
 

 

八王子市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱の改正について 

 

１ 概要 

平成２８年４月より利用定員が１９名未満の小規模な通所介護事業所がこれまでの居宅サービ

スから地域密着型サービスに移行し、原則として八王子市の住民（八王子市に居住する他市被保険

者（住所地特例者）を含む）のみが利用できるサービスとなる。 

これに伴い４月以降、他市の被保険者が新たに八王子市内の小規模な通所介護事業所を利用する

場合は保険者である他の市町村の指定を受けることが必要となる。また、この区域外指定にあたっ

ては、八王子市（事業所所在地の市町村）の同意がなければ他市町村は指定を行うことができない。

本市ではこうした区域外指定や、他市の区域外指定に対する同意可否の判断基準として「八王子市

地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱」を定めている。今回の地域密着型通所介

護の創設に対応するため、要綱の改正を行う。 

なお、利用定員１９名以上の通所介護事業所は居宅サービスのままであり、４月以降も居住する

地域に関係なく利用が可能である。また、平成２８年３月末時点で該当事業所を利用中の他市被保

険者はみなし指定の対象となるため、４月以降も継続して利用することが可能である。 

 

２ 地域密着型通所介護に係る検討課題及び対応策 

１）市境にある事業所への影響について 

①検討課題 

もともと通所介護は利用者の居住地に制限のない居宅サービス（広域型のサービス）であった

ため、東京都国民健康保険団体連合会から送付された給付実績データを確認したところ市境近く

の事業者で利用者のうち半数以上が他市被保険者という事業所がいくつかあることが判明した。 

平成２８年３月末時点で該当事業所を利用中の要介護者については、移行時のみなし指定の対

象となるため、平成２８年４月以降も継続して利用が可能である。しかし、これらの他市利用者

が重度化等により利用を中止した場合、新たに他市から利用者を受け入れるにはその都度、他市

への指定申請を行う必要があるため、市境にある事業所の運営に重大な支障が生じる可能性があ

る。 

②対応策 

市境から直線距離で１.５Km 以内の事業所に関して隣接市から同意申請があった場合は、同意

することを原則とする。 

国保連データによれば、利用者のうち３割以上が他市被保険者である通所介護事業所が９事業

所ある。そのうち、市境から直線距離１.５Km 以内にある事業所は７事業所であり、１.５Km 以

内を条件とした場合、７割超の事業所を救済することができる。残る２事業所については、いず

れも市の中央部にありこれらをも救済対象とした場合、ほぼ市内全域で他市被保険者の利用が可

能となってしまい、今回の地域密着型サービスへの移行という趣旨を損なうこととなる。これら

の事業所については地理的要件から見ても特段の配慮を行う必要性は薄く、個々の利用者ごとに

判断することが適当であると考えられる。 
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２）要支援から要介護となった利用者について 

①検討課題 

地域密着型通所介護に移行するのは介護部分の指定だけであり、予防部分の指定は従来の介護

予防通所介護のまま、平成３０年３月末まで効力を有することとなる。介護予防通所介護（介護

予防サービス）は利用者の居住地に制限のない広域型のサービスであり、平成２８年４月以降も

新たな他市被保険者を受け入れることが可能である。しかし、当該他市被保険者が認定更新や認

定の区分変更により要介護となった場合は該当事業所を地域密着型通所介護として利用するこ

ととなるため、保険者である市町村の指定を受けてからでなければサービス提供に係る保険請求

を行うことができなくなる。 

認定更新では申請の遅れや意見書入手の遅れにより認定有効期限までに認定結果が出ずサー

ビスを暫定利用せざるを得ないケースが充分考えられる。また、要支援から要介護の認定区分変

更については新規申請扱いとなるため、認定結果が出るとその効力は申請日に遡ることとなる。

このため、サービス利用後に他市への指定申請が必要であることが発覚するケースが避けられな

い。 

②対応策 

要支援から要介護になった利用者に係る同意申請については、利用者及び事業者への影響を考

慮し、原則として同意するものとする。 

３）同意の範囲について 

①検討課題 

通常、他市からの同意申請については当該同意申請に係る利用者限りの同意としており、同一

自治体の他の被保険者が事業所を利用する場合にはあらためて同意申請を要するとする取扱い

が通例となっている。 

しかし、市境にある事業所について利用者ごとの同意申請を求めた場合、事業所や相手先市町

村に多大な負担をかけることとなる。 

②対応策 

市境にある事業所に関しては同意申請に係る隣接市に限り、自治体単位で同意することとする。

なお、これ以外のケースについては従来どおり利用者ごとに同意の可否を判断することとする。 

４）高齢者福祉専門分科会への付議 

①検討課題 

通所介護は介護サービスの中でも事業所数や利用頻度の高いサービスであり、今回の制度改正

により地域密着型サービスの事業所数は３倍近くに増加することとなる。（５６→１６０前後）

これに伴い、区域外指定に係る同意申請の件数は格段に増加することが見込まれる。 

これまで、他市の同意申請等について特例適用を行う場合は、高齢者福祉専門分科会への付議

又は報告を行うこととしてきたが、今回の制度改正に伴いこうした事務手続きは事実上困難にな

るものと想定される。 

②対応策 

要綱から高齢者福祉専門分科会への付議又は報告の規定を削除するものとしたい。 
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八王子市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱（新旧対照表） 

 

改正後 改正前 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の区域外指定に関す

る取扱い及び認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は

地域密着型介護老人福祉施設への入居又は入所に関する基準を定

め、地域密着型サービスの適正な運営と利用を実現することを目的

とする。 

 

（市外の地域密着型サービス事業所の指定要件） 

第２条 市長は、市外の地域密着型サービス事業所について、以下の

要件を満たす場合に指定を行う。 

(1) 該当事業所が所在する市区町村の同意の見込みがあること 

(2) 該当事業所の利用を希望する者（以下、本条において「利用希

望者」という。）が市内の同種の地域密着型サービスを利用する

ことが不可能又は著しく困難であること 

(3) 利用希望者が該当事業所の所在する市区町村に一時的に居所

を置いている場合、住民登録を異動することができない相当の理

由があり、引き続き６か月以上の期間、現在の居所で生活するこ

とが見込まれること 

２ 前項第２号の地域密着型サービスを利用することが不可能又は著

しく困難な場合とは、次のような場合をいう。 

(1) 市内に同種サービスが存在しない場合 

(2) 市内の同種サービスにおいて３か月以上の期間にわたり定員

（目的） 

第１条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の区域外指定に関す

る取扱い及び認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は

地域密着型介護老人福祉施設への入居又は入所に関する基準を定

め、地域密着型サービスの適正な運営と利用を実現することを目的

とする。 

 

（市外の地域密着型サービス事業所の指定要件） 

第２条 市長は、市外の地域密着型サービス事業所について、以下の

要件を満たす場合に指定を行う。 

(1) 該当事業所が所在する市区町村の同意の見込みがあること 

(2) 該当事業所の利用を希望する者（以下、本条において「利用希

望者」という。）が市内の同種の地域密着型サービスを利用する

ことが不可能又は著しく困難であること 

(3) 利用希望者が該当事業所の所在する市区町村に一時的に居所

を置いている場合、住民登録を異動することができない相当の理

由があり、引き続き６か月以上の期間、現在の居所で生活するこ

とが見込まれること 

２ 前項第２号の地域密着型サービスを利用することが不可能又は著

しく困難な場合とは、次のような場合をいう。 

(1) 市内に同種サービスが存在しない場合 

(2) 市内の同種サービスにおいて３か月以上の期間にわたり定員
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改正後 改正前 

の空きがない場合 

(3) 市内の地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する市外

の地域密着型サービス事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏

内にあると認められる場合。ただし、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設を除く。 

(4) 虐待からの避難による場合 

(5) その他、市内の地域密着型サービスの利用について第 1号から

第 4号と同程度の困難性が認められる場合 

 

（他の市区町村が市内の地域密着型サービス事業所を指定する場合の

同意要件） 

第３条 市長は、次項以降の要件を満たす場合、他の市区町村による

市内の地域密着型サービス事業所の指定に同意する。 

２ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は地域密着型

介護老人福祉施設に関する同意要件は以下の各号に掲げるとおりと

する 

(1) 指定対象事業所の要件 

ア）開設から１年を経過していること 

イ）入居又は入所（以下、「入居等」という。）を申請している

既存の待機者がいない旨又は既存の待機者よりも入居等の必要

性が高い旨の申立書が指定対象事業所から提出されていること 

ウ）同意申請に係る入居等の希望者（以下、「入居等希望者」と

いう。）を含め、八王子市の介護保険被保険者でない者の割合

が事業所定員の２割以下であること 

の空きがない場合 

(3) 市内の地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する市外

の地域密着型サービス事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏

内にあると認められる場合。ただし、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設を除く。 

(4) 虐待からの避難による場合 

(5) その他、市内の地域密着型サービスの利用について第 1号から

第 4号と同程度の困難性が認められる場合 

 

（他の市区町村が市内の地域密着型サービス事業所を指定する場合の

同意要件） 

第３条 市長は、次項以降の要件を満たす場合、他の市区町村による

市内の地域密着型サービス事業所の指定に同意する。 

２ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は地域密着型

介護老人福祉施設に関する同意要件は以下の各号に掲げるとおりと

する 

(1) 指定対象事業所の要件 

ア）開設から１年を経過していること 

イ）入居又は入所（以下、「入居等」という。）を申請している

既存の待機者がいない旨又は既存の待機者よりも入居等の必要

性が高い旨の申立書が指定対象事業所から提出されていること 

ウ）同意申請に係る入居等の希望者（以下、「入居等希望者」と

いう。）を含め、八王子市の介護保険被保険者でない者の割合

が事業所定員の２割以下であること 
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改正後 改正前 

エ）入居等希望者の受け入れ後に定員の空きが１名以上あること 

(2) 入居等希望者の要件 

ア）住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能

又は著しく困難であること 

イ）入居等希望者が八王子市に一時的に居所を置いている場合、

住民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続

き６か月以上の期間、現在の居所で生活することが見込まれる

こと 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知

症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型

居宅介護に関する同意要件は以下の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 指定対象事業所の要件 

ア）同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望する者（以

下、「利用希望者」という。）利用希望者を含めて八王子市の

介護保険被保険者でない利用者（八王子市に住民登録があり、

住所地特例により他の市区町村の被保険者となっている者を除

く）の割合が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応

型訪問介護又は認知症対応型通所介護にあっては契約者数の２

割以下、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅

介護にあっては登録定員の２割以下であること 

イ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

認知症対応型通所介護については現在の契約者数、サービスの

利用状況等を勘案し、指定申請に係る利用希望者の受け入れ後

に更に２名以上へのサービス提供が可能と認められること 

エ）入居等希望者の受け入れ後に定員の空きが１名以上あること 

(2)入居等希望者の要件 

ア）住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能

又は著しく困難であること 

イ）入居等希望者が八王子市に一時的に居所を置いている場合、

住民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続

き６か月以上の期間、現在の居所で生活することが見込まれる

こと 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知

症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型

居宅介護に関する同意要件は以下の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 指定対象事業所の要件 

ア）同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望する者（以

下、「利用希望者」という。）を含めて八王子市の介護保険被

保険者でない利用者（八王子市に住民登録があり、住所地特例

により他の市区町村の被保険者となっている者を除く）の割合

が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

又は認知症対応型通所介護にあっては契約者数の２割以下、小

規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護にあっ

ては登録定員の２割以下であること 

イ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

認知症対応型通所介護については現在の契約者数、サービスの

利用状況等を勘案し、指定申請に係る利用希望者の受け入れ後

に更に２名以上へのサービス提供が可能と認められること 
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改正後 改正前 

ウ）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護につ

いては指定申請に係る利用希望者の受け入れ後に登録定員の空

きが２名以上あること 

(2) 利用希望者の要件 

ア）住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能

又は著しく困難であること 

イ）利用希望者が八王子市に一時的に居所を置いている場合、住

民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続き

６か月以上の期間、現在の居所で生活することが見込まれるこ

と 

４ 地域密着型通所介護に関する同意要件は以下の各号に掲げるとお

りとする。 

(1) 当該同意申請に係る自治体と隣接又は近接する地区に所在す

る事業所 

ア）指定対象事業所の要件 

事業所が当該同意申請に係る自治体と隣接又は近接する地区に

所在し、かつ、市境からの直線距離が概ね 1.5Km 以内であるこ

と 

(2) 要支援である利用者に介護予防通所介護等を提供していた事

業所 

ア）指定対象事業所の要件 

要支援の認定を受けていた利用者が認定更新申請又は区分変

更申請に伴い、要介護に認定が変更となった場合で、更新申

請又は区分変更申請前に介護予防通所介護又は第一号通所事

ウ）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護につ

いては指定申請に係る利用希望者の受け入れ後に登録定員の空

きが２名以上あること 

 (2)利用希望者の要件 

ア）住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能

又は著しく困難であること 

イ）利用希望者が八王子市に一時的に居所を置いている場合、住

民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続き

６か月以上の期間、現在の居所で生活することが見込まれるこ

と 

４ （追加） 
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改正後 改正前 

業のサービスを提供していた事業所であること。 

イ）利用希望者の要件 

認定更新又は区分変更後も利用者又はその家族が該当事業所

の利用を希望し、かつ、継続して該当事業所の利用が必要と

介護支援専門員が判断していること。 

(3) (1)(2)以外の事業所 

ア）指定対象事業所の要件 

①同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望する者を含

めて八王子市の介護保険被保険者でない利用者（八王子市に

住民登録があり、住所地特例により他の市区町村の被保険者

となっている者を除く）の割合が、契約者数の２割以下であ

ること 

②現在の契約者数、サービスの利用状況等を勘案し、指定申請

に係る利用希望者の受け入れ後に更に２名以上へのサービス

提供が可能と認められること 

イ）利用希望者の要件 

①住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能

又は著しく困難であること 

②八王子市に一時的に居所を置いている場合、住民登録を異動

することができない相当の理由があり、引き続き６か月以上

の期間、現在の居所で生活することが見込まれること 

５ 第２項第２号ア）、第３項第２号ア）、前項第３号イ）①の地域

密着型サービスを利用することが不可能又は著しく困難な場合と

は、次のような場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項第２号ア）、前項第２号ア）の地域密着型サービスを利用

することが不可能又は著しく困難な場合とは、次のような場合をい

う。 
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改正後 改正前 

(1) 住所地に同種サービスが存在しない場合 

(2) 住所地の同種サービスにおいて３か月以上の期間にわたり定

員の空きがない場合 

(3) 住所地の地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する市

内の同種サービス事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏内に

あると認められる場合。ただし、認知症対応型共同生活介護、地

域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設（以下、「認

知症対応型共同生活介護等」という。）を除く。 

(4) 虐待からの避難等による場合 

(5) その他、住所地の地域密着型サービスの利用について第 1号か

ら第 4号と同程度の困難性が認められる場合 

６ 第２項、第３項、第４項第２号、第３号の規定による同意は利用

者ごとに、第４項第１号の規定による同意は同意申請に係る保険者

市町村ごとに行うものとする。 

 

（認知症対応型共同生活介護等への入居等を申請する者の要件） 

第４条 地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護等へ

の入居等を申請する者（以下、「入居等申請者」という。）は、八

王子市への転入後３か月以上の期間を経過した者でなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、入居等申請者の金銭管理、各種官公署

の手続き、その他日常生活上の諸手続きを主として担う者の転入に

伴い八王子市に転入した者は、転入後の経過期間にかかわらず、認

知症対応型共同生活介護等への入居等を申請することができる。 

(1) 住所地に同種サービスが存在しない場合 

(2) 住所地の同種サービスにおいて３か月以上の期間にわたり定

員の空きがない場合 

(3) 住所地の地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する市

内の同種サービス事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏内に

あると認められる場合。ただし、認知症対応型共同生活介護、地

域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設（以下、「認

知症対応型共同生活介護等」という。）を除く。 

(4) 虐待からの避難等による場合 

(5) その他、住所地の地域密着型サービスの利用について第 1号か

ら第 4号と同程度の困難性が認められる場合 

６ （追加） 

 

 

 

（認知症対応型共同生活介護等への入居等を申請する者の要件） 

第４条 地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護等へ

の入居等を申請する者（以下、「入居等申請者」という。）は、八

王子市への転入後３か月以上の期間を経過した者でなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、入居等申請者の金銭管理、各種官公署

の手続き、その他日常生活上の諸手続きを主として担う者の転入に

伴い八王子市に転入した者は、転入後の経過期間にかかわらず、認

知症対応型共同生活介護等への入居等を申請することができる。 
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改正後 改正前 

３ 前項の場合においては、利用を予定する事業所が次の要件に該当

していなければならない。 

(1) 入居等を申請している既存の待機者がいない旨又は既存の待

機者よりも入居等の必要性が高い旨の申立書が指定対象事業所か

ら提出されていること 

４ 転出後も住所地特例によって八王子市の介護保険被保険者となっ

ている者は、八王子市における被保険者資格取得後の期間を八王子

市への転入後の期間とみなして第１項の規定を適用する。 

 

（例外措置） 

第５条 地域密着型サービスの利用が早急に必要と認められる特別の

事情がある場合は、前条までの規定によらず個別に判断を行う。 

２ 前項の場合において、転入後の期間が３か月未満である者が認知

症対応型共同生活介護等への入居等を申請する場合は、入居等を予

定する事業所が次の要件に該当していなければならない。 

(1) 開設から１年を経過していること 

(2) 入居等を申請している既存の待機者がいない旨又は既存の待

機者よりも入居等の必要性が高い旨の申立書が指定対象事業所か

ら提出されていること 

３ （削除） 

 

 

 

 

３ 前項の場合においては、利用を予定する事業所が次の要件に該当

していなければならない。 

(1) 入居等を申請している既存の待機者がいない旨又は既存の待

機者よりも入居等の必要性が高い旨の申立書が指定対象事業所か

ら提出されていること 

４ 転出後も住所地特例によって八王子市の介護保険被保険者となっ

ている者は、八王子市における被保険者資格取得後の期間を八王子

市への転入後の期間とみなして第１項の規定を適用する。 

 

（例外措置） 

第５条 地域密着型サービスの利用が早急に必要と認められる特別の

事情がある場合は、前条までの規定によらず個別に判断を行う。 

２ 前項の場合において、転入後の期間が３か月未満である者が認知

症対応型共同生活介護等への入居等を申請する場合は、入居等を予

定する事業所が次の要件に該当していなければならない。 

(1) 開設から１年を経過していること 

(2) 入居等を申請している既存の待機者がいない旨又は既存の待

機者よりも入居等の必要性が高い旨の申立書が指定対象事業所か

ら提出されていること 

３ 本条の規定により地域密着型サービスの利用の可否を判断する場

合には、八王子市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（以下、「分

科会」という。）に付議し委員の意見を聴いた上で判断するものと

する。ただし、分科会に付議するいとまがない場合は部長決裁をも

って付議に代え、直後の分科会に報告を行うものとする。 
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改正後 改正前 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２５年４月１日より施行する。 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２６年４月１日より施行する。 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２７年４月１日より施行する。 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２８年４月１日より施行する。 

 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２５年４月１日より施行する。 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２６年４月１日より施行する。 

（施行期日） 

第１条 本要綱は平成２７年４月１日より施行する。 

 


