
資料３

 

府中市福祉施設等地区別分布図 
第３地区 

特別養護老人ホーム  １か所 
通所事業所      ３か所 
高齢者住宅（都営）  １か所 
在宅介護支援センター ２か所 

特別養護老人ホー・老人保健施設 

第５地区 

特別養護老人ホーム  １か所 
通所事業所      １か所 
高齢者住宅      １か所 
有料老人ホーム    １か所 
在宅介護支援センター １か所 

通所介護・通所リハビリ事業所 

在宅介護支援センター 

高齢者住宅 

認知症グループホーム 

有料老人ホーム 

コミュニティバス 

多磨町ルート コミュニティバス 

北山町循環 

しんまち

泉苑 

府中刑務所 

東京外国語大学 

警察大学校 

第１地区 

特別養護老人ホーム  ２か所 
老人保健施設     １か所 
通所事業所      ４か所 
高齢者住宅      ４か所 
有料老人ホーム    ３か所 
在宅介護支援センター ２か所 

東芝府中 

多磨霊園 

安立園 

府中の 

森公園 

基幹型在支 
鳳仙寮 府中基地 

緑苑 

ファミリート府中 

ピースプラザ ＮＥＣ府中 
あさひ苑 

しみずがおか ウイング 

コミュニティバス 

南町・四谷循環 

東京競馬場 
たちばなの園白糸台 

文化センター 
よつや苑 

学童クラブ 
さくらんぼ 保育所 

第６地区 

特別養護老人ホーム  ２か所 
老人保健施設     １か所 
通所事業所      ４か所 
高齢者住宅      ３か所 
認知症グループホーム １か所 
在宅介護支援センター ２か所 

病院 

第２地区 

特別養護老人ホーム  １か所 
通所事業所      １か所 
高齢者住宅      ３か所 
認知症グループホーム １か所 
有料老人ホーム    ２か所 
在宅介護支援センター ２か所 

多摩川競艇場 

郷土の森 

第４地区 

老人保健施設     １か所 
通所事業所      ４か所 
高齢者住宅      ２か所 
有料老人ホーム    ３か所 
在宅介護支援センター １か所 

コミュニティバス

是政循環 



資料３ 地区の特徴と社会資源（相談体制入り） 

地区名 第一地区 第二地区 第三地区 第四地区 第五地区 第六地区 

地区ごとの特徴 東西に通る人見街道を中心に農業を営
む古くからの住民層とマンションや宅
地開発による新興住宅が組み合わされ
ている。北部の多磨霊園周辺及びエル
フォレストマンションは小金井市の生
活圏、南北に走る西武多摩川線は地区
内の生活圏を東西に区分している。 
隣接市への移動に比べ、市の中心地へ
の移動はしにくい。コミュニティバス
が有効に機能している。 

南北に走る西武多摩川線と東西に
走る崖線が大きく生活圏を区分し
ている。東部は車返団地があり大き
な居住区を形成している。多磨霊園
駅周辺に商業地を形成しているが、
調布市の生活圏が主となる。また、
西部には東京競馬場を擁し、周辺に
古くからの住民を中心にコミュニ
ティが形成されている。 
市中心地への移動は、北部は比較的
容易であるが、南部は移動しにく
い。コミュニティバスは有効に機能
している。 

北部の東八道路周辺は国分寺市と
小金井市が生活圏、中部の国道20号
線周辺は府中駅を中心とする商業
地と大きく生活圏が分れる。北東に
は大きな都営住宅（新町）があり高
齢者人口も集中している。また、南
部の旧甲州街道周辺は古くからの
住民と新興のマンション住民が組
み合わされ居住している。 
市中心地に近く立地条件もよく、他
地区に比べ集合住宅も多い。人口も
集中するが、公共施設も集中してお
り、社会基盤は充実している。 

地区内は東西に走る旧甲州街道と
高速道路、南北に通る下河原緑道に
より大きく圏域が分かれる。北部は
旧甲州街道周辺の古くからの住民
層と新興住民層が組み合わされて
いる。中部は戸建住宅が比較的多
い。南部は都営住宅（南町）が立ち
ならび、高齢者人口も集中してい
る。 
分倍河原駅、府中本町駅、中河原駅
が近く交通のアクセスはいい。 
市中心地への移動は比較的容易で
ある。 

地区内は東八道路、府中町田線、国
道20号線により大きく生活圏が分
かれる。北部は国立市、国分寺市が
生活圏で、戸建住宅と都営住宅（北
山）が混在し高齢化も進んでいる。
中東部には東芝府中を擁し周辺に
戸建住宅とエフユニバースマンシ
ョンがある。東南には、日鋼団地が
あり、高齢化も進んでいる。南部は
古くからの住民層と新興住民層に
より生活圏を形成している。 
市中心地への移動は隣接市への移
動に比べしにくい。コミュニティバ
スが有効に機能している。 

地区内は南北に走る鎌倉街道、東西
に走る高速道路、都道により大きく
生活圏が分かれる。東部の鎌倉街道
周辺の戸建住宅、中部の農業を営む
古くからの住民層、西部は新興した
戸建住宅とマンションが建ち隣接
市が生活圏となる。中河原周辺に商
業地を形成しており、中西部につい
ては市中心地への移動はしにくい。
特に西部については隣接市（国立
市・多摩市・日野市）への移動が主
となる。コミュニティバスが有効に
機能している。 

人口(人） 49,605 45,010 41,096 27,157 30,731 39,567

高齢者人口(人） 6,586 6,779 7,547 4,398 5,641 5,722

高齢化率（％） 13.3% 15.1% 18.4% 16.2% 18.4% 14.5%

面積（K㎡） 6.85 6.00 4.02 3.61 3.35 5.51

支援センター ・あさひ苑高齢者在宅支援C 
・緑苑在宅介護支援C 

・しみずがおか在宅介護支援C 
・さくらんぼ在宅介護支援C 

・安立園在宅介護支援C 
・しんまち在宅介護支援C 

・ピースプラザ在宅介護支援C 
 

・府中市在宅介護支援C（基幹型） 
・泉苑在宅介護支援C 
・鳳仙寮在宅介護支援C 

・よつや苑高齢者在宅介護支援C 

介護老人保健施設 ・老人保健施設ファミリート府中  ・老人保健施設ピースプラザ ・老人保健施設ウイング 

介護老人福祉施
設 

・あさひ苑（特養） 
・特養緑苑・養護信愛寮 

・たちばなの園白糸台（特養） ・安立園（特養・養護）  ・泉苑（特養） ・鳳仙寮（特養） ・よつや苑（特養） 

通所介護 ・あさひ苑居宅介護支援Ｃ 
・サービスセンターなごやか府中 
・松下電工エイジフリー 府中デイセ

ンター 

・しみずがおか居宅介護支援Ｃ ・デイサービス府中 
・（医）健生会 府中診療所 
・安立園指定居宅介護支援事業所 

・NPOつどい介護センターはんの木
・JPS居宅介護支援センター 

・泉苑居宅介護支援Ｃ ・恵仁会なごみデイサービス 
・よつや苑居宅介護支援Ｃ 
・わの会デイサービス 
・鳳仙寮居宅介護支援事業所 

通所リハビリテー
ション 

・介護老人保健施設 ファミリート 
府中 

 
 

・ピースプラザ ・ウイング介護サービスセンター 

短期入所生活介
護 

・府中市立あさひ苑居宅介護支援Ｃ 
・緑苑居宅介護支援Ｃ 

・たちばなの園白糸台居宅介護支援
事業所 

・安立園指定居宅介護支援事業所 ・泉苑居宅介護支援Ｃ ・よつや苑居宅介護支援Ｃ 
・鳳仙寮居宅介護支援事業所 

短期入所療養介護 ・老人保健施設ファミリート府中  ・老人保健施設ピースプラザ ・老人保健施設ウイング 

保健    ・多摩府中保健所 
・府中市保健ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ分館 

 
 

高齢者住宅 ４箇所 ３箇所 １箇所 ２箇所 １箇所 ３箇所 

医療 ・慈秀病院（療養型） 
・榊原記念病院 ・斎藤病院 

・桜井病院（療養型） ・医王病院 ・都立府中病院 ・神経病院 
・根岸病院 ・西東京警察病院 
・奥島病院 

・恵仁会病院 

文化センター ・紅葉丘文化センター 
・白糸台文化センター 

・押立文化センター 
・是政文化センター 

・新町文化センター 
・中央文化センター 

・片町文化センター 
 

・武蔵台文化センター 
・西府文化センター 

・四谷文化センター 
・住吉文化センター 

学童クラブ ・第十学童クラブ・第四学童クラブ 
・白糸台学童クラブ 
・若松学童クラブ 
・第二学童クラブ 

・南白糸台学童クラブ 
・小柳学童クラブ 
・第八学童クラブ 

・第六学童クラブ 
・新町学童クラブ 
・第九学童クラブ 
・第一学童クラブ 

・第三学童クラブ 
・南町学童クラブ 
・矢崎学童クラブ 
 

・武蔵台学童クラブ 
・第七学童クラブ 
・本宿学童クラブ 
・住吉学童クラブ 

・第五学童クラブ 
・日新学童クラブ 
・四谷学童クラブ 

体育館 ・白糸台体育館 ・押立体育館  ・日吉体育館 ・栄町体育館 ・総合体育館 ・本宿町体育館 ･四谷体育館 

民生委員 ３０人 ３２人 ２８人 ２４人 ２７人 ３０人 

介護相談員 ２人 ２人 ２人 １人 ２人 １人 

成人保健係 （保健師）  １人 １人 １人 １人 １人 １人 

高齢者福祉課 （保健師）           １人 １人 １人 

障害者福祉課 （保健師）           １人 １人 １人 

市
の
相
談
体
制 
 

生活援護課 （ケースワ－カー）       ８人 ８人 ８人 

（地区は若干６地区と異なる） 

（地区は若干６地区と異なる） 

（各地域型在宅介護支援センターに１人ずつ） 
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