
宗教章授与基準設置教宗派連絡先

宗教章授与基準設置教宗派数 2020年5月24日現在

・神道章　　　　２　　・キリスト教章　　２３　・世界救世教章　　　１　・天理教章　　　1

・仏教章　　　３２　　・金光教章　　　１　　 合計　６０　教宗派

1 神道章 〒 住所１ 住所２ 電話番号

1-1 神社本庁 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-1-2 神社本庁 教化広報部教化課 全国神社スカウト協議会 03-3379-8016

1-2 黒住教 〒701-1212 岡山県岡山市尾上神道山 黒住教本部 086-284-2121

2 仏教章 〒 住所１ 住所２ 電話番号

2-1 天台宗 〒520-0113 滋賀県大津市坂本4-6-2 天台宗務庁　天台宗スカウト連合協議会 077-579-0022

2-2 浄土真宗本願寺派 〒600-8358 京都府京都市下京区堀川通花屋町下る
浄土真宗本願寺派宗務所寺院活動支援部　浄土真宗
本願寺派スカウト指導者会

075-371-5181

2-3 高野山真言宗 〒600-8359 和歌山県伊都郡高野町高野山132
高野山真言宗宗務所教学部　高野山真言宗スカウト連
絡協議会

0736-56-2015

2-4 浄土宗 〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 浄土宗宗務庁社会国際局　浄土宗スカウト連合協議会 03-3436-3351

2-5 真宗大谷派 〒600-8361 京都市下京区諏訪町通六条下る　上柳町199 しんらん交流館内　青少幼年センター 075-354-3440

2-6 本門佛立宗 〒600-8362
京都府京都市上京区御前通一条上る東竪町
110

本門佛立宗宗務本庁　本門佛立宗佛立スカウト会 075-461-1166

2-7 臨済宗妙心寺派 〒600-8363 京都府京都市右京区花園妙心寺町64 臨済宗妙心寺派宗務本所花園会本部 075-463-3121

2-8 真宗佛光寺派 〒600-8364
京都府京都市下京区高倉通仏光寺下る新開町
397

真宗佛光寺派宗務所宗務部　真宗佛光寺派スカウト協
議会

075-341-3321

2-9 金剛禅総本山少林寺 〒600-8365 香川県仲多度郡多度津町本通3-1-48 金剛禅総本山少林寺 0877-33-1010

2-10 臨済宗南禅寺派 〒600-8366 京都府京都市左京区南禅寺福地町 大本山南禅寺派宗務本所 075-771-0365

2-11 時宗 〒600-8367 神奈川県藤沢市西富1-8-1 時宗総本山清浄光寺　時宗宗務所 0466-23-7276

2-12 立正佼成会 〒600-8368 東京都杉並区和田2-11-1
立正佼成会習学部青年ネットワークグループ　佼成ス
カウト指導者協議会

03-5341-1661

2-13 曹洞宗 〒600-8369 東京都港区芝2-5-2 曹洞宗宗務庁教化部布教課　曹洞宗スカウト協議会 03-3454-5560

2-14 聖観音宗 〒600-8370 東京都台東区浅草2-3-1
聖観音宗宗務所庶務部　聖観音宗浅草寺スカウト協議
会

03-3842-0181

2-15 臨済宗方広寺派 〒600-8371 静岡県浜松市引佐町奥山1577-1 臨済宗大本山方広寺 053-543-0003

2-16 孝道教団 〒600-8372 神奈川県横浜市神奈川区鳥越38 孝道教団青少年課 045-432-1201

2-17 日蓮宗 〒600-8373 東京都大田区池上1-32-15 日蓮宗宗務院伝道部　日蓮宗スカウト連絡協議会 03-3751-7181

2-18 真宗高田派 〒600-8374 三重県津市一身田町2819 真宗高田派宗務院教学部 0592-32-4171

2-19 真言宗智山派 〒600-8375
京都府京都市東山区東大路七条下る東瓦町
964　智積院内

真言宗智山派宗務庁教化部教宣課 075-541-5361

2-20 融通念佛宗 〒600-8376 大阪府大阪市平野区平野上町1-7-26 融通念佛宗宗務所 06-6791-0026

2-21 真言宗豊山派 〒600-8377 東京都文京区大塚5-40-8 真言宗豊山派宗務所 03-3945-6601

2-22 法華宗真門流 〒600-8378
京都府京都市上京区智恵光院通五辻上る紋屋
町330

法華宗真門流宗務庁社会部　法華宗真門流スカウト連
絡協議会

075-441-5762

2-23 鞍馬弘教 〒600-8379 京都府京都市左京区鞍馬本町1074 鞍馬弘教総本山鞍馬寺 075-741-2003

2-24 臨済宗円覚寺派 〒600-8380 神奈川県鎌倉市山ノ内409 臨済宗円覚寺派宗務本所 0467-22-0478

2-25 西山浄土宗 〒600-8381 京都府京都府長岡京市粟生西条26-1 西山浄土宗宗務所教学部 075-955-0002

2-26 法華宗陣門流 〒600-8382 東京都豊島区巣鴨5-35-6
法華宗陣門流宗務院教化部　法華宗陣門流ボーイスカ
ウト連絡協議会

03-3918-7290

2-27 新義真言宗  ＊活動休止中 〒600-8383 東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンＢ121 03-3814-3464

2-28 真宗興正派 〒600-8384
京都市下京区醒ケ井通七条上る花園町70 興正
寺

真宗興正派宗務所教務部 075-371-0075

2-29 顕本法華宗 〒600-8385
京都市左京区岩倉幡枝町91　顕本法華宗総本
山妙満寺内

顕本法華宗宗務院　社会部 075-791-7171

2-30 臨済宗建長寺派 〒600-8386 神奈川県鎌倉市山ノ内8 臨済宗建長寺派宗務本院 0467-22-0981

2-31 真宗三門徒派 〒600-8387 福井県福井市みのり2-3-7 真宗三門徒派宗務所教学部 0776-36-0229

2-32 本山獅子谷法然院 〒600-8388 京都府京都市左京区鹿ヶ谷御所ノ段町30 075-771-2420



3 キリスト教章 〒 住所１ 住所２ 電話番号

3-1 浜田山キリスト教会 〒168-0065 東京都杉並区浜田山4-10-25 浜田山キリスト教会 03-3313-7177

3-2 日本聖公会 〒162-0805 東京都新宿区矢来町65 日本聖公会管区事務所 03-5228-3171

3-3 日本福音教会連合 ＊活動休止中

3-4 日本カトリック教会 〒206-0022 東京都多摩市聖ヶ丘2-43-1　鈴木様方 日本カトリックスカウト協議会 042-389-1600

3-5
末日聖徒イエス・キリスト教
会

〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-30 末日聖徒イエス・キリスト教会　ＹＭスカウト連絡協議会 03-3440-2351

3-6 日本ナザレン教団 〒543-0033 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-19 大阪桃谷教会 06-6771-9358

3-7 日本イエス・キリスト教団 〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3-3-19 日本イエス・キリスト教団本部事務所 078-575-5511

3-8 日本基督教団 〒565-0812 大阪府吹田市千里丘中15-2
日本基督教団千里丘教会　クリスチャンスカウト指導者
連絡協議会
研修事前連絡先：Ｅメール　fwjc5366@mb.infoweb.ne.jp

06-6877-2338

3-9 堺シオン福音教会 〒599-8261 大阪府堺市堀上町575 0722-79-1059

3-10 国際基督教大学教会 〒181-0015 東京都三鷹市大沢3-10-2 0422-33-3323

3-11 福音交友会 〒592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町1-63 0722-61-0019

3-12 日本フリーメソジスト教団 〒545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-3-7 大阪キリスト教学院教会 06-6652-3466

3-13 日本福音ルーテル教会 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-1 03-3260-8631

3-14 西大寺キリスト教会 〒704-8191 岡山県岡山市東区西大寺中野543-2 西大寺キリスト教会 086-943-7552

3-15 イエス之御霊教会教団 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-19-2 イエス之御霊教会教団 03-3391-5925

3-16 春日部福音自由教会 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-51-7 048-735-4765

3-17 多賀キリストの教会 〒316-0003 茨城県日立市多賀町1-8-7 0294-38-3365

3-18
ﾁｬｰﾁ ｵﾌﾞ ｸﾗｲｽﾄ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ
ﾄﾞ日本　大阪教会

〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-53-3 06-6387-8178

3-19
カンバーランド長老キリスト
教会

〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-14-1 046-274-1370

3-20 日本ルーテル教団 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-2-32 03-3261-5266

3-21 西日本福音ルーテル教会 〒651-0052 兵庫県神戸市中央区中島通2-2-11 078-242-0887

3-22 聖書キリスト教会 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北1-12-3 聖書キリスト教会東京教会 03-5984-3571

3-23 日本神の教会連盟 〒176-0003 東京都練馬区羽沢2-12-9 03-3994-8128

4 金光教章 〒 住所１ 住所２ 電話番号

4-1 金光教 〒719-0111 岡山県浅口市金光町大谷320 金光教本部教庁内　金光教スカウト協議会 0865-42-3111

5 世界救世教章 〒 住所１ 住所２ 電話番号

5-1 世界救世教 〒413-0006 静岡県熱海市桃山町27-11　事務所別館３階 世界救世教スカウト協議会事務局 0557-84-2031

6 天理教章 〒 住所１ 住所２ 電話番号

6-1 天理教 〒632-8510 奈良県天理市杣之内町1050  天理大学内 天理教スカウト育成協議会事務局 0743-63-8248


