
№ 施設名 種別 所在地

1 ファミリー・ホスピス　ライブクロス 住宅型有料老人ホーム 是政2-38-9

2 そんぽの家Ｓ府中住吉 サービス付き高齢者向け住宅 住吉町3-13-1

3 そんぽの家Ｓ府中中河原 サービス付き高齢者向け住宅 住吉町4-17-1

4 グランド・マスターズ武蔵府中 サービス付き高齢者向け住宅 分梅町5-28-1

5 そんぽの家Ｓ府中南町 サービス付き高齢者向け住宅 南町1-48-10

6 デイサービスももたろう 通所介護（デイサービス） 矢崎町2-3-5

7 たのしいデイ　むさしふちゅう　 通所介護（デイサービス） 分梅町5-30-1

8 デイサービスセンター遊・府中 通所介護（デイサービス） 四谷2-75-2

9 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 通所介護（デイサービス） 四谷3-66

10 アズハイム府中中河原デイサービスセンター 通所介護（デイサービス） 四谷3-14-9

11 介護老人保健施設ふれあいの里 通所リハビリテーション（デイケア） 押立町1-9-1

12 介護老人保健施設ウイング 通所リハビリテーション（デイケア） 四谷6-15-2

13 総合在宅支援センター　いぶき 通所リハビリテーション（デイケア） 日新町5-53-1

14
特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設
「わたしの家　府中」

短期入所生活介護（ショートステイ） 南町6-60-3

15 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 短期入所生活介護（ショートステイ） 四谷3-66

16 介護老人保健施設ふれあいの里 短期入所療養介護（ショートステイ） 押立町1-9-1

17 介護老人保健施設ウイング 短期入所療養介護（ショートステイ） 四谷6-15-2

18 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 認知症対応型通所介護 四谷3-66

19 車返団地デイサービスセンター　スカイ 地域密着型通所介護（デイサービス） 白糸台5-26-7

20 デイサービス パーク郷土の森 地域密着型通所介護（デイサービス） 是政6-27-1

21 リハビリフィットネス　ゆずりは　府中是政 地域密着型通所介護（デイサービス） 是政1-54　小原ビル１階

22 介護センターはんの木 地域密着型通所介護（デイサービス） 南町6-52-10

23 わの会デイサービスりんりん 地域密着型通所介護（デイサービス） 四谷6-6-1

24 デイサービスパーク中河原 地域密着型通所介護（デイサービス） 南町2-5-26

25 車返団地コラボケアセンター 小規模多機能型居宅介護 白糸台5-26-7

26 小規模多機能型居宅介護　よつや正吉苑 小規模多機能型居宅介護 四谷4-46-8

27 たのしい家 武蔵府中 認知症対応型共同生活介護 分梅町5-30-1

28 グループホーム　みんなの家 府中 認知症対応型共同生活介護 四谷2-75-2

29 グループホーム　よつや正吉苑 認知症対応型共同生活介護 四谷4-46-8

30 グループホームみんなの家　府中南町 認知症対応型共同生活介護 南町2-39-3

31 グループホームこもれび家族 認知症対応型共同生活介護 是政2-19-1

32
特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設
「わたしの家 府中」

地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設

南町6-60-3

33 府中市立特別養護老人ホームよつや苑 介護老人福祉施設 四谷3-66

34 介護老人保健施設ふれあいの里 介護老人保健施設 押立町1-9-1

35 介護老人保健施設ウイング 介護老人保健施設 四谷6-15-2

36 グッドタイムナーシングホーム・府中弐番館 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 是政1-17-5

37 まどか府中 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 矢崎町1-32-1

38 グッドタイムホーム・府中 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 矢崎町4-10-2

39 ニチイケアセンター府中南町 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 南町１－４８－１

40 ヘルス・ケア・ヴィラ府中 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 本町４－１８－２

41 フローレンスケア聖蹟桜ヶ丘 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 日新町５－５３－１

42 アメニティ府中 共同生活援助 押立町１－１７－１４

43 たんぽぽ 共同生活援助 本町２－１９－３３

44 くるみの木 共同生活援助 矢崎町4－15－3

45 チロリン村・はなさき 共同生活援助 矢崎町4－15－43

46 府中つばめの里 共同生活援助 日新町5-16-7

47 森の時計 共同生活援助 本町2-8-20

48 風媒花 共同生活援助

49
グループホーム　こんぺいとう第１
グループホーム　こんぺいとう第２

共同生活援助 矢崎町4-13-1　1F・2F

50 グループホーム　Vif 共同生活援助 本町1-1-22　ﾌﾞﾗｰﾌﾞﾊｳｽ３階・４階

51 グループホームパレシア 共同生活援助

52 ひばりの里 共同生活援助 四谷3-52-31

53 第一府中寮 共同生活援助 是政5-7-25 　ﾗﾍﾞｰﾗ是政303

54 みなみ 共同生活援助 南町2-28-11

55 グループホームみち 共同生活援助

56
グループホームあけぼの　第一樹林の家
グループホームあけぼの　第二樹林の家

共同生活援助 南町6-52-10

57 第二府中寮 共同生活援助

58 プロジェクツけやきのもり 就労継続支援(Ｂ型) 住吉町1-60-10
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高齢者施設、障がい児・者施設等



59 コットンハウス 就労継続支援(Ｂ型) 住吉町2-13-3　ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ住吉第2-101

60 フレンズファーム 就労移行 住吉町2-13-4

61 作業所スクラム 生活介護・就労継続支援(Ｂ型) 分梅町5-25-1

62 集いの家 生活介護・就労継続支援(Ｂ型) 南町1-45-1

63 梅の木の家共同作業所 就労継続支援(Ｂ型) 分梅町3-34-8

64 府中市立心身障害者福祉センター 生活介護 南町5-38

65 府中あゆみ園 生活介護 押立町1-17-9

66 府中ひまわり園 生活介護 押立町1-17-13

67 毎日CAMP 就労継続支援(Ｂ型) 本町1-1-22

68
府中市立心身障害者福祉センター
子ども発達支援センターあゆの子

児童発達支援 南町5-38

69 ポップシップ 児童発達支援・放課後等デイサービス 本町1-15-3　宮ノ森コーポ102

70 ちゃいくろ２号館 児童発達支援・放課後等デイサービス 是政2-5-2

71 ちゃいくろ児童デイサービス府中 児童発達支援・放課後等デイサービス 白糸台6-5-10

72 キッズステーブル 児童発達支援・放課後等デイサービス 清水が丘2-45-4　ﾍﾞﾙﾌｧｰｽﾄ清水が丘１階

73 放課後デイサービス　プティ　フォンティーヌ 放課後等デイサービス 本町1-1-22　ﾌﾞﾗｰｳﾞﾊｳｽ２階

74 リボン　第３教室 放課後等デイサービス 住吉町1-82-2　2階

75 放課後等デイサービス白ゆり 放課後等デイサービス 住吉町1-32-12　ｻﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞ中河原103

№ 施設名 種別 所在地

1 光明府中南保育園 福）多摩養育園 本町2-29-11

2 住吉保育所 府中市立 住吉町2-30-17

3 小柳保育所 府中市立 小柳町2-34-2

4 四谷保育所 府中市立 四谷5-3-1

5 本町保育所 府中市立 本町3-19-3

6 南分倍保育園 福）府中清心会 南町2-41-39

7 是政保育園 宗）西蔵院 是政3-6

8 是政保育園分園 宗）西蔵院 是政4-1-1

9 押立保育園 福）桜友会 押立町1-27-1

10 府中保育園 福）たけの子福祉会 分梅町3-19

11 にじのいろ保育園 福）若水会 是政5-21

12 押立第二保育園 福）桜友会 押立町2-15-3

13 押立第二保育園分園 福）桜友会 押立町2-14-29

14 第２府中保育園 福）たけの子福祉会 日新町5-51-1

15 山手保育園清水が丘分園 福）東京山手マリヤ会 清水が丘2-41-2

16 キッズランド府中保育園 株）ケィ・コネクト 住吉町2-1-1

17 府中中河原雲母保育園 株）ﾓｰﾄﾞ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 住吉町2-9-2

18 光明高倉保育園 福）多摩養育園 分梅町1-31

19 まなびの森保育園中河原 株)こどもの森 住吉町4-45-3

20 明桜保育園 福）明王会 四谷2-31-1

21 アスク府中本町保育園 株)日本保育サービス 本町2-35-4

22 ソラスト府中 株)ソラスト 小柳町2－11－2　TENS BUIL DING．3Ｆ

23 ヴィラまなびの森保育園住吉町 株）こどもの森 住吉町3－64

24 ヒューマンアカデミー中河原保育園 ヒューマンライフケア（株） 四谷1-17-8

25 四谷保育園 株）チルドレンファースト・アカデミー 四谷2-71-1

26
東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター付属
聖イリナモンテッソーリスクールこどもの家

米山美智子 住吉町2-24-50

№ 施設名 種別 所在地

1 府中白百合第二幼稚園 学校法人 亀井啓進会 是政1-29

2 府中ひばり幼稚園 学校法人 大原学園 四谷2-25

3 府中わかば幼稚園 学校法人 高野学園 南町4-9

4 府中おともだち幼稚園 東京都公認 住吉町1-36-2

5 府中佼成幼稚園 学校法人 府中佼成学園 白糸台4-39-2

№ 施設名 種別 所在地

1 第三小学校 小学校 片町3-5

2 第八小学校 小学校 是政1-34

3 住吉小学校 小学校 住吉町2-30

4 矢崎小学校 小学校 矢崎町4-9

5 小柳小学校 小学校 小柳町3-21

6 南白糸台小学校 小学校 白糸台6-48

7 四谷小学校 小学校 四谷3-2740

保育施設

幼稚園

小学校



8 南町小学校 小学校 南町3-6

9 日新小学校 小学校 日新町5-22

№ 施設名 種別 所在地

1 第三中学校 中学校 本町4-16

2 第六中学校 中学校 押立町1-2

3 第八中学校 中学校 四谷1-2827

4 第九中学校 中学校 小柳町2-49

№ 施設名 種別 所在地

1 都立府中西高等学校 都立高校 日新町4-6

2 都立府中東高等学校 都立高校 押立町4-21

№ 施設名 種別 所在地

1 府中恵仁会病院 医療法人社団 住吉町5-21-1

2 共済会櫻井病院 医療法人社団共済会 是政2-36

№ 施設名 種別 所在地

1 第三学童クラブ 学童クラブ 片町3-5

2 第八学童クラブ 学童クラブ 是政1-34

3 住吉学童クラブ 学童クラブ 住吉町2-30

4 矢崎学童クラブ 学童クラブ 矢崎町4-9

5 小柳学童クラブ 学童クラブ 小柳町4-45

6 南白糸台学童クラブ 学童クラブ 押立町2-25

7 四谷学童クラブ 学童クラブ 四谷3-2740

8 南町学童クラブ 学童クラブ 南町3-6

9 日新学童クラブ 学童クラブ 日新町5-22

№ 施設名 種別 所在地

1 住吉文化センター 府中市立 住吉町1-61

2 是政文化センター 府中市立 是政2-20

3 押立文化センター 府中市立 押立町5-4

4 四谷文化センター 府中市立 四谷2-75

5 府中市立介護予防推進センター 介護予防推進センター 分梅町1-31

高等学校

病院、診療所の医療施設（有床に限る）

学童クラブ

文化センター等

中学校


