷派 小谷　淳也

本念寺 寝屋川市上神田１－27－23572-0052真宗大谷派 植田  正之

萬福寺 寝屋川市対馬江東町９－17572-0064真宗大谷派 岩田　英雄

西円寺 寝屋川市下神田町29－８572-0054真宗仏光寺派 佐々木　雅人

常楽寺 寝屋川市仁和寺本町２－３－
１

572-0076浄土宗 脇田  政之

西蓮寺 寝屋川市寝屋１－10－２572-0801浄土宗 金冨　法隆

秋玄寺 寝屋川市高宮２－８－18572-0806浄土宗 宮地　　正則

正縁寺 寝屋川市高倉１－８－12572-0804浄土宗 小林  常晋

専称寺 寝屋川市池田本町14－５572-0030浄土宗 眞野　淳信

大恩寺 寝屋川市秦町26－１572-0848浄土宗 河江　信明

超泉寺 寝屋川市成田東町１－13572-0001浄土宗 茂上　洋之

明光寺 寝屋川市大字打上元町31－
６

572-0802浄土宗 久野　和哉

薬師寺 寝屋川市黒原橘町３－９572-0058浄土宗 森山　淸徹

太秦寺 寝屋川市太秦元町13－33572-0849融通念佛宗 夘津羅　良一

大念寺 寝屋川市堀溝２－９－４572-0814融通念佛宗 関本　義照

法城寺 寝屋川市大字高宮539572-0806高野山真言宗 佐竹　恵照

-166-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

地蔵寺 寝屋川市東香里園町23－11572-0081高野山真言宗 佐竹　英賢

長栄寺 寝屋川市長栄寺町６－４572-0061真言宗御室派 見城　雅俊

金剛寺 寝屋川市成田町25－20572-0004真言宗醍醐派 谷本　和弘

勧昭寺 寝屋川市川勝町５－１572-0015真言宗山階派 池永　安宏

成田山坤龍教会 寝屋川市成田町22－27572-0004真言宗智山派 池上  照一

成田山明王院 寝屋川市成田西町10－１572-0005真言宗智山派 岸田　照泰

静照寺 寝屋川市郡元町15－16572-0083日蓮宗 杉岡  恵雄

大法寺 寝屋川市堀溝２－２－25572-0814本門法華宗 渡辺　仁

本厳寺 寝屋川市美井元町19－11572-0006本門法華宗 和田　有祐

正立寺 寝屋川市黒原城内町16－17572-0050法華宗（本門流） 川口　正継

本信寺 寝屋川市木屋元町11－４572-0088法華宗（本門流） 山上　晶教

本涌寺 寝屋川市萱島桜園町14－11572-0828法華宗（本門流） 大山  成海

妙圓寺 寝屋川市池田中町13－２572-0074法華宗（本門流） 末澤  禎隆

香里顕本教会 寝屋川市東香里園町22－26572-0081顕本法華宗 足立　幸謙

法安寺 寝屋川市下神田町17－５572-0054天台宗 小林　徹彦

地蔵院 寝屋川市八幡台８－６572-0014曹洞宗 岩本  雪光

本尊寺 寝屋川市宝町４－36572-0067単立（仏教） 斎藤　公良

日本キリスト教会香里園
教会

寝屋川市香里南之町７－３572-0084日本キリスト教会 南　望

日本バプテスト同盟寝屋
川キリスト教会

寝屋川市豊野町24－９572-0831日本バプテスト同盟 渡辺　圭太郎

日本メノナイトブレザレン
教団寝屋川キリスト教会

寝屋川市葛原新町３－57572-0031日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

大山　明

エホバの証人の大阪府寝
屋川会衆

寝屋川市仁和寺本町2-16-
15

572-0076単立（基督） 川本　勝之

大阪キリスト福音教会 寝屋川市豊里町48-1572-0071単立（基督） 今泉　孝之

日之出キリスト教会 寝屋川市中木田町26－９572-0820単立（基督） 行澤　一人

天理教網二分教会 寝屋川市南水苑町20－17572-0826天理教 井田　隆造

天理教大中三分教会 寝屋川市大利元町３－11572-0047天理教 橋本　和弘

天理教越木川分教会 寝屋川市美井元町１－７572-0006天理教 島袋  進一

天理教城大利分教会 寝屋川市成美町19－８572-0046天理教 籔下　延幸

天理教東祝町分教会 寝屋川市黒原城内町21－３572-0050天理教 戸田　義和

天理教南旭三分教会 寝屋川市池田３－４－23572-0039天理教 岩本　弥栄子

天理教八鹿分教会 寝屋川市池田新町１－33572-0038天理教 藤原　一實

天理教横一分教会 寝屋川市成美町27－６572-0046天理教 衣田常三郎
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天照皇大神宮教香里支部 寝屋川市石津東町15－29572-0027天照皇大神宮教 石田　敏道

天元教心の家 寝屋川市南水苑町24－４572-0826単立(諸教） 宮原　美保子
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川上神社 河内長野市鳩原788586-0055神社本庁 梶野　行良

赤坂上之山神社 河内長野市美加の台１－25
－２

586-0044神社本庁 北居　秀一

烏帽子形八幡神社 河内長野市喜多町305586-0033神社本庁 北居　秀一

加賀田神社 河内長野市加賀田135586-0071神社本庁 田中　義光

蟹井神社 河内長野市天見428586-0062神社本庁 本城　章憲

菅原神社 河内長野市市町469586-0002神社本庁 吉田　昌友

住吉神社 河内長野市小山田町453586-0094神社本庁 西野  守道

高向神社 河内長野市高向291586-0036神社本庁 芝元　啓治

天神社 河内長野市滝畑731586-0072神社本庁 芝元　啓治

長野神社 河内長野市長野町８－19586-0014神社本庁 梶野　行良

西代神社 河内長野市西代町16－５586-0016神社本庁 北居　秀一

八幡神社 河内長野市天見2211586-0062神社本庁 井上　岳史

青賀原神社 河内長野市下里町933586-0087単立（神社） 道端　喜人

金光教三日市教会 河内長野市上田町71－２586-0034金光教 飯田　良治

大地教団本部 河内長野市寺元306586-0053単立（神道） 八野　卓

天宗教会 河内長野市日東町５－８586-0042単立（神道） 土井    昭

西福寺 河内長野市小山田町1921586-0094浄土真宗本願寺派 葛本　絋真

真教寺 河内長野市三日市町1055－
１

586-0048浄土真宗本願寺派 楠　文暁

金剛寺 河内長野市北青葉台2-13586-0068真宗大谷派 安藤　春之

法然寺 河内長野市美加の台2-7-4586-0044浄土宗 寺内　悠祐

薬師寺 河内長野市岩瀬621586-0061融通念佛宗 小野　大雲

安楽寺 河内長野市小山田町2158586-0094融通念佛宗 林  辰男

岩湧寺 河内長野市加賀田3824586-0071融通念佛宗 西洞院　雄章

光滝寺 河内長野市滝畑1147586-0072融通念佛宗 伊藤  恭山

極楽寺 河内長野市古野町12－１586-0017融通念佛宗 西洞院　雄章

月輪寺 河内長野市三日市町1075586-0048高野山真言宗 大下　智明

観心寺 河内長野市寺元475586-0053高野山真言宗 永島　全教

盛松寺 河内長野市楠町西1211586-0004高野山真言宗 高橋　成明

中院 河内長野市寺元490586-0053高野山真言宗 森下　弘教
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天野山金剛寺 河内長野市天野町996586-0086真言宗御室派 堀　智真

安明寺 河内長野市天見388586-0062真言宗御室派 堀  智真

延命寺 河内長野市神ガ丘492586-0054真言宗御室派 上田　霊宣

河合寺 河内長野市河合寺876586-0052真言宗御室派 古川　隆城

観音寺 河内長野市日野1173－１586-0085真言宗御室派 上田　霊宣

吉祥院 河内長野市天野町969586-0086真言宗御室派 堀  智範

地蔵寺 河内長野市清水111586-0066真言宗御室派 堀  智真

大師寺 河内長野市三日市町148586-0048真言宗御室派 荻野  隆法

摩尼院 河内長野市天野町1006586-0086真言宗御室派 澤  智秀

明忍寺 河内長野市原町714586-0021真言宗御室派 古川  隆城

蓮光寺 河内長野市長野町11－22586-0014真言宗御室派 村上　広樹

華三千院 河内長野市西代町９－２４586-0016真言宗国分寺派 西田　法稔

妙長寺 河内長野市河合寺25586-0052日蓮宗 吉村  常妙

本現寺 河内長野市喜多町361－３586-0033本門佛立宗 宮本  隆

地蔵寺 河内長野市石佛1110586-0069和宗 後藤　康夫

興禅寺 河内長野市美加の台１－25
－１

586-0048曹洞宗 武田　興峰

松林寺 河内長野市松ケ丘中町1607586-0006真言律宗 大矢  実圓

辯天宗河内長野教会 河内長野市上原町245－９586-0037辯天宗 福本　隆一

慶福寺 河内長野市天野町907－20586-0086単立（仏教） 吉田　法禅

誠親正法会 河内長野市末広町82－８586-0051単立（仏教） 廣畑　佳則

日本基督教団河内長野教
会

河内長野市西代町10－19586-0016日本基督教団 森田　恭一郎

日本ﾒﾉﾅｲﾄﾌﾞﾚｻﾞﾚﾝ教団河
内長野聖書教会

河内長野市上田町155－１586-0034日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

南野　浩則

千代田福音教会 河内長野市千代田南町1-30586-0018日本福音教会 藤井　正明

ガリラヤチャーチ 河内長野市石仏191－３586-0069単立（基督） 中島　広幸

ジャパンベサニーミッショ
ン

河内長野市南花台２－３－15586-0077単立（基督） ﾄﾞｳｹﾞﾝｼﾞｬﾝｳｪ
ｽﾘｰ

天理教芦照分教会 河内長野市汐の宮町21－３586-0011天理教 青海  一朗

天理教天野分教会 河内長野市下里町787586-0087天理教 大谷  正弘

天理教石見川分教会 河内長野市石見川190－１586-0058天理教 大佐古　俊孝

天理教小山田分教会 河内長野市小山田町1513586-0094天理教 大北  道治

天理教烏丸分教会 河内長野市岩瀬1517－１586-0061天理教 田中  全紀

天理教河内高向分教会 河内長野市上原町275－１586-0037天理教 車谷  裕子
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天理教錦峯分教会 河内長野市小山田町2457－
４

586-0094天理教 杉原　道雄

天理教高本分教会 河内長野市向野町64586-0013天理教 桒野　道広

天理教大典分教会 河内長野市小塩町333586-0035天理教 山中　　修

天理教長野分教会 河内長野市長野町１－６586-0014天理教 北野  幸三

天理教錦部分教会 河内長野市木戸西町２－９－
21

586-0001天理教 藤本　義嗣

天理教南河内分教会 河内長野市天見７586-0062天理教 尾浦  國江

宗教法人唯心聖教 河内長野市栄町１４－２5860032単立(諸教） 黄　詩評
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阿保神社 松原市阿保５－４－19580-0043神社本庁 鶴井　保子

熱田神社 松原市別所６－５－28580-0005神社本庁 安松　昌志

厳島神社 松原市一津屋５－８－19580-0003神社本庁 阪本　悦子

我堂八幡宮 松原市天美我堂４－11－26580-0026神社本庁 坂野　正

柴籬神社 松原市上田７－12－22580-0016神社本庁 安松　昌志

布忍神社 松原市北新町２－４－11580-0025神社本庁 寺内  成仁

八幡神社 松原市大堀３－１－４４580-0006神社本庁 鈴木　理美

深居神社 松原市小川15－26－４580-0002神社本庁 鈴木　理美

屯倉神社 松原市三宅中４－１－８580-0046神社本庁 妻屋  宏

若林神社 松原市若林１－６－30580-0001神社本庁 鈴木　理美

金光教天美教会 松原市天美東８－12－８580-0032金光教 近藤　清志

金光教河内松原教会 松原市阿保３－２－16580-0043金光教 前田　俊一

三輪龍教会 松原市岡２－４－３580-0014単立（神道） 伊藤　和代

圓成寺 松原市北新町５－373580-0025浄土真宗本願寺派 藤尾  昭成

教通寺 松原市南新町１－８－18580-0023浄土真宗本願寺派 髙田　典昭

稱名寺 松原市南新町２－９－８580-0023浄土真宗本願寺派 木南  康昭

安養寺 松原市西大塚１－16－12580-0011浄土真宗本願寺派 玉井  教雄

敬恩寺 松原市天美東８－４－13580-0032浄土真宗本願寺派 吉井　章

教專寺 松原市大堀町３－14－７580-0006浄土真宗本願寺派 名和月之介

正定寺 松原市小川町４－17－28580-0002浄土真宗本願寺派 生田　秀了

正樂寺 松原市新堂１－597－２580-0015浄土真宗本願寺派 安満  勝弘

法泉寺 松原市一津屋１－13－22580-0003浄土真宗本願寺派 恵我　了悟

西徳寺 松原市阿保５－４－15580-0043真宗大谷派 千賀　貴信

安養寺 松原市阿保６－８－18580-0043真宗大谷派 保村善広

安樂寺 松原市天美西２－９－４580-0034真宗大谷派 上本　和樹

栄久寺 松原市立部１－４－８580-0012真宗大谷派 橋田　尊光

圓正寺 松原市岡５－７－23580-0014真宗大谷派 岡本  雅史

願久寺 松原市三宅中５－15－16580-0046真宗大谷派 藤園  惠

願正寺 松原市上田７－15－29580-0016真宗大谷派 松川　真哉

-172-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

敬念寺 松原市高見の里３－４－18580-0021真宗大谷派 齊藤　忍

玉應寺 松原市三宅中５－10－28580-0046真宗大谷派 澤田　秀丸

最勝寺 松原市天美北５－５－26580-0031真宗大谷派 桑原　　和典

西法寺 松原市西野々１－14－９580-0004真宗大谷派 松浪　崇明

浄信寺 松原市東新町５－13－13580-0024真宗大谷派 増田　健一

稱念寺 松原市河合３－９－２580-0022真宗大谷派 岡本　健一郎

施福寺 松原市天美西３－７－10580-0034真宗大谷派 由上  義孝

善正寺 松原市天美我堂７－２－２580-0026真宗大谷派 三好　公俊

善長寺 松原市三宅中５－15－20580-0046真宗大谷派 秦　成淳

泉福寺 松原市岡５－10－33580-0014真宗大谷派 遊佐　正昭

貞正寺 松原市天美南４－11－21580-0033真宗大谷派 島野　　政友

頓随寺 松原市別所６－９－６580-0005真宗大谷派 藤沢　政至

不退寺 松原市小川町４－17－28580-0002真宗大谷派 橋田　尊光

陽雲寺 松原市田井城５－11－４580-0044真宗大谷派 藤木　崇

立法寺 松原市若林１－８－10580-0001真宗大谷派 榛間　彰英

良念寺 松原市新堂３－７－13580-0015真宗大谷派 谷本　智

西方寺 松原市三宅中５－11－16580-0046融通念佛宗 安岡　剛史

浄光寺 松原市新堂３－12－13580-0015融通念佛宗 野田  和男

大念寺 松原市西大塚１－16－18580-0011融通念佛宗 野田  和男

大林寺 松原市北新町１－10－５580-0025融通念佛宗 伊藤  孝文

宝泉寺 松原市南新町６－６－30580-0023融通念佛宗 清原　禎夫

来迎寺 松原市丹南３－１－22580-0013融通念佛宗 塩野　則行

布忍寺 松原市北新町３－５－12580-0025真言宗御室派 清水  實道

山階教会 松原市大堀町475580-0006真言宗山階派 西脇  真超

西正寺 松原市一津屋5－12－10580-0003日蓮宗 筒井　泰成

善宗寺 松原市田井城５－13－29580-0044日蓮宗 藤本　経尚

東池寺 松原市若林１－６－29580-0001日蓮宗 田中　一寛

本了寺 松原市若林町１－２－10580-0001日蓮宗 田中  久信

龍光寺 松原市阿保５－17－３580-0043本門法華宗 大原　実

本行寺 松原市東新町３－３－25580-0024本門佛立宗 泉　昇

明静院 松原市柴垣１－16－14580-0017和宗 佐々木　啓之
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妙見宗常導教会 松原市天美北５－９－10580-0031妙見宗 藤井　つや子

浄林寺 松原市南新町５－５－６580-0023黄檗宗 武井  義尚

多聞院 松原市南新町１－５－３580-0023単立（仏教） 泉　恭一

日本基督教団河内天美教
会

松原市天美東２－165－３580-0032日本基督教団 中井　このみ

日本基督教団河内松原教
会

松原市柴垣１－21－18580-0017日本基督教団 井口　智子

日本同盟基督教団松原聖
書教会

松原市上田１－６－10580-0016日本同盟基督教団 野口  富久

天理教圓都分教会 松原市天美南６－１－24580-0033天理教 井元　ヒロ

天理教加賀屋分教会 松原市新堂５－324－４580-0015天理教 綿谷  善和

天理教岸部分教会 松原市天美我堂７－３－12580-0026天理教 春野    亨

天理教北畠分教会 松原市西大塚２－４－10580-0011天理教 志賀　義信

天理教清美分教会 松原市天美我堂５－６－23580-0026天理教 梅木　よ志ゑ

天理教国栄分教会 松原市上田５－５－14580-0016天理教 内山  信道

天理教此生分教会 松原市天美東２－165－１580-0032天理教 河竹  信雄

天理教敷北真分教会 松原市阿保４－14－11580-0043天理教 中西　宜子

天理教清水分教会 松原市南新町５－13－33580-0023天理教 増井　泰則

天理教清香分教会 松原市阿保5-2-10580-0043天理教 梅本  兵衛

天理教天正八分教会 松原市東新町５－18－15580-0024天理教 朝倉　美千子

天理教平長分教会 松原市北新町１－６－20580-0025天理教 高野  俊一

天理教平南分教会 松原市三宅中４－16－29580-0046天理教 田中美智子

天理教平保分教会 松原市阿保６－１－11580-0043天理教 田中　元治

天理教本芝福分教会 松原市高見の里１－８－６580-0021天理教 小松﨑　義博

天理教本布施分教会 松原市天美東６－10－13580-0032天理教 谷　善一

天理教松繁分教会 松原市立部１－189－１580-0012天理教 森繁  博彦

天理教円勇分教会 松原市岡２－11－39580-0014天理教 林  武一郎

天理教円平分教会 松原市阿保３－５－７580-0043天理教 栗栖　東平
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 神社 大東市御領１－253574-0064神社本庁 米村　昌彦

北野神社 大東市大東町583574-0061神社本庁 米村　昌彦

菅原神社 大東市三箇５－２－３574-0077神社本庁 小林　美佐子

菅原神社 大東市深野北１－517574-0071神社本庁 小林　美佐子

菅原神社 大東市御領３－489574-0064神社本庁 米村　昌彦

大神社 大東市新田東本町884574-0054神社本庁 米村　昌彦

大神社 大東市太子田２－130574-0045神社本庁 米村　昌彦

諸福天満宮 大東市諸福１－７－13574-0044神社本庁 米村　昌彦

両皇大神社 大東市深野１－１－９574-0072神社本庁 小林　美佐子

坐摩神社 大東市大字深野316574-0072単立（神社） 高松　貞彦

産土神社 大東市灰塚３－７－13574-0043単立（神社） 田中　幹彦

大谷神社 大東市寺川５－17－30574-0014単立（神社） 中嶋　和男

須波麻神社 大東市中垣内２－７－１574-0013単立（神社） 大西　寛治

住吉神社 大東市大字竜間1458574-0012単立（神社） 笹尾　安信

龍間神社 大東市大字竜間888574-0012単立（神社） 石橋　博寿

南條神社 大東市野崎２－７－１574-0015単立（神社） 山田　秀雄

八幡神社 大東市御供田２－３－20574-0025単立（神社） 西川　春行

北條神社 大東市大字北条2197574-0011単立（神社） 田中　智

金光教住道教会 大東市大野２－３－１574-0042金光教 井上　秀子

神宣教三日月教会 大東市諸福５－８－30574-0044神宣教 福井　昇

霊仙教住道教会 大東市御供田２－３－８574-0025霊仙教 岩崎八重子

教照寺 大東市北条３－13－１574-0011浄土真宗本願寺派 岡橋　徹栄

常宗寺 大東市灰塚３－３－25574-0043浄土真宗本願寺派 藤丸　和士

専應寺 大東市野崎２－９－50574-0015浄土真宗本願寺派 手塚  舟二

蓮光寺 大東市野崎１－12－16574-0015浄土真宗本願寺派 上田　賢祥

安楽寺 大東市御供田２－３－13574-0025浄土真宗本願寺派 高岡　信善

欣淨寺 大東市諸福５－９－６574-0044浄土真宗本願寺派 大岸  文隆

十林寺 大東市寺川４－６－12574-0014浄土真宗本願寺派 佐々木　博文

乗得寺 大東市諸福２－３－33574-0044浄土真宗本願寺派 金林  哲乗
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善宗寺 大東市中垣内２－５－24574-0013浄土真宗本願寺派 中垣　昌幸

覚順寺 大東市中垣内２－４－３574-0013真宗大谷派 広岡  惠雄

西福寺 大東市御領１－３－10574-0064真宗大谷派 辻岡　恵隆

正覚寺 大東市三箇１－14－23574-0077真宗大谷派 入江　賀彦

勝福寺 大東市三箇５－４－18574-0077真宗大谷派 長谷  節

瑞玄寺 大東市北条２－９－７574-0011真宗大谷派 寺本　　照三

泉勝寺 大東市赤井２－13－11574-0046真宗大谷派 小松  　祟

善念寺 大東市栄和町８－12574-0032真宗大谷派 髙木　信善

大長寺 大東市三箇３－４－11574-0077真宗大谷派 沼田  慧誠

同朋寺 大東市朋来２－14－５574-0034真宗大谷派 間野　功雄

本教寺 大東市新田本町６－17574-0055真宗大谷派 善澤　信成

本傳寺 大東市三住町10－10574-0027真宗大谷派 間野　功雄

本念寺 大東市氷野１－10－13574-0062真宗大谷派 辻岡　恵

明福寺 大東市太子田１－８－１574-0045真宗大谷派 都賀  正観

稱迎寺 大東市大字龍間1284－１574-0012浄土宗 岩永　拓昌

十念寺 大東市北条６－４－49574-0011西山浄土宗 華園　隆浩

生駒山龍眼寺 大東市大字龍間37－３574-0012高野山真言宗 佐野　剛空

祐照寺 大東市諸福7-2-35574-0044真言宗御室派 古川　真照

善遠寺 大東市三箇３－１－28574-0077日蓮宗 浮穴  海浄

楠公寺 大東市大字北條2377-11574-0011日蓮宗 石伏　修明

本妙寺 大東市津の辺町12－７574-0017日蓮宗 中村　貫慧

清涼寺 大東市野崎２－11－４574-0015法華宗（真門流） 木下　聡人

行願寺 大東市三箇１－２－19574-0077本派日蓮宗 宮浦小太郎

水月院 大東市三箇５－71574-0077曹洞宗 神山　康明

慈眼寺 大東市野崎２－７－１574-0015曹洞宗 田村  保信

勝福寺 大東市諸福１－７－14574-0044曹洞宗 廣瀬　文昭

鳳字寺 大東市中垣内２－８－４574-0013曹洞宗 藤田　泰道

龍光寺 大東市大字龍間1452574-0012曹洞宗 本田　大円

大嶽不動堂 大東市北条６－19－５574-0011単立（仏教） 張田  富久

不動教会 大東市大字中垣内1298－２574-0013単立（仏教） 樋口　謙

日本基督教団住道一粒教
会

大東市深野4-3-4574-0072日本基督教団 武久　盾
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聖イエス会城東教会 大東市三箇１－９－64574-0077聖イエス会 伊丹　信夫

宗教法人大東キリストチャ
ペル

大東市野崎1-18-1574-0015単立（基督） 岸本　大樹

大東キリスト教会 大東市谷川１－１－15574-0074単立（基督） 中川　旨成

天理教芦ノ郷分教会 大東市大字龍間698－11574-0012天理教 榎　康紀

天理教大成分教会 大東市北条２－10－８574-0011天理教 高島  善彦

天理教清里分教会 大東市三箇１－１－33574-0077天理教 尾浦  久惠

天理教城河分教会 大東市幸町15－12574-0028天理教 奥田　宣弘

天理教城垣分教会 大東市中垣内３－５－８574-0013天理教 奥田　昭男

天理教城實分教会 大東市北条７－10－21574-0011天理教 岩藤　修

天理教西阪分教会 大東市深野３－11－８574-0072天理教 中川  土郎

天理教鮮安分教会 大東市津の辺町５－４574-0017天理教 寺岡　ひろ子

天理教大陸分教会 大東市北条１－９－18574-0011天理教 中西　秀

天理教高道分教会 大東市御供田３－１－８574-0025天理教 與田　明子

天理教玉敷分教会 大東市灰塚５－３－８574-0043天理教 田淵　三之亮

天理教天心分教会 大東市三箇３－９－12574-0077天理教 大西　優

天理教豊崎分教会 大東市新田西町2-41574-0057天理教 松井    勉

天理教鯰江分教会 大東市北条１－５－５574-0011天理教 中村　和人

天理教日淀分教会 大東市野崎１－３－３574-0015天理教 小菅  進

天理教寝屋川分教会 大東市灰塚６－３－21574-0043天理教 橋本　亘

天理教松壽分教会 大東市太子田２－11－17574-0045天理教 川上  壽子

天理教明四十五分教会 大東市大野１－12－13574-0042天理教 門脇　まゆみ
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

泉井上神社 和泉市府中町６－２－38594-0071神社本庁 田所  貞文

男乃宇刀神社 和泉市仏並町1740594-1136神社本庁 葛城　渉

春日神社 和泉市三林町591594-1112神社本庁 石倉　義紀

春日神社 和泉市春木町615594-1141神社本庁 石倉　哲之

郷荘神社 和泉市阪本町512594-0052神社本庁 田所　貞則

信太森神社 和泉市葛の葉町２594-0081神社本庁 沼  通子

伯太神社 和泉市伯太町５－22－３594-0023神社本庁 田所  貞文

聖神社 和泉市王子町国有地594-0004神社本庁 年名　浄

八阪神社 和泉市幸２－14－16594-0005神社本庁 田畑　久仁衛

八坂神社 和泉市父鬼町289594-1132神社本庁 石倉　敏之

八坂神社 和泉市箕形町678－2594-0042単立（神社） 高橋　俊宗

舊府神社 和泉市尾井町2-3-41594-0006単立（神社） 林　宏明

金光教九條教会 和泉市のぞみ野１－３－41594-1105金光教 藤島　清一

神理真心教不動教会 和泉市伏屋町260594-0031神理真心教本庁 権田  勝則

昊翔神社 和泉市みずき台1-8-3594-1118単立（神道） 武田　純子

すめろぎ教会 和泉市観音寺町855－２594-0065単立（神道） 井上　良子

光楽寺 和泉市池上町3-10-5594-0083浄土真宗本願寺派 西山　博昭

西教寺 和泉市幸２－８－22594-0005浄土真宗本願寺派 浅井  明

西光寺 和泉市伯太町５－13－1８594-0023浄土真宗本願寺派 藤田　武経

西光寺 和泉市国分町834594-1114浄土真宗本願寺派 出原　順之
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常光寺 和泉市伯太町５－14－４594-0023浄土真宗本願寺派 藤岡　興道

称念寺 和泉市伯太町５－15－１594-0023浄土真宗本願寺派 藤澤　聡

常念寺 和泉市王子町3-11-1594-0004浄土真宗本願寺派 西田　久雄

長徳寺 和泉市葛の葉町１－７－３５594-0081浄土真宗本願寺派 出原　順之

裕照寺 和泉市大野町427594-1134浄土真宗本願寺派 萬野　尊昭

光受寺 和泉市太町262594-0003真宗大谷派 松本　秀慈

阿弥陀寺 和泉市府中町６－10－26594-0071浄土宗 奥野  雅範

観音寺 和泉市観音寺町128594-0065浄土宗 木村  順雄

観音寺 和泉市上代町801594-0011浄土宗 福原  俊昭

地福寺 和泉市小田町3-4-23594-0074浄土宗 伊藤　尚雅

浄福寺 和泉市国分町719594-1114浄土宗 祖父江彦成

善法寺 和泉市肥子町１－４－４594-0076浄土宗 日比野　常春

大泉寺 和泉市府中町３－13－３594-0071浄土宗 大橋　雅仁

宝国寺 和泉市府中町６－９－35594-0071浄土宗 桃野　昇英

菩提寺 和泉市太町376594-0003浄土宗 田尻　　達朗

養福寺 和泉市池上町３－４－33594-0083浄土宗 伊藤　感道

福徳寺 和泉市仏並町1326594-1136高野山真言宗 福岡　睦尚

阿弥陀寺 和泉市九鬼町578594-1126高野山真言宗 福岡　睦尚

観自在寺 和泉市九鬼町175594-1126高野山真言宗 福岡　睦尚

正福寺 和泉市大字小野田町445594-1127高野山真言宗 福岡　睦尚

迦楼羅寺 和泉市内田町430594-1156高野山真言宗 大屋　康照

願成寺 和泉市池田下町1559594-0032高野山真言宗 森  乘道
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観音寺 和泉市三林町132594-1112高野山真言宗 高山  隆英

観音寺 和泉市父鬼町311594-1132高野山真言宗 菊谷　善宥

観音寺 和泉市福瀬町993594-1123高野山真言宗 山花　昭海

観福寺 和泉市春木町1114594-1141高野山真言宗 花岡　祐宣

堯王院 和泉市大野町118594-1134高野山真言宗 山本　公度

弘願寺 和泉市伏屋町2－17－22594-0031高野山真言宗 木村　瑛常

弘法寺 和泉市万町1022594-1104高野山真言宗 渡辺  公雄

国分寺 和泉市国分町627594-1114高野山真言宗 宮武  正信

小堂寺 和泉市福瀬町191594-1123高野山真言宗 山花　昭海

西福寺 和泉市桑原町152594-0066高野山真言宗 吹角  隆光

西福寺 和泉市黒石町598594-1113高野山真言宗 宮武　正信

地蔵寺 和泉市善正町329594-1125高野山真言宗 北野　弘秀

地蔵寺 和泉市内田町３－４－84594-1156高野山真言宗 吉岡　宣雄

地蔵寺 和泉市大野町771594-1134高野山真言宗 山本　公度

地蔵寺 和泉市春木川町167594-1133高野山真言宗 川上　啓超

地蔵寺 和泉市久井町541594-1142高野山真言宗 岩西　弘雅

浄福寺 和泉市岡町182594-1128高野山真言宗 大屋　育大

成福寺 和泉市芦部町169594-0053高野山真言宗 上田　尚道

神宮寺 和泉市下宮町186594-1121高野山真言宗 山花  昭海

森光寺 和泉市室堂町291594-1101高野山真言宗 大塚  光範

禅寂寺 和泉市阪本町566594-0052高野山真言宗 平尾  昌大

泉福寺 和泉市南面利町303594-1124高野山真言宗 北野　弘秀
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大日寺 和泉市箕形町225594-0042高野山真言宗 山口  哲人

長命寺 和泉市黒鳥町１－12－24594-0022高野山真言宗 勝野  露観

長楽寺 和泉市黒鳥町893594-0022高野山真言宗 勝野  秀雄

天受院 和泉市万町121594-1104高野山真言宗 渡邊　弘範

東岸寺 和泉市池田下町1592594-0032高野山真言宗 森  俊乗

福寿寺 和泉市納花町２594-1116高野山真言宗 杉　成玄

仏並寺 和泉市仏並町330594-1136高野山真言宗 丹羽　義寛

遍照寺 和泉市王子町351－１594-0004高野山真言宗 奥  弘祥

鳳林寺 和泉市坪井町209594-1135高野山真言宗 所　泰雄

菩提寺 和泉市若樫町556594-1143高野山真言宗 岩西　均

法華寺 和泉市浦田町338594-1103高野山真言宗 藤井  隆照

本泉寺 和泉市北田中町98594-1122高野山真言宗 大屋  容堂

明王院 和泉市池田下町1870594-0032高野山真言宗 森  俊乗

妙福寺 和泉市黒鳥町779594-0022高野山真言宗 勝野  露観

妙法寺 和泉市池田下町1625594-0032高野山真言宗 勝野　露観

妙楽寺 和泉市唐国町３－10－５594-1151高野山真言宗 宮崎　弘昭

羅漢寺 和泉市平井町631594-1115高野山真言宗 橘　隆寛

妙泉寺 和泉市和気町１－５－25594-0073日蓮宗 山崎　俊裕

妙源寺 和泉市府中町４－１－33594-0071日蓮宗 長田　充晃

中之院 和泉市槇尾山町135594-1131天台宗 平野　宏道

井上院 和泉市槇尾山町51594-1131天台宗 津守　公尊

施福寺 和泉市槇尾山町136594-1131天台宗 津守　　佐理
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蓮華院 和泉市槇尾山町137594-1131天台宗 弓削  俊暢

霊山院 和泉市槇尾山町68594-1131天台宗 津守  佐理

智積院 和泉市槇尾山町16－24594-1131天台宗 郡　政則

宝瓶院 和泉市松尾寺町2170594-1154天台宗 髙岡  潤徳

松尾寺 和泉市松尾寺町2168594-1154天台宗 川岸　慎哲

明王院 和泉市松尾寺町2169594-1154天台宗 寺田  裕慶

信光院 和泉市富秋町1-7-16594-0082金峯山修験本宗 吉岡  隆斉

信徳寺 和泉市幸３－17－50594-0005金峯山修験本宗 槙野　晴樹

不動院 和泉市山荘町1334－１594-0021金峯山修験本宗 笹井　永明

平安寺 和泉市小野田町453594-1127臨済宗妙心寺派 平子  玄一

蔭涼寺 和泉市尾井町337594-0006曹洞宗 加藤  千春

中央寺 和泉市王子町952－２594-0004黄檗宗 吉村  道夫

月宮寺 和泉市浦田町621-17590-0115卍教団真言宗八葉
派

堀尾　崇信

枯草庵 和泉市池上町3-2-23594-0083単立（仏教） 南　繁行

金蓮寺 和泉市池上町２－13ー39594-0083単立（仏教） 伊藤　感道

親佛救世教教会 和泉市王子町906－５594-0004単立（仏教） 岡森　正孝

大天心寺 和泉市平井町387－３594-1115単立（仏教） 釜阪  啓二

布引不動教会 和泉市槇尾山町16-25594-1131単立（仏教） 北野　弘秀

日本基督教団いずみ教会 和泉市伯太町1247－７594-0023日本基督教団 永富　美加

日本基督教団いずみシオ
ン教会

和泉市寺田町１－８－19594-0062日本基督教団 井口　拓人

日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯ
ﾄﾞ教団和泉神愛キリスト教
会

和泉市伯太町６－11－18594-0023日本アッセンブリー
ズ・オブ・ゴッド教団

平松  慶次

愛集キリスト教会 和泉市王子町1118－１594-0004単立（基督） 笹岡　明子
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和泉聖書教会 和泉市池田下町1918-9594-0032単立（基督） 五十嵐　賢志

エホバの証人の光明池会
衆

和泉市伏屋町1-13-26594-0031単立（基督） 大仲　正明

天理教石神分教会 和泉市万町216594-1104天理教 髙橋　善治

天理教泉内分教会 和泉市寺門町２－２－20594-0064天理教 寺岡　丙午

天理教泉郡分教会 和泉市南面利町475－２594-1124天理教 藤林　宏之

天理教泉信分教会 和泉市伯太町４－10－49594-0023天理教 溝口　善起

天理教泉高分教会 和泉市池田下町2123－20594-0032天理教 舩冨　明典

天理教泉津分教会 和泉市上町595－２594-0002天理教 深江　篤

天理教泉光分教会 和泉市府中町３－２－14594-0071天理教 藤原　康成

天理教泉分分教会 和泉市国分町746594-1114天理教 寺岡  信司

天理教泉池分教会 和泉市池田下町1087－３594-0032天理教 抽冬　増之亮

天理教今川分教会 和泉市葛の葉町777－２594-0081天理教 田野  修

天理教大伏屋分教会 和泉市伏屋町２－１０－３594-0031天理教 山口　道子

天理教北梅心分教会 和泉市池上町728－６594-0083天理教 松浦　契子

天理教北松尾分教会 和泉市箕形町５－６－１594-0042天理教 藤原　秀文

天理教國津分教会 和泉市平井町724594-1115天理教 中塚  一也

天理教阪里分教会 和泉市王子町897－４594-0004天理教 瀧藤  正孝

天理教尚久分教会 和泉市鍛冶屋町293－２594-1117天理教 後藤　道治

天理教親盟分教会 和泉市黒鳥町3-11-28594-0022天理教 神谷　和夫

天理教泉横分教会 和泉市小野田町533594-1127天理教 岩井　裕

天理教泉明分教会 和泉市松尾寺町1469594-1154天理教 阪口  欽二

天理教茅渟分教会 和泉市幸３－15－21594-0005天理教 溝口　善起
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天理教陶器坪分教会 和泉市坪井町34－２594-1135天理教 辻尾  利信

天理教中和泉分教会 和泉市小田町902594-0074天理教 藤原  忠晴

天理教伯宮分教会 和泉市上代町765594-0011天理教 溝口　昌美

天理教濱西分教会 和泉市太町433－３594-0081天理教 東　信治

天理教深和泉分教会 和泉市松尾寺町１４７２594-1154天理教 瀬尾　保彦

天理教寳修分教会 和泉市松尾寺町354－141594-1154天理教 大浦　史好

天理教三林分教会 和泉市三林町1073594-1112天理教 堅田　道弘

天理教都島分教会 和泉市春木町1081－３594-1141天理教 山口　智文

天理教明志分教会 和泉市池田下町1692594-0032天理教 飯阪  秀雄

天理教八尾分教会 和泉市国分町759594-1114天理教 西岡  賢
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阿比太神社 箕面市桜ケ丘１－８－１562-0046神社本庁 内藤  景治

天兒屋根命神社 箕面市瀬川１－22－20562-0045神社本庁 田畑　浩治

爲那都比古神社 箕面市石丸２－10－１562-0027神社本庁 田畑　稔彦

春日神社 箕面市粟生新家２－１－５562-0024神社本庁 宗形  昭男

春日神社 箕面市小野原西５－３－17562-0032神社本庁 宗形  昭男

五字神社 箕面市粟生外院５－４－１562-0025神社本庁 宗形  昭男

素盞鳴尊神社 箕面市粟生間谷2912562-0021神社本庁 宗形  昭男

止々呂美神社 箕面市上止々呂美909563-0251神社本庁 森  孝純

八幡大神宮 箕面市牧落２－12－27562-0004神社本庁 北島  将孝

八幡太神社 箕面市新稲３－６－１562-0005神社本庁 内藤  景治

龍王神社 箕面市如意谷４－１－22562-0011神社本庁 田畑　稔彦

金光教石橋教会 箕面市瀬川５－４－19562-0045金光教 西村　憲正

日月神一条箕面神やかた 箕面市桜井３－11－23562-0043日月神一条 尾崎  健治

照国真教本部教会 箕面市瀬川１－11－11562-0045単立（神道） 植村  禎英

善福寺 箕面市萱野３－７－８562-0014浄土真宗本願寺派 石原　俊之

新稲寺 箕面市桜ケ丘４－19－７562-0046浄土真宗本願寺派 森中　正則

安養寺 箕面市牧落２－11－10562-0004浄土真宗本願寺派 驪城　岳門

願正寺 箕面市瀬川２－19－10562-0045浄土真宗本願寺派 藤本　邦浩

教學寺 箕面市稲２－６－15562-0015浄土真宗本願寺派 塚田　博教

光明寺 箕面市西小路２－10－31562-0003浄土真宗本願寺派 西澤　英敏

光明寺 箕面市瀬川５－９－32562-0045浄土真宗本願寺派 渋川  攝也

金龍寺 箕面市桜５－６－21562-0041浄土真宗本願寺派 佐倉  惇城

浄圓寺 箕面市萱野３－10－29562-0014浄土真宗本願寺派 楢本　昌広

正願寺 箕面市萱野２－２－13562-0014浄土真宗本願寺派 河野　貴久子

常照寺 箕面市白島２－15－３562-0012浄土真宗本願寺派 藤原  哲郎

勝満寺 箕面市稲３－４－24562-0015浄土真宗本願寺派 松渓　憲雄

浄圓寺 箕面市半町２－９－５562-0044真宗大谷派 難波　明則

専宗寺 箕面市萱野４－７－１562-0014真宗大谷派 永井    晃
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順教寺 箕面市牧落３－４－12562-0004真宗興正派 北岑　順彦

正念寺 箕面市小野原西１－11－12562-0032浄土宗 吉田　兼行

阿弥陀寺 箕面市白島２－22－12562-0012浄土宗 永井　竜也

願生寺 箕面市外院２－13－32562-0026浄土宗 柴田  正秋

浄国寺 箕面市坊島４－21－30562-0013浄土宗 秦　隆道

徳本寺 箕面市粟生間谷２８８７562-0021浄土宗 末髙　隆玄

法泉寺 箕面市粟生間谷東５－21－
16

562-0022浄土宗 山下　正和

法蔵寺 箕面市粟生間谷西６－13－１562-0023浄土宗 冨永　有豊

法林寺 箕面市箕面１－７－35562-0001浄土宗 柴田　正秋

養谷寺 箕面市上止々呂美47563-0251浄土宗 小上  浩道

理照寺 箕面市小野原西２－６－30562-0032浄土宗 横内　秀隆

善福寺 箕面市粟生間谷西５－１－１562-0023高野山真言宗 布目  忍光

勝尾寺 箕面市大字粟生間谷2914－
１

562-8508高野山真言宗 小嶋  秀算

教学院 箕面市大字粟生間谷2885562-8508高野山真言宗 小嶋　隆文

西江寺 箕面市箕面２－５－27562-0001高野山真言宗 小倉　叡裕

小池院 箕面市大字粟生間谷2885562-0021高野山真言宗 小嶋　陽光

大師寺 箕面市箕面２－14－１562-0001高野山真言宗 齋藤  峰秀

帝釈寺 箕面市粟生外院２－14－11562-0025高野山真言宗 小西　徹定

宝珠院 箕面市如意谷４－５－25562-0011高野山真言宗 松木　秀知

宝泉寺 箕面市大字粟生間谷2885562-0021高野山真言宗 小嶋　秀算

妙見寺 箕面市小野原西５－11－11562-0032日蓮宗 美馬  通徳

信立寺 箕面市西小路３－１－13562-0003法華宗（本門流） 中務  日徳

宗祖寺 箕面市粟生新家５－９－４５562-0024本派日蓮宗 木村　重雄

本因妙寺 箕面市粟生新家５－９－４５562-0024本派日蓮宗 木村　重雄

本成寺 箕面市粟生間谷東５－21－１562-0022日蓮本宗 原　たかし

大峯第七石切教会 箕面市白島２－17－11562-0012金峯山修験本宗 吉田  良枝

寒山寺 箕面市箕面８－１－３562-0001臨済宗妙心寺派 瀧瀬　尚純

本勝院 箕面市箕面４－17－27562-0001臨済宗妙心寺派 瀧瀬　尚道

正法寺 箕面市箕面６－10－１562-0001臨済宗妙心寺派 笹    昌隆

栄松寺 箕面市新稲２－11－29562-0005曹洞宗 八木　伸歩

青龍寺 箕面市下止々呂美827563-0252曹洞宗 関　隆徳
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太春寺 箕面市如意谷２－10－63562-0011曹洞宗 中村　隆司

愛の道教団本部 箕面市今宮3-6-30562-0033単立（仏教） 杉田  恵一

宝聖院 箕面市箕面2-2-2562-0001単立（仏教） 作田  真照

瀧安寺 箕面市箕面公園２－23562-0002単立（仏教） 山本  照覺

日本基督教団箕面教会 箕面市新稲３－９－２562-0005日本基督教団 家山　華子

日本フリーメソジスト桜井
聖愛教会

箕面市桜井１－11－14562-0043日本フリーメソジスト
教団

大澤　恵太

千里ニュータウンバプテス
ト教会

箕面市今宮３－11－32562-0033単立（基督） 小川　宗五郎

天理教神章港分教会 箕面市桜井１－15－４562-0043天理教 杉本　喜代一

天理教神勇都分教会 箕面市瀬川５－14－30562-0045天理教 山本  信一

天理教生津分教会 箕面市瀬川４－４－38562-0045天理教 勝野  勝

天理教鳥見川分教会 箕面市半町４－12－11562-0044天理教 石城　昭彦

天理教豊川分教会 箕面市粟生新家１－10－６562-0024天理教 荒木  忠彦

天理教豊御代分教会 箕面市箕面７－４－１562-0001天理教 今村　英三

天理教東佑北分教会 箕面市下止々呂美843563-0252天理教 北田  栄次

天理教豊生分教会 箕面市粟生新家１－13－２562-0024天理教 苗代　豊大

天理教堀江分教会 箕面市箕面２－14－33562-0001天理教 志賀　道洋

天理教箕面分教会 箕面市箕面１－４－25562-0044天理教 岸本　信子

円応教箕面教会 箕面市桜井１－９－４562-0043円応教 佐保田ソデ

円応教東淀川教会 箕面市白島３－11－４562-0012円応教 片岸　秀介
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柏原市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

金山彦神社 柏原市大字青谷1025582-0014神社本庁 藤森　良祐

金山媛神社 柏原市大字雁多尾畑4828582-0012神社本庁 藤森　良祐

八幡神社 柏原市大字峠494582-0013神社本庁 藤森　良祐

大狛神社 柏原市大字本堂388582-0011神社本庁 藤森　良祐

天湯川田神社 柏原市大字高井田89582-0015神社本庁 山本  忠彦

石神社 柏原市太平寺２－19－13582-0017神社本庁 西田  祐治

柏原黒田神社 柏原市今町１－３－13582-0002神社本庁 隅谷  尚典

柏原神社 柏原市今町２－１－20582-0002神社本庁 要　邦憲

春日神社 柏原市田辺１－16－34582-0024神社本庁 浅田  彬

片山神社 柏原市片山町10－22582-0020神社本庁 浅田  彬

国分神社 柏原市国分市場１－６－35582-0022神社本庁 中島　文麿

宿奈川田神社 柏原市大字高井田661582-0015神社本庁 山本  忠彦

鐸比古鐸比賣神社 柏原市大県４－６－１582-0018神社本庁 隅谷  尚典

伯太彦神社 柏原市玉手町７－21582-0028神社本庁 浅田  彬

伯太姫神社 柏原市円明町15－８582-0027神社本庁 浅田  彬

二宮神社 柏原市安堂町19－９582-0016神社本庁 森川  光信

御劔神社 柏原市本郷２－５－６582-0001神社本庁 隅谷　尚典

若倭彦神社 柏原市平野２－15－22582-0019神社本庁 隅谷  尚典

若倭姫神社 柏原市山ノ井町７－４582-0010神社本庁 隅谷  尚典

了雲寺 柏原市片山町５－10582-0020浄土真宗本願寺派 和田　幸子

西教寺 柏原市円明町14－25582-0027浄土真宗本願寺派 萩原　聡公

安明寺 柏原市太平寺２－11－11582-0017浄土真宗本願寺派 大橋　覚音

西法寺 柏原市国分本町５－６－19582-0021浄土真宗本願寺派 安藤  和範

佛照寺 柏原市本郷３－３－３582-0001浄土真宗本願寺派 水原　真証

廣照寺 柏原市大県３－６－45582-0018真宗大谷派 大橋  隆雄

阿弥陀寺 柏原市本郷３－２－16582-0001真宗大谷派 髙内　真澄

易往寺 柏原市今町１－５－22582-0002真宗大谷派 怡土　恵子

雲観寺 柏原市本郷２－８－21582-0001真宗大谷派 小崎　誠之

円林寺 柏原市太平寺２－11－12582-0017真宗大谷派 前田  洸
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遠慶寺 柏原市平野２－12－32582-0019真宗大谷派 大橋　恵真

光徳寺 柏原市雁多尾畑1346582-0012真宗大谷派 松谷　泰明

正休寺 柏原市安堂町12－27582-0016真宗大谷派 真銅　秀一

託蓮寺 柏原市古町２－３－９582-0008真宗大谷派 松山    隆

了仁寺 柏原市大字峠202582-0013真宗大谷派 長谷    節

観音寺 柏原市本郷３－２－12582-0001浄土宗 村尾　智学

阿弥陀寺 柏原市国分本町７－６－11582-0021浄土宗 伊藤  正順

安福寺 柏原市玉手町７－21582-0028浄土宗 大﨑　信人

運潮寺 柏原市玉手町７－48582-0028浄土宗 大崎　宏尊

高井寺 柏原市大字高井田521582-0015融通念佛宗 中江  慈光

壷井寺 柏原市法善寺１－10－20582-0005融通念佛宗 森田  尚宏

円光寺 柏原市円明町12－１582-0027融通念佛宗 森　　覚

西光寺 柏原市国分本町６－５－22582-0021融通念佛宗 戸田　孝重

山井寺 柏原市山ノ井町７－３582-0010融通念佛宗 松村　慈城

生安寺 柏原市大字本堂367582-0011融通念佛宗 村井　弘美

青谷寺 柏原市大字青谷2140582-0014融通念佛宗 峯田　義典

国分寺 柏原市国分東条町29-1582-0023高野山真言宗 久米　持慧

金剛寺 柏原市今町2-11-7582-0002高野山真言宗 　中垣内　臨
慎

欣心寺 柏原市片山町19－21582-0020日蓮宗 東  孝信

妙顕寺 柏原市上市２－３－25582-0007法華宗（真門流） 森田  量珠

禅林寺 柏原市平野２－14－２582-0019臨済宗妙心寺派 瀧瀬　尚純

瑠璃光寺 柏原市山ノ井町７－５582-0010曹洞宗 久田  宏道

観音寺 柏原市太平寺２－12－18582-0017曹洞宗 茶谷  昌年

大日寺 柏原市安堂町19－11582-0016曹洞宗 藤井　利哉

薬師寺 柏原市本郷２－５－13582-0001曹洞宗 小川　光純

竹林寺 柏原市大字本堂514－３582-0011単立（仏教） 川口　道雄

御堂総本山 柏原市大字雁多尾畑2143－
１

582-0012単立（仏教） 森　眞智子

日本イエス・キリスト教団
柏原教会

柏原市上市１－４－３582-0007日本イエス・キリスト
教団

西本　耕一

国分福音教会 柏原市旭ケ丘３－１－29582-0026日本福音教会 丸本　浩

天理教大縣大教会 柏原市大県４－４－19582-0018天理教 増井　真孝

天理教北阪分教会 柏原市片山町１－19582-0020天理教 石川　義彦
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天理教金華分教会 柏原市旭ケ丘２－９－18582-0026天理教 田中  道行

天理教國明分教会 柏原市今町１－２－１７546-0042天理教 大向　祥介

天理教國平分教会 柏原市太平寺１－９－18582-0017天理教 桝谷  數雄

天理教國東分教会 柏原市国分東条町18－６582-0023天理教 池原　泰則

天理教國分分教会 柏原市国分市場１－４－21582-0022天理教 池原　泰則

天理教水都分教会 柏原市旭ケ丘１－16－11582-0026天理教 大杉　正明

天理教清榮分教会 柏原市大字高井田553－６582-0015天理教 古賀  実

天理教泉永分教会 柏原市本郷３－３－１582-0001天理教 松本　勇治

天理教泉河分教会 柏原市河原町３－21582-0004天理教 西田  正弘

天理教太安分教会 柏原市太平寺２－12－15582-0017天理教 安田　みどり

天理教大高麗分教会 柏原市旭ケ丘３－13－41582-0026天理教 仲　裕子

天理教大倫分教会 柏原市上市３－９－９582-0007天理教 谷  博一

天理教本攝分教会 柏原市旭ケ丘２－３－66582-0026天理教 片山　直明

天理教明根誠分教会 柏原市国分本町７－10－22582-0021天理教 折戸　弘一

天理教明三十六分教会 柏原市田辺２－８－28582-0024天理教 太田  眞

天理教明亮分教会 柏原市旭ヶ丘３－14－59582-0026天理教 森本　高司

天理教八阪木分教会 柏原市大字高井田1583-5582-0015天理教 松尾　善徳

天理教八阪納分教会 柏原市大字高井田525－１582-0015天理教 藤井　光春
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羽曳野市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

誉田八幡宮 羽曳野市誉田３－２－８583-0857神社本庁 中　盛秀

飛鳥戸神社 羽曳野市飛鳥1023－６583-0842神社本庁 高木　大明

大津神社 羽曳野市高鷲８－１－２583-0882神社本庁 西澤　誠剛

蔵之内日吉神社 羽曳野市蔵之内180583-0863神社本庁 沖　圭司

白鳥神社 羽曳野市古市１－１－18583-0852神社本庁 長橋  貞行

壺井八幡宮 羽曳野市壺井413583-0844神社本庁 高木　大明

野々上八幡神社 羽曳野市野々上５－９－27583-0871神社本庁 西澤　誠剛

日吉神社 羽曳野市西浦５－376583-0861神社本庁 沖　圭司

杜本神社 羽曳野市駒ケ谷64583-0841神社本庁 西田　秀行

羽曳が丘神社 羽曳野市羽曳が丘西1-2-55583-0865単立（神社） 沖　圭司

金光教大運橋教会 羽曳野市島泉１－３－２583-0881金光教 田中  末治

金光教羽曳野教会 羽曳野市古市２－７－２583-0852金光教 渡辺　順一

明正教南石切分教会 羽曳野市白鳥１－９－19583-0856明正教 佐藤トヨノ

天心教本庁 羽曳野市古市１－６－８583-0852単立（神道） 井口  智裕

一言教会 羽曳野市誉田３－５－７583-0857単立（神道） 的場　崇泰

光明寺 羽曳野市河原城1121583-0867浄土真宗本願寺派 大草　真理

長泉寺 羽曳野市伊賀５－５－18583-0876浄土真宗本願寺派 澤　隆文

西念寺 羽曳野市古市４－４－９583-0852浄土真宗本願寺派 齋藤  幸暢

西光寺 羽曳野市野々上４－２－11583-0871浄土真宗本願寺派 武部　彰範

圓光寺 羽曳野市碓井１－６－19583-0851浄土真宗本願寺派 松尾  恵晶

覺永寺 羽曳野市西浦３－15－９583-0861浄土真宗本願寺派 葭原　俊英

願行寺 羽曳野市広瀬428583-0845浄土真宗本願寺派 森田　　瑞穂

元勝寺 羽曳野市蔵之内193583-0863浄土真宗本願寺派 北山  円空

光宗寺 羽曳野市誉田３－６－７583-0857浄土真宗本願寺派 楠　行正

西吟寺 羽曳野市島泉５－２－２583-0881浄土真宗本願寺派 島田  まり

西向寺 羽曳野市東阪田245583-0846浄土真宗本願寺派 西林　広順

西興寺 羽曳野市南恵我之荘７－３－
15

583-0885浄土真宗本願寺派 北中  廣興

西稱寺 羽曳野市向野２－10－13583-0883浄土真宗本願寺派 松永　徳成

勝光寺 羽曳野市誉田１－６－12583-0857浄土真宗本願寺派 楠　行正
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浄念寺 羽曳野市軽里３－３－12583-0854浄土真宗本願寺派 武部　彰範

正福寺 羽曳野市高鷲２－３－19583-0882浄土真宗本願寺派 橘　道造

真蓮寺 羽曳野市古市３－１－10583-0852浄土真宗本願寺派 松原　康史

専光寺 羽曳野市通法寺79583-0843浄土真宗本願寺派 石香　美智子

道林寺 羽曳野市誉田３－２－３583-0857浄土真宗本願寺派 松尾　恵晶

明教寺 羽曳野市島泉２－２－22583-0881浄土真宗本願寺派 不死川  浄

妙善寺 羽曳野市はびきの４－15－９583-0872真宗大谷派 林　眞悟

西應寺 羽曳野市駒ケ谷429583-0841真宗大谷派 仲田　陽子

願永寺 羽曳野市駒ケ谷432583-0841真宗大谷派 和中　　昭夫

淨願寺 羽曳野市樫山228583-0875真宗大谷派 鎌尾  弘二

佛號寺 羽曳野市飛鳥1192583-0842真宗大谷派 西川　禅慈

光福寺 羽曳野市蔵之内292583-0863真宗興正派 辻本　護

長円寺 羽曳野市古市１－４－16583-0852浄土宗 小澤　善雄

西方寺 羽曳野市尺度308583-0862融通念佛宗 杉田  義幸

金田寺 羽曳野市誉田２－２－13583-0857融通念佛宗 本田　宗弘

常念寺 羽曳野市飛鳥783583-0842融通念佛宗 乾  常光

心光寺 羽曳野市広瀬404583-0845融通念佛宗 豆岡  侯徳

大善寺 羽曳野市大黒403583-0847融通念佛宗 豆岡  侯徳

野中寺 羽曳野市野々上５－９－24583-0871高野山真言宗 野口　眞戒

新玉大師教会 羽曳野市西浦４－３－２583-0861高野山真言宗 坎　宥行

西琳寺 羽曳野市古市２－３－２583-0852高野山真言宗 水谷　明乗

乃木寺 羽曳野市羽曳が丘４－15－５583-0864真言宗醍醐派 井上　宗明

延乗寺 羽曳野市羽曳が丘３－12－２583-0864法華宗（本門流） 武澤　利博

普妙寺 羽曳野市西浦１－11－15583-0861日蓮正宗 野木　廣勉

大黒寺 羽曳野市大黒499583-0847曹洞宗 松浦　徹應

法泉寺 羽曳野市野々上３－４－32583-0871黄檗宗 隆琦　義舎

日本基督教団羽曳が丘教
会

羽曳野市羽曳が丘１－４－２583-0864日本基督教団 高村　文雄

日本イエス・キリスト教団
羽曳野教会

羽曳野市白鳥３－10－９583-0856日本イエス・キリスト
教団

西本　耕一

エホバの証人の大阪府羽
曳野市羽曳野会衆

羽曳野市学園前１－805－87583-0868単立（基督） 鳥山 一郎

天理教明分教会 羽曳野市高鷲10－17－４583-0882天理教 山瀬　千絵

天理教天美分教会 羽曳野市羽曳が丘７－４－６583-0864天理教 田中  誠息
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天理教恵津城分教会 羽曳野市高鷲１－９－20583-0882天理教 山荘  恵生

天理教大河分教会 羽曳野市誉田１－４－９583-0857天理教 土谷　勝紀

天理教港一分教会 羽曳野市野364－６583-0884天理教 日笠八重子

天理教駒ケ谷分教会 羽曳野市駒ケ谷201583-0841天理教 植野  真治

天理教櫻木分教会 羽曳野市誉田５－９－１583-0857天理教 上山  道信

天理教順港分教会 羽曳野市羽曳が丘西５－６－
７

583-0865天理教 丸山　　忠徳

天理教勢榮分教会 羽曳野市西浦１－９－８583-0861天理教 松林　俊一

天理教大東開分教会 羽曳野市郡戸267－２583-0874天理教 山口  雅由

天理教高鷲分教会 羽曳野市島泉４－２－４583-0881天理教 和田　吉彦

天理教丹南分教会 羽曳野市高鷲２－１－５583-0882天理教 京屋  隆久

天理教丹野分教会 羽曳野市野535－１583-0884天理教 田中　桂徳

天理教長榮分教会 羽曳野市誉田５－８－５583-0857天理教 三喜田光一

天理教天正六分教会 羽曳野市高鷲３－５－40583-0882天理教 倉橋　秀幸

天理教東阪分教会 羽曳野市栄町６－11583-0853天理教 北村宇太郎

天理教浪速錦城分教会 羽曳野市恵我之荘1-15-20546-0043天理教 久保　弘子

天理教阪治分教会 羽曳野市羽曳が丘西３－５－
53

583-0865天理教 田中　末友

天理教東錦城分教会 羽曳野市野々上５－16－24583-0871天理教 河合  忠和

天理教東住吉分教会 羽曳野市栄町８－４583-0853天理教 北村　洋行

天理教古市大教会 羽曳野市飛鳥1134583-0842天理教 浅野  喜治

天理教本昭分教会 羽曳野市河原城57－３583-0867天理教 五百木昌國

天理教本阪社分教会 羽曳野市はびきの４－２１－５583-0872天理教 社納  信夫

天理教本宏河分教会 羽曳野市古市２－２－13583-0852天理教 津田　かずみ

天理教真勇美分教会 羽曳野市恵我之荘２－９－４583-0886天理教 岩永  吉生

天理教明十九分教会 羽曳野市向野１－１－９583-0883天理教 松井　龍一郎

天理教明二分教会 羽曳野市南恵我之荘３－９－
21

583-0885天理教 日和佐吉次

天理教龍華分教会 羽曳野市西浦３－16－２583-0861天理教 阪倉　重永

天理教鷲道分教会 羽曳野市恵我之荘６－５－14583-0886天理教 森　嘉代子
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門真市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

産土神社 門真市城垣町１－31571-0072神社本庁 江戸　貴代

産土神社 門真市大字岸和田603571-0002神社本庁 江戸　貴代

門真神社 門真市元町17－11571-0057神社本庁 齊藤　政臣

島頭天満宮 門真市上島町42－27571-0071神社本庁 江戸　貴代

菅原神社 門真市大字下馬伏255571-0003神社本庁 江戸　貴代

堤根神社 門真市ひえ島町12－９571-0037神社本庁 道中　由美子

堤根神社 門真市宮野町８－34571-0062神社本庁 濱   徹

天神社 門真市月出町22－２571-0052神社本庁 太郎館　季治

三島神社 門真市大字三ッ島1374571-0015神社本庁 西川　亮彦

八阪神社 門真市御堂町４－28571-0064神社本庁 安井  宏

金光教門真教会 門真市大池町20－５571-0076金光教 谷口　明

専隆寺 門真市元町17－２571-0057浄土真宗本願寺派 林　中也

西法寺 門真市城垣町10－25571-0072浄土真宗本願寺派 佐佐木　教正

成覺寺 門真市大字稗島446571-0037浄土真宗本願寺派 大島  専雄

常光寺 門真市野里町24－５571-0079浄土真宗本願寺派 亀井　正章

浄徳寺 門真市元町20－３571-0057浄土真宗本願寺派 池田  道雄

信行寺 門真市堂山町20－６571-0059浄土真宗本願寺派 田川　幸伸

得浄寺 門真市常盤町15－24571-0078浄土真宗本願寺派 塚本　真也

明光寺 門真市上島町11－24571-0071浄土真宗本願寺派 加藤　龍行

安乗寺 門真市北巣本町37－28571-0073真宗大谷派 植村　治

安通寺 門真市大字三ッ島1382571-0015真宗大谷派 楠本　史朗

願乗寺 門真市月出町４－14571-0052真宗大谷派 田中　寛

願泉寺 門真市北島町15－５571-0026真宗大谷派 佐々木　彰子

願得寺 門真市御堂町８－23571-0064真宗大谷派 清澤  悟

教安寺 門真市月出町12－11571-0052真宗大谷派 洲﨑　善樹

西稱寺 門真市大字三ッ島２－１７－６571-0015真宗大谷派 宮部   渡

西方寺 門真市元町16－３571-0057真宗大谷派 馬場  裕典

浄円寺 門真市常盤町10－17571-0078真宗大谷派 山田  武司

常稱寺 門真市打越町５－12571-0029真宗大谷派 今井　健太郎
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

心願寺 門真市下島町14－33571-0075真宗大谷派 松井  聡

善福寺 門真市岸和田２－23－７571-0002真宗大谷派 野村　正示

即念寺 門真市小路町24－17571-0058真宗大谷派 洲崎  善範

超願寺 門真市垣内町７－30571-0065真宗大谷派 村上　奈津子

道徳寺 門真市堂山町20－22571-0059真宗大谷派 入江　健明

福圓寺 門真市大字下馬伏379571-0003真宗大谷派 岡﨑　要

本正寺 門真市城垣町３－３571-0072真宗大谷派 市川　博文

本乗寺 門真市一番町７－15571-0033真宗大谷派 冨田　弘子

本蓮寺 門真市江端町28－８571-0012真宗大谷派 門井　英

称名寺 門真市栄町５－23571-0047真宗興正派 福井　智行

明泉寺 門真市常称寺町12－31571-0063浄土宗 脇田  弘俊

寿命院 門真市幸福町12－15571-0066真言宗御室派 宇仁　国寿

寳藏寺 門真市城垣町１－16571-0072真言宗国分寺派 合田　和教

黄梅寺 門真市堂山町11－３571-0059曹洞宗 松浦  玉秀

景雲寺 門真市宮野町８－８571-0062曹洞宗 森口  光堂

安養寺 門真市上島町42－22571-0071曹洞宗 福原　利行

長福寺 門真市岸和田２－10－33571-0002曹洞宗 白石　博文

熊谷寺 門真市深田町18－２571-0042単立（仏教） 小澤  茂男

日本中台禅寺 門真市新橋町22-2571-0048単立（仏教） 釋　見督

日本バプテスト同盟門真
キリスト教会

門真市常盤町25－29571-0078日本バプテスト同盟 金井　望

エホバの証人の大阪府門
真市南野口会衆

門真市北島683－４571-0025単立（基督） 佐伯　和晃

天理教門真分教会 門真市大字桑才188571-0035天理教 北口　立朗

天理教東大門分教会 門真市本町２－16571-0046天理教 永　　住子

天理教浪誠分教会 門真市北島町６－３571-0026天理教 貝谷  公男

天理教森小路分教会 門真市北島町３－５571-0026天理教 小成　順子

天理教理王分教会 門真市舟田町17－14571-0021天理教 伊藤  實
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摂津市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

須佐之男命神社 摂津市千里丘３－15－15566-0001神社本庁 竹原  泰司

藤森神社 摂津市鳥飼西２－１－１566-0072神社本庁 森山  一正

味舌天満宮 摂津市三島３－９－３566-0022神社本庁 平井　知長

千里丘稲荷神社 摂津市千里丘東２－11－13566-0011単立（神社） 辻井　正房

味生神社 摂津市一津屋２－18－12566-0043単立（神社） 西野　　和之

味府神社 摂津市別府１－１－14566-0046単立（神社） 西野  一鋪

八幡宮 摂津市新在家１－１－23566-0055単立（神社） 西野  和之

勝久寺 摂津市千里丘東３－４－５566-0011浄土真宗本願寺派 牧　教寿

西誓寺 摂津市鳥飼上１－19－33566-0062浄土真宗本願寺派 千羽　信行

阿彌陀寺 摂津市一津屋２－13－３566-0043浄土真宗本願寺派 新庄　晃文

安楽寺 摂津市千里丘５－13－20566-0001浄土真宗本願寺派 山田　哲也

願正寺 摂津市鳥飼西１－３－17566-0072浄土真宗本願寺派 吉田　　行友

光蓮寺 摂津市新在家１－６－23566-0055浄土真宗本願寺派 西村　恵祥

勝安寺 摂津市鳥飼中１－19－８566-0064浄土真宗本願寺派 園田　啓太

正覚寺 摂津市千里丘東４－５－13566-0011浄土真宗本願寺派 野田　法隆

常願寺 摂津市別府１－６－10566-0046浄土真宗本願寺派 味府　照見

誓覺寺 摂津市鳥飼上１－13－27566-0062浄土真宗本願寺派 宮部　雅文

誓源寺 摂津市一津屋１－６－３566-0043浄土真宗本願寺派 野口  宗雄

専稱寺 摂津市千里丘４－10－32566-0001浄土真宗本願寺派 野田  法隆

明教寺 摂津市正雀３－17－35566-0023浄土真宗本願寺派 葭田  信壽

永福寺 摂津市庄屋１－１－６566-0012浄土真宗本願寺派 深田　敏弘

安楽寺 摂津市鳥飼下３－25－13566-0071真宗大谷派 十川　昭仁

慶徳寺 摂津市東正雀14－６566-0025真宗大谷派 井関　靖

西方寺 摂津市鳥飼八町１－７－５566-0061真宗大谷派 川那部　晴彦

善勝寺 摂津市鳥飼下２－24－11566-0071真宗大谷派 間　俊道

明善寺 摂津市三島２－11－18566-0022真宗大谷派 馬場　洸授

真福寺 摂津市鳥飼野々１－11－13566-0053浄土宗 児玉　慶典

長音寺 摂津市鳥飼中１－40－19566-0064浄土宗 友宗　文武

金剛院 摂津市千里丘３－10－５566-0001高野山真言宗 松政　晄道
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

妙楽寺 摂津市鳥飼下２－22－21566-0071日蓮宗 高橋  静園

天理教市田分教会 摂津市千里丘６－７－32566-0001天理教 高田　君子

天理教島下分教会 摂津市鳥飼下３－45－20566-0071天理教 山埜　正

天理教味島分教会 摂津市千里丘３－８－５566-0001天理教 樋野　正三
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高石市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

高石神社 高石市高師浜４－１－19592-0004神社本庁 門林　晃彦

等乃伎神社 高石市取石２－14－48592-0013神社本庁 石田　朝彦

金光教高師之浜教会 高石市高師浜３－17－36592-0004金光教 坂浦　輝真佐

金光教羽衣教会 高石市羽衣１－８－14592-0002金光教 松岡  雍人

楷定寺 高石市取石２－24－11592-0013浄土真宗本願寺派 藤岡　延樹

光秀寺 高石市千代田５－４－23592-0005浄土真宗本願寺派 西居  元之

善稱寺 高石市綾園６－16－25592-0014浄土真宗本願寺派 藤田  正史

圓徳寺 高石市千代田１－11－28592-0005真宗大谷派 松井  敦

念通寺 高石市千代田１－20－５592-0005真宗大谷派 奥野　賢

不断寺 高石市高師浜３－18－13592-0004浄土宗 福原  隆宏

光月院 高石市羽衣１－21－５592-0002浄土宗 田村  文洋

専称寺 高石市綾園２－２－17592-0014浄土宗 丹農  秀知

大王寺 高石市高師浜１－16－24592-0004浄土宗 佐藤　玄徳

聖宝寺 高石市千代田５－２－11592-0005真言宗醍醐派 肥田  貴志

澄明寺 高石市取石６－８－39592-0013日蓮正宗 小口　正弁

最上寺 高石市取石5-2-35592-0013単立（仏教） 山本　優心

聖光会 高石市取石５－４－５592-0013単立（仏教） 中條  秀美

日本基督教団高石教会 高石市高師浜１－４－３592-0004日本基督教団 古 　莊八

日本基督教団浜寺教会 高石市東羽衣１－５－35592-0003日本基督教団 井上　啓史

天理教泉園分教会 高石市綾園６－16－17592-0014天理教 仲尾　登

天理教四海浦分教会 高石市千代田６－14－21592-0005天理教 阪口　宣広

天理教高師浜分教会 高石市羽衣１－22－８592-0002天理教 山尾　慶道
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藤井寺市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

産土神社 藤井寺市小山４－７－９583-0033神社本庁 伊藤　進

大山咋神社 藤井寺市船橋町８－30583-0003神社本庁 南坊城　光興

辛國神社 藤井寺市藤井寺１－19－14583-0024神社本庁 伊藤　進

黒田神社 藤井寺市北條町１－23583-0002神社本庁 隅谷  尚典

國府八幡神社 藤井寺市国府１－４－56583-0006神社本庁 南坊城　光興

古室八幡神社 藤井寺市古室２－１－15583-0013神社本庁 南坊城　光興

澤田八幡神社 藤井寺市沢田４－２－３583-0011神社本庁 南坊城　光興

志貴縣主神社 藤井寺市惣社１－６－23583-0005神社本庁 南坊城　光興

志疑神社 藤井寺市大井３－９－16583-0008神社本庁 隅谷  尚典

津堂八幡神社 藤井寺市津堂41583-0037神社本庁 伊藤　進

道明寺天満宮 藤井寺市道明寺１－16－40583-0012神社本庁 南坊城　光興

伴林氏神社 藤井寺市林３－６－30583-0007神社本庁 三嶋　彰

野中神社 藤井寺市野中２－１583-0014神社本庁 西澤　誠剛

土師里八幡神社 藤井寺市道明寺１－８－４583-0012神社本庁 南坊城　光興

金光教藤井寺教会 藤井寺市春日丘１－10－３583-0026金光教 西川　良典

極楽寺 藤井寺市沢田３－12－７583-0011浄土真宗本願寺派 本多　律子

専念寺 藤井寺市津堂２－４－３583-0037浄土真宗本願寺派 細木  博

蓮休寺 藤井寺市国府１－５－27583-0006浄土真宗本願寺派 本田　律子

誓願寺 藤井寺市大井３－11－52583-0008浄土真宗本願寺派 秦  　慶照

光乘寺 藤井寺市岡１－11－12583-0027浄土真宗本願寺派 水原　信行

浄元寺 藤井寺市野中３－９－９583-0014浄土真宗本願寺派 武部　彰範

真光寺 藤井寺市道明寺４－２－９583-0012浄土真宗本願寺派 佐々木泰純

善正寺 藤井寺市林６－４－７583-0007浄土真宗本願寺派 藤澤　英浄

寳城寺 藤井寺市北条町６－22583-0002浄土真宗本願寺派 安藤　秀雄

妙樂寺 藤井寺市小山４－10－17583-0033浄土真宗本願寺派 森川　邦洋

正念寺 藤井寺市大井３－11－41583-0008真宗大谷派 狭霧  勁

宗徳寺 藤井寺市道明寺１－８－７583-0012真宗大谷派 松山　隆

長因寺 藤井寺市小山４－９－９583-0033真宗大谷派 四ツ井泰資

南溪寺 藤井寺市藤井寺１－15－11583-0024真宗大谷派 竹林  正憲
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

妙雲寺 藤井寺市古室１－５－20583-0013真宗大谷派 狭霧  洋

養源寺 藤井寺市船橋町８－29583-0003真宗大谷派 松田　一道

了信寺 藤井寺市惣社１－６－25583-0005真宗大谷派 髙間　弘昭

浄宗寺 藤井寺市野中３－９－16583-0014真宗興正派 藤井  爲行

尊光寺 藤井寺市林４－４－５583-0007真宗興正派 鈴木  孝承

善光寺 藤井寺市小山１－16－39583-0033浄土宗 森  正義

宗善寺 藤井寺市道明寺２－４－３583-0012浄土宗 小澤　善雄

入信寺 藤井寺市大井２－６－16583-0008浄土宗 中村  寛行

称念寺 藤井寺市小山４－10－3583-0033融通念佛宗 西野　茂

道明寺 藤井寺市道明寺１－14－31583-0012真言宗御室派 六條  照瑞

葛井寺 藤井寺市藤井寺１－16－21583-0024真言宗御室派 森  快隆

鶴松寺 藤井寺市沢田４－７－12583-0011本門佛立宗 中西　誠

隆泉寺 藤井寺市小山藤の里町14－
10

583-0034本派日蓮宗 中川　貴博

身力寺 藤井寺市大井４－１６－１６583-0008本化日蓮宗 山田　利博

潮音寺 藤井寺市国府１－４－55583-0006臨済宗永源寺派 水野　悟

清圓寺 藤井寺市小山４－７－12583-0033曹洞宗 尾関  中正

日本基督教団美陵教会 藤井寺市恵美坂１－９－11583-0036日本基督教団 樋川  義國

エホバの証人の大阪府大
阪南部会衆

藤井寺市小山6-6-13583-0033単立（基督） 松川　義仁

藤井寺キリスト教会 藤井寺市小山１－２－２583-0033単立（基督） 池田　豊

天理教惠我ノ里分教会 藤井寺市野中２－２－９583-0014天理教 下村　広一

天理教大惠津分教会 藤井寺市小山５－９－６583-0033天理教 山田  光治

天理教大河藤分教会 藤井寺市藤井寺１－10－２583-0024天理教 川口　育代

天理教此河内分教会 藤井寺市大井５－８－25583-0008天理教 西口  利貞

天理教東大光分教会 藤井寺市東藤井寺町14－６583-0022天理教 岡田  隆夫

天理教道明分教会 藤井寺市大井３－７－15583-0008天理教 脇田  廣道

天理教鷲藤分教会 藤井寺市御舟町５－21583-0021天理教 橋本  時子

高麗木教会 藤井寺市春日丘１－５－７583-0026単立(諸教） 鹿熊　幸之進
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

稲葉神社 東大阪市稲葉４２１578-0925神社本庁 山根　真人

天神社 東大阪市御厨１－４－29577-0032神社本庁 田原　精二

池島神社 東大阪市池島町３－８－８579-8064神社本庁 山畑　阿登視

彌榮神社 東大阪市中小阪２－３－22577-0804神社本庁 芦田  克彦

産土神社 東大阪市南鴻池町２－１－10578-0961神社本庁 榎本  雅一

大賀世神社 東大阪市横小路町２－１－45579-8063神社本庁 古川　猛

春日若宮神社 東大阪市荒本149－２577-0023神社本庁 川井　昌光

菅原神社 東大阪市新家3-7-3577-0025神社本庁 深見　龍三

都留彌神社 東大阪市荒川３－20－18577-0843神社本庁 竹内　利典

徳庵神社 東大阪市徳庵本町８－11577-0001神社本庁 小笠原　一仁

仲村神社 東大阪市菱江２－２－50578-0984神社本庁 川井　昌光

波牟許曽神社 東大阪市長瀬町１－10－９577-0832神社本庁 岡市　敬次

瓢箪山稲荷神社 東大阪市瓢箪山町８－１579-8051神社本庁 山畑　阿登視

枚岡神社 東大阪市出雲井町７－16579-8033神社本庁 中東　弘

布施戎神社 東大阪市足代１－15－21577-0841神社本庁 加茂　弘

三十八神社 東大阪市西岩田１－８－21578-0947神社本庁 川井　昌光

御劔神社 東大阪市友井３－11－１577-0816神社本庁 齊藤　一也

若江鏡神社 東大阪市若江南町２－３－９578-0943神社本庁 奥野  紀

春日神社 東大阪市布市町３－８－64579-8004単立（神社） 江川　秀和

稲田八幡神社 東大阪市稲田本町２－24－
36

577-0007単立（神社） 髙林　淑子

石田神社 東大阪市岩田町４－11－13578-0941単立（神社） 大森　　邦彦

宇波神社 東大阪市加納２－19－26578-0901単立（神社） 辰已　義一

大津神社 東大阪市水走２－15－45578-0921単立（神社） 木積　一公

梶無神社 東大阪市六万寺町３－14－
31

579-8061単立（神社） 川上  惠三

春日神社 東大阪市善根寺町６－７－67579-8001単立（神社） 高松　佑吉

春日神社 東大阪市吉田２－６－22578-0924単立（神社） 木積　一公

春日神社 東大阪市今米１－18－36578-0903単立（神社） 米田　直樹

春日神社 東大阪市横枕南３－１６578-0955単立（神社） 芦田  克彦

春日神社 東大阪市池之端町11－14579-8002単立（神社） 池田　博信
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鴨高田神社 東大阪市高井田元町１－５－
３

577-0054単立（神社） 東　充康

川俣神社 東大阪市川俣本町10－38577-0064単立（神社） 髙林　正浩

栗原神社 東大阪市吉原２－10－33578-0904単立（神社） 西川　克宏

小坂神社 東大阪市下小阪３－５－43577-0803単立（神社） 内藤　和子

古箕輪八幡宮 東大阪市古箕輪1-19-15578-0915単立（神社） 菱井　進

丹波神社 東大阪市日下町１－４－46579-8003単立（神社） 木積　一元

津原神社 東大阪市花園本町１－４－23578-0937単立（神社） 米田　隆史

長瀬神社 東大阪市衣摺１－４－25577-0827単立（神社） 津山　哲

長田神社 東大阪市長田２－８－18577-0015単立（神社） 神田　正渡

西堤神社 東大阪市西堤１－11－13577-0042単立（神社） 太田    孝

八幡神社 東大阪市森河内西２－32－１577-0061単立（神社） 滝沢　連太郎

八幡神社 東大阪市上小阪４－11－18577-0806単立（神社） 竹中　信幸

彌刀神社 東大阪市近江堂１－12－15577-0817単立（神社） 奥田　廣幸

彌栄神社 東大阪市宝持２－７－12577-0805単立（神社） 竹中　久

金光教三ノ瀬教会 東大阪市寺前町１－３－14577-0845金光教 山田　仁胤

金光教枚岡教会 東大阪市新町３－26579-8037金光教 於勢  嘉直

金光教布施教会 東大阪市足代１－11－５577-0841金光教 村上　順蔵

金光教道広教会 東大阪市東石切町１－８－53579-8011金光教 稲垣  菊雄

金光教小阪教会 東大阪市小阪本町２－５－12577-0802金光教 近藤　久美子

大神教明神中教会 東大阪市足代２－９577-0841大神教 松浦　重三郎

神道大教高良中教会 東大阪市太平寺１－３－３577-0844神道大教 芳村　秀昭

扶桑教金神教会 東大阪市菱屋西3-14-20577-0807扶桑教 福田　悠一

神理教河内教会 東大阪市豊浦町１－19579-8031神理教 南口  美代

明正教叶分教会 東大阪市吉原２－４－32579-8004明正教 木戸　大輔

明正教高丸分教会 東大阪市客坊町７－17579-8043明正教 仲村　信一

明正教本部 東大阪市上石切町２－1260
－２

579-8012明正教 湯槙  禎彦

いのちの会啓心教会 東大阪市西堤本通西１－14
－１

577-0046いのちの会 松永　浩一

神道石切教石切劔箭神社 東大阪市東石切町１－１－１579-8011神道石切教 木積　智子

神道石切教玉川教会 東大阪市角田３－６－20578-0912神道石切教 藤戸  佐朋

神一條教本部教会 東大阪市三ノ瀬２－３－23577-0849神一條教 米谷　千恵子

御柱教教会本部 東大阪市菱屋西４－１－24577-0807御柱教 篠原　明男
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大石教会 東大阪市山手町12－21579-8022単立（神道） 栗林  祥介

白光教 東大阪市上石切町２－３５－
３

579-8012単立（神道） 中谷　和博

神道石切教会 東大阪市上石切町2-36-16579-8012単立（神道） 松山  美則

神道三太気教会 東大阪市布市町２－９－３579-8004単立（神道） 三好  直彦

神道龍王教会 東大阪市昭和町５－23579-8046単立（神道） 藤井　一朗

角田神社 東大阪市角田3-3-6578-0912単立（神道） 西岡　輝男

西教寺 東大阪市横小路町２－２－４579-8063浄土真宗本願寺派 横川隆哉

永照寺 東大阪市永和２－24－33577-0809浄土真宗本願寺派 仁部　頼人

大親寺 東大阪市金岡４－４－２577-0823浄土真宗本願寺派 石川  大恵

安養寺 東大阪市四条町15－７579-8053浄土真宗本願寺派 龍本  秀隆

浄福寺 東大阪市本庄１－６－13578-0953浄土真宗本願寺派 西村  哲夫

真行寺 東大阪市長瀬町１－19－６577-0832浄土真宗本願寺派 萩本  秀憲

華園寺 東大阪市花園本町１－５－30578-0937浄土真宗本願寺派 山田　寛英

西方寺 東大阪市菱屋西１－14－33577-0807浄土真宗本願寺派 古川　顕真

教蓮寺 東大阪市中石切町２－８－18579-8014浄土真宗本願寺派 楠林　慎爾

正光寺 東大阪市出雲井本町７－11579-8034浄土真宗本願寺派 藤本　章隆

息徳寺 東大阪市六万寺町１－２－11579-8061浄土真宗本願寺派 佐々木　哲也

明専寺 東大阪市足代北２－６－22577-0058浄土真宗本願寺派 松村　秀方

乗教寺 東大阪市荒本2-2-17577-0023浄土真宗本願寺派 堯　義就

安養寺 東大阪市寿町３－５－４577-0837浄土真宗本願寺派 臼杵　素直

安樂寺 東大阪市吉田３－５－36578-0924浄土真宗本願寺派 吉本　峯雄

安樂寺 東大阪市足代１－６－18577-0841浄土真宗本願寺派 吉本　峯雄

横枕寺 東大阪市横枕826578-0954浄土真宗本願寺派 河野  哲男

願船寺 東大阪市三島３－13－17578-0966浄土真宗本願寺派 森　正哉

教岸寺 東大阪市岩田町５－10－11578-0941浄土真宗本願寺派 森岡  良秀

光讃寺 東大阪市三ノ瀬２－５－17577-0849浄土真宗本願寺派 辻本　直之

光乗寺 東大阪市豊浦町10－５579-8031浄土真宗本願寺派 藤橋　雅博

光明寺 東大阪市稲葉２－６－48578-0925浄土真宗本願寺派 辻本　弘昭

光養寺 東大阪市中石切町２－５－11579-8014浄土真宗本願寺派 辻本  謙嗣

極楽寺 東大阪市玉串元町２－４－30578-0933浄土真宗本願寺派 山田  重範

西願寺 東大阪市長田２－11－26577-0015浄土真宗本願寺派 高丘　泰之
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西光寺 東大阪市吉原１－２－28578-0904浄土真宗本願寺派 藤井  教行

西庄寺 東大阪市菱江１－21－26578-0984浄土真宗本願寺派 松井  大照

西福寺 東大阪市古箕輪１－10－16578-0915浄土真宗本願寺派 高丘    俊

西法寺 東大阪市吉田本町３－２－35578-0982浄土真宗本願寺派 田中　成和

西陽寺 東大阪市川田２－13－19578-0905浄土真宗本願寺派 高岡　俊夫

西樂寺 東大阪市御厨１－４－３１577-0032浄土真宗本願寺派 阪口  恵章

浄榮寺 東大阪市水走１－３－57578-0921浄土真宗本願寺派 天野　正亮

浄圓寺 東大阪市新庄1-7-32578-0963浄土真宗本願寺派 木村　俊哉

正行寺 東大阪市稲田本町２－25－
37

577-0007浄土真宗本願寺派 出原　研之

浄慶寺 東大阪市池島町１－３－15579-8064浄土真宗本願寺派 吉水　文夫

松原寺 東大阪市松原１－10－25578-0922浄土真宗本願寺派 天野　正亮

浄向寺 東大阪市立花町15－４579-8023浄土真宗本願寺派 西原　法興

常照寺 東大阪市上小阪４－７－22577-0806浄土真宗本願寺派 辻本  戒雲

乗誓寺 東大阪市玉串元町１－５－24578-0933浄土真宗本願寺派 德山　恵子

正善寺 東大阪市友井２－33－26577-0816浄土真宗本願寺派 藤原　修

正福寺 東大阪市吉田下島17－９578-0983浄土真宗本願寺派 田中　成和

稱名寺 東大阪市西石切町３－８－10579-8013浄土真宗本願寺派 藤尾　真成

称揚寺 東大阪市日下町２－７－20579-8003浄土真宗本願寺派 沙々木  順

信行寺 東大阪市若江北町３－１－30578-0945浄土真宗本願寺派 神戸　修

真光寺 東大阪市本庄西１－９－２３578-0965浄土真宗本願寺派 武田　善宣

清證寺 東大阪市今米１－11－６578-0903浄土真宗本願寺派 森田　瑞穂

専宗寺 東大阪市五条町４－４579-8042浄土真宗本願寺派 天野　覚亮

善徳寺 東大阪市加納２－７－22578-0901浄土真宗本願寺派 高岡  英俊

善福寺 東大阪市吉田６－３－２578-0924浄土真宗本願寺派 西山　雲樹

善林寺 東大阪市東山町13－21579-8027浄土真宗本願寺派 石田　毅

大乗寺 東大阪市森河内西２－27－６577-0061浄土真宗本願寺派 福本　群

大乗寺 東大阪市布市町２－９－４579-8004浄土真宗本願寺派 辻本　信英

等覺寺 東大阪市東石切町２－８－28579-8011浄土真宗本願寺派 髙庫　俊了

法性寺 東大阪市水走２－13－３578-0921浄土真宗本願寺派 加賀　亮至

本照寺 東大阪市寿町２－８－１577-0837浄土真宗本願寺派 鴬地  正隆

明徳寺 東大阪市若江南町４－１－２578-0943浄土真宗本願寺派 毛利　正史
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明樂寺 東大阪市菱江１－11－26578-0984浄土真宗本願寺派 棚瀬　せつ子

蓮浄寺 東大阪市若江北町３－４－５578-0945浄土真宗本願寺派 毛利　正史

乗蓮寺 東大阪市永和２－６－４577-0809真宗大谷派 稲垣  淨

恩教寺 東大阪市川俣本町２－14577-0064真宗大谷派 和田  裕之

祐光寺 東大阪市大蓮東２－８－11577-0824真宗大谷派 宮浦　一郎

念通寺 東大阪市荒川３－17－28577-0843真宗大谷派 尾野田　正暁

光泉寺 東大阪市菱屋西３－14－10577-0807真宗大谷派 奥田　勢至

常徳寺 東大阪市渋川町１－５－34577-0836真宗大谷派 中原  元

雲乗寺 東大阪市西上小阪４－３577-0811真宗大谷派 長谷部常晃

圓満寺 東大阪市長田西２－10－１577-0016真宗大谷派 小谷　　眞智
子

願行寺 東大阪市長瀬町１－11－14577-0832真宗大谷派 岡橋　　良信

教覚寺 東大阪市客坊町９－14579-8043真宗大谷派 天野  良典

究竟寺 東大阪市横沼町２－９－14577-0808真宗大谷派 礪波　恵昭

光泉寺 東大阪市衣摺３－15－25577-0827真宗大谷派 疋田　啓幸

光満寺 東大阪市柏田本町７－24577-0834真宗大谷派 梶原　　誓

西岸寺 東大阪市岸田堂北町７－23577-0846真宗大谷派 勝  真澄

西善寺 東大阪市中野582578-0913真宗大谷派 頼尊  聖

浄願寺 東大阪市瓜生堂１－16－３578-0946真宗大谷派 小寺  武弘

浄休寺 東大阪市岩田町５－11－13578-0941真宗大谷派 廣瀬　慶弘

勝光寺 東大阪市宝持４－３－18577-0805真宗大谷派 榊原　泰生

浄光寺 東大阪市長堂１－21－15577-0056真宗大谷派 浅野　景司

勝念寺 東大阪市太平寺１－９－４577-0844真宗大谷派 礪波　恵昭

稱名寺 東大阪市川田２－13－17578-0905真宗大谷派 山向  重尊

称揚寺 東大阪市日下町２－７－23579-8003真宗大谷派 大戸　周

眞願寺 東大阪市小若江１－８－15577-0818真宗大谷派 藤井　隆

瑞専寺 東大阪市池之端町９－20579-8002真宗大谷派 大戸　周

泉證寺 東大阪市池島町４－１－29579-8064真宗大谷派 藤澤　弘隆

即得寺 東大阪市善根寺町６－１－19579-8001真宗大谷派 大戸  俊彦

存空寺 東大阪市稲田本町２－25－
34

577-0007真宗大谷派 長谷　教洋

轉輪寺 東大阪市稲田上町１－９－18577-0002真宗大谷派 成尾　嘉暢

徳因寺 東大阪市中小阪３－３－８577-0804真宗大谷派 稲垣　直来
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念正寺 東大阪市高井田元町２－21
－９

577-0054真宗大谷派 三明　暢生

佛願寺 東大阪市近江堂１－８－26577-0817真宗大谷派 田中　祥晴

仏名寺 東大阪市加納２－16－１578-0901真宗大谷派 水野  昇

法観寺 東大阪市御厨３－５－１８577-0032真宗大谷派 廣瀨　俊

法敬寺 東大阪市友井４－２－21577-0816真宗大谷派 静谷　恭子

聞称寺 東大阪市箕輪206578-0914真宗大谷派 頼尊　聖

蓮信寺 東大阪市足代１－15－10577-0841真宗大谷派 相馬　方行

西運寺 東大阪市高井田元町１－15
－27

577-0054真宗仏光寺派 竹村　智子

稱光寺 東大阪市森河内西１－33－
22

577-0061真宗仏光寺派 恩智　勇

宝林寺 東大阪市森河内西１－22－
41

577-0061真宗仏光寺派 向井  公夫

本光寺 東大阪市高井田元町２－28
－３

577-0054真宗仏光寺派 善本　和彦

光教寺 東大阪市荒本2-15-24577-0023真宗興正派 神舘　広昭

明教寺 東大阪市角田３－７－27578-0912真宗興正派 菅野  明

善友寺 東大阪市足代南２－３－19577-0842真宗高田派 平田　教信

慈眼寺 東大阪市池島町２－６－３579-8064浄土宗 杉森　隆志

愛郷寺 東大阪市小阪本町２－７－18577-0802浄土宗 杉岡　法夫

観音寺 東大阪市新家３－７－４577-0025浄土宗 山田  祥隆

極楽寺 東大阪市東山町10－６579-8027浄土宗 金輪  隆法

重願寺 東大阪市山手町12－３579-8022浄土宗 小西  行雄

摂取庵 東大阪市長田２－８－８577-0015浄土宗 山田  祥隆

貞松院 東大阪市下小阪１－27－15577-0803浄土宗 松本　兼典

薬師寺 東大阪市若江北町３－11－１578-0945浄土宗 杉岡　秀夫

了幸寺 東大阪市池島町２－６－３579-8064浄土宗 杉森　隆志

大念寺 東大阪市大蓮東２－６－11577-0824融通念佛宗 栗山　元一

一乗寺 東大阪市長田2-8-19577-0015融通念佛宗 福山　明徳

圓通寺 東大阪市森河内西１－34－
26

577-0061融通念佛宗 神崎  壽甫

観音寺 東大阪市西石切町２－８－46579-8013融通念佛宗 村尾  良博

西光寺 東大阪市岩田町５－12－15578-0941融通念佛宗 村尾　竜一

西昌寺 東大阪市吉田２－７－５578-0924融通念佛宗 磯田  時雄

浄雲寺 東大阪市下小阪２－４－11577-0803融通念佛宗 増池　明俊

浄國寺 東大阪市豊浦町８－９579-8031融通念佛宗 伊藤　斉祐
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常福寺 東大阪市柏田本町８－５577-0834融通念佛宗 河島　博

専正寺 東大阪市西岩田１－８－19578-0947融通念佛宗 森田  道和

専念寺 東大阪市加納１５578-0901融通念佛宗 森田　周克

大善寺 東大阪市池島町１－４－４579-8064融通念佛宗 吉村  暲英

大通寺 東大阪市西堤楠町３－５－18577-0047融通念佛宗 尾崎　寛雄

長覚寺 東大阪市衣摺２－10－23577-0827融通念佛宗 中村　謙一　

長寿寺 東大阪市若江本町４－９－３578-0942融通念佛宗 森田　周克

念唱寺 東大阪市高井田西１－１０９０577-0067融通念佛宗 関本　明正

念佛寺 東大阪市御厨１－５－50577-0038融通念佛宗 濱田  全眞

菩提寺 東大阪市善根寺町６－１－26579-8001融通念佛宗 山田  隆教

三光寺 東大阪市足代３－９－10577-0841高野山真言宗 伊東　光順

大観音寺 東大阪市上石切町２－２０－
２７

579-8012高野山真言宗 菅野  公友

大宝寺 東大阪市南鴻池町２－５－34578-0961高野山真言宗 村本　芳円

観音寺 東大阪市東豊浦町1219－１579-8032真言宗醍醐派 布野　善乗

興法寺 東大阪市上石切町２－1533579-8012真言宗醍醐派 水守　俊明

八代龍王神感寺 東大阪市上四条町1915579-8052真言宗醍醐派 岩佐　　亮演

霊光院 東大阪市上四条町23－23579-8052真言宗醍醐派 渡辺  密祐

法徳院不動教会 東大阪市三ノ瀬１－８577-0849真言宗国分寺派 岩井  明道

額田寺 東大阪市南荘町14－20579-8024真言毘盧舎那宗 畦田　清誠

慈光寺 東大阪市東豊浦町1823579-8032真言毘盧舎那宗 槙尾  実英

千手寺 東大阪市東石切町３－３－16579-8011真言毘盧舎那宗 木下　悠弘

長栄寺 東大阪市高井田元町１－11
－１

577-0054新真言宗 上月　守

勧成院 東大阪市東豊浦町８－５579-8032日蓮宗 松尾  恵行

宝樹寺 東大阪市菱屋西６－１－28577-0807日蓮宗 和田　龍政

妙政寺 東大阪市加納２－21－24578-0901日蓮宗 松井  英光

日正寺 東大阪市加納２－２－31578-0901日蓮宗 宮嶋  瑞仁

境智院 東大阪市日下町６－１－５579-8003日蓮宗 橋本　貫宏

光妙院 東大阪市吉田２－９－35578-0924日蓮宗 今井  貫英

上行院 東大阪市立花町10－26579-8023日蓮宗 仲西　龍映

大安寺 東大阪市上石切町２－1206
－12

579-8012日蓮宗 池田　千恵

日蓮宗岩屋教会 東大阪市上石切町２－1600579-8012日蓮宗 宮本　惠豊
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日蓮宗慈光教会 東大阪市足代３－６－８577-0841日蓮宗 松井　英光

龍泉寺 東大阪市森河内西１－32－
24

577-0061日蓮宗 下土井　龍永

蓮城寺 東大阪市若江南町２－３－７578-0943日蓮宗 笹川　行恒

法泉寺 東大阪市永和２－24－４577-0809本門法華宗 井村　憲史

薬蓮寺 東大阪市昭和町21－８579-8046本門法華宗 増田徳隆

法照寺 東大阪市東豊浦町９－12579-8032法華宗（真門流） 寺田　脩佑

浄風寺 東大阪市瓜生堂３－１－18578-0946本門佛立宗 西村　有生

本泉寺 東大阪市若江東町３－３－15578-0935本門佛立宗 橋本　通利

調御寺 東大阪市御厨南２－６－15577-0034日蓮正宗 長野　経道

国柱会近畿地方連合局 東大阪市高井田本通３－３－
22

577-0066国柱会 石見  哲三

宝積寺 東大阪市六万寺町1743579-8061天台宗 黒田   実

意岐部春の宮教会 東大阪市荒本８０７－３577-0011金峯山修験本宗 北野　秀実

金龍山寺 東大阪市若江本町２－10－
14

578-0942金峯山修験本宗 高山　みつえ

鞍馬山護国院 東大阪市東豊浦町2-7535-0012金峯山修験本宗 中村　好男

天龍院 東大阪市山手町2054579-8022金峯山修験本宗 五条  覚雄

不動寺 東大阪市山手町12－５579-8022金峯山修験本宗 西畑　芳男

若江不動教会 東大阪市若江本町３－４－33578-0942金峯山修験本宗 内堀　文雄

白鳳院 東大阪市源氏ケ丘４－27577-0822和宗 荒牧　観雲

醍醐寺 東大阪市横小路町１－２－53579-8063臨済宗妙心寺派 吉本　均

永照庵 東大阪市荒川２－20－16577-0843曹洞宗 稲本  鶴法

観音寺 東大阪市稲田本町３－27－
12

577-0007曹洞宗 松井　美惠子

洞源庵 東大阪市小阪本町１－４－７577-0802曹洞宗 山本　哲也

普明寺 東大阪市吉田３－８－48578-0924曹洞宗 照井　眞哉

常光院 東大阪市横小路町１－３－23579-8063黄檗宗 池田　寿

正興寺 東大阪市東石切町２－６－55579-8011黄檗宗 中村　太郎

大龍寺 東大阪市日下町８－３－57579-8003黄檗宗 白木  隆彦

妙徳寺 東大阪市額田町２－32579-8021黄檗宗 真田　徳泰

生駒白水山八大龍王本山
龍光寺

東大阪市山手町2028630-0272生駒白水山釈王宗 西園　章子

金照山　鷲山寺 東大阪市稲田新町2-29-14577-0004華厳宗 北村　良準

教応寺 東大阪市四条町1152579-8052単立（仏教） 田上  義弘

観音寺 東大阪市山手町2153579-8022単立（仏教） 尹  壬出
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妙寿寺 東大阪市出雲井本町８－25579-8034単立（仏教） 田居　範子

阿弥陀香山寺 東大阪市長瀬町２－６－19577-0832単立（仏教） 白井　修

延命寺 東大阪市菱屋西４－５－15577-0807単立（仏教） 奥野　智晴

往生院六万寺 東大阪市六万寺町１－22－
36

579-8061単立（仏教） 川口  哲秀

観音寺 東大阪市西岩田１－２－21578-0947単立（仏教） 宮﨑　昌憲

幸楽寺 東大阪市荒川１－14－３577-0843単立（仏教） 山村　真一

極楽寺 東大阪市上四条町25－19579-8052単立（仏教） 李  康子

金剛寺 東大阪市山手町1983－４579-8022単立（仏教） 川合　善大

ジーエルエー関西本部 東大阪市金岡１－５－12577-0823単立（仏教） 山本邦男

十二社権現寺 東大阪市六万寺町１－815579-8061単立（仏教） 菊田　惠子

清光寺 東大阪市上石切町２－1604
－３

579-8012単立（仏教） 冨田　耕

諦観仏教会館 東大阪市足代北２－16－８577-0058単立（仏教） 森岡　忠重

大仏寺 東大阪市東石切町３－11－
30

579-8011単立（仏教） 阪本  美枝

徳成寺 東大阪市五条町1472－２579-8042単立（仏教） 安田　恵子

白光教白光教会 東大阪市荒本春宮町875577-0023単立（仏教） 川畑　弘美

仏道妙見開運教会 東大阪市日下町７－６－46579-8003単立（仏教） 井上  家昌

宝光寺 東大阪市上四条町25－29579-8052単立（仏教） 橋本  慈円

本良辨教金鷲山良願寺 東大阪市徳庵本町６－８577-0001単立（仏教） 前田　芳嗣

妙蓮寺 東大阪市大蓮北２－18－18577-0826単立（仏教） 武田　年弘

臨済宗玉雲院 東大阪市日下町１－９－30579-8003単立（仏教） 高田　典幸

霊岩寺 東大阪市日下町１－９－13579-8003単立（仏教） 大西　弘高

日本基督教団稲田教会 東大阪市稲田本町３－26－
10

577-0007日本基督教団 浅野　恒

日本基督教団　東大阪教
会

東大阪市南荘町３－19579-8024日本基督教団 脇田　眞一

日本基督教団小阪教会 東大阪市小阪本町２－６－26577-0802日本基督教団 中西　真二

日本基督教団枚岡教会 東大阪市鷹殿町12－34579-8036日本基督教団 浅見    覚

日本自由メソヂスト布施源
氏ケ丘教会

東大阪市源氏ケ丘16－10577-0822日本自由メソヂスト
教団

安藤　眞一

日本イエス・キリスト教団
放出教会

東大阪市森河内西１－29－
18

577-0061日本イエス・キリスト
教団

薮野　潤一

基督兄弟団大阪教会 東大阪市菱屋西２－８－30577-0807基督兄弟団 寺東　真也

日本メノナイト・ブレザレン
教団長瀬キリスト教会

東大阪市小若江３－２－39577-0818日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

藤井　義生

エホバの証人の東大阪市
中央会衆

東大阪市今米１－14－２578-0903単立（基督） 下屏　公司

大阪鴻池神の教会 東大阪市鴻池町１－30－38578-0972単立（基督） 植松  光春
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大阪シオン教会 東大阪市岩田町５－15－28578-0941単立（基督） 安達　隆夫

活水基督大阪教会 東大阪市今米１－11－11578-0903単立（基督） 今井　雄一

花園キリスト教会 東大阪市花園本町１－２－８578-0937単立（基督） 爲房　晃夫

東大阪に在る教会 東大阪市大蓮東1-7-19577-0824単立（基督） 坊木　佳人

ベタニヤチャーチ 東大阪市小阪1-13-13577-0801単立（基督） 吉田　茂樹

天理教阿木野分教会 東大阪市菱屋東２－18－25578-0948天理教 西川　和正

天理教阿波座分教会 東大阪市森河内東１－20－３577-0062天理教 米田  和彦

天理教意岐部分教会 東大阪市岩田町１－３－４578-0941天理教 木田　宏之

天理教石切分教会 東大阪市中石切町625－１579-8014天理教 桝谷　克己

天理教泉播分教会 東大阪市四条町５－10579-8053天理教 中島　雅春

天理教泉博分教会 東大阪市吉田２－８－12578-0924天理教 林  光代

天理教磯和分教会 東大阪市喜里川町10－25579-8041天理教 奥田  昌己

天理教磐舟分教会 東大阪市岩田町５－20－19578-0941天理教 角田　真也

天理教甕善分教会 東大阪市高井田西１－６－18577-0067天理教 神田  善之

天理教桜陽分教会 東大阪市小若江１－４－14577-0818天理教 大津  真一

天理教大阪分教会 東大阪市上石切町2-26-9579-8012天理教 飯降　力

天理教大長瀬分教会 東大阪市大蓮東２－８－３577-0824天理教 田中　一行

天理教大蓮分教会 東大阪市大蓮東３－６－27577-0824天理教 種村  秋夫

天理教岡垣分教会 東大阪市長瀬町３－７－31577-0832天理教 中川恵一郎

天理教尾阪分教会 東大阪市永和２－９－３577-0809天理教 嶋田　成人

天理教上大照分教会 東大阪市東石切町６－３－15579-8011天理教 野村　民藏

天理教河北分教会 東大阪市昭和町14－11579-8046天理教 橋本  要

天理教川阪分教会 東大阪市柏田西１－９－７577-0835天理教 石村　匡伸

天理教咸興分教会 東大阪市花園東町１－４－25578-0931天理教 柏木　桂子

天理教神凍分教会 東大阪市俊徳町５－４－26577-0831天理教 太田　宗孝

天理教清河内分教会 東大阪市川田２－19－16578-0905天理教 藤川  和彦

天理教旭園分教会 東大阪市花園本町２－５－16578-0937天理教 松田  信次

天理教旭道分教会 東大阪市荒川３－14－１577-0843天理教 山村  恵一

天理教玉東分教会 東大阪市御厨栄町２－２－10577-0036天理教 奥野　芳司

天理教楠根分教会 東大阪市友井３－５－９577-0816天理教 福田　吉和

天理教郡昭分教会 東大阪市横沼町１－５－28577-0808天理教 城野  幸男
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教高南一分教会 東大阪市松原１－７－４578-0922天理教 上田　和明

天理教高南誠輝分教会 東大阪市菱江193578-0984天理教 大西  勇

天理教小阪分教会 東大阪市菱屋西５－８－６577-0807天理教 中野　和美

天理教越阪分教会 東大阪市東石切町3－2－10579-8011天理教 遠藤　喜代彦

天理教咲塩分教会 東大阪市南荘町４－10579-8024天理教 有本　妙子

天理教里永分教会 東大阪市大蓮東５－12－４577-0824天理教 山田  章士

天理教左森分教会 東大阪市新家３－１－10577-0025天理教 杢野八重子

天理教三大分教会 東大阪市上四条町16－28579-8052天理教 松下  實

天理教澁川分教会 東大阪市上小阪３－11－24577-0806天理教 北川　理智

天理教澁阪分教会 東大阪市下小阪１－12－21577-0803天理教 北川  一臣

天理教島船分教会 東大阪市中小阪２－10－１577-0804天理教 島田　義史

天理教清水町分教会 東大阪市稲葉３－13－６578-0925天理教 岸下  一夫

天理教城西分教会 東大阪市稲葉３－４－４578-0925天理教 山下　丈夫

天理教正和分教会 東大阪市下小阪５－10－19577-0803天理教 井上　博之

天理教城味分教会 東大阪市荒川２－23－９577-0843天理教 倉田  道治

天理教城阪分教会 東大阪市下六万寺町１－２－
12

579-8066天理教 内輪　正宏

天理教城中分教会 東大阪市吉田本町２－10－
19

578-0982天理教 阪上　聡

天理教城之實分教会 東大阪市花園東町１－10－７578-0931天理教 倉田　正治

天理教城路分教会 東大阪市下小阪３－13－10577-0803天理教 野際　武志

天理教新東陽分教会 東大阪市五条町２－14579-8042天理教 小柳　秀子

天理教新南分教会 東大阪市荒川２－18－４577-0843天理教 谷口　明美

天理教菅法分教会 東大阪市小阪２－５－５577-0801天理教 倉田  衞

天理教勢河内分教会 東大阪市新町５－18579-8037天理教 浅田　教一

天理教清生分教会 東大阪市玉串町西１－２－32578-0934天理教 岸    康予

天理教摂中分教会 東大阪市足代北２－10－３577-0058天理教 佐波　孝照

天理教攝阪分教会 東大阪市御厨南２－２－35577-0034天理教 科埜　貴子

天理教大榮分教会 東大阪市若江本町４－１－５578-0942天理教 角田  磐雄

天理教大参分教会 東大阪市森河内西１－１－27577-0061天理教 山本  達則

天理教高南分教会 東大阪市高井田４－25577-0053天理教 北浦　善道

天理教玉清分教会 東大阪市吉田５－２－22578-0924天理教 泉  秀夫

天理教玉串分教会 東大阪市玉串町１－４－57577-0000天理教 田口　尚則
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天理教玉造分教会 東大阪市花園東町３－２－８578-0931天理教 野々村孝雄

天理教玉出分教会 東大阪市上六万寺町12－19579-8062天理教 村田　千寿

天理教津守分教会 東大阪市東石切町１－７－９579-8011天理教 森本　豊

天理教天恵六番分教会 東大阪市小阪本町２－６－７577-0802天理教 面　元

天理教天正十二分教会 東大阪市日下町２－10－32579-8003天理教 槁川  勝

天理教天大抱分教会 東大阪市大蓮南２－14－６577-0825天理教 関　祐介

天理教天南分教会 東大阪市足代北２－19－５577-0058天理教 木下  文夫

天理教天王寺分教会 東大阪市日下町２－９－８579-8003天理教 田中　明

天理教天保山分教会 東大阪市吉田３－14－50578-0924天理教 森内  富雄

天理教天奉分教会 東大阪市御厨東２－１－２559-0007天理教 中尾巳子一

天理教友阪分教会 東大阪市六万寺町２－１－17579-8061天理教 中村　めぐみ

天理教豊畿分教会 東大阪市森河内西２－10－
11

577-0061天理教 田中　孝典

天理教豊立分教会 東大阪市横沼町３－３－31577-0808天理教 笹川　礼生

天理教豊布施分教会 東大阪市岸田堂北町10－20577-0846天理教 西田　一

天理教豊保分教会 東大阪市三ノ瀬２－１－８577-0849天理教 小林  一元

天理教中阪分教会 東大阪市寿町３－24－６577-0837天理教 久保　小波

天理教畷分教会 東大阪市四条町14－15579-8053天理教 橋本  道一

天理教難陽分教会 東大阪市金岡１－７－22577-0823天理教 杉本  重樹

天理教西豊分教会 東大阪市森河内西１－34－５577-0061天理教 荒木  茂子

天理教西成大教会 東大阪市岩田町３－２－33578-0941天理教 中尾　博明

天理教日参分教会 東大阪市下小阪１－18－26577-0803天理教 村井  満子

天理教法吉分教会 東大阪市荒川１－６－８577-0843天理教 森口　ヒトヱ

天理教東神田大教会 東大阪市箱殿町11－３579-8038天理教 嶋田　新一

天理教東天満分教会 東大阪市新池島町３－８－10579-8065天理教 上野　理喜子

天理教東布施分教会 東大阪市西上小阪３－24577-0811天理教 金原　明

天理教東六郷分教会 東大阪市角田２－４－10578-0912天理教 安川  慶一

天理教枚岡分教会 東大阪市豊浦町13－２579-8031天理教 南尾　昌郎

天理教牡丹江分教会 東大阪市西石切町１－７－34579-8013天理教 大迫  吉成

天理教本住吉分教会 東大阪市横沼町３－２－21577-0808天理教 久納  勝雄

天理教枚南分教会 東大阪市横小路町２－７－51579-8063天理教 石川　正教

天理教三熊野分教会 東大阪市新池島町１－７－23579-8065天理教 藤岡  清美
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天理教三浪分教会 東大阪市上石切町２－1313579-8012天理教 井村  善伸

天理教三津開分教会 東大阪市西岩田２－２－19578-0947天理教 中川  昇

天理教南阪分教会 東大阪市長堂２－16－20577-0056天理教 藤岡  繁造

天理教南津原分教会 東大阪市新喜多１－７－８577-0052天理教 木村　泰浩

天理教明五十三分教会 東大阪市若江本町４－10－
23

578-0942天理教 川崎キクノ

天理教明五分教会 東大阪市長堂１－21－４577-0056天理教 松野  勝紀

天理教明十一分教会 東大阪市下小阪５－７－27577-0803天理教 奥　　瑞穂

天理教明十六分教会 東大阪市御厨２－１－19577-0038天理教 北川　　秀治

天理教明西分教会 東大阪市御厨東２－10－10577-0033天理教 金岡　時子

天理教明六十三分教会 東大阪市古箕輪1-1-1578-0915天理教 鏡　正與志

天理教桃園分教会 東大阪市菱屋西１－３－36577-0807天理教 片岡  洋一

天理教桃谷分教会 東大阪市岸田堂西１－１－35577-0848天理教 平田　俊彦

天理教山阪分教会 東大阪市菱屋西５－４－22577-0807天理教 上月　六郎

天理教大和御幸分教会 東大阪市桜町６－６579-8047天理教 春野  宗則

天理教吉花分教会 東大阪市吉原２－９－40578-0904天理教 大嶋  哲雄

天理教淀乃水分教会 東大阪市高井田西１－６－26577-0067天理教 垣原　謙二

天理教龍誠實分教会 東大阪市瓢箪山町11－19579-8051天理教 乾　光太郎

天理教若千代分教会 東大阪市西岩田１－３－32578-0947天理教 中村貴美子

天理教鷲尾分教会 東大阪市日下町７－１－51579-8003天理教 南本　晃成

天理教和順分教会 東大阪市横沼町３－３－６577-0808天理教 吉村  昇司

天理教島之内分教会 東大阪市四条町８－11579-8053天理教 上杉　清治

円応教永和教会 東大阪市荒川３－15－13577-0843円応教 播磨  孝美

阿吽教会 東大阪市額田町６－15579-8021単立(諸教） 泉　雄士

黒龍教本部 東大阪市荒川３－３－29577-0843単立(諸教） 田口　泰司

正宝教本部教会 東大阪市吉田本町3-7-5578-0982単立(諸教） 三宅　啓子

調和生活実践研究会 東大阪市東石切町６－１－18579-8011単立(諸教） 増田  憲

天理教國寳教会 東大阪市菱屋西１－21－17577-0807単立(諸教） 辻　真太郎

日本療道教本部 東大阪市吉田下島18－22578-0983単立(諸教） 島野　清廣
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一岡神社 泉南市信達大苗代373590-0505神社本庁 木村  義麿

稲荷神社 泉南市信達市場1471590-0504神社本庁 山田　賢司

男神社 泉南市男里３－16－１590-0526神社本庁 菅野  洋子

鹿島神社 泉南市鳴滝２－１－１590-0534神社本庁 中尾　彰宏

信達神社 泉南市信達金熊寺795590-0514神社本庁 山田　彰吾

種河神社 泉南市新家1087590-0503神社本庁 中尾　彰宏

茅渟神社 泉南市樽井５－11－９590-0521神社本庁 中尾　彰宏

里外神社 泉南市岡田３－25－１590-0531神社本庁 柳沢  征男

金光教泉樽井教会 泉南市樽井６－24－５590-0521金光教 藤内千鶴子

安楽寺 泉南市岡田５－29－５590-0531浄土真宗本願寺派 佐々木　徹生

弘誓寺 泉南市信達市場2083590-0504浄土真宗本願寺派 石川  昭文

西光寺 泉南市岡田５－31－３590-0531浄土真宗本願寺派 藤井  英俊

受法寺 泉南市樽井５－21－36590-0521浄土真宗本願寺派 藤井　公慈

浄光寺 泉南市鳴滝２－５－５590-0534浄土真宗本願寺派 瀧谷  智信

浄泉寺 泉南市男里４－13－22590-0526浄土真宗本願寺派 根津  肇正

善照寺 泉南市兎田710590-0501浄土真宗本願寺派 古松　善隆

専徳寺 泉南市樽井５－20－１590-0521浄土真宗本願寺派 木村  義文

南海寺 泉南市中小路１－９－32590-0533浄土真宗本願寺派 藤基  法秀

明覺寺 泉南市岡田５－23－18590-0531浄土真宗本願寺派 水野  英明

因超寺 泉南市兎田489590-0501真宗大谷派 東  良英

了安寺 泉南市信達大苗代992590-0505浄土宗 安田  静香

浄福寺 泉南市新家2394590-0503浄土宗 太田　光治

阿弥陀寺 泉南市信達六尾124590-0515浄土宗 木田　正宣

和泉本山光明寺 泉南市幡代１－13－18590-0524浄土宗 金加　公博

光明院 泉南市中小路１－９－22590-0533浄土宗 信達　貴然

極楽寺 泉南市信達葛畑540590-0511浄土宗 木田  正宣

地蔵寺 泉南市信達童子畑415590-0512浄土宗 木田  正宣

浄泉寺 泉南市岡田３－10－30590-0531浄土宗 上續  真隆

清明寺 泉南市新家575590-0503浄土宗 上續　隆芳
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勝楽寺 泉南市北野１－１－30590-0532浄土宗 前原  英彦

真如寺 泉南市信達市場2154590-0504浄土宗 長松  眞也

宗福寺 泉南市新家3217590-0503浄土宗 鼎     良裕

大雄寺 泉南市信達楠畑136590-0513浄土宗 鼎     良裕

法然寺 泉南市男里４－５－55590-0526浄土宗 佐藤  雄晋

光平寺 泉南市男里３－５－26590-0526高野山真言宗 平岡  龍人

観音院 泉南市信達金熊寺813590-0514真言宗御室派 岩間　和彦

往生院 泉南市信達牧野1248590-0522真言宗御室派 築紫  宥亮

林昌寺 泉南市信達岡中395590-0523真言宗御室派 周藤　隆征

長慶寺 泉南市信達市場815590-0504真言宗泉涌寺派 松永　裕乗

極楽寺 泉南市馬場１－16－１590-0525真言宗善通寺派 原尾  明宏

長安寺 泉南市岡田３－25－１590-0531日蓮宗 川上　大隆

日蓮宗砂川教会 泉南市信達市場2368590-0504日蓮宗 安東  正典

日照寺 泉南市新家657－１590-0503日蓮宗 湯垣  行順

南泉寺 泉南市樽井４－12－36590-0521天台宗 津守　　公尊

和泉一心本部 泉南市信達市場815590-0504単立（仏教） 道角　敏和

延命寺 泉南市新家4756590-0503単立（仏教） 杉本　二郎

泉南福音教会 泉南市信達市場２３３２590-0504日本福音教会 二宮　　功

天理教宇天王分教会 泉南市信達市場2338-1590-0504天理教 有住　幸一

天理教葵向分教会 泉南市信達市場116－176590-0504天理教 井上　将喜

天理教吉房分教会 泉南市信達市場1638-１590-0504天理教 二階　修治

天理教自然田分教会 泉南市男里4-16-10590-0526天理教 南　ヒサ子

天理教信達分教会 泉南市信達市場2118590-0504天理教 武輪　善浩

天理教陽弘分教会 泉南市岡田５－40－３590-0531天理教 松本　千恵子

天理教龍泉陽分教会 泉南市樽井５－18－16590-0521天理教 田中　展

-215-



四條畷市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

國中神社 四條畷市清滝中町４－48575-0061神社本庁 入江　弘一

四條畷神社 四條畷市南野２－18－１575-0021神社本庁 米村　昌彦

忍陵神社 四條畷市岡山２－７－12575-0002神社本庁 髙橋　宏明

住吉神社 四條畷市大字上田原235575-0014神社本庁 村川  春水

住吉平田神社 四條畷市南野２－18－26575-0021神社本庁 川井　邦彦

御机神社 四條畷市南野６－12－１575-0021神社本庁 山田　健一

金光教四條畷教会 四條畷市南野１－16－11575-0021金光教 大倉  真道

大神教徳庵大教会 四條畷市南野２－19－26575-0021大神教 泉谷  文江

西光寺 四條畷市中野本町16－７575-0051浄土真宗本願寺派 佐竹  信

正願寺 四條畷市南野５－８－８575-0021浄土真宗本願寺派 佐々木　博文

光圓寺 四條畷市砂369575-0001浄土真宗本願寺派 小森　信行

西敬寺 四條畷市米崎町10－13575-0032浄土真宗本願寺派 篠  直

自然寺 四條畷市岡山東３－８－６575-0003浄土真宗本願寺派 加藤　真悟

西明寺 四條畷市塚脇町１－10575-0024真宗大谷派 景山  隆光

法念寺 四條畷市雁屋南町26－17575-0036真宗大谷派 長谷　真一郎

本泉寺 四條畷市蔀屋本町11－32575-0042真宗大谷派 若松  高

正円寺 四條畷市清瀧422575-0063浄土宗 宮本  隆道

大正寺 四條畷市岡山２－７－33575-0002浄土宗 中川  昌彦

正法寺 四條畷市中野本町6-17575-0051西山浄土宗 佐藤　雅治

彌勒寺 四條畷市南野３－６－11575-0021西山浄土宗 高野　純治

正傳寺 四條畷市大字上田原316575-0014融通念佛宗 和田　健志

法元寺 四條畷市大字下田原317575-0012真言宗御室派 法本　豊道

妙見寺 四條畷市大字中野1352575-0053日蓮宗 中川　基行

如在寺 四條畷市大字清瀧1331－28575-0063日蓮宗 中川  法政

妙法寺 四條畷市砂１－５－１２575-0001本門法華宗 近藤　正昭

龍尾寺 四條畷市南野６－11－70575-0021曹洞宗 楠本  晃峰

月泉寺 四條畷市大字上田原571575-0014曹洞宗 工藤　俊英

成友会 四條畷市大字清瀧26-2575-0063単立（仏教） 藤井　良枝

隆昌寺 四條畷市上田原1137－２575-0014単立（仏教） 岩本　道行
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

日本基督教団四條畷教会 四條畷市中野３－５－38575-0052日本基督教団 能勢　岳史

エホバの証人　大阪府四
條畷会衆

四條畷市大字清滝112-1575-0063単立（基督） 木場　康弘

主座教会 四條畷市大字上田原1691－
１

575-0014単立（基督） 大西　リベカ

天理教海壽分教会 四條畷市中野１－３－26575-0052天理教 立花　久美子

天理教甲可分教会 四條畷市大字清瀧447－２575-0063天理教 小田木　邦太
朗

天理教崎長分教会 四條畷市江瀬美町24－２575-0034天理教 佐野　勝俊

天理教城楠分教会 四條畷市岡山４－４－23575-0002天理教 前田　浩成

天理教大知分教会 四條畷市清滝中町13－８575-0061天理教 武知  正晴

天理教立治分教会 四條畷市北出町18－１575-0043天理教 鍋野富士夫

天理教月龍分教会 四條畷市岡山東５－３－26575-0003天理教 高田  忠臣

天理教法附分教会 四條畷市大字上田原476575-0014天理教 林田　清悦

天理教倭田分教会 四條畷市大字下田原1089－
３

575-0012天理教 森田　克彦

妙法稲荷教団本部教会 四條畷市北出町15－７575-0043単立(諸教） 溝口  徳治

五十鈴苑 四條畷市大字岡山138575-0004単立(諸教） 長瀬　眞一
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交野市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

住吉神社 交野市大字寺1201576-0006神社本庁 三嶋  公男

菅原神社 交野市大字傍示1951576-0003神社本庁 三嶋  公男

天田神社 交野市私市１－30－11576-0033神社本庁 西角  明彦

磐船神社 交野市私市９－19－１576-0033神社本庁 西角  明彦

川東神社 交野市森南２－470576-0031神社本庁 西角  明彦

郡津神社 交野市郡津１－７－１576-0053神社本庁 西角  明彦

住吉神社 交野市私部１－36－２576-0052神社本庁 谷垣　賢行

機物神社 交野市倉治１－１－７576-0051神社本庁 中村　武弘

星田神社 交野市星田２－５－14576-0016神社本庁 佐々木　久裕

若宮神社 交野市私市６－618576-0033神社本庁 西角  明彦

高天原本宮 交野市東倉治2-12-6576-0061単立（神道） 鈴木　和也

善林寺 交野市星田１－17－18576-0016浄土真宗本願寺派 明石  恵実

正行寺 交野市寺２－19－13576-0063浄土真宗本願寺派 廣澤　敬典

西念寺 交野市私市４－15－６576-0033浄土真宗本願寺派 戸川　憲成

善通寺 交野市倉治６－15－16576-0051浄土真宗本願寺派 生田　秀範

無量光寺 交野市私部５－８－２576-0052浄土真宗本願寺派 久野　昌英

雲林寺 交野市私市６－37－17576-0033浄土宗 北川  純雄

明遍寺 交野市郡津１－52－１576-0053浄土宗 笹田　邦英

薬師寺 交野市星田１－21－12576-0016浄土宗 髙橋  成夫

慈光寺 交野市星田３－１－１576-0016西山浄土宗 田中  正一

光林寺 交野市星田１－26－７576-0016西山浄土宗 堀本  賢順

須弥寺 交野市森南３－32－３576-0031西山浄土宗 池田  幸一

想善寺 交野市私部５－９－10576-0052西山浄土宗 田中    宏

光明院 交野市倉治６－18－11576-0051融通念佛宗 伊藤　紀久夫

極楽寺 交野市郡津５－46－10576-0053融通念佛宗 伊藤　寛

松寶寺 交野市私市１－12－１576-0033融通念佛宗 沢田　善秀

蓮華寺 交野市大字傍示111576-0003融通念佛宗 紺野　明

獅子窟寺 交野市大字私市2387576-0004高野山真言宗 吉川  峰明

光明寺 交野市星田２－13－18576-0016東寺真言宗 永當　勝章
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

星田寺 交野市星田２－６－７576-0016東寺真言宗 金剛  真晃

妙宗寺 交野市私部西３－11－９576-0052日蓮宗 般谷  一有

小松寺 交野市星田９－17－４576-0016法華宗（本門流） 川邊　英隆

日天寺 交野市星田９－72－32576-0016天台宗 百済　寂仁

光通寺 交野市私部５－16－５576-0052臨済宗東福寺派 荒木　大秀

実相院 交野市私市６－37－12576-0033曹洞宗 藤田　靖宜

章園寺 交野市青山５－526－４576-0066単立（仏教） 幸田　敏宏

法信会 交野市星田７－34－１576-0016単立（仏教） 松岡　正

立正山槃若寺 交野市私部南２－１－７576-0035単立（仏教） 般谷　恵秀

日本基督教団交野教会 交野市東倉治４－２－15576-0061日本基督教団 高陽　鐘翼

日本メノナイトブレザレン
教団星田チャペル

交野市星田北7-6-10576-0017日本メノナイト・ブレ
ザレン教団

田中　芳文

日本長老教会交野キリス
ト教会

交野市私部西３－１４－２３576-0041日本長老教会 児玉　　剛

エホバの証人の大阪府交
野市交野会衆

交野市幾野5-11-3576-0054単立（基督） 上山　太一

交野バプテスト教会 交野市天野が原町2-45-24576-0034単立（基督） 大槻　紀夫

交野べタニヤ教会 交野市天野が原町５－47－１576-0034単立（基督） 大西  昇泰

天理教大河内分教会 交野市私部２－17－12576-0052天理教 西尾  三門

天理教交野原分教会 交野市郡津３－45－３576-0053天理教 谷　道則

天理教佐山分教会 交野市森南2-2-11576-0031天理教 島田　尚弥

天理教天惠分教会 交野市星田８－18－５576-0016天理教 寺岡　美満

掬営界教団総本部 交野市郡津３－47－13576-0053掬営界教団 林　玄光
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大阪狭山市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

狭山神社 大阪狭山市半田１－223589-0011神社本庁 山崎　豊士

三都神社 大阪狭山市今熊５－647589-0021神社本庁 船津　裕之

龍神社 大阪狭山市大字岩室2439－
１

589-0032神社本庁 山崎　豊士

報恩寺 大阪狭山市狭山４－2284589-0005西山浄土宗 高野  延弥

風輪寺 大阪狭山市半田２－427589-0011融通念佛宗 宗田　篤裕

極楽寺 大阪狭山市池尻中１－10－
25

589-0007融通念佛宗 芳村  義詮

西迎寺 大阪狭山市東野中３－1095589-0002融通念佛宗 山本  昌宏

愛染明王院 大阪狭山市大野西1475-1589-0016高野山真言宗 長畑　泰成

西福寺 大阪狭山市池之原４－682－
１

589-0031高野山真言宗 奥野  明隆

日本自由メソヂスト葛城キ
リスト教会

大阪狭山市半田６－1131－７589-0011日本自由メソヂスト
教団

米澤　澄子

狭山福音教会 大阪狭山市岩室３－296－３589-0032日本福音教会 川﨑　豊信

天理教芦浪分教会 大阪狭山市岩室３－332－１589-0032天理教 中村　俊和

天理教堺華分教会 大阪狭山市池尻中１－13－８589-0007天理教 山浦　良造

天理教狭千広分教会 大阪狭山市今熊１－1133589-0021天理教 山口　渡

天理教狭陶野分教会 大阪狭山市東野中２－1056
－３

589-0002天理教 杉本    旬

天理教狭山分教会 大阪狭山市東池尻３－2547
－２

589-0004天理教 杉本　栄一

天理教彰化分教会 大阪狭山市池尻中１－20－
19

589-0007天理教 福井　喜久男

天理教神定分教会 大阪狭山市山本東３－14589-0036天理教 辰本　成人

天理教正花分教会 大阪狭山市半田４－2669－１589-0011天理教 岡　和正

天理教南三都分教会 大阪狭山市大野西８９３589-0016天理教 大北  仁郎
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阪南市
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

北野神社 阪南市新町250599-0205神社本庁 葉坂　二朗

稲荷神社 阪南市箱作252599-0232神社本庁 葉坂　二朗

尾崎神社 阪南市尾崎町２－８－３599-0201神社本庁 葉坂　二朗

揖取神社 阪南市鳥取706599-0204神社本庁 葉坂　二朗

加茂神社 阪南市箱作1655599-0232神社本庁 菅野　洋子

指出森神社 阪南市貝掛1462599-0231神社本庁 中尾　彰宏

菅原神社 阪南市箱作169599-0232神社本庁 菅野　洋子

鳥取神社 阪南市石田164599-0221神社本庁 葉坂　二朗

波太神社 阪南市石田167599-0221神社本庁 葉坂　二朗

金光教泉南教会 阪南市尾崎町１－５－１599-0201金光教 明渡  邦樹

泉養寺 阪南市新町317599-0205浄土真宗本願寺派 藤澤　良孝

本願寺尾崎別院 阪南市尾崎町２－８－19599-0201浄土真宗本願寺派 山﨑　昌彦

正行寺 阪南市鳥取1185599-0204浄土真宗本願寺派 畠中　亮介

南林寺 阪南市桑畑152599-0222浄土真宗本願寺派 本田　健一

宝林寺 阪南市新町265599-0205真宗仏光寺派 藤井　真幹

西光寺 阪南市鳥取1100599-0204浄土宗 丹下  宣哲

地福寺 阪南市山中溪1180599-0214浄土宗 平出　雅大

瑞寳寺 阪南市自然田1758599-0212浄土宗 中村  裕晃

黒田寺 阪南市黒田519599-0203浄土宗 大矢  美璋

称念寺 阪南市新町275599-0205浄土宗 伊藤　尚雅

善性寺 阪南市尾崎町２－12－20599-0201浄土宗 三輪  常雄

宗福寺 阪南市箱作1052599-0232浄土宗 近藤　正悟

大願寺 阪南市下出755599-0202浄土宗 常磐木　宏仁

潮音寺 阪南市鳥取中224599-0211浄土宗 徂徠  令照

法福寺 阪南市鳥取1221599-0204浄土宗 前田  隆啓

萬願寺 阪南市貝掛1198599-0231浄土宗 片岡  説純

祐道寺 阪南市石田1050599-0221浄土宗 前原  靖彦

長楽寺 阪南市鳥取中725599-0211真言宗犬鳴派 田居  龍恭

青龍院 阪南市箱作2869－３599-0232日蓮宗 白砂　一雅
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

観音寺 阪南市箱作1391599-0232臨済宗妙心寺派 関　智之

真佛宗日本住吉雷藏寺 阪南市箱作2264－２599-0232単立（仏教） 天元　静慧

日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯ
ﾄﾞ教団尾崎基督教会

阪南市下出122－６599-0202日本アッセンブリー
ズ・オブ・ゴッド教団

秋川　由香利

基督教カナン教団尾崎教
会

阪南市尾崎町883599-0201基督教カナン教団 登立  誠一

エホバの証人の泉南会衆 阪南市自然田228-1599-0212単立（基督） 速水　照雄

阪南キリスト集会 阪南市下出５７６-６599-0202単立（基督） 上村　善和

天理教尾崎分教会 阪南市尾崎町１－38－25599-0201天理教 大硲　定臣

天理教神梅美分教会 阪南市箱作1143－３599-0232天理教 吉谷  功二

天理教名加草分教会 阪南市石田248599-0221天理教 左近　浩衛
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三島郡島本町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

水無瀬神宮 三島郡島本町広瀬３－10－
24

618-0011神社本庁 水無瀬　忠成

八幡神社 三島郡島本町桜井２－12－
14

618-0022単立（神社） 粟辻  　卓

武内神社 三島郡島本町大字高浜805618-0012単立（神社） 粟辻  　卓

粟辻神社 三島郡島本町広瀬３－４－25618-0011単立（神社） 粟辻  　卓

椎尾神社 三島郡島本町山崎５－1049618-0001単立（神社） 木村　修

諏訪神社 三島郡島本町大字尺代667618-0003単立（神社） 粟辻  　卓

関大明神社 三島郡島本町山崎１－５－10618-0001単立（神社） 木村　修

早尾神社 三島郡島本町大字大沢608618-0004単立（神社） 粟辻  　卓

若山神社 三島郡島本町大字広瀬1497618-0011単立（神社） 粟辻  　卓

百山神社 三島郡島本町大字広瀬1209618-0011単立（神道） 阪上　雄三

金照寺 三島郡島本町広瀬２－６－19618-0011浄土真宗本願寺派 山崎  了彰

西光寺 三島郡島本町尺代413618-0003浄土真宗本願寺派 河上  秀信

阿弥陀院 三島郡島本町広瀬１－７－８618-0011浄土宗 伊藤　法雄

西福寺 三島郡島本町大字東大寺2-
15-12

618-0002浄土宗 戸谷  秀道

天長寺 三島郡島本町広瀬３－８－４618-0011浄土宗 鈴木　妙淨

宝幢寺 三島郡島本町桜井２－13－９618-0022浄土宗 伊藤  睦雄

極楽寺 三島郡島本町大字大沢609618-0004西山浄土宗 森田　俊瑞

勝幡寺 三島郡島本町山崎４－19－２618-0001真言宗東寺派 谷田  敏英

妙本寺 三島郡島本町広瀬２－２－28618-0011日蓮宗 脇田　義成

宝城庵 三島郡島本町桜井３－11－１618-0022臨済宗大徳寺派 宇野  天慶

常春寺 三島郡島本町大字高浜363618-0012臨済宗大徳寺派 中村　明州

普泉寺 三島郡島本町桜井５－21－
19

618-0022臨済宗永源寺派 矢田谷　聡

地蔵院 三島郡島本町大字桜井160618-0022曹洞宗 岡村  透玄

釈恩寺 三島郡島本町大字尺代668618-0003曹洞宗 岡村　良孝

洞雲寺 三島郡島本町山崎５－８－12618-0001曹洞宗 村山　博雅

天理教高河分教会 三島郡島本町江川１－５－６573-1134天理教 志茂  隆夫
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豊能郡豊能町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大歳神社 豊能郡豊能町寺田上東谷15563-0212神社本庁 森  孝純

太歳神社 豊能郡豊能町牧西口１－６563-0211神社本庁 森  孝純

走落神社 豊能郡豊能町木代1556563-0215神社本庁 森  孝純

八幡神社 豊能郡豊能町吉川936563-0101神社本庁 芳村　一也

住吉神社 豊能郡豊能町高山1226563-0216単立（神社） 神田　正宣

光明寺 豊能郡豊能町高山419563-0216浄土真宗本願寺派 高階  明叡

西方寺 豊能郡豊能町吉川938563-0101浄土真宗本願寺派 田邊　美恵子

浄福寺 豊能郡豊能町野間口516563-0218浄土真宗本願寺派 稲葉  惠瀧

西方寺 豊能郡豊能町高山510563-0216真宗大谷派 日下部　真雄

浄光寺 豊能郡豊能町野間口247563-0218真宗大谷派 木田　顕裕

考鬮寺 豊能郡豊能町吉川937563-0101浄土宗 磯部  雅彦

梅相院 豊能郡豊能町牧西ノ谷１563-0211浄土宗 小上　良浩

遊仙寺 豊能郡豊能町余野237－５563-0219西山浄土宗 浦田　敎雄

法輪寺 豊能郡豊能町川尻寺垣内592563-0217高野山真言宗 宮崎  純光

高代寺 豊能郡豊能町吉川916563-0101真言宗御室派 福永　耕秀

法性寺 豊能郡豊能町切畑506563-0213日蓮宗 相川　大輔

成就院 豊能郡豊能町吉川277－１563-0101日蓮宗 美馬  鳳靖

妙瀧寺 豊能郡豊能町野間口２563-0218日蓮宗 水野　行清

一嶽寺 豊能郡豊能町木代249－4563-0215本山修験宗 石野  智一

朝川寺 豊能郡豊能町木代1530－１563-0215曹洞宗 関  宗圓

青峰寺 豊能郡豊能町木代寺田西ノ
谷１

563-0215曹洞宗 尾関  中正

妙法寺 豊能郡豊能町木代1489563-0215曹洞宗 関　宗圓

天理教神摂分教会 豊能郡豊能町木代360－１563-0215天理教 関山　忠一

大自然天地日之大神教総
本部

豊能郡豊能町吉川182563-0101大自然天地日之大
神教

藤沢  和親
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豊能郡能勢町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

歌垣神社 豊能郡能勢町倉垣1764563-0113神社本庁 矢立　勝巳

岐尼神社 豊能郡能勢町森上103－３563-0362神社本庁 堀　紘之助

久佐々神社 豊能郡能勢町宿野274－１563-0341神社本庁 矢立　勝巳

倉垣天満宮 豊能郡能勢町倉垣989563-0113神社本庁 矢立　勝巳

高皇産霊神社 豊能郡能勢町天王214－１563-0371神社本庁 井戸　武雄

野間神社 豊能郡能勢町地黄399563-0121神社本庁 畑　　修一

原林神社 豊能郡能勢町下田尻162563-0123神社本庁 畑　　修一

山辺神社 豊能郡能勢町山辺1618－１563-0372神社本庁 井戸　武雄

大八嶋福徳神社 豊能郡能勢町平通47－１563-0356単立（神社） 堀　光

深山神社 豊能郡能勢町天王408563-0371単立（神社） 岡　繁

西寳寺 豊能郡能勢町野間出野266563-0134浄土真宗本願寺派 岡橋  義映

福恩寺 豊能郡能勢町下田278563-0355浄土真宗本願寺派 本田　栄子

仏稱寺 豊能郡能勢町杉原32563-0112浄土真宗本願寺派 稲葉　惠瀧

宝林寺 豊能郡能勢町宿野1507563-0341浄土真宗本願寺派 平　興隆

報恩寺 豊能郡能勢町地黄1175563-0121真宗木辺派 古谷　宣幸

西方寺 豊能郡能勢町宿野736－１563-0341浄土宗 稲田　泰雄

永看院 豊能郡能勢町片山318563-0354浄土宗 下村  良道

観音寺 豊能郡能勢町稲地93－１563-0363高野山真言宗 津川  恵章

玉泉寺 豊能郡能勢町山辺1438563-0372高野山真言宗 森鼻  正道

最明寺 豊能郡能勢町平野72563-0364高野山真言宗 岡崎  憲浩

大泉寺 豊能郡能勢町山辺94563-0372高野山真言宗 谷本　靖光

寛学寺 豊能郡能勢町宿野857563-0341真言宗御室派 岩崎  昭

月峯寺 豊能郡能勢町大里555563-0352真言宗国分寺派 木田  弘正

妙圓寺 豊能郡能勢町長谷675563-0368日蓮宗 桑木　信弘

安穏寺 豊能郡能勢町倉垣1170563-0113日蓮宗 石原  直行

圓珠寺 豊能郡能勢町野間中233563-0132日蓮宗 山下　義識

興徳寺 豊能郡能勢町野間大原305563-0131日蓮宗 渋谷　泰雅

正林寺 豊能郡能勢町倉垣1710563-0113日蓮宗 石原　直行

真如寺 豊能郡能勢町地黄606563-0121日蓮宗 植田  観樹

-225-



宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

清普寺 豊能郡能勢町地黄815563-0121日蓮宗 村上  順雅

善福寺 豊能郡能勢町野間出野122563-0134日蓮宗 森　皓賢

長久寺 豊能郡能勢町下田尻353563-0123日蓮宗 森  慶典

七宝寺 豊能郡能勢町倉垣1861563-0113日蓮宗 高川　豊行

法華寺 豊能郡能勢町野間稲地426563-0133日蓮宗 服部  厚志

妙華寺 豊能郡能勢町吉野475－１563-0111日蓮宗 岡  宗潤

妙法寺 豊能郡能勢町倉垣1938563-0113日蓮宗 井田　法幹

涌泉寺 豊能郡能勢町倉垣1773563-0113日蓮宗 山口　法光

蓮華寺 豊能郡能勢町今西203－５563-0361日蓮宗 桑木　茂光

持経寺 豊能郡能勢町地黄618－１563-0121法華宗（真門流） 坪内  清成

本滝寺 豊能郡能勢町野間中718563-0132妙見宗 野間  秀昭

本光寺 豊能郡能勢町山田108－１563-0373臨済宗妙心寺派 宮裡　顕一

霊雲寺 豊能郡能勢町上杉185563-0365臨済宗妙心寺派 宮裡　顕一

円通寺 豊能郡能勢町大里333563-0352臨済宗妙心寺派 宮裡　顕一

長杉寺 豊能郡能勢町天王441－１563-0371臨済宗妙心寺派 松長  元良

臥龍院 豊能郡能勢町長谷808563-0368臨済宗永源寺派 山田　哲道

少林寺 豊能郡能勢町森上66563-0362臨済宗興聖寺派 長門　宏道

桂林寺 豊能郡能勢町宿野264563-0341曹洞宗 藤田  信樹

廣福寺 豊能郡能勢町山辺932563-0372曹洞宗 杉本　純真

西林寺 豊能郡能勢町山辺370563-0372曹洞宗 藤谷  貞純

慈眼寺 豊能郡能勢町神山285563-0367曹洞宗 田中　朋生

常慶寺 豊能郡能勢町宿野1480－１563-0341曹洞宗 工藤　剛暉

新南寺 豊能郡能勢町平通208563-0356曹洞宗 工藤　剛暉

洞雲寺 豊能郡能勢町栗栖209563-0351曹洞宗 藤田　信樹

要会 豊能郡能勢町倉垣412563-0113単立（仏教） 國澤  貴喜

金剛寺 豊能郡能勢町倉垣136563-0113単立（仏教） 山田  英男

今養寺 豊能郡能勢町野間西山312563-0135単立（仏教） 西山　健

世界仏教会 豊能郡能勢町宿野440－１－
７

563-0341単立（仏教） 白　世榮

法華經寺 豊能郡能勢町野間中150－４563-0132単立（仏教） 福島　靖

日本イエスキリスト教団歌
垣教会

豊能郡能勢町倉垣238－３563-0113日本イエス・キリスト
教団

加藤　清

天理教明教分教会 豊能郡能勢町栗栖273563-0351天理教 俵谷  知和
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教西能分教会 豊能郡能勢町今西178－１563-0361天理教 西井  徳夫

天理教東地分教会 豊能郡能勢町野間稲地240563-0133天理教 苅田  幸男

天理教西片山分教会 豊能郡能勢町片山210563-0354天理教 東  努

天理教西豊實分教会 豊能郡能勢町大里123－５563-0352天理教 坂井  理

天理教能勢分教会 豊能郡能勢町宿野645563-0341天理教 小山　琳三

天理教弥摩之上分教会 豊能郡能勢町平通27－22563-0356天理教 平田　欣弘
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泉北郡忠岡町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

忠岡神社 泉北郡忠岡町忠岡中１－26
－３

595-0812神社本庁 岡澤  道彦

高月菅原神社 泉北郡忠岡町高月南3-4-6595-0802単立（神社） 井手　一仁

萬福寺 泉北郡忠岡町忠岡中２－23
－２

595-0812浄土真宗本願寺派 亘　良樹

永福寺 泉北郡忠岡町忠岡南１－14
－３

595-0813浄土真宗本願寺派 安明  正真

正覺寺 泉北郡忠岡町忠岡中２－22
－25

595-0812浄土真宗本願寺派 安明  真

勝基寺 泉北郡忠岡町忠岡中３－３－
21

595-0812浄土宗 槙田　光寿

正念寺 泉北郡忠岡町馬瀬１－８－15595-0804浄土宗 里見  法雄

常然寺 泉北郡忠岡町忠岡中１－25
－14

595-0812浄土宗 里見　法雄

弘心寺 泉北郡忠岡町忠岡南２－９－
17

595-0813高野山真言宗 川上　啓超

聖書保守教団楽園キリス
ト教会

泉北郡忠岡町忠岡東2-20-
18

595-0805単立（基督） 李　宗根

天理教泉陽分教会 泉北郡忠岡町馬瀬１－11－
18

595-0804天理教 森  キミ子

天理教忠岡分教会 泉北郡忠岡町忠岡南２－16
－３

595-0813天理教 森野　良一
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泉南郡熊取町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

大森神社 泉南郡熊取町大宮１－11－
18

590-0441神社本庁 矢野　時男

正永寺 泉南郡熊取町大宮２－４－３590-0441浄土真宗本願寺派 巖根　直哉

浄見寺 泉南郡熊取町七山２－10－５590-0421真宗大谷派 本多　義治

芳元寺 泉南郡熊取町紺屋１－19－５590-0412真宗大谷派 義元　秀樹

法樹寺 泉南郡熊取町七山２－21－３590-0421浄土宗 井上　宗保

妙見寺 泉南郡熊取町大字久保43590-0401法華宗（真門流） 奥野　明宏

恵林寺 泉南郡熊取町久保２－1505590-0441臨済宗妙心寺派 大洞　哲也

興正寺 泉南郡熊取町高田2-4-3590-0436臨済宗妙心寺派 迫田　究

興蔵寺 泉南郡熊取町小谷南３－９－
40

590-0400臨済宗妙心寺派 新庄　明覚

慈照寺 泉南郡熊取町五門西３－20
－１

590-0415臨済宗妙心寺派 中村  勝道

法禅寺 泉南郡熊取町大久保中５－
1101

590-0401臨済宗妙心寺派 下村　昌寛

西方寺 泉南郡熊取町成合東171590-0451曹洞宗 井上　昌幸

成合寺 泉南郡熊取町大字野田90590-0451曹洞宗 水野　道章

正法寺 泉南郡熊取町小垣内３－９－
１３

590-0432曹洞宗 岡本　潤基

法願寺 泉南郡熊取町朝代東2-11-4590-0451曹洞宗 笠木　暢人

来迎寺 泉南郡熊取町和田３－3765590-0417曹洞宗 一肩　義孝

活けるキリスト一麦南大阪
教会

泉南郡熊取町大久保北２－
20－16

590-0402単立（基督） 二宮　和世

天理教泉国分教会 泉南郡熊取町大久保中2-
27-8

590-0403天理教 石﨑　陽二

天理教阪栄分教会 泉南郡熊取町小垣内１－５－
６

590-0432天理教 大津  栄一

天理教明九分教会 泉南郡熊取町五門西２－６－
22

590-0415天理教 北出  隆司
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泉南郡田尻町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

嘉祥神社 泉南郡田尻町大字嘉祥寺761598-0091神社本庁 芝本　眞寿美

春日神社 泉南郡田尻町大字吉見952598-0092神社本庁 芝本　眞寿美

正善寺 泉南郡田尻町吉見882598-0092浄土真宗本願寺派 吉川　悟朗

真光寺 泉南郡田尻町嘉祥寺762598-0091浄土真宗本願寺派 和田  照也

浄林寺 泉南郡田尻町大字吉見884598-0092浄土宗 石田　 淑人

順行寺 泉南郡田尻町大字嘉祥寺683
－１

598-0091日蓮正宗 原田　広善

天理教老松分教会 泉南郡田尻町大字吉見955598-0092天理教 森下  耕冶

天理教鷲見分教会 泉南郡田尻町大字嘉祥寺866
－４

598-0091天理教 古家  由則
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泉南郡岬町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

産土神社 泉南郡岬町多奈川谷川1462599-0311神社本庁 北岡  保二

国玉神社 泉南郡岬町深日921599-0303神社本庁 山田　彰吾

住吉神社 泉南郡岬町多奈川小島740599-0314神社本庁 北岡  保二

船守神社 泉南郡岬町淡輪4442599-0301神社本庁 北岡　保二

正教寺 泉南郡岬町多奈川谷川2396599-0311浄土真宗本願寺派 北條　信海

恵光寺 泉南郡岬町孝子532599-0302浄土真宗本願寺派 藤井　泰裕

圓明寺 泉南郡岬町孝子806599-0302浄土真宗本願寺派 藤井  泰裕

教圓寺 泉南郡岬町多奈川小島620599-0314浄土真宗本願寺派 浅井　周英

光明寺 泉南郡岬町多奈川東畑476599-0312浄土真宗本願寺派 本郷　光乘

極楽寺 泉南郡岬町多奈川東畑682599-0312浄土真宗本願寺派 北條　信海

金乘寺 泉南郡岬町深日733599-0303浄土真宗本願寺派 本郷  光乗

西福寺 泉南郡岬町淡輪4585599-0301浄土真宗本願寺派 嶋本　知史

正願寺 泉南郡岬町多奈川西畑365599-0313浄土真宗本願寺派 本郷　光乘

正楽寺 泉南郡岬町孝子238599-0302浄土真宗本願寺派 本郷　光乘

善照寺 泉南郡岬町淡輪998599-0301浄土真宗本願寺派 新  万明

西教寺 泉南郡岬町淡輪4522599-0301浄土宗 鶴田　幹夫

西林寺 泉南郡岬町淡輪4664599-0301浄土宗 大崎  順敬

常見寺 泉南郡岬町多奈川谷川224599-0311西山浄土宗 丹治　則貴

観音寺 泉南郡岬町多奈川西畑911599-0300西山浄土宗 中西　教恵

宝樹寺 泉南郡岬町深日3175－５599-0303西山浄土宗 土井  歓照

本願寺 泉南郡岬町多奈川小島653－
１

599-0314西山浄土宗 出口  歓貞

理智院 泉南郡岬町多奈川谷川1523599-0311真言宗御室派 藤永　隆弘

興善寺 泉南郡岬町多奈川谷川1460599-0311天台宗 平野　宏道

高仙寺 泉南郡岬町孝子1464599-0302曹洞宗 嶋本　珠行

金輪寺 泉南郡岬町孝子504-1599-0302黄檗宗 加藤  宗道

岬福音教会 泉南郡岬町多奈川谷川2600
－１

599-0311日本福音教会 髙橋　真一

エホバの証人の大阪府阪
南会衆

泉南郡岬町淡輪５９１３-１３599-0301単立（基督） 岩﨑　創　

淡輪聖書教会 泉南郡岬町淡輪838－１599-0301単立（基督） 大藪　宣基

天理教多奈川分教会 泉南郡岬町多奈川谷川3400
－74

599-0311天理教 溝口　善起
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教津泉分教会 泉南郡岬町深日2553－１599-0303天理教 松下　勝文

大自然天地日之大神教多
奈川教会

泉南郡岬町多奈川谷川2876599-0311大自然天地日之大
神教

西田  重子

天之宮 泉南郡岬町多奈川谷川3249
－１

599-0311単立(諸教） 荊木　和也
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南河内郡太子町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

春日神社 南河内郡太子町大字春日
1642

583-0991神社本庁 南條  和美

科長神社 南河内郡太子町大字山田
3778

583-0992神社本庁 南條  和美

光福寺 南河内郡太子町大字春日
1785

583-0991浄土真宗本願寺派 津田　隆志

善久寺 南河内郡太子町大字春日
1716

583-0991浄土真宗本願寺派 谷口  圓雄

佛陀寺 南河内郡太子町大字山田
2900

583-0992浄土真宗本願寺派 秦  秀和

正泉寺 南河内郡太子町大字山田
1769

583-0992真宗大谷派 秦井　祥雅

林光寺 南河内郡太子町大字山田
2798

583-0992真宗大谷派 森　義昌

了徳寺 南河内郡太子町大字春日
1775

583-0991真宗興正派 竹島　法隆

西方院 南河内郡太子町大字太子
1663

583-0995浄土宗 蘇我　孝明

南林寺 南河内郡太子町大字太子
1563

583-0995高野山真言宗 野口　真龍

妙見寺 南河内郡太子町大字春日
1624

583-0991曹洞宗 畑　岳雄

叡福寺 南河内郡太子町大字太子
2146

583-0995単立（仏教） 近藤  本龍

天理教喜志分教会 南河内郡太子町大字太子44
－６

583-0995天理教 竹田　修子

天理教科長原分教会 南河内郡太子町大字春日
1644－４

583-0991天理教 塚本五十鈴

天理教大化分教会 南河内郡太子町大字春日
1449－10

583-0991天理教 近藤　正嗣

天理教太子分教会 南河内郡太子町大字春日
1733－４

583-0991天理教 池田　美佐江

天理教古慶分教会 南河内郡太子町大字畑316583-0993天理教 谷  由長

天理教明二十五分教会 南河内郡太子町大字畑709583-0993天理教 黒田　正
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南河内郡河南町
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

壹須何神社 南河内郡河南町大字一須賀
628

585-0002神社本庁 三上　孝夫

磐船大神社 南河内郡河南町大字平石484585-0013神社本庁 南條  和美

鴨習太神社 南河内郡河南町大字神山595585-0034神社本庁 岡山　真美

光當寺 南河内郡河南町大字神山384585-0034浄土真宗本願寺派 寺西　照隆

観念寺 南河内郡河南町大字寛弘寺
220

585-0035浄土真宗本願寺派 宮本  直樹

顕證寺 南河内郡河南町大字大ケ塚
106

585-0003浄土真宗本願寺派 田毎  照隆

高林寺 南河内郡河南町大字上河内
140

585-0024浄土真宗本願寺派 葛本　徹雄

極楽寺 南河内郡河南町大字一須賀
573

585-0002浄土真宗本願寺派 見正  秀基

善秀寺 南河内郡河南町大字東山819585-0001浄土真宗本願寺派 山内　浩太郎

光明寺 南河内郡河南町大字下河内
105－２

585-0023真宗大谷派 藤井　学

光明寺 南河内郡河南町大字山城341585-0004真宗興正派 橋本  宏史

往西寺 南河内郡河南町大字白木544
－１

585-0014浄土宗 松本　哲周

西光寺 南河内郡河南町大字寛弘寺
208

585-0035浄土宗 松本　哲周　

善正寺 南河内郡河南町大字大ケ塚
293

585-0003浄土宗 鈴木　邦友

得生寺 南河内郡河南町大宝4-7-31585-0004浄土宗 加藤　弘量

観音寺 南河内郡河南町大字中729585-0031融通念佛宗 杉田  善久

大念寺 南河内郡河南町大字大ケ塚
296

585-0003融通念佛宗 夏野  俊乗

高貴寺 南河内郡河南町大字平石539585-0013高野山真言宗 前田　弘観

弘川寺 南河内郡河南町大字弘川43585-0022真言宗醍醐派 髙志　慈海

法華寺 南河内郡河南町大字加納247585-0012単立（仏教） 庄司　真人

天理教梅乃分教会 南河内郡河南町大字寺田702
－２

585-0011天理教 矢谷　知

天理教神津風分教会 南河内郡河南町大字加納600
－５

585-0012天理教 江幡  三則

天理教此正分教会 南河内郡河南町大宝４－27
－18

585-0005天理教 河竹　成美

天理教白木分教会 南河内郡河南町大字白木
1085－３

585-0014天理教 清水　伸吾

天理教大海松分教会 南河内郡河南町大字東山767
－１

585-0001天理教 松田  敏子

天理教大ケ塚分教会 南河内郡河南町大字山城582585-0004天理教 佐々木省三

天理教浪和分教会 南河内郡河南町大宝４－14
－５

585-0005天理教 椿原  唯之

天理教橋速分教会 南河内郡河南町大字寛弘寺
447－４

585-0035天理教 田中　元

天理教本永分教会 南河内郡河南町大宝４－34
－７

585-0005天理教 永木　十美江
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宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

天理教桃中分教会 南河内郡河南町大字中799585-0031天理教 吉田  拡子

天理教世直分教会 南河内郡河南町大字寛弘寺
４２０－１

585-0035天理教 仲本　達郎
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南河内郡千早赤阪村
宗教法人名 所在地郵便番号包括宗教団体名 代表役員名

中津神社 南河内郡千早赤阪村大字中
津原691

585-0052神社本庁 梶野　行良

金峰神社 南河内郡千早赤阪村大字吉
年159

585-0054神社本庁 西澤　誠剛

小吹八坂神社 南河内郡千早赤阪村大字小
吹1136－２

585-0053神社本庁 岡山　真美

建水分神社 南河内郡千早赤阪村大字水
分357

585-0041神社本庁 岡山  真美

千早神社 南河内郡千早赤阪村大字千
早1228

585-0051神社本庁 西澤　誠剛

不本見神社 南河内郡千早赤阪村大字東
阪1129

585-0055神社本庁 西澤　誠剛

西楽寺 南河内郡千早赤阪村大字森
屋999

585-0044浄土真宗本願寺派 葛本  徹雄

浄照寺 南河内郡千早赤阪村大字中
津原131

585-0052真宗大谷派 神澤　照

超勝寺 南河内郡千早赤阪村大字水
分298－２

585-0041浄土宗西山禅林寺
派

佐々木　準紹

西恩寺 南河内郡千早赤阪村大字小
吹464

585-0053融通念佛宗 多田　宣弘

常念寺 南河内郡千早赤阪村大字森
屋370－甲

585-0044融通念佛宗 道 　一信

天理教石川分教会 南河内郡千早赤阪村大字千
早201

585-0051天理教 豊田  房江

天理教金剛分教会 南河内郡千早赤阪村大字森
屋98

585-0044天理教 豊田　善和

天理教大南宝分教会 南河内郡千早赤阪村大字小
吹68－680

585-0053天理教 島田　喜美代

天理教千早分教会 南河内郡千早赤阪村大字小
吹1136

585-0053天理教 西尾　悦郎

天理教南旭二分教会 南河内郡千早赤阪村大字森
屋904

585-0044天理教 高木  克彦

天理教守屋分教会 南河内郡千早赤阪村大字森
屋412

585-0044天理教 吉田　素久
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