
資料4-8　八王子市内の要配慮者利用施設一覧

施　設　名　称 所　　在　　地 施　設　区　分

1 西島産婦人科医院 千人町1-８-５ 診療所

2 あづま歯科 千人町2-20-16　イズミビル１階 診療所

3 千人町学童保育所 千人町3-7-7 学童保育所

4 市立第五小学校 千人町3-7-7 小学校

5 Ｒａｃｉｎｅ 千人町4-6-5　プラムグローブ１階 放課後等デイサービス事業所

6 東京都立八王子桑志高等学校 千人町4-8-1 高等学校

7 グループホームトキ（ユニット：グループホームトキ） 千人町※＊１ 共同生活援助事業所

8 大内歯科医院 日吉町13-31 診療所

9 グループホームくぬぎの杜（ユニット：ひよしハウス） 日吉町※ 共同生活援助事業所

10 ミナモ 元本郷町1-31-1 就労継続支援（Ｂ型）事業所

11 デイサービス桜花乃郷　八王子元本郷の家 元本郷町1-31-1 地域密着型通所介護（デイサービス）

12 そんぽの家　八王子元本郷 元本郷町2-1-12 特定施設入居者生活介護施設（介護付有料老人ホーム）

13 いちょう工房　そら 元本郷町2-19-1 就労継続支援（Ｂ型）事業所

14 市立第四中学校 元本郷町2-21-１ 中学校

15 リサイクルわかくさ 元本郷町3-16-12　砂庄ビル101号室 就労継続支援（Ｂ型）事業所

16 かたつむり食堂 元本郷町3-16-15 就労継続支援（Ｂ型）事業所

17 木馬工房 元本郷町3-17-13 多機能型事業所（生活介護・就労継続支援（Ｂ型））

18 市役所内保育園 元本郷町3-24-1 児童福祉施設（地域型保育）

19 ＱＵＯ八王子（ユニット：ＱＵＯ八王子Ⅱ） 元本郷町3-25-28 共同生活援助事業所

20 八王子福祉作業所 元本郷町4-13-3 多機能型事業所（生活介護・就労移行支援、就労継続支援（B）型）

21 医療法人社団博久和会　市役所前歯科クリニック 元本郷町4-20-25　元本郷田口ビル１階　105号室 診療所

22 青空クラブ 元本郷町4-20-26 放課後等デイサービス事業所

23 白百合第二ベビーホーム 平岡町20-3 児童福祉施設（認可保育所）

24 木下の介護　グループホーム八王子 元横山町1-20-9 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）

25 静教保育園 元横山町3-19-13 児童福祉施設（認可保育所）

26 地域活動支援センターパオ 田町4-4 地域活動支援センター

27 シルバーヒルズ八王子 新町7-10 サービス付き高齢者向け住宅

28 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　八王子明神町 明神町1-13-5 地域密着型通所介護（デイサービス）

29 市立第五中学校 明神町4-19-１ 中学校

30 AOI八王子病院 明神町4-21-4 病院

31 市立第六中学校 上野町97 中学校

32 八王子生活実習所 台町1-24-7 生活介護事業所

33 多摩病院 中野町2082 病院

34 市立甲ノ原中学校 中野町2639-２ 中学校

35 学校法人工学院大学　工学院大学附属高等学校 中野町2647-2 高等学校

36 学校法人工学院大学　工学院大学附属中学校 中野町2647-2 中学校

37 多摩ハイツ（ユニット：多摩ハイツ　第１） 中野町※ 共同生活援助事業所

38 多摩ハイツ（ユニット：多摩ハイツ　第２） 中野町※ 共同生活援助事業所

39 ブリッジライフ暁町 暁町1-2-19 通所介護（デイサービス）

40 尾作医院 暁町1-17-13 診療所

41 市立ひよどり山中学校 暁町3-1-1 中学校

42 医療法人社団珠泉会　介護老人保健施設アメイズ 中野山王2-8-2 介護老人保健施設

43 八王子山王病院 中野山王2-15-16 病院

44 吉池デンタルクリニック 中野上町1-3-10 診療所

45 デイサービスゆうらく3番館 中野上町1-8-22　中野田口ビル 地域密着型通所介護（デイサービス）

46 フエロー第二保育園 中野上町1-15-8 児童福祉施設（認可保育所）

47 比鄰荘（ユニット：中野上町寮） 中野上町1-24-24 共同生活援助事業所

48 黒澤歯科 中野上町2-29-24 診療所

49 医療法人社団原田クリニック 中野上町4-11-8 診療所

50 八王子市地域包括支援センター中野 中野上町4-27-4　ボナールHONDA１階 地域包括支援センター
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51 市立第二中学校 中野上町4-28-１ 中学校

52 グループホーム　ソラスト八王子まりや 大和田町3-18-28 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）

53 医療法人社団相明会　赤木歯科医院 大和田町3-21-27　１階 診療所

54 市立大和田小学校 大和田町4-19-１ 小学校

55 テディ歯科クリニック八王子 大和田町5-7-18 診療所

56 吉田医院 大和田町7-4-11 診療所

57 第十小学童保育所 大和田町7-5-1 学童保育所

58 ゆうらく２番館 大和田町7-8-5 サービス付き高齢者向け住宅

59 デイサービスゆうらく２番館 大和田町7-8-5 地域密着型通所介護（デイサービス）

60 レストランあさかわ 東浅川町551-1　東浅川保健福祉センター内 就労継続支援（Ｂ型）事業所

61 市立浅川中学校 初沢町1370 中学校

62 白鳥内科医院 高尾町1580 診療所

63 医療法人社団真紗会　鷲尾整形外科 高尾町1620　ハイムＪＵＮ１階 診療所

64 のむら歯科医院 高尾町1629-12 診療所

65 高尾保育園 高尾町1737 児童福祉施設（認可保育所）

66 はるのいえ　八王子Ａ（ユニット：高尾町ハウスⅠ） 高尾町1903-17 共同生活援助事業所

67 はるのいえ　八王子Ａ（ユニット：高尾町ハウスⅡ） 高尾町1903-18 共同生活援助事業所

68 高尾青年寮（ユニット：高尾青年寮１） 高尾町2104－2 共同生活援助事業所

69 高尾青年寮（ユニット：高尾青年寮２） 高尾町2104－5 共同生活援助事業所

70 東京高尾病院 高尾町2187 病院

71 とまり（ユニット：とまり・プルメ） 高尾町※ 共同生活援助事業所

72 高尾厚生病院 南浅川町3815 病院

73 清明会本部診療所 裏高尾町957 診療所

74 浅川ホーム 裏高尾町957 養護老人ホーム

75 清明園 裏高尾町957
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所生活介護（介護予防）

76 市立由木中央小学校 下柚木25 小学校

77 みゆきスポーツ・デイサービス 下柚木270-6 地域密着型通所介護（デイサービス）

78 真鍋歯科医院 下柚木414-3 診療所

79 市立由木中学校 下柚木2-34-２ 中学校

80 市立下柚木小学校 下柚木3-9 小学校

81 市立由木西小学校 上柚木538-１ 小学校

82 多摩シルバーハウス　デイサービスセンター 上柚木1550 通所介護（デイサービス）

83 多摩シルバーハウス 上柚木1550
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所生活介護（介護予防）

84 市立愛宕小学校 上柚木3-20 小学校

85 市立中山小学校 中山1155 小学校

86 市立中山中学校 中山1158-１ 中学校

87 学校法人帝京大学　帝京大学高等学校 越野322 高等学校

88 学校法人帝京大学　帝京大学中学校 越野322 中学校

89 由木学童保育所 越野692-1 学童保育所

90 由木児童館 越野692-1 児童館

91 夢畑 堀之内1052 就労継続支援（Ｂ型）事業所

92 わらべ里山保育園 堀之内1200 児童福祉施設（認可保育所）

93 社会福祉法人清心福祉会　ファミリーイン堀之内医務室 堀之内1206 診療所

94 ファミリーイン堀之内デイサービスセンター 堀之内1206 通所介護（デイサービス）

95 ファミリーイン堀之内 堀之内1206
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所生活介護（介護予防）

96 八王子市地域包括支援センター堀之内 堀之内1206 地域包括支援センター

97 東京薬科大学診療所 堀之内1432-1　東京薬科大学教育２号館Ｇ階 診療所

98 コラソンキッズ八王子 堀之内2-17-1　フローライト八王子堀之内１階 多機能型事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

99 ガーデンハウス　ジュリナ大塚 東中野55-8 サービス付き高齢者向け住宅

100 つかもと歯科医院 東中野196-6 診療所

101 市立由木東小学校 東中野1347 小学校

102 帝京大学幼稚園 大塚359 幼稚園
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103 市立松が谷小学校 松が谷12 小学校

104 東京都立松が谷高等学校 松が谷1772 高等学校

105 社会福祉法人美薗会　特別養護老人ホーム絹の道医務室 鑓水94 診療所

106 絹の道 鑓水94 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

107 絹の道デイサービスセンター 鑓水94 認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

108 シルクロード鑓水(地域密着型) 鑓水117-1
地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所者生活介護（介護予防）

109 医療法人社団朋樹会　御殿山クリニック 鑓水428-160 診療所

110 鑓水の里診療所 鑓水428 診療所

111 精華 鑓水428
障害者支援施設（生活介護・施設入所支援）
短期入所事業所

112 光華 鑓水428 救護施設

113 市立鑓水中学校 鑓水2-67 中学校

114 若葉の丘保育園 鑓水2-77 児童福祉施設（認可保育所）

115 医療法人財団川瀬会　南大沢ホロス由木 南大沢2-224-5 介護老人保健施設

116 市立柏木小学校 南大沢3-３ 小学校

117 市立南大沢中学校 南大沢3-７ 中学校

118 市立南大沢小学校 南大沢4-18 小学校

119 市立宮上小学校 南大沢5-10 小学校

120 市立松木小学校 松木57-３ 小学校

121 まつぎ学童保育所 別所1-29-2 学童保育所

122 山下歯科クリニック 別所2-１　堀之内センター商業ビル 診療所

123 医療法人社団歯愛会　フォーユーデンタルクリニック 別所2-２-１　クレヴィア京王堀之内パークナードⅡ　105号室 診療所

124 堀之内プチ・クレイシュ 別所2-2-1 児童福祉施設（認可保育所）

125 医療法人社団岳　内科・循環器内科クリニック髙田 別所2-２-１　クレヴィア京王堀之内パークナードⅡ　101号室 診療所

126 医療法人社団歩武会　あゆむクリニック 別所2-２-１　クレヴィア京王堀之内パークナードⅡ　102-1号室 診療所

127 市立秋葉台小学校 別所2-５ 小学校

128 セント・ベル幼稚園 並木町33－2 幼稚園

129 よこかわキッズステーション 散田町3-1-16　101号室 認定こども園

130 スマイルケア西八王子デンタルクリニック 散田町3-8-19 診療所

131 市立山田小学校 山田町1553 小学校

132 八王子白百合幼稚園 長房町75－1 幼稚園

133 東京都立富士森高等学校 長房町420-2 高等学校

134 横山学童保育所 長房町450 学童保育所

135 耳鼻咽喉科　吉田クリニック 長房町454-12 診療所

136 市立長房中学校 長房町1041-１ 中学校

137 船田小学童保育所 長房町1041-2 学童保育所

138 市立船田小学校 長房町1041-２ 小学校

139 すぎな愛育園あみぃ 椚田町539-9 放課後等デイサービス事業所

140 椚田小学童保育所　第一第二クラブ 椚田町571-2 学童保育所

141 市立椚田小学校 椚田町571-２ 小学校

142 グループホームくぬぎの杜（サテライト：グループホーム　くぬぎの杜A　サテライト１） 椚田町※ 共同生活援助事業所

143 グループホームくぬぎの杜（ユニット：グループホームくぬぎの杜Ａ） 椚田町※ 共同生活援助事業所

144 グループホームくぬぎの杜（ユニット：グループホームくぬぎの杜Ｂ） 椚田町※ 共同生活援助事業所

145 ニチイケアセンター八王子館町 館町101 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）

146 市立館小学校（館小中学校本校舎） 館町1097-15 小学校

147 東京都立翔陽高等学校 館町1097-136 高等学校

148 館ヶ丘保育園 館町1097 児童福祉施設（認可保育所）

149 八王子医療センター 館町1163 病院

150 八王子ひまわり保育園 館町1629 児童福祉施設（認可保育所）

151 八王子心成苑 館町1783
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
通所介護（デイサービス）
短期入所生活介護（介護予防）

152 学校法人トヨタ東京整備学園　専門学校トヨタ東京自動車大学校診療所 館町2193 診療所

153 学校法人トヨタ東京整備学園　専門学校トヨタ東京自動車大学校 館町2193 専門学校

154 社会福祉法人同胞援護婦人連盟　こどものうち八栄寮 館町2232-1 児童養護施設
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155 たてまち幼稚園 館町2435 幼稚園

156 学校法人堀越学園　穎明館高等学校 館町2600 高等学校

157 学校法人堀越学園　穎明館中学校 館町2600 中学校

158 市立館中学校（館中学校分校舎） 館町2786 中学校

159 八王子療護園 館町2837
障害者支援施設（生活介護・施設入所支援）
短期入所事業所

160 輝（ユニット：輝Ａ） 寺田町877 共同生活援助事業所

161 輝（ユニット：輝B） 寺田町877 共同生活援助事業所

162 桜草　叶谷工房 叶谷町995-1 生活介護事業所

163 にじいろクリニック 叶谷町1777 診療所

164 日下クリニック 横川町108-35 診療所

165 中川歯科診療所 横川町108-36 診療所

166 光明第四保育園 横川町603 児童福祉施設（認可保育所）

167 市立弐分方小学校 弐分方町520-１ 小学校

168 市立城山中学校 川町792-２ 中学校

169 学校法人共立女子学園　共立女子第二高等学校 元八王子町1-710 高等学校

170 学校法人共立女子学園　共立女子第二中学校 元八王子町1-710 中学校

171 城山学童保育所　第二クラブ 元八王子町2-1767 学童保育所

172 市立城山小学校 元八王子町2-1767 小学校

173 ひのき工房 元八王子町2-1839-2 多機能型事業所（生活介護・就労継続支援（Ｂ型））

174 城山病院 元八王子町3-2872-1 病院

175 社会福祉法人白百合会　白百合会診療所 下恩方町180-1 診療所

176 恩方ホーム 下恩方町180-1 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

177 萠愛調理師専門学校 下恩方町352 専門学校

178 市立元木小学校 下恩方町515-１ 小学校

179 ふーぷ 下恩方町925-1 生活介護事業所

180 恩方保育園 下恩方町1314 児童福祉施設（認可保育所）

181 恩方西学童保育所 下恩方町1369 学童保育所

182 市立恩方第一小学校 下恩方町1369 小学校

183 学校法人聖パウロ学園　聖パウロ学園高等学校（通信制） 下恩方町2727 高等学校

184 学校法人聖パウロ学園　聖パウロ学園高等学校 下恩方町2727 高等学校

185 社会福祉法人恒陽会　特別養護老人ホームサントピア 下恩方町3372 診療所

186 特別養護老人ホーム　サントピア 下恩方町3372
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所生活介護（介護予防）

187 八王子市地域包括支援センター恩方 下恩方町3395　恩方事務所内 地域包括支援センター

188 市立恩方中学校 上恩方町11 中学校

189 市立恩方第二小学校 上恩方町2193 小学校

190 東京都八王子福祉園診療所 西寺方町76 診療所

191 東京都八王子福祉園 西寺方町76
障害者支援施設（生活介護・施設入所支援）
短期入所事業所

192 恩方病院 西寺方町105 病院

193 医療法人永寿会　介護老人保健施設ゆうむ 西寺方町284 介護老人保健施設

194 山水園 西寺方町303
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所生活介護（介護予防）

195 陵北病院 西寺方町315 病院

196 Sakura Town　西寺方 西寺方町372-1 サービス付き高齢者向け住宅

197 ワタナベ歯科医院 西寺方町502-8 診療所

198 いちょう工房ぎんなんの家 西寺方町651-1 生活介護事業所

199 サーカス 西寺方町658-1　リベーラ三光１階 就労継続支援（Ｂ型）事業所

200 デイサービスセンターときのもり 西寺方町668 通所介護（デイサービス）

201 ジュンデンタルクリニック 西寺方町712-12 診療所

202 グッドフェロー（ユニット：グッドフェロー） 西寺方町1089-1 共同生活援助事業所

203 グッドフェロー（ユニット：とんぼいはうす） 西寺方町1089-1 共同生活援助事業所

204 グッドフェロー（ユニット：エール） 西寺方町1089-1 共同生活援助事業所

205 福祉ホームさくら 川口町1543 福祉ホーム

206 新浅川園 川口町1543
特定施設入居者生活介護（介護予防）
養護老人ホーム
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207 市立川口中学校 川口町2555 中学校

208 協和病院 川口町2758 病院

209 自立訓練施設　川口ハイツ 川口町3562 宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所

210 川口学童保育所 川口町3974 学童保育所

211 川口児童館 川口町3974 児童館

212 上川口小学童保育所 上川町1099 学童保育所

213 市立上川口小学校 上川町1099 小学校

214 医療法人社団同友会　八王子診療所 上川町1620 診療所

215 八王子同友会　長寿の森 上川町1620 特定施設入居者生活介護施設（介護付有料老人ホーム）

216 医療法人社団明和会　ウエストケアセンター 上川町2135
介護老人保健施設
短期入所療養介護（介護予防）

217 西八王子病院 上川町2150 病院

218 学校法人冲永学園　帝京八王子高等学校 上川町3766 高等学校

219 学校法人冲永学園　帝京八王子中学校 上川町3766 中学校

220 希望の里 上川町3889 多機能型事業所（生活介護・就労継続支援（Ｂ型））

221 市立陶鎔小学校 犬目町56 小学校

222 犬目幼稚園 犬目町488 幼稚園

223 滝山病院 犬目町641 病院

224 特別養護老人ホーム小松原園医務室 犬目町688-2 診療所

225 小松原園デイサービスセンター 犬目町688-2 通所介護（デイサービス）

226 小松原園 犬目町688-2
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所生活介護（介護予防）

227 グループホーム　ひかる（サテライト：グループホーム　ひかる） 犬目町※ 共同生活援助事業所

228 光明第三保育園 楢原町971 児童福祉施設（認可保育所）

229 市立楢原中学校 楢原町1235 中学校

230 シップス 楢原町1263-6 短期入所事業所

231 シップス（ユニット：シップス１ｓｔ） 楢原町1263-6 共同生活援助事業所

232 市立楢原小学校 楢原町1287-２ 小学校

233 楢原歯科 楢原町1424-9 診療所

234 八王子美山学園 美山町767-2 障害者支援施設（生活介護・ショートステイ）

235 第二徳寿園　診療所 美山町861-1 医務室・診療所

236 第二徳寿園 美山町861-1 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

237 徳寿園　診療所 美山町875-6 医務室・診療所

238 徳寿園 美山町875-6 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

239 医療法人社団光生会　ハートランド・ぐらんぱぐらんま 美山町1074 介護老人保健施設

240 平川病院 美山町1076 病院

241 はなの家（ユニット：はなの家） 美山町1229-1 共同生活援助事業所

242 多摩藤倉学園 美山町1230
障害者入所施設（生活介護・施設入所支援）
短期入所事業所

243 みつの里 美山町1230 生活介護事業所

244 福寿はちおうじ美山 美山町1272-1 サービス付き高齢者向け住宅

245 デイサービスセンター福寿はちおうじ美山 美山町1272-1 通所介護（デイサービス）

246 八王子北クリニック 美山町1272-2　福寿はちおうじ美山１階 診療所

247 救護施設優仁ホーム医務室 美山町1463 診療所

248 社会福祉法人アゼリヤ会美山苑診療所 美山町1463 診療所

249 みやま大樹の苑　診療所 美山町1463 診療所

250 老人デイサービスセンター美山デイホーム 美山町1463 通所介護（デイサービス）

251 優仁ホーム 美山町1463 救護施設

252 みやま大樹の苑 美山町1463 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

253 美山苑 美山町1463 養護老人ホーム

254 市立美山小学校 美山町1892 小学校

255 マザー・ベル 美山町2165 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

256 特別養護老人ホーム　マザーベル 美山町2165 診療所

257 美山自立生活援助事業所 美山町2554 自立生活援助事業所

258 北原リハビリテーション病院 左入町461 病院
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259 ケアポート八王子 滝山町1-799-1 特定施設入居者生活介護施設（介護付有料老人ホーム）

260 学校法人東京純心女子学園　東京純心女子高等学校 滝山町2-600 高等学校

261 学校法人東京純心女子学園　東京純心女子中学校 滝山町2-600 中学校

262 社会福祉法人一誠会　第二偕楽園ホーム医務室 加住町1-18 診療所

263 第二偕楽園ホーム（地域密着型） 加住町1-18
地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
短期入所者生活介護（介護予防）

264 第二偕楽園ホーム　サービス付き高齢者向け住宅 加住町1-18
地域密着型介護老人福祉施設（サービス付き高齢者向け住宅）
短期入所者生活介護（介護予防）

265 市立加住小学校（加住小中学校本校舎） 加住町1-191 小学校

266 いそじ歯科医院 加住町443-4 診療所

267 ケアリゾート宮下町 宮下町41-1 サービス付き高齢者向け住宅

268 市立加住中学校（加住小中学校分校舎） 宮下町108-7 中学校

269 高月病院 宮下町178 病院

270 多摩特養老人ホーム 宮下町355 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

271 杏林大学八王子キャンパス診療所 宮下町476　Ｊ棟地下１階 診療所

272 ルーエ 宮下町※ 共同生活援助事業所

273 相武病院 戸吹町323-1 病院

274 戸吹の杜 戸吹町391-5 多機能型事業所（児童発達支援）

275 Ｓｏｒａ 戸吹町557 就労継続支援（Ｂ型）事業所

276 学校法人中野学園　明治大学付属中野八王子高等学校 戸吹町1100 高等学校

277 学校法人中野学園　明治大学付属中野八王子中学校 戸吹町1100 中学校

278 ケアホーム槇 戸吹町1524-2 共同生活援助事業所

279 とぶき育成園 戸吹町1636-1
障害者支援施設（生活介護・施設入所支援）
短期入所事業所

280 トッパングループ健康保険組合　滝山診療所 戸吹町2103 診療所

281 ぽぷら八王子 戸吹町2104　株式会社エフピコ八王子ＰＷ工場内 多機能型事業所（就労継続支援（Ａ型）（Ｂ型）)

282 高月整形外科病院 高月町360 病院

283 すまいる工房 小比企町1692-35 多機能型事業所（生活介護・就労継続支援（Ｂ型））

284 聖パウロ病院 小比企町1710 病院

285 あけぼのクリニック 小比企町1722-5 診療所

286 たから 片倉町301-2 放課後等デイサービス事業所

287 学校法人片柳学園　日本工学院八王子専門学校 片倉町1404-1 専門学校

288 市立由井第二小学校 片倉町2180 小学校

289 市立みなみ野君田小学校 みなみ野4-３-１ 小学校

290 みなみ野循環器病院 兵衛1-25-1 病院

291 グループホーム健康倶楽部北野 北野町522-12 認知症対応型共同生活介護施設（認知症高齢者グループホーム）

292 青木歯科医院 打越町344-4　北野シティプラザ　102号室 診療所

293 医療法人財団青溪会　こころの訪問診療所　いこま 打越町344-4　北野シティプラザ　206号室 病院・訪問診療

294 マイライフワークス 打越町345-2　京王北野マンション　Ｃ-109号室 生活介護事業所

295 デイサービスやまびこ 打越町345-2　京王北野マンション　Ｃ-103号室 通所介護（デイサービス）

296 市立打越中学校 打越町349-１ 中学校

297 北野台病院 打越町1068 病院

298 一般社団法人いちょう（ユニット：グループホーム　つつじの丘A） 打越町1164-3　１階 共同生活援助事業所

299 一般社団法人いちょう（ユニット：グループホーム　つつじの丘B） 打越町1164-3　２階 共同生活援助事業所

300 医療法人社団積心会　澤渡循環器クリニック 打越町1197-1　ステップコートはけしたビル１階　ＦＭ1-2号室 診療所

301 ＡＢＡ早期療育わらあう 打越町1453-1 多機能型事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

302 医療法人社団光明歯会　片倉台歯科医院 打越町1515 診療所

303 あお歯科 打越町2013-1　第３小池ビル１階 診療所

304 エルムハースト（ユニット：エルムハースト） 長沼町148-22 共同生活援助事業所

305 グループホームかたくり（ユニット：グループホームかたくり長沼Ａ） 長沼町164-1　２階 共同生活援助事業所

306 グループホームかたくり（ユニット：グループホームかたくり長沼Ｂ） 長沼町164-1　１階 共同生活援助事業所

307 堀医院 長沼町202-7 診療所

308 運動療育で生きる力を育む　シエル　長沼教室 長沼町206-3　ブルーパールビル　102号室 多機能型事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

309 グループホームいちょうの樹Ａ・Ｂ（ユニット：グループホームいちょうの樹Ａ） 長沼町675-3　１階 共同生活援助事業所

310 グループホームいちょうの樹Ａ・Ｂ（ユニット：グループホームいちょうの樹Ｂ） 長沼町675-3　２階 共同生活援助事業所
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311 長沼学童保育所 長沼町707-3 学童保育所

312 市立長沼小学校 長沼町707-３ 小学校

313 横山歯科医院 長沼町727-9 診療所

314 打越保育園 長沼町793 児童福祉施設（認可保育所）

315 長沼幼稚園 長沼町960－11 幼稚園

316 アダージョ長沼 長沼町1136-2 短期入所事業所

317 アル・フィーネ（ユニット：長沼） 長沼町1136-2 共同生活援助事業所

318 八王子市地域包括支援センター長沼 長沼町1302-1 地域包括支援センター

319 八王子市高齢者在宅サービスセンター長沼 長沼町1302-1 認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

320 グループホームいちょうの樹Ａ・Ｂ（サテライト：グループホームいちょうの樹Ａ） 長沼町※ 共同生活援助事業所

321 絹ヶ丘整形外科・内科診療所 絹ヶ丘2-5-30 診療所

322 八王子市地域包括支援センター石川 石川町481　石川事務所内 地域包括支援センター

323 ひなた保育園 石川町1094-2 児童福祉施設（認可保育所）

324 メディカルインスペクションクリニック 石川町2975-22 診療所

325 中日本高速道路株式会社　八王子支社　医務室 宇津木町231 診療所

326 エスアールエル診療所 小宮町51 診療所

327 市立小宮小学校 小宮町1128-３ 小学校

328 市立宇津木台小学校 久保山町2-18 小学校

329 市立石川中学校 久保山町2-55 中学校

330 自立生活援助事業所　くぬぎの杜 ※ 自立生活援助事業所

331 イル・ヴェント ※ 共同生活援助事業所

＊１所在地※となっている施設は住所非公表のもの


