
『埼玉県共同募金会団体コード一覧表』（NPO法人） 

 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

あ行 50412 大宮あゆむ会 さいたま市北区 

50456 Art Beat Heart さいたま市浦和区 53103 桶川・さといも福祉会 桶川市 

52209 合 越谷市 53102 おけがわ福祉会 桶川市 

51504 あい・あーる 春日部市 57501 おにの家 熊谷市 

50109 あいアイ 川越市 53205 おひさまサポートネットワーク 久喜市 

51401 愛風 さいたま市岩槻区 53901 オリオリ 坂戸市 

50211 あいだ 熊谷市 50429 織の音アート・福祉協会 さいたま市北区 

53502 あおい糸 富士見市    

50423 青い空 さいたま市緑区    

51002 あおーら 飯能市    

52003 上尾市身体障害者福祉会 上尾市    

50208 あけぼの 熊谷市    

50414 あけぼの会 さいたま市南区    

52705 朝霞市つばさ会 朝霞市    

52708 朝霞手をつなぐ育成会 朝霞市    

50304 あさひ共生会 川口市    

50804 アシスト秩父 秩父市    

52204 あすなろ 越谷市    

55401 あすなろ会 比企郡嵐山町    

52510 あそびあーとこども劇場いるま 入間市    

50117 あそび虫 川越市    

52707 彩の会 朝霞市    

50108 あゆみ 川越市    

54101 あゆみ福祉会 鶴ヶ島市    

51508 歩夢福祉の会 春日部市    

51903 一心福祉会 深谷市    

53902 いきいき市民連絡会 坂戸市    

53707 いきいきネット 三郷市    

50306 いちご福祉会 川口市    

54001 一麦社 幸手市    

51903 一心福祉会 深谷市    

52505 イノセント 入間市    

52508 命と子育て応援隊FAD 入間市    

51703 色えんぴつ 羽生市    

50115 インターメディカル 川越市    

50904 インフィニティ 所沢市    

50202 ＷＩＳＨ 熊谷市    

53008 ウェルハーモニー 新座市    

50421 浦和手をつなぐ親の会 さいたま市浦和区    

59901 エス・エス・エス 台東区    

50458 Education in Ourselves教育を軸に子どもの成長を考えるﾌｫｰﾗﾑ さいたま市南区    

50903 エヌピーオーいずみ 所沢市    

50449 ＮＰＯ埼玉ネット さいたま市北区    

51911 エル・フォー 深谷市    



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

か行    

53904 かえる 坂戸市    

51706 輝 羽生市    

50448 学童保育おおみや さいたま市大宮区    

51910 一美福祉会 深谷市    

57102 かたくり 児玉郡神川町    

53604 上福岡障害者支援センター２１ ふじみ野市    

53801 かもめ 蓮田市    

57301 からし種福祉会 児玉郡上里町    

50309 かわぐち健康福祉サービス振興会 川口市    

50118 川越子育てネットワーク 川越市    

53302 北本福祉の会かがやきの郷 北本市    

58101 騎望の会 加須市    

50703 行田のぞみ園 行田市    

51801 グループコスモス 鴻巣市    

50114 くるみの木 川越市    

50307 くれぱす 川口市    

58002 桑の実 大里郡寄居町    

50704 ケアフレンドひまわり 行田市    

56902 ケアホームカナリア 児玉郡美里町    

50705 恵愛 行田市    

50445 けやきファーム さいたま市緑区    

50801 ケルン 秩父市    

50430 元気工房 さいたま市中央区    

52102 幸龍会 草加市    

54902 高齢者・障害者サポートクラブ 入間郡毛呂山町    

51510 高齢者・障害者サポートセンター 春日部市    

52203 越谷市手をつなぐ育成会・友 越谷市    

51102 こすもす 加須市    

54105 こすもす 鶴ヶ島市    

50435 子育てネット・森の妖精たち さいたま市南区    

51203 古太萬の会 本庄市    

53605 cotton rings ふじみ野市    

51303 子供食堂チ、アモ 東松山市    

50462 子どもセンター・ピッピ さいたま市浦和区    

50316 こどもの居場所づくり in かわぐち 川口市    

51507 子どもの郷 春日部市    

50424 子ども文化ステーション さいたま市北区    

52902 こども・みらい・わこう 和光市    

50461 このまちで暮らす会 さいたま市南区    

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

さ行 58603 白岡Sport-Verein 白岡市 

50702 サイシップ 行田市 58503 じりつ 南埼玉郡宮代町 

50447 さいたまＮＰＯセンター さいたま市浦和区 50312 自立 川口市 

50432 埼玉県障害者協議会 さいたま市浦和区 50913 自立支援ホームとことこの家 所沢市 

51909 埼玉県盲人福祉協会 深谷市 50201 自立生活センター遊TOピア 熊谷市 

50459 埼玉広域避難者支援センター さいたま市浦和区 51201 自立生活ネットワーク 本庄市 

50428 埼玉こころのかけ橋 さいたま市南区 50210 自立生活をささえる会いなほ 熊谷市 

50411 埼玉子どもを虐待から守る会 さいたま市浦和区 50446 白いお家福祉会 さいたま市緑区 

50431 さいたま市学童保育の会 さいたま市中央区 53704 新和あゆみ会 三郷市 

50438 さいたま市視覚障害者福祉協会 さいたま市大宮区 59003 すぎとSOHOクラブ 北葛飾郡杉戸町 

50422 さいたま市障害難病団体協議会 さいたま市北区 51906 すずらんの会 深谷市 

50407 埼玉障害者センター さいたま市浦和区 50466 すだちサポート さいたま市南区 

50410 さいたま自立就労支援センター さいたま市大宮区 53010 すまいる 新座市 

50440 埼玉成年後見支援センター さいたま市中央区 52004 すみれ福祉会 上尾市 

50442 埼玉成年後見センターいきいきネット さいたま市浦和区 52001 青少年の自立を支える埼玉の会 上尾市 

52703 さいたまチャイルドライン 朝霞市 50205 精神保健福祉の会ひなたぼっこ 熊谷市 

54205 さいたま福祉ネット四季の郷 日高市 51506 精神保健福祉を考える市民の会・彩空楽 春日部市 

50416 さいたまマック さいたま市見沼区 52210 総合福祉センターＴake 越谷市 

50457 さいたまユースサポートネット さいたま市浦和区 50116 ソーシャル・クリエイターズ 川越市 

52008 彩の子ネットワーク 上尾市 51701 空と雲の家福祉会 羽生市 

51904 埼北ケア・サポート 深谷市    

50436 さくら さいたま市南区    

52507 さくらんぼ 入間市    

53709 ささえあいの会みさとクローバー 三郷市    

50102 サポートあおい 川越市    

52042 サポートセンターウィング 戸田市    

53708 サポートネットほっとピア 三郷市    

51912 サポート優 深谷市    

54401 さわやか福祉ネットたすけあい伊奈 北足立郡伊奈町    

58502 さわやか福祉の会きらりびとみやしろ 南埼玉郡宮代町    

50701 ＣＩＬひこうせん 行田市    

50444 C・Cスペース さいたま市南区    

52801 志木市精神保健福祉をすすめる会 志木市    

52802 志木総合型地域ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ 志木市    

50906 颸埜扉 所沢市    

51602 ジョイライフさやま 狭山市    

50417 生涯学習コーディネート協会 さいたま市北区    

50803 障がい者自立支援 自立工房山叶本舗 秩父市    

50908 障がい者と共に歩む会 所沢市    

52301 障害者の自立を考えるあしたの会 蕨市    

50310 障害者の地域生活をひらく会 川口市    

52702 障害者も地域で共にコーヒータイム 朝霞市    

52302 障害者を支援する会すまいる 蕨市    

52103 正讃会 草加市    

50805 笑楽工房 秩父市    



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

た行 な行 

51908 たけのこ 深谷市 50443 仲良し作業所 さいたま市北区 

53503 だいち 富士見市 52706 なかよしねっと 朝霞市 

55902 大地の郷 比企郡吉見町 51704 なごみ 羽生市 

51705 橙 羽生市 55402 ななさと 比企郡嵐山町 

53005 太陽 新座市 53007 新座子育てネットワーク 新座市 

59001 たすけ愛すぎと 北葛飾郡杉戸町 53003 新座市障害者を守る会 新座市 

52009 助け合い村 上尾市 51804 にこにこmama's 鴻巣市 

54303 たすけあい・よしかわ 吉川市 52504 虹の郷 入間市 

50301 たんぽぽ福祉村 川口市 51001 ぬくもり福祉会たんぽぽ 飯能市 

50465 チアーズ さいたま市緑区 50451 ねがいのいえ さいたま市西区 

51603 地域教育ネットワーク 狭山市 50311 ネットワークあゆみ 川口市 

52215 地域こども包括支援センター 越谷市 50450 のらんど さいたま市緑区 

53711 地域で共に生きるナノ 三郷市    

52303 地域福祉支援センター糸ぐるま 蕨市    

50420 ちえの和 さいたま市桜区    

51702 チューリップ 羽生市    

53603 聴導犬普及協会 ふじみ野市    

51107 つどいの会 加須市    

52503 つばさの会 入間市    

54102 鶴ヶ島なごみ 鶴ヶ島市    

54107 鶴の杜 鶴ヶ島市    

54206 陶晃山ふれあい工房 日高市    

52803 東上まちづくりフォーラム 志木市    

50910 所沢障害者デイクラブ 所沢市    

50313 友垣の里 川口市    

50419 ともに生きる会 さいたま市南区    

51512 共に生きる街づくりセンター・かがし座 春日部市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

は行    

52007 パーソナルアシスタント・サービスのっく 上尾市    

53009 配食サービスたらの芽 新座市    

50914 バオバブの木 所沢市    

50112 はすのね互助会 川越市    

52506 花の郷 入間市    

50807 花の森こども園 秩父市    

51707 羽生の杜 羽生市    

55201 はばたき 比企郡鳩山町    

50439 パル さいたま市南区    

50802 パレット秩父 秩父市    

53203 ハローハンディキャップ・タイム 久喜市    

51803 BANGBOO 鴻巣市    

54106 パン工房カウベル 鶴ヶ島市    

50437 ビーポップ さいたま市浦和区    

50305 ヒールアップハウス 川口市    

50433 ひな さいたま市岩槻区    

55901 ひばり 比企郡吉見町    

53703 ひまわりの家 三郷市    

52006 ピュア・スマイル 上尾市    

52213 ファミリーリンク越谷 越谷市    

51915 風林企画 深谷市    

51902 深谷・まち生活サポートの会 深谷市    

50413 福祉かしのき さいたま市見沼区    

51509 福祉作業所ひばり園 春日部市    

59101 福祉作業所ひばり園 北葛飾郡松伏町    

53002 ふくしネットにいざ 新座市    

55502 福寿福祉会 比企郡小川町    

51503 藤の森福祉会 春日部市    

59002 フタバ 北葛飾郡杉戸町    

51601 ぶどうの会 狭山市    

51907 ぶどうの木 深谷市    

50105 フラミンゴ 川越市    

50408 ふれあい工房みなわ さいたま市大宮区    

50441 フレンズネットワーク さいたま市南区    

50103 ほうき星 川越市    

54403 ホームベース 北足立郡伊奈町    

52901 ポコ・ア・ポコ 和光市    

51302 Poco a  Poco 東松山市    

50314 ほっとすてーしょん 川口市    

51104 ほっとかないでネットワーク 加須市    

50427 ほっとポット さいたま市岩槻区    

53903 ぽてとｔｏ地域福祉の会 坂戸市    

50463 ぽぷら学童クラブ さいたま市浦和区    

59902 ぽぽらーと 足立区    



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

ま行 や行 

57901 まきの木福祉会 深谷市 52202 結 越谷市 

58901 誠会 久喜市 53706 游 三郷市 

56901 松ぼっくりの会 児玉郡美里町 50901 ゆうき福祉会 所沢市 

53710 三郷早稲田ライフサポートネット 三郷市 50206 ゆめたまご 熊谷市 

51304 皆実 東松山市 54207 夢舞台 川越市 

58601 みのり 白岡市 55403 夢・フレンズ 比企郡嵐山町 

52011 みのり 上尾市 50209 ゆりかご 熊谷市 

50110 みのり共生会 川越市 54302 よしかわ幼児教室おひさま園 吉川市 

52206 明星 越谷市 51905 よもぎの会 深谷市 

51901 みんなのいえ 深谷市    

50106 むつみ会 川越市    

52704 メイあさかセンター 朝霞市    

58602 めぐみの里 白岡市    

54901 毛呂山サポートセンター 入間郡毛呂山町    

50808 森のECHICA 秩父市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

ら行 わ行 

56101 ライフアップサポート 秩父郡横瀬町 53705 ワーカーズ・コレクティブ青いそら 三郷市 

51913 ライフサポート 深谷市 53304 ワーカーズコレクティブてとて 北本市 

50303 ライフサポート陽だまり 川口市 51805 ワーカーズコレクティブ雪花菜くらぶ 鴻巣市 

50315 ラッコの会 川口市 50318 WAIWAI 川口市 

50308 リンクス 川口市 51505 わかば春日部 春日部市 

   50212 若者支援ひろば三愛 熊谷市 

   50406 わんぱくクラブ さいたま市緑区 

   53607 わくわくみらい応援団 ふじみ野市 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


