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共同募金助成事業コード表 
 

≪執行者分類コード≫ 

 

コード 分類項目 説明 例示 

 直接事業 受配者が直接実施する事業 

  
1101 当該市区町村社協 

他団体との共催や合同で実施する事業も

含む 

 

  1102 地区・支部社協 地区・支部が実施する事業  

 二次配分事業（補助、助成） 受配者以外の団体が実施する事業に対する補助、助成、後援等の事業 

  
1201 県社協 

県社協主催の事業へ助成金を支出する場

合 

 

  
1202 市区町村社協 

他の社協主催の事業へ助成金を支出する

場合 

 

  1203 高齢者福祉団体 県域、市町村域で組織的に活動している

団体等が行う事業 

 

  1204 障害児者福祉団体  

  1205 児童青少年福祉団体  

  1208 一人親家族関係団体  

  1209 女性福祉関係団体 婦人会等 

  1210 更生保護団体 更生保護法に規定の団体 更生保護婦人会、ＢＢＳ連盟等 

  
1212 NPO法人・団体 

特定非営利活動法に基づく法人及び法人

取得予定団体 

 

  
1213 ボランティア団体 

自発性､非営利を基盤に活動している有

志によるグループ 

 

  1214 小地域団体・公民館 地域住民組織の活動、公民館活動等 自治会、町内会、福祉協力委員 

  1215 民生委員児童委員協議会   

  1216 福祉事業者団体   

  1217 学校   

  1218 当事者・家族の会 対象者が事業執行者である場合  

  

1219 住民参加型団体 

利用及び協力会員の登録があり、有償の

非営利活動で、在宅福祉サービスを実施

している団体 

生活協同組合、ＪＡ等が母体と

なった団体も含む 

  1220 保険・医療関係団体   

  1221 社会福祉施設 社会福祉法に規定されている施設等  

  1222 ボランティア・NPO中間支援団体   

  1223 その他団体   
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≪対象者分類コード≫ 

 

コード 分類項目 説明 例示 

 高齢者  

  2101 高齢者全般 健康状態に関係なく、一定年齢を超えた人  

  2102 要介護高齢者 「要介護」と認定を受けた高齢者  

  2103 要支援高齢者 社会的な支援を必要とする高齢者  

  2104 高齢者世帯 単身高齢者や一定年齢を超えた人  

  
2105 介護者・家族 介護を行っている家族等 

有償サービスの従事者は

含めない 

 障害児・者  

  2201 障害児者全般 特定の障害分野に限定せず、障害者全般  

  2202 知的障害児者   

  2203 身体障害児者   

  2204 精神障害者   

  2205 心身障害児者 重複障害者  

  
2206 介助者・家族 介助を行っている家族等 

有償サービスの従事者は

含めない 

 児童・青少年  

  2301 乳幼児 小学校入学年齢に達していない子ども  

  2302 児童 小学生及び同年齢の子ども  

  2303 青少年 中学生から成人前後の若者  

  2304 一人親家族 母親又は父親のいない家族  

  2305 養護児童 支援を必要とする子ども  

  2306 遺児・交通遺児 事故や病気等で保護者を失った児童・青少年  

  2307 家族 児童・青少年をもつ家族全般  

 その他 特に対象者を限定しない事業 

  2401 住民全般 広く住民全般  

 課題を抱える人  

  2501 災害等被災者 災害等の被害にあった方  々  

  2502 低所得者・要保護世帯 生活保護に該当する程度の生活困窮者又は世帯  

  2503 長期療養者 施設、病院等で長期に療養している人  

  2504 ひきこもりの人   

  2505 DV被害者   

  2506 更生保護関係者   

  2507 ホームレス  行路者も含む 

  2508 在住外国人 地域内で生活している外国人  

  2509 犯罪被害者   

  2510 不登校児   

  2511 その他   
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≪分野・テーマ分類コード≫ 

 

コード 分類項目 説明 

3001 高齢者福祉 高齢者福祉分野の活動・事業 

3002 障害者福祉 障害者福祉分社の活動・事業 

3003 児童福祉 児童養護・児童虐待への対応、里親など児童福祉分野の活動・事業 

3004 生活困窮者支援 緊急的な食糧・物品配布など生活困窮者を支援する活動・事業 

3005 社会的孤立防止 社会的孤立を防ぐことを目的とした活動・事業 

3006 子育て支援 託児、保育、保護者支援など子育てを支援する活動・事業 

3007 ボランティア・ＮＰＯ中間支援 ボランティアやＮＰＯの啓発や講座、コーディネーションなどの活動・事業 

3008 その他の地域福祉 その他の地域福祉の分野やテーマの活動・事業 

3009 更生保護 更生保護分野の活動・事業 

3010 保健・医療 保健・医療分野の活動・事業 

3011 まちづくりの推進 地域住民によるまちづくりの活動・事業 

3012 災害対応・防災 災害への対応や日常の防災を目的とした活動・事業 

3013 環境 環境分野の活動・事業 

3014 地域活動 自治会・町内会活動など地域住民による活動・事業 

3015 社会教育・生涯学習 公民館での活動など、社会教育・生涯学習分野の活動・事業 

3016 防犯 地域住民による防犯の活動・事業 

3017 犯罪被災者支援 犯罪被害者支援の活動・事業 

3018 人権擁護 人権擁護分野の活動・事業 

3019 国際理解・交流 国際理解や国際交流分野の活動・事業 

3020 男女共同参画 男女共同参画分野の活動・事業 

3021 こども健全育成 子ども会活動、子どもの健全育成を目的とする活動・事業 
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≪機能・形態分類コード≫ 

 

コード 分類項目 説明 例示 

4001 食事・入浴支援 食事や入浴を支援する活動・事業 配食・入浴サービス、会食会 

4002 外出・移動支援 
外出や移動を支援する活動・事業 外出支援サービス、移送サー

ビス 

4003 情報・コミュニケーション支援 
手話や点訳など、情報やコミュニケーショ

ンを支援する活動・事業 

手話・点訳朗読・要約筆記 

4004 家事支援 家事を支援する事業 家事援助、高齢者宅の掃除 

4005 学習支援 
地域の子どもたちなどに対する学習支援の

活動・事業 

福祉教育、子供会活動 

4006 つながり支援 
見守りやサロン活動など、地域住民のつな

がりを支援する活動・事業 

見守り活動・訪問活動・サロ

ン活動 

4007 就労支援 
障害がある人などを対象とした就労支援の

活動・事業 

自立支援、施設運営費 

4008 除排雪支援 除排雪を支援する活動・事業 ボランティアによる除雪活動 

4009 その他の生活支援 
地域住民に対するその他の生活支援の活

動・事業 

健康づくり講座、見舞金品、

祝い金品 

4010 相談 各種分野の相談に対応する活動・事業 心配ごと相談 

4011 コーディネート 
ボランティアや地域の団体のコーディネー

トの活動・事業 

ボランティアセンターでのコ

ーディネート 

4012 研修・学習・体験 研修・学習・体験の活動・事業 各種講座、訓練・研修旅行 

4013 交流・イベント 
交流や福祉に関するイベントなどの活動・

事業 

敬老会、料理教室、世代間交

流、福祉まつり、福祉大会 

4014 話し合い・ミーティング 
話し合いやミーティングの場をつくる活

動・事業 

○○運営委員会 

4015 情報提供 
福祉・ボランティア情報を提供する活動・

事業 

広報誌・パンフレット等の発

行 

4016 調査・研究 地域福祉に関わる調査・研究の活動・事業 ボランティア団体調査 

4017 計画づくり 
地域福祉に関わるマニュアルや計画づくり

の活動・事業 

小地域の福祉活動計画づくり 

4018 啓発・普及 
地域福祉やボランティア活動の啓発・普及

の活動・事業 

防災マップ、パンフレット等

の作成 

4019 施設整備 社会福祉事業等のための施設整備 建物の建設や改修、補修 

4020 備品・機器・車両整備 
社会福祉事業等のための備品・機器・車両

を整備する事業 

エアコン等生活用備品、用備

品、車両の購入 

4021 機器貸出し 
社会福祉事業や地域福祉活動のための機器

貸出しの事業 

車いすや高齢者体験セット 

4022 被災地支援活動 
ボランティアなどによる被災地支援の活

動・事業 

○○災害の被災地での支援活

動 

4023 余暇支援 
障害がある人などを対象とした余暇支援の

活動・事業 

音楽等サークル活動、買い物

ツアー 

4024 資材・広報物製作 
地域福祉に関する資材製作・広報物を製作

する活動・事業 

ボランティアガイドブックの

作成、各種報告書の作成 
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≪使途分類コード≫ 

コード 分類項目 説明 例示 

 事業費関係  

  5101 謝礼   

  5102 保険料   

  5103 施設・備品の借上げ料   

  5104 入場料・使用料   

  5105 資料購入費   

  5106 材料等購入費   

  5107 企画・調査・研究費   

  5108 広報費   

  5109 資料・資材作成費   

  5110 設置費   

  5111 実費弁償   

  5112 工賃   

  5113 見舞金品・祝い金品   

  5115 拠出金   

  5116 研修費   

 建物・備品関係  

  5201 建物新築   

  5202 建物増改築・補修   

  5203 車両購入費   

  5204 備品購入費   

 管理経費  

  5301 通信運搬費   

  5302 消耗品費   

  5303 旅費交通費   

  5304 宿泊費   

  5305 燃料費   

  5306 光熱費   

  5307 水道料   

  5308 家賃   

  5309 建物・備品の維持管理費   

 


