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社会福祉協議会(社協)ってなあに？                        

 子どもから高齢者、障がい者の方、みんなが安心して生活ができるように、地域の様々な社会資源と

ネットワークや市民の方々との協働により、よりよい福祉のまちづくりをすすめる民間団体です。 

また、上尾市では１２支部社協が組織され、各支部圏域の地域住民の支え合い助け合い活動の

推進や福祉の理解を進める活動をおこなっています。 

 【上尾市社会福祉協議会１２支部社協圏域（地区割）地図】  ※●印＝支部拠点の場所 

 

原市団地 尾山台団地 西上尾第一団地 西上尾第二団地

１事務区 １事務区 １事務区 １事務区

上尾東 上尾西 上尾南 平方 原市 大石 上平 大谷

15事務区 12事務区 10事務区 9事務区 11事務区 19事務区 21事務区 13事務区

緑丘 春日 宮本町 南 第一区 小泉 町谷 地頭方

緑丘五丁目 柏座一丁目 仲町一丁目 下宿 第二区 下芝 宮の下 壱丁目

上町 柏座二丁目 仲町二丁目 上宿 第三区 中分 上郷 今泉

二ツ宮一区 柏座三丁目 愛宕一丁目 新田 第四区 藤波 箕の木 東今泉

二ツ宮二区 柏座四丁目 愛宕二丁目 上野 第五区 井戸木 上新梨子 向山

向原 谷津一丁目 愛宕三丁目 平方領々家 第六区 中妻 久保 大谷本郷

本町一・二丁目 谷津二丁目 栄町 上野本郷 第七区 浅間台 西門前 堤崎

本町三・四丁目 富士見 日の出 西貝塚 第八区 弁財 南 中新井

本町五・六丁目 富士見団地 東町 丸山団地 第九区 小敷谷東部 南新梨子 戸崎

原新町 ソフィア上尾 陣屋 第十区 小敷谷西部 下組 西宮下一区

根貝戸団地 パーク上尾 柳通り北区 畔吉東部 北中地 西宮下二区

上尾東団地 フィーリア上尾 畔吉前原 新田 川

レック上尾 畔吉新田 上組 戸崎団地

エージオタウン 畔吉雲雀 須ケ谷
ビレッジハウス上尾向原 領家東部 上平塚

領家西部 中平塚

三井 下平塚

サニータウン ビレッジハウス上尾

泉台 上尾第一団地

シラコバト団地

錦町
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支部社協の紹介                                                                                

 高齢者、障がい者、子育て世帯など地域住民が孤立しないで地域の中でつながりあう活動を推進

する事業を実施したり、区会・町内会・自治会単位の身近な支え合い・助け合い活動（見守り・サロ

ン・助け合いサービスなど）を支援、推進するなど、地域の実情に応じた事業を行っています。 

支部には、支部拠点があり、下記の事業や地域福祉活動の連絡調整窓口となっています。 

○「福祉相談窓口」(拠点)の開設    

・身近な福祉の初期相談（月～金曜日 週４～５日開設）※支部により開設日は異なります。 

・社協短期車イス貸出受付窓口 

○あったか見守りサービス事業  

     ・孤立しがちな方（高齢者、障がい者、子育て世帯など）の見守り活動 

○助け合いサービスの実施・普及・啓発 

○地域交流事業 

○地域リハビリ教室、介護予防教室事業の実施 

○サロン活動の普及・啓発 ※P.5～6 にサロン活動について掲載しております。 
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支部拠点及び短期車イス貸出 問合せ先一覧表           

 

 
支部拠点名 開所時間及び場所 連絡先 

貸出 

台数 

上

尾

駅

東

口

側 

上尾市社会福祉協議会 

上尾東支部拠点 

●月・火・木・金 

●１０：００～１４：００ 

● 上尾市二ツ宮７５０ 文化センター内 

７７６－６０１５ １ 

上尾市社会福祉協議会 

上尾南支部拠点 

●月～金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市柏座 1-1-15 プラザ館内 

７７６－７８０８ １ 

上尾市社会福祉協議会 

原市支部拠点 

●月～金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市原市３４９９ 原市支所内 

７２２－２０８４ １ 

上尾市社会福祉協議会 

上平支部拠点 

●月～金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市南 75-1 上平公民館内 

７７１－７３４４ １ 

上尾市社会福祉協議会 

原市団地支部拠点 

●月・火・木・金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市原市３３３６原市団地 4-19-102 

７２３－０３９６ １ 

上尾市社会福祉協議会 

尾山台団地支部拠点 

●月～金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市瓦葺 2716   

７２３－９２６０ １ 

上

尾

駅

西

口

側 

上尾市社会福祉協議会 

上尾西支部拠点 

●月～金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市柏座 4-2-3 コミュニティセンター内 

７７５－０９１９ １ 

上尾市社会福祉協議会 

平方支部拠点 

●月・火・木・金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市平方 1713-１ 平方支所内 

７２６－３７４７ １ 

上尾市社会福祉協議会 

大石支部拠点 

●月・火・木・金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市小泉 747-８ 大石公民館内 

７８２－０３５５ １ 

上尾市社会福祉協議会 

大谷支部拠点 

●月～金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市向山 3-2-8 向山ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ内 

７８１－２２８０ １ 

上尾市社会福祉協議会 

西上尾第一団地 

支部拠点 

●月・火・木・金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市小敷谷 845-1 自治会事務所内 

７２６－８０５１ １ 

上尾市社会福祉協議会 

西上尾第二団地 

支部拠点 

●月・火・木・金 

●１０：００～１４：００ 

●上尾市小敷谷 77-１ 自治会事務所内 

７２６－８０１６ １ 

＊祝祭日・年末年始は休館となります。 
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