
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

２
指定居宅介護支援事業所ふれあ
いの里

押立町１－９－１

３ ケアプラン絆 押立町５－６－１７－１０１ あさひ苑、しみずがおか、これまさ

４ スィンク居宅介護支援事業所 片町２－７－２ 泉苑、しみずがおか、かたまち

５ アースサポート府中 片町２－１０－１ よつや苑

６
ピースプラザ居宅介護支援事業
所

片町２－１８－２

７
ＳＯＭＰＯケア府中寿居宅介護
支援

寿町１－８－１　寿町ＫＹビル
１階

８ 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

あさひ苑

９ 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

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 よつや苑、しみずがおか

１３
ｌｉｆｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｖｉ
ｌｌａｇｅ　ＦＬＡＴ

清水が丘３－２９－４　第２糟
谷コーポ１０２

泉苑、安立園、しみずがおか、これまさ

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、緑苑、これまさ

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

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、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 安立園、これまさ

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

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

泉苑

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２０３

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

平成３０年９月３０日時点

１　府中市内に所在する居宅介護支援事業所

【資料１９】
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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、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３
０４

泉苑

２８
居宅介護支援事業所ソラスト西
府

西府町３－３４－３ 泉苑、にしふ

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 ソラスト東府中
八幡町３－１９－２０　ＳＵＮ
ＳＡＴＩＡ４０２号

あさひ苑、安立園、しみずがおか、緑
苑、これまさ

３１ 安立園指定居宅介護支援事業所 晴見町１－１３－５

３２ 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、にし
ふ、みなみ町

３３ 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

３４ （株）エム・エス・シー
府中町１－１２－７　センター
ビル

泉苑、安立園、しんまち、緑苑

３５ 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

しんまち、みなみ町

３６ 稲垣薬局いこい介護
府中町２－３－１１　Ｋ・Ｔマ
ンション２０１

あさひ苑、しみずがおか、緑苑

３７ 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

３８ （有）ケアプランひばり 府中町２－１８－１５

３９ 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、緑苑

４０ 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

しみずがおか、しんまち、緑苑

４１ 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３０８

よつや苑

４２ ケア２１府中 分梅町５－３０－１ 泉苑、よつや苑、にしふ

４３ ニチイケアセンター西府 本宿町１－２４－４ 泉苑

４４
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

泉苑、よつや苑、にしふ、みなみ町

４５ ケアももたろう 本町３－２９－２６ 泉苑

４６ 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

４７ ケアプランはんの木 南町６－５２－１

４８ ＪＰＳ居宅介護支援センター 宮西町３－５－４ かたまち

４９ 総合ケアセンター
宮西町５－８－１　亀甲ビル２
Ｆ

泉苑、よつや苑、あさひ苑、安立園、か
たまち、しんまち、にしふ、これまさ
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５０ ケアセンターあゆみ
美好町２－２２－４　コーポＴ
ＡＭＡ１０５

泉苑、よつや苑、しみずがおか、みなみ
町

５１
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１０１

泉苑、しんまち

５２ 泉苑居宅介護支援センター 武蔵台１－１０－４ 泉苑

５３
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、かたまち

５４ 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

５５ あさがお府中 四谷２－７５－２
泉苑、よつや苑、かたまち、しんまち、
緑苑、にしふ

５６ 居宅介護支援センターよつや苑 四谷３－６６ よつや苑

５７ ウイング介護サービスセンター 四谷６－１５－２ 泉苑

５８
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ＢＬ
Ｄ３Ｆ３０２

かたまち

５９ ケアチーム大芽
若松町１－２－５　芽生会ＢＬ
Ｄ５Ｆ

※法令上委託可能な事業所として、全事業所を記載（休止中の事業所除く）。
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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、かたまち

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

あさひ苑、安立園、かたまち、緑苑

３ さわやかライフ
国分寺市西恋ヶ窪３－２６－１
１

泉苑

４ 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、これまさ

５ 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

６
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

しみずがおか、緑苑、これまさ

７
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

８ ケアサービススバル２１ 日野市豊田４－２４－１ 泉苑、にしふ

９ アスモ介護サービス東京 武蔵野市緑町１－５－１８ これまさ

１０
たけの調剤薬局介護支援セン
ター

茨城県結城郡八千代町大字高崎
１０７６－２

安立園

１１
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

１２ ライフサポート倶楽部
静岡県富士見市野中１０５４－
１０

安立園

１３ 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

平成３０年９月３０日時点

※実際に委託している事業所のみ記載。

２　府中市外に所在する居宅介護支援事業所
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