
令和２年度委託予定分
※追加分を下線・赤字で記載

番号 名称 所在地
委託している
府中市地域包括支援センター名称

１ 府中市あさひ苑居宅介護支援事業所 朝日町３－１７－１ あさひ苑、しみずがおか、緑苑

２ 指定居宅介護支援事業所ふれあいの里 押立町１－９－１ 泉苑、あさひ苑、しんまち

３ ケアプラン絆 押立町５－６－１７－１０１ あさひ苑、しみずがおか

４ スィンク居宅介護支援事業所 片町２－７－２
泉苑、よつや苑、しみずがおか、かたま
ち、しんまち、緑苑

５ アースサポート府中 片町２－１０－１ よつや苑、しみずがおか

６ ピースプラザ居宅介護支援事業所 片町２－１６－１

７ 居宅介護支援事業所いきいき
小柳町２－２９－２　シティコア内海
２０４

安立園、しみずがおか、緑苑、これまさ

８ 居宅介護支援事業所さくらい
是政２－１９－３８　さくらいハウス
２Ｆ

これまさ

９
居宅介護支援事業所ファミリー・ホスピ
ス府中

是政２-３８-９

１０
生活協同組合パルシステム東京ケアマネ
ジメントサービス府中陽だまり

幸町２－１３－３０

１１ ケアプランアイリス 栄町１－３２－３６ 泉苑、しみずがおか、緑苑、にしふ

１２ 府中ケアサポートセンターしみずがおか 清水が丘１－３ しみずがおか

１３
ｌｉｆｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｖｉｌｌａｇ
ｅ　ＦＬＡＴ

清水が丘３－２９－４　第２糟谷コー
ポ１０２

泉苑、よつや苑、安立園、しみずがおか、
緑苑

１４ ベネッセ介護センター府中白糸台
白糸台１－６３－１　リレ府中白糸台
１階

あさひ苑、安立園、しみずがおか、緑苑

１５ ＳＯＭＰＯケア府中白糸台居宅介護支援
白糸台２－６１－３　オランダ壱番館
１Ｆ

泉苑、あさひ苑、しみずがおか、これまさ

１６ あくとケア白糸台 白糸台５－１－３－２０３
あさひ苑、しみずがおか、しんまち、緑
苑、これまさ

１７ たちばなの園白糸台居宅介護支援事業所 白糸台６－２－１７ あさひ苑、安立園、しみずがおか

１８ 金木犀ケアプランホーム
宮西町５－１１－２　関田コーポ３０
号

よつや苑

１９ 居宅介護支援事業所おりーぶ
住吉町２－１５－９　アローヒルズ府
中２０３

よつや苑、みなみ町

第一号介護予防支援事業及び指定介護予防支援
の業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所

１　府中市内に所在する居宅介護支援事業所

【資料５】
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２０ ライフ・ワン・ケア居宅介護支援事業所
住吉町４－４－２　ヤシマハイツ２０
３

２１ なごみ居宅介護支援事業所 住吉町５－１８－７

２２ あすなろ居宅介護支援事業所
多磨町１－２２－４　ハーティーハイ
ツ１０２

あさひ苑、安立園、緑苑

２３ 居宅介護支援事業所ゆーかり
天神町３－１６－２　パレススメール
Ａ１０６

２４
在宅療養支援ステーション楓の風国立府
中

天神町３－１８－１８　メビウスＫ＆
Ｉ１階

２５ 鳳仙寮居宅介護支援事業所 西府町２－２４－６ にしふ（指定介護予防支援のみ）

２６ コートウエスト府中居宅介護支援事業所
西府町３－１７－６　コートウエスト
府中１階

２７ ウチヤマ居宅介護支援事業所
西府町３－２０－１　ライオンズマン
ションヴィアーレ府中３０４

泉苑、かたまち、にしふ

２８ 居宅介護支援事業所ソラスト西府 西府町３－３４－３
泉苑、あさひ苑、かたまち、にしふ、これ
まさ

２９ いぶき居宅介護支援事業所 日新町５－５３－１ 泉苑、よつや苑、にしふ、みなみ町

３０ 安立園指定居宅介護支援事業所 晴見町１－１３－５

３１ アクティブマネージ 晴見町２－１６－５　森芝ビル２Ｆ
泉苑、しみずがおか、しんまち、緑苑、に
しふ、みなみ町

３２ ニチイケアセンター府中 府中町１－１０－３　府中南ビル５Ｆ 安立園、しんまち

３３ （株）エム・エス・シー 府中町１－１２－７　センタービル 泉苑、安立園、かたまち、しんまち、緑苑

３４ 健生会ケアプランセンター府中 府中町１－１３－３　府中診療所内 泉苑、しんまち、緑苑、みなみ町

３５ エスケアサポート府中
府中町２－９－１　プレステージ府中
４０７

３６ 居宅介護支援事業所やすらぎ 府中町２－２１－４　菊正ビル２階
あさひ苑、安立園、しみずがおか、かたま
ち、しんまち、緑苑

３７ 居宅介護支援事業所もも寿府中
府中町２－２５－１２　Ｆ．Ｉ．Ｃビ
ル２０２号

安立園、しみずがおか、かたまち、しんま
ち、緑苑、これまさ

３８ あるもにケアステーション
府中町３－５－６　佐伯コーポラス３
０８

よつや苑、緑苑

３９ ニチイケアセンター西府 本宿町１－２４－４ 泉苑

４０ ＳＯＭＰＯケア府中居宅介護支援
寿町３－１０－７　第一メゾン藤１階
１０１

よつや苑、にしふ、みなみ町

４１ ケアももたろう 本町３－２９－２６ 泉苑

４２ ニチイケアセンター中河原 南町４－３２－１６　生野ビル１階 泉苑、みなみ町

４３ ケアプランはんの木 南町６－５２－１ みなみ町

４４ ＪＰＳ居宅介護支援センター
府中市宮西町４―１６－１　フレア４
４３　４０１号室

４５ 総合ケアセンター 宮西町５－８－１　亀甲ビル２Ｆ
泉苑、よつや苑、あさひ苑、安立園、かた
まち、しんまち、これまさ

４６ ケアセンターあゆみ
美好町２－２２－４　コーポＴＡＭＡ
１０５

泉苑、よつや苑、しみずがおか
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４７
東京海上日動みずたま介護ＳＴ府中ケア
プランセンター

美好町３－６－１　サンライト尾崎１
０１

しんまち

４８ 泉苑居宅介護支援センター 武蔵台１－１０－４ 泉苑

４９ ＳＯＭＰＯケア府中武蔵台居宅介護支援
武蔵台３－２７－４　カサヴェール武
蔵台１階

泉苑、よつや苑、かたまち

５０ 介護相談オフィスのあ
紅葉丘１－１０－５　パストラールハ
イム１０１

あさひ苑、安立園、しみずがおか、しんま
ち、緑苑、これまさ

５１
居宅介護支援事業所　あおばケアサービ
ス

紅葉丘３－１６－１７

５２ あさがお府中 四谷２－７５－２
泉苑、よつや苑、しみずがおか、かたま
ち、しんまち、緑苑、にしふ

５３ 居宅介護支援センターよつや苑 四谷３－６６ よつや苑

５４ ウイング介護サービスセンター 四谷６－１５－２ よつや苑、泉苑

５５
テルウェル東日本（株）府中ケアプラン
センタ

若松町１－２－５　芽生会ＢＬＤ３Ｆ
３０２

５６ ケアチーム大芽 若松町１－２－５　芽生会ＢＬＤ５Ｆ あさひ苑、しみずがおか、緑苑

番号 名称 所在地
委託している
府中市地域包括支援センター名称

１ はあとホーム
国立市東４－２１－７　カーサハモニ
ア１０２号室

あさひ苑

２
医療法人社団三水会あるふぁ指定居宅介
護支援事業所

国立市富士見台１－２０－１　グラン
ドール国立１０１号室

よつや苑、あさひ苑、安立園、緑苑

３ サービスブティックエンゼル 小金井市貫井南町１－５－２３ しんまち

４ はるかぜ居宅介護支援事業所
小金井市東町４－４３－７　小金井東
ビル３０３号室

安立園

５
医療法人社団大日会陽なた居宅介護支援
事業所

小金井市本町１－１０－４　ファルマ
武蔵小金井ビル２階３階

あさひ苑、しみずがおか、緑苑

６ ケアプランセンターえいる
小金井市前原町4-21-12 キャロット
ホームズⅠｰ101

あさひ苑、しみずがおか、緑苑、これまさ

７ 居宅介護支援ふじざくら
国分寺市泉町3-37-3 パレスラフィー
ネ泉2F

しんまち

８ さわやかライフ
国分寺市西恋ヶ窪3-26-11 カーサシ
ンエイ1Ｆ

泉苑

９ ケアプランみつばち
国分寺市東元町２－８－２　カーザ
ルーチェ１A

泉苑

１０ なごやかケアプラン多摩
小平市上水南町2-23-1 なごやかレジ
デンス小平上水内

あさひ苑

１１ ケアプランセンターコースト 立川市幸町１－２６－３ 泉苑

１２ 株式会社まいすたっふ介護支援センター 調布市下石原３－５７－１８ しみずがおか

※法令上委託可能な事業所として、全事業所を記載。

２　府中市外に所在する居宅介護支援事業所
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１３ ケアサービススバル２１ 日野市豊田４－２４－１ 泉苑、にしふ

１４ 下連雀ケアセンター 三鷹市下連雀３－１－４ あさひ苑、しみずがおか

１５ 稲垣薬局介護サービス 武蔵野市吉祥寺本町1-13-3 あさひ苑

１６ アスモ介護サービス東京 武蔵野市緑町１－５－１８ これまさ

１７ 社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会
香川県観音寺市坂本町一丁目1番6号
観音寺市社会福祉センター

しみずがおか

１８ 湘南老人ホーム居宅介護支援 神奈川県秦野市下大槻173 しみずがおか

１９ コープみらい川越介護センター
埼玉県川越市砂新田３８３－２コープ
高階店2階

よつや苑

２０ ロイヤルの園居宅介護支援事業所 埼玉県所沢市北野３－１－１８ しみずがおか

２１
伊豆高原メディカル居宅介護支援セン
ター

静岡県伊東市八幡野1197-7 しみずがおか

２２ 居宅支援事業所にしき 静岡県富士宮市錦町1-10 安立園

２３ ルポゼ東松戸居宅介護支援事業所 千葉県松戸市東松戸3-15-16 よつや苑

２４ 居宅介護支援事業所ケアサプライ
栃木県那須郡那須長漆塚字大島道東７
６２－１０２

しみずがおか

２５ 常楽園サービス 富山県中新川郡上市町舘２０９ しみずがおか

※実際に委託している事業所のみ記載。
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