
種類 〒
区（札幌市）
市町村名 住　 所 教派／所属 教会／団体名

教会教職者・
団体代表者名

電話 ＦＡＸ

1 教会 002-8006 北区 太平6-6-4-5 日本ｷﾘｽﾄ教団 札幌北部教会 久世そらち 771-4410 795-1100

2 教会 001-0907 北区 新琴似7-12-1-48 日本福音ｷﾘｽﾄ教会連合 北栄キリスト教会 中西　健彦 761-2717 761-2717

3 教会 001-0045 北区 麻生町4-11-14 日本ｷﾘｽﾄ教団 麻生教会 上森　俊明 736-8027 736-8026

4 教会 001-0027 北区 北27西16-1-6 日本ﾎｰﾘﾈｽ教団 札幌教会 土屋　勇人 726-1912 726-1912

5 教会 060-0808 北区 北8西6-2-18 日本聖公会 札幌キリスト教会
大町　信也
三浦　千晴

747-7339 716-6345

6 教会 002-8067 北区 拓北7-2-1-23 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟 札幌新生ｷﾘｽﾄ教会 田中　　博 772-0589 772-0589

7 教会 001-0022 北区 北22条西5丁目1-5 日本救世軍 札幌小隊 石坂　臣司 788-5352 788-4114

8 教会 007-0849 東区 北49東15丁目4-7 ｷﾘｽﾄの教会 東区ｷﾘｽﾄの教会 横山　和美 731-8118

9 教会 065-0026 東区 北26条東9-5-23 ｲﾝﾏﾇｴﾙ綜合伝道団 札幌キリスト教会 蔦田　康毅 731-2712 731-2712

10 教会 065-0028 東区 北28東13-2-14 単立 北斗ﾁｬﾍﾟﾙ・ｷﾘｽﾄ教会 安田　　諭 704-4436 704-7941

11 教会 065-0019 東区 北19東3-4-5 日本聖公会 札幌聖ミカエル教会 下澤　　 昌 742-7903 742-5055

12 教会 065-0017 東区 北17東17-2-3 日本ｷﾘｽﾄ教団 札幌元町教会 大倉　一郎 781-5361 781-5361

13 教会 007-0842 東区 北42条東2-3-23 基督兄弟団 札幌栄光教会 上野　謙一 741-7369

14 教会 007-0806 東区 東苗穂6-2-9-26 単立 札幌めぐみｷﾘｽﾄ教会 高橋　養二 782-8413 782-8413

15 教会 007-0847 東区 北47東7-2-1 日本福音ｷﾘｽﾄ教会連合 栄福音ｷﾘｽﾄ教会 菜花　和男 731-7277

16 教会 060-0009 中央区 北9西20-2-5 日本ｷﾘｽﾄ教団 西札幌伝道所  指方　信平　　 631-8102 631-8102

17 教会 060-0007 中央区 北7西13-2 日本ｷﾘｽﾄ教会 札幌桑園教会 秋本　英彦 221-1952 221-1952

18 教会 060-0031 中央区 北1東1-3 日本ｷﾘｽﾄ教団 札幌教会 小林　克哉 221-2444 251-8255

19 教会 060-0001 中央区 北1西13-2 日本ｷﾘｽﾄ教会 札幌北一条教会　 堤　　　隆 221-4455 221-0966

20 教会 060-0001 中央区 北1西18-1-46 単立 ライラックチャペル 大野　　晃 688-5851 592-2608

21 教会 060-0042 中央区 大通西6-3-1 日本ﾙｰﾃﾙ教団 札幌中央ﾙｰﾃﾙ教会 吉田　達臣 211-6265 241-0187

22 教会 060-0042 中央区 大通西11-4-30 ｳｪｽﾚｱﾝ･ﾎｰﾘﾈｽ教団 札幌新生教会
岡田　順一
岡田文美佳

261-6898 261-6979

23 教会 060-0042 中央区 大通西1-14 日本ｷﾘｽﾄ教団 札幌北光教会
指方　信平
指方　愛子

241-3614 241-3810
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24 教会 064-0820 中央区 大通26丁目3-3 新生基督教会 円山教会 三瓶　　圓 611-6954

25 教会 064-0820 中央区 大通西22-1-6 単立 札幌独立キリスト教会 大友　　浩 641-3522 641-3544

26 教会 064-0809 中央区 南23西9-3-17 日本ｷﾘｽﾄ教団 札幌中央教会 岸　　敬雄 563-0635 563-0635

27 教会 064-0912 中央区 南12西12-2-27 日本福音ﾙｰﾃﾙ教会 札幌教会  日笠山吉之 561-9516 561-9516

28 教会 064-0914 中央区 南14西17-2-22 日本聖公会 聖マーガレット教会 三浦　千晴 561-0451 561-7542

29 教会 064-0916 中央区 南16西12-1-5 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団  札幌ナザレン教会 古川　修二 561-2736

30 教会 064-0921 中央区 南22西14-1-28 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟 札幌教会
石橋　大輔
西本　詩生

561-6990 532-8481

31 教会 060-0062 中央区 南2条西8丁目 単立 マナチャペル 藤井　克行 272-6760

32 教会 063-0001 西区 山の手1-2-1-30 日本ﾙｰﾃﾙ教団 札幌山の手教会 621-8638 621-8638

33 教会 063-0811 西区 琴似1-5-2-22 日本ｷﾘｽﾄ教団 琴似中央通教会 秋山千四郎 621-1731 621-8125

34 教会 063-0842 西区 八軒2西１-3-1 日本ｷﾘｽﾄ教会 札幌琴似教会 久野真一郎 641-3088 641-3088

35 教会 063-0824 西区 発寒4-5-7-3 日本ｷﾘｽﾄ教会 札幌発寒教会 661-1662 661-9541

36 教会 063-0033 西区 西野3-2-2-26 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟 西野バプテスト教会 岩本　義博 663-3422 663-3422

37 教会 063-0061 西区 西町北9-3-18 日本福音ｷﾘｽﾄ教会連合 札幌西福音ｷﾘｽﾄ教会 杉本　博徳 661-5769 661-5769

38 教会 063-0051 西区 宮の沢1条4-4-47 単立 ＩＣＦ教会 ジェリーｼﾞｬﾝｾﾝ 669-3038 669-3058

39 教会 006-0804 手稲区 新発寒4-5-16-7 日本ｷﾘｽﾄ教団 新発寒教会 清水　和恵 681-8217 681-8217

40 教会 006-0811 手稲区 曙2条2丁目4-15 日本福音ｷﾘｽﾄ教会連合 グレースコミュニティ 益田　　結 683-5523 683-7217

41 教会 006-0022 手稲区 手稲本町2-3-3-1 日本ｷﾘｽﾄ教団 札幌手稲教会 原　　和人 682-7059 682-7059

42 教会 006-0816 手稲区 前田6条16-10-12 日本ｷﾘｽﾄ教会 手稲前田伝道所 681-0516

43 教会 005-0035 南区 南35条西10丁目250 ｷﾘｽﾄの教会 藻岩下教会 鈴木　和彦 584-2817 584-2817

44 教会 005-0015 南区 真駒内泉町2-1-6 日本ｷﾘｽﾄ教団 真駒内教会 杉本　和道 581-0331 581-0331

45 教会 062-0906 豊平区 豊平6-3-5-15 日本ｷﾘｽﾄ教会 札幌豊平教会 稲生　義裕 811-6838 811-6847

46 教会 062-0934 豊平区 平岸4-2-1-19 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟 平岸バプテスト教会 全
チョン

　　皓
ホウ

燮
ショップ

821-6446 821-6460

47 教会 062-0052 豊平区 月寒東2-19-11-15 在日大韓ｷﾘｽﾄ教会 札幌教会 千
チョン

　　相
サン

鉉
ヒョン

857-7592 857-7592

48 教会 062-0009 豊平区 美園9-7-42-2 日本ｷﾘｽﾄ教団 十二使徒教会 丸山　澄夫 821-2386  821-9030
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49 教会 062-0051 豊平区 月寒東1-2-10-9 日本ｷﾘｽﾄ教団 月寒教会 原　　和人 851-6634 851-3741

50 教会 062-0043 豊平区 福住3-5-1-48 日本福音ｷﾘｽﾄ教会連合 札幌希望の丘教会 竹本　邦昭 851-9514 851-9109

51 教会 004-0803 清田区 里塚3-1-7-5 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟 平岡ﾞｼﾞｮｲﾌﾙﾁｬﾍﾟﾙ 三上　　章 883-6116 883-6116

52 教会 004-0865 清田区 北野5-3-7-17 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ同盟 札幌北野キリスト教会 岡口　　学 882-5611 882-5611

53 教会 004-0846 清田区 清田6-1-1-23 日本ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ教団 札幌羊ヶ丘教会 小菅　　剛 883-3790 883-4974

54 教会 004-0880 清田区 平岡10条3-1-20 単立 札幌ｺﾞｽﾍﾟﾙﾌｧﾐﾘｰﾁｬｰﾁ 毛利　光孝 884-3790 884-3790

55 教会 003-0801 白石区 菊水1-4-6-36 日本ｷﾘｽﾄ教団 東札幌教会 黒田　　靖 811-0292 811-0292

56 教会 003-0021 白石区
栄通14丁目3-30-3-101　ｻ
ﾎﾟｰﾄ種子気付け

日本ﾒﾉﾅｲﾄ教会協議会 友愛教会　 836-1551 836-1551

57 教会 003-0028 白石区 平和通4南2-7 日本ｷﾘｽﾄ教会 札幌白石教会 斎藤　義信 864-3515 864-3515

58 教会 003-0029 白石区 平和通9北5-26 日本ﾒﾉﾅｲﾄ教会協議会 白石キリスト教会 川崎　憲久 862-4968 862-4968

59 教会 004-0002 厚別区 厚別東2-5-14-1 日本聖公会 新札幌聖ニコラス教会 上平　　更 898-5999 898-5999

60 教会 004-0033 厚別区 上野幌3条6-13-15 日本同盟基督教団 新札幌聖書教会 朴
パク

　　永
ヨンギ

基 892-5233  892-5274

61 教会 004-0052 厚別区 厚別中央2-4-1-144 日本ｷﾘｽﾄ教団 厚別教会 石田　　歩 891-5363 891-5363

62 教会 004-0073 厚別区 厚別北3-3-15-22 日本ｷﾘｽﾄ教会 森林公園教会 傳　　英二 893-0839 893-0839

63 教会 061-3205 石狩市 花川南5-1-133 日本ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ教団 石狩栄光教会 平林　直己
（0133)

73-3487

64 教会 061-1148 北広島市 山手4-12-5 日本ｷﾘｽﾄ教会 北広島山手教会 372-4138 372-4138

65 教会 061-1113 北広島市 共栄町3-11-2 日本ｷﾘｽﾄ教団 北広島教会 菊地　啓示 373-7085 373-7085

66 教会 069-0883 江別市 文京台14-26 日本同盟基督教団 文京台ﾚｲﾝﾎﾞｰ教会 金
キム

　　周
シュ

煥
ファン

386-7750 386-7750

67 教会 003-0837 江別市 野幌若葉町85-1 単立 愛隣ﾁｬﾍﾟﾙｷﾘｽﾄ教会
内超　　努
山　　哲平

375-8451 375-8451

68 団体 001-0015 北区 北15西5-1-12 日本聖公会 北海道教区事務所 笹森　田鶴 717-8181 736-8377

69 団体 060-0807 北区
北7条西6丁目
ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ内

日本ｷﾘｽﾄ教団 北海教区事務所 小西　陽祐 716-5334 757-6271

70 団体 060-0807 北区
北7条西6丁目
ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ内

アバコ北海道支部
北海道マスコミ伝道センター
＜ホレンコ＞

小栗　昭夫 736-0104 736-0104

71 団体 060-0807 北区
北7条西6丁目
ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ内

さっぽろ朝祷会 佐藤　信吉 736-3388

72 団体 060-0807 北区
北7条西6丁目
ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ内

書店 北海道ｷﾘｽﾄ教書店 亀岡　　徹 737-1721 747-5979
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73 団体 060-0807 北区
北7条西6丁目
ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ内

北海道ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ 板谷　良彦 736-3388 736-3388

74 団体 060-0807 北区
北7条西6丁目
ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ内

一般社団法人 札幌ＹＷＣＡ 榮　まり子 728-8090 728-8090

75 団体 060-0002 中央区
北2条西3丁目
タケサトビル3F

いのちのことば社
伝道グループ

BIBLE SHOP オアシス札幌 氏家美智代 241-3074 241-3076

76 団体 064-0811 中央区 南11西11-2-5 公益財団法人 北海道ＹＭＣＡ 秋葉　聡志 561-5642 563-0041

77 団体 004-0042 厚別区 大谷地西2-3-1 学校法人 北星学園 古川　敬康 891-2731 892-6097

78 団体 007-0845 東区
北45条東2丁目4-8
池端様方

公益財団法人 日本ｷﾘｽﾄ教婦人矯風会札幌 池端志津子 721-1763

79 団体 006-0049 手稲区
手稲金山131-4
神愛園内

社会福祉法人 神愛園法人事務局 後藤　　学 688-0050 688-0060

80 団体 061-2284 南区 藤野4条3丁目8-18 断酒ホーム 青十字サマリヤ館 齊藤　和夫 591-1921 591-8414

81 団体 061-0208 石狩郡
当別町弁華別73-7
松田様方

日本国際ギデオン協会 北海道地区 松田　　進
（0133）
27-5303
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