
法人名 事業所名 事業種別
文書指
摘事項
の有無

指摘内容分類 指摘内容 改善状況

運営に関すること
指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場所に、利用申
込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲
示すること。（介護予防含む）

変更に関すること
変更の届出は、１０日以内に届け出ること。（介護予防含
む)

4月27日 株式会社ハビリテイトみやび あしたの光　デイサービスセンター
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有 運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

○

居宅介護支援 無

提供を行う期間を記載した介護予防訪問介護計画を作成す
ること。

介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（モニタリング）
を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報
告すること。

4月28日 株式会社ミック・ジャパン ミック健康の森　京王八王子
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練に関する
記録を適切に保管すること。

運動器機能向上加算について、長期目標及び短期目標を適
切に設定すること。

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を適切
に作成すること。

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画の進捗
状況の定期的に評価した上で算定すること。

5月11日 有限会社　ちぎら トータルライフサポートちぎら (介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。　(介護予防含む。）

○

5月12日
有限会社オフィス　　　ルー
スト

デイサービスセンタールースト 下柚木
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

5月12日 株式会社マザーズハウス マザーズハウス八王子 (介護予防)訪問介護 有 運営に関すること 訪問介護計画を適切に作成すること。 ○

人員に関すること 看護職員を適正に配置すること。（介護予防含む。）

事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族、居宅介
護支援事業者等に連絡を行うこと。

「その他の日常生活費」について適正に処理をすること。
（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

看護職員の員数の基準を満たさない場合、所定単位数の
100分の70に相当する単位数を算定すること。（介護予
防含む。）

5月17日 有限会社ふれあいの里川口 デイサービスふれあいの里川口 (介護予防)通所介護 無

5月18日 合同会社ON－SITE ケアプラン　ピース 居宅介護支援 有 運営に関すること
サービス担当者会議において、担当者から、専門的な見地
からの意見を適切に求めること。

○

人員に関すること
訪問介護員等の員数を、常勤換算方法で２．５以上とする
こと。(介護予防含む。)

運営に関すること 訪問介護計画を適切に作成すること。

ゆいまある八王子中央訪問介護事業所 (介護予防)訪問介護 無

ゆいまある八王子中央居宅介護支援事
業所

居宅介護支援 無

5月24日 株式会社ツクイ ツクイ八王子片倉 (介護予防)通所介護 無

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練に関する
記録を適切に保管すること。

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を適切
に作成すること。

5月26日 株式会社　アイム アイム在宅ケアセンター八王子西 (介護予防)訪問介護 無

5月31日 合同会社プランニング明日 ケアプラン　あした 居宅介護支援 有 運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。

○

居宅介護支援 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

運営に関すること 訪問介護計画を適切に作成すること。

運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。　(介護予防含む。）

6月3日
パナソニックエイジフリー
サービス株式会社

パナソニックエイジフリーケアセン
ター八王子・デイサービス

(介護予防)通所介護 無

6月3日 有限会社　ライト・ハウス 「こころ」デイサービス南大沢
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有
介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業
所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所
定単位数から減算すること。

○

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業
所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所
定単位数から減算すること。

6月13日
ヒューマンライフケア株式会
社

ヒューマンライフケアめじろ台 (介護予防)通所介護 無

5月17日

5月20日 株式会社ゆいまある

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

6月1日

有(介護予防)訪問介護

ケアプレイスはなでんしゃ

5月18日

株式会社ケアプレイスはなで
んしゃ

つるのおんがえし
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

5月25日 有限会社　福隆企工

社会福祉法人敬愛学園

特定非営利活動法人　ケアセ
ンター八王子

地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

6月7日 有限会社ケアスタッフ
ケアスタッフデイサービスセンターみ
のり

○

4月27日 株式会社　大協　 ゆうらくケアサポート

(介護予防)訪問介護 有

4月26日 有限会社　コア デイサービスセンター　コア　2
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有

介護予防のための効果的な
支援の方法に関すること

○

○

○
運営に関すること

有(介護予防)通所介護敬愛デイサービスセンター

○

有

○

○

有 ○

有(介護予防)訪問介護ケアセンター太陽

有

平成28年度　居宅介護サービス事業者等　実地検査　最終

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

5月10日 八王子市農業協同組合
JA八王子　デイサービスセンター茜
の里

(介護予防)通所介護



居宅介護支援 無

運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。　(介護予防含む。）

介護予防のための効果的な
支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防訪問介護計画を作成す
ること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

従業員の勤務の体制を定めること。（介護予防含む。）

居宅介護支援 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及びその家族の同意を、あ
らかじめ文書により得ること。

(介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

デイサービスけやき並木
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

人員に関すること
サービス提供責任者を適正に配置すること。（介護予防含
む。）

訪問介護員等により指定訪問介護を提供すること。（介護
予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

必要に応じて訪問介護計画の変更を行うこと。

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する
に当たっては、居宅計画サービスに明確に位置づけるこ
と。

（介護予防）福祉用具
貸与

有 運営に関すること
委託等事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、
その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

○

特定（介護予防）福祉
用具販売

有 運営に関すること 特定福祉用具販売計画を作成すること。 ○

従業者により指定通所介護を提供すること。（介護予防含
む。）

指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場所に、利用申
込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲
示すること。（介護予防含む）

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び目標
の達成状況の記録を行うこと。

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

介護予防通所介護計画を適切に作成すること。

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

運営に関すること
居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課題の
把握（アセスメント）を行うこと。

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

運営基準減算として、所定単位数の１００分の５０（２か
月以上継続している場合には、所定単位数は算定しな
い。）に相当する単位数を算定すること。

7月7日 キュアアンドヒール株式会社 デイサービスほたるの里
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

人員に関すること 看護職員を適正に配置すること。

運営に関すること 通所介護計画を適切に作成すること。

看護職員の員数の基準を満たさない場合、所定単位数の
100分の70に相当する単位数を算定すること。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）を適切に算定すること。

7月15日 株式会社サロンデイ サロンディウェルハイム片倉
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

7月20日 日本介護事業株式会社 「だんらんの家」デイサービス八王子 地域密着型通所介護 有 運営に関すること 従業者に関する記録について整備すること。 ○

7月26日 株式会社ダイオウケア デイサービスなごみの森　八王子寺町 地域密着型通所介護 有 運営に関すること
それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び目標
の達成状況の記録を行うこと。

○

(介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
指定訪問介護事業所の訪問介護員等により指定訪問介護を
提供すること。（介護予防含む。） ○

居宅介護支援 有 運営に関すること
居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課題の
把握（アセスメント）の結果について記録を行うこと。

○

地域密着型通所介護従業者の勤務の体制を定めること。
（介護予防含む。）

○

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

○

7月29日 有限会社コットンボール 介護センター　ゆうみん 訪問介護 有 運営に関すること 訪問介護計画を適切に作成すること。 ○

8月4日 株式会社オリーブ＆オリーブ ケアプランオリーブ 居宅介護支援 有 運営に関すること
サービス担当者会議の要点又は照会内容について記録する
こと。

○

8月5日 特定非営利活動法人ゆぎの里 ヘルパーセンターゆぎの里 (介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。 (介護予防含む。）

○

8月17日 株式会社　ライフクルーズ
ライフクルーズ八王子みなみ野訪問介
護事業所

(介護予防)訪問介護 無

訪問介護員等の勤務の体制を定めること。（介護予防含
む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

○

有限会社サンピース6月23日

運営に関すること
有（介護予防）訪問介護

運営に関すること

有
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

6月20日

○

アシストケアサービス

6月14日

運営に関すること有(介護予防)訪問介護ベル・ケア ○

いちょうヘルプ

(介護予防)訪問介護

運営に関すること8月19日 コーワ薬品株式会社 訪問介護サービス　ひのき八王子 (介護予防)訪問介護 有 ○

7月13日 ○

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

ケアサポート榛名株式会社萌栄

運営に関すること有
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

コミュニティスペースらくださん家
特定非営利活動法人らくだの
夢グループ

7月29日

有限会社いちょうヘルプ

7月28日

○

○

○

デイサービスみどり

有居宅介護支援株式会社グリーンプランニング

株式会社グリーンプランニング6月30日

グリーンプランニング

有（介護予防）通所介護シルバーサポート小春日和の里シルバーサポート株式会社

有

株式会社セネガ



運営に関すること 避難訓練を行うこと。（介護予防含む。）

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

運動器機能向上加算について、実施期間終了後に行う事後
アセスメントの結果を介護予防支援事業者に報告するこ
と。

8月25日 合同会社　ケアプラン悠々 ケアプラン悠々 居宅介護支援 無

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

初回加算を算定する場合は、初回若しくは初回の指定訪問
介護を行った日の属する月に、サービス提供責任者が訪問
介護を行うか若しくは他の訪問介護員等が行う訪問介護に
同行すること。 (介護予防含む。）

ケアプランなな 居宅介護支援 有 運営に関すること 従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善すること。 ○

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び目標
の達成状況の記録を行うこと。

指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場所に、利用申
込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲
示すること。（介護予防含む）

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得
ること。（介護予防含む。）

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練計画を適
切に作成すること。

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練に関する
記録を適切に保管すること。

変更に関すること
変更の届出は、１０日以内に届け出ること。（介護予防含
む）

ヘルパーステーションいきいき (介護予防)訪問介護 有
介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

特定事業所加算を算定する場合は、訪問介護員等ごとに研
修計画を作成すること。

○

ケアプランセンターいきいき 居宅介護支援 無

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

個別機能訓練加算（Ⅰ）について、個別機能訓練に関する
記録を適切に保管すること。

9月8日 合同会社インクルシオン デイサービス　翼
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

9月14日 医療法人社団　康明会 小宮リハビリテーションセンター 介護予防通所介護 無

指定居宅介護支援事業所　さにゅう 居宅介護支援 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

モニタリングに当たっては、おおむね３か月に１回は利用
者宅を訪問し、面接すること。

介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス
事業者等に対し、個別サービス計画の提出を求めること。

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

初回加算について。(介護予防含む。）

第二八王子心成苑 (介護予防)通所介護 無

ヘルパーセンター八王子心成苑 (介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。(介護予防含む。）

○

八王子心成苑 居宅介護支援 無

9月21日
ネクストイノベーション
株式会社

ＳＭＩＬＥ　ＣＡＲＥ　ＨＡＰＰＹ (介護予防)訪問介護 無

消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあって
は、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な
支援方法に関すること

介護予防福祉用具貸与計画を作成すること。

特定(介護予防)福祉用
具販売

有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

○

9月26日 八王子保健生活協同組合 八王子市地域包括支援センター高尾 介護予防支援 無

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

変更に関すること
変更の届出は、１０日以内に届け出ること。（介護予防含
む）

指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、利用申込者の
サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する
こと。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を適切
に作成すること。

○9月27日 株式会社ウィズユー ティールーム
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有

運営に関すること

○居宅介護支援 有 運営に関すること

ワップール・ジャパン株式会社ワップール・ジャパン株式会社9月21日

(介護予防)通所介護 有あけびデイサービス ○

○

運営に関すること

株式会社タクト

ライフケア-・あけび

○

アース＆エコロジー　株式会社8月23日

○髙訪問介護事業所

8月30日 アイシンキ　合同会社

(介護予防)訪問介護

9月6日 社会福祉法人いきいき福祉会

○有
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

レコードブック八王子上野町

○
地域密着型通所介護、

介護予防通所介護
デイサービス　カフェしんあい

有限会社　ケアクリエイト
しんあい

有

9月1日

運営に関すること

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

有

○

9月16日 かきくけこ合同会社 訪問介護　かきくけこ (介護予防)訪問介護 有 ○

地域密着型通所介護9月7日 株式会社リガーレ デイサービスらいと上野町 有

9月20日 社会福祉法人八王子心成会

有
(介護予防)福祉用具貸
与

9月27日

9月15日 社会福祉法人清心福祉会

八王子市地域包括支援センター左入 介護予防支援 有 運営に関すること



指定居宅介護支援事業所　めじろ 居宅介護支援 無

八王子市地域包括支援センターめじろ 介護予防支援 無

(介護予防)通所介護 無

入浴介助加算を適切に算定すること。

指定認知症対応型通所介護サービスに要する費用の額は、
認知症対応型通所介護費単位数表により適切に算定するこ
と。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）を適切に算定すること。

勤務の体制を定めておくこと。（介護予防含む。）

従業員の出勤に関する記録を整備すること。（介護予防含
む）

提供した具体的なサービスの内容を適切に記録すること。
(介護予防含む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

勤務の体制を定めておくこと。

従業員の出勤に関する記録を整備すること。

通所介護計画を作成すること。

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び目標
の達成状況の記録を行うこと。

介護予防のための効果的な
支援方法に関すること

介護予防通所介護計画を作成すること。

(介護予防)訪問介護 無

居宅介護支援 無

10月5日 医療法人財団川瀬会 八王子市地域包括支援センター南大沢 介護予防支援 有 運営に関すること
少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録するこ
と。

○

指定居宅介護支援事業所「ゆうゆう」 居宅介護支援 無

八王子市地域包括支援センター旭町 介護予防支援 無

介護サービスくるみ (介護予防)訪問介護 有
介護予防のための効果的な
支援の方法に関すること

介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（モニタリング）
を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報
告すること。

○

運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業
所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所
定単位数から減算すること。

指定地域密着型通所介護サービスに要する費用の額は、地
域密着型通所介護費単位数表により適切に算定すること。

10月12日 有限会社　さくら ライフサポートさくら (介護予防)訪問介護 無

(介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
訪問介護員に身分を証する書類を携行させること。（介護
予防含む。）

○

居宅介護支援 無

(介護予防)訪問介護 無

居宅介護支援 無

(介護予防)訪問介護 無

居宅介護支援 無

10月18日 社会福祉法人清心福祉会 ファミリーデイサービスセンター清川
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

無

八王子市高齢者在宅サービスセンター
長沼

(介護予防)通所介護 無

八王子市高齢者在宅サービスセンター
長沼

(介護予防)
認知症対応型通所介護

無

指定居宅介護支援事業所　長沼 居宅介護支援 無

八王子市地域包括支援センター長沼 介護予防支援 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

10月28日 医療法人財団　緑雲会 八王子市地域包括支援センター中野 介護予防支援 有 運営に関すること
介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス
事業者等に対し、個別サービス計画の提出を求めること。

○

10月28日 合同会社パレモ デイサービスセンター　パレモの森 (介護予防)通所介護 有 運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む）

○

サポートスタッフほほえみ (介護予防)訪問介護 無

サポートスタッフほほえみ 居宅介護支援 無

10月31日 健幸堂　株式会社 けんこうどう元気運動倶楽部
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有
介護予防のための効果的な
支援の方法に関すること

介護予防通所介護計画の実施状況の把握（モニタリング）
を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報
告を行うこと。

○

11月8日 有限会社ミズタニ ケアサービスセンター　虹 居宅介護支援 無

有限会社　サポートスタッフ
ほほえみ

10月31日

10月24日
社会福祉法人　東京都福祉事
業協会

10月4日 株式会社　アクセル デイホールきらり (介護予防)通所介護

運営に関すること

○有

10月5日 グッド　スタッフ

10月7日 医療法人永寿会

有限会社プエルト企画

有
介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

デイサービスくるみの家

10月11日

八王子介護サービスおおたに有限会社太洋編物10月17日

○

特定非営利活動法人くるみ

愛ライフケアサービス有限会社 愛ライフケアサービス八王子10月13日

ケアステーションひまわり八王子10月14日 株式会社　だいけい

○

9月29日 株式会社ゆうき

(介護予防)訪問介護 運営に関すること有 ○

運営に関すること居宅介護支援 有

ケアサービスゆうき

○

（介護予防）
認知症対応型通所介護

有
介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

社会福祉法人　めじろ会

めじろデイホーム

9月28日



(介護予防)訪問介護 無

居宅介護支援 無

(介護予防)訪問介護 無

居宅介護支援 無

(介護予防)訪問介護 無

居宅介護支援 無

人員に関すること
福祉用具専門相談員の員数を、常勤換算方法で２以上とす
ること。（介護予防含む。）

委託等事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、
その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

福祉用具貸与計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な
支援方法に関すること

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリン
グ）を行い、その結果を指定介護予防支援事業者に報告す
ること。

特定(介護予防)福祉用
具販売

有 人員に関すること
福祉用具専門相談員の員数を、常勤換算方法で２以上とす
ること。（介護予防含む。）

○

(介護予防)訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。(介護予防含む。）

○

(介護予防)訪問入浴介
護

有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得
ること。

○

サン・ライフ福祉サービスセンター八
王子居宅支援事業所

居宅介護支援 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防を含む。）

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得
ること。

11月25日 株式会社サロンデイ サロンディウェルハイム宇津木
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有 運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む） ○

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。　(介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

非常災害に関する具体的な計画を策定すること。（介護予
防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族、居宅介
護支援事業者等に連絡を行うこと。

従業者等に関する諸記録を整備すること。（介護予防含
む。）

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び目標
の達成状況の記録を行うこと。

介護予防のための効果的な
支援方法に関すること

介護予防通所介護計画の実施状況の把握（モニタリング）
を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報
告を行うこと。

運営に関すること 従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善すること。

変更に関すること 変更の届出について

（介護予防）福祉用具
貸与

有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

○

特定(介護予防)福祉用
具販売

有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

○

指定訪問介護事業所　城山介護サービス （介護予防）訪問介護 無

城山介護24時間サービス
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

無

（介護予防）訪問介護 無

（介護予防）訪問入浴
介護

無

（介護予防）福祉用具
貸与

無

特定(介護予防)福祉用
具販売

無

居宅介護支援 無

（介護予防）訪問介護 無

（介護予防）福祉用具
貸与

有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

○

特定(介護予防)福祉用
具販売

無

居宅介護支援 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

有限会社　スマイル

○

11月24日 デイサービススマイル
(介護予防)
認知症対応型通所介護

有 運営に関すること ○

ケアサポート　ふれんず (介護予防)訪問介護 有 ○

○

株式会社あさひデイサービス

内電子有限会社

11月9日

11月11日

株式会社ザ・サンパワー11月22日

「介護相談室」八幡ケアサービス

サン・ライフ福祉サービスセンター八
王子事業所

八南ドラッグ介護サービス

有限会社　八南ドラッグ　福祉用具事
業所

（介護予防）福祉用具
貸与

有
運営に関すること

11月21日 有限会社　八南ドラッグ

あいあい介護センター

○有居宅介護支援ケアプランふれんず

有限会社　ホットライン11月29日
運営に関すること

(介護予防)通所介護デイ　ふれんず 有

運営に関すること

12月1日 株式会社　フロンティア 株式会社フロンティア八王子営業所

12月2日 八王子保健生活協同組合

12月5日 アースサポート株式会社 アースサポート八王子

12月12日 有限会社　ケアスタッフ 有限会社　ケアスタッフ

運営に関すること有（介護予防）訪問介護青空訪問介護事業合同会社青空訪問介護事業合同会社12月13日



委託等事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、
その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な
支援方法に関すること

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリン
グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事業者
に報告すること。

特定(介護予防)福祉用
具販売

無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。

個人情報を用いる場合の利用者及びその家族の同意を、あ
らかじめ文書により得ること。

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等
に対し、個別サービス計画の提出を求めること。

指定地域密着型通所介護事業所の従業員により指定地域密
着型通所介護を提供すること。（介護予防含む。）

「その他の日常生活費」について適正に処理をすること。
（介護予防含む。）

避難訓練を行うこと。（介護予防含む。）

運営推進会議を設置すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

変更に関すること
変更の届出は、10日以内に届け出ること。（介護予防含
む）

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等
に対し、個別サービス計画の提出を求めること。

モニタリングの結果の記録を、利用者の契約終了の日から
２年間保存すること。

居宅介護支援 有 運営に関すること
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等
に対し、個別サービス計画の提出を求めること。

○

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

有 変更に関すること 運営推進会議を設置すること。 ○

有
介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

同一建物に居住している利用者に対して減算を適切に行う
こと。

○

（介護予防）訪問介護 無

介護給付費の算定及び取扱
いに関すること

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を適切
に作成すること。

○

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。） ○

居宅介護支援 無

（介護予防）短期入所
生活介護

無

介護サービスりぼん （介護予防）訪問介護 無

ケアプランサービスりぼん 居宅介護支援 有 運営に関すること
サービス担当者会議において、担当者から、専門的な見地
から意見を求めるとともに、当該担当者への照会内容につ
いて適切に記録すること。

○

丘の上デイサービスセンター
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

有
介護給付の算定及び取扱い
に関すること

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を適切
に作成すること。

○

丘の上ケアプランセンター 居宅介護支援 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

南多摩地域福祉事業所　やまぼうし （介護予防）訪問介護 無

居宅介護支援事業所　やまぼうし 居宅介護支援 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。
（介護予防含む）

○

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得
ること。　　（介護予防含む。）

○

1月26日 株式会社かめい うさぎ・ケア （介護予防）訪問介護 無

ケアサービス・やまびこ （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること
事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族、居宅介
護支援事業者等に連絡を行うこと。

○

デイサービスやまびこ （介護予防）通所介護 無

株式会社やまびこケアセンター指定居
宅介護支援事業所　秋桜の丘

居宅介護支援 無

（介護予防）訪問介護 無

居宅介護支援 有 運営に関すること
居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課題の
把握（アセスメント）の結果について記録を行うこと。

○

リハビリセンターおおつか （介護予防）通所介護 無

（介護予防）福祉用具
貸与

無

特定(介護予防)福祉用
具販売

無

2月16日 有限会社ケア・テイカー ケア・テイカー （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。） ○

有限会社あいむケアサービス

○有

12月16日

運営に関すること

有
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

母さんの家有限会社多摩ヘルパーセンター12月20日

12月22日

（介護予防）訪問介護

社会福祉法人　幹福祉会　ケア八王子社会福祉法人　幹福祉会1月12日

運営に関すること

合同会社　オフィスひつじ オフィスひつじ 居宅介護支援 有 運営に関すること ○

○

12月19日 ○

○

運営に関すること

（介護予防）福祉用具
貸与

有

グリーングリーングリーン梅沢工務店株式会社

合同会社　ケアプラン瑞々 ケアプラン瑞々 居宅介護支援 有

有

1月19日 ＮＰＯ法人市民ユニットりぼん

地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

運営に関すること

1月20日 社会福祉法人　愛信芳信会

デイサービスふれあいの里宮下有限会社　ふれあいの里川口1月13日

(介護予防)通所介護

あずみ苑館町株式会社　レオパレス1月17日

1月25日 企業組合労協センター事業団

（介護予防）通所介護デイサービス　ローズガーデン北野医療法人社団豊明会 有

2月2日 株式会社やまびこケアセンター

2月7日
株式会社ケアクリエイトしん
あい

ケアクリエイトしんあい

1月25日

福祉用具貸与事業所おおつか

2月14日



2月16日 有限会社ケア・テイカー ケア・テイカー 居宅介護支援 無

2月17日 合同会社けあぷらんハーモニー けあぷらんハーモニー 居宅介護支援 無

サービス担当者会議において、担当者から、専門的な見地
からの意見を適切に求めること。

○

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

2月22日 シルバーサポート株式会社 シルバーサポートほのぼの 居宅介護支援 無

委託事業所の業務の実施状況について定期的に確認し、そ
の結果等を記録すること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

特定(介護予防)福祉用
具販売

有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。（介護予防含む。）

○

2月24日 株式会社　共同介護支援事業所 ㈱共同介護支援事業所 居宅介護支援 有 運営に関すること
指定居宅会以後支援事業所の介護支援専門員によって指定
居宅介護支援を提供すること。

○

3月7日 株式会社クロスドリフト リハビリデイサービス「笑う門」 （介護予防）通所介護 有
介護給付の算定及び取扱い
に関すること

個別機能訓練加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について、個別機能訓
練に関する記録を適切に保管すること。

○

提供した具体的なサービスの内容を適切に記録すること。

訪問介護計画を適切に作成すること。

居宅介護支援 無

3月9日 株式会社　あさひデイサービス あさひデイサービスセンター （介護予防）通所介護 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善するこ
と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

在宅ケア・八王子東営業所 （介護予防）訪問介護 無

在宅ケア東・ケアプランセンター 居宅介護支援 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。

○

ケアサポート菜の花 （介護予防）訪問介護 無

地域密着型通所介護計画の中に具体的内容を記載するこ
と。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文書に
より得ること。（介護予防含む。）

ケアプラン菜の花 居宅介護支援 無

居宅介護支援福祉本舗　菱山事務所合同会社福祉本舗ヒシヤマ2月21日

有 運営に関すること（介護予防）訪問介護株式会社　グッドホーム株式会社　グッドホーム3月13日

（介護予防）福祉用具
貸与

株式会社ケイアイレンタル事業部株式会社ケイアイ2月23日

（介護予防）訪問介護

3月8日 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター高尾

運営に関すること有

有 ○

○

○

○運営に関すること
地域密着型通所介護、
介護予防通所介護

デイサービス菜の花3月24日 株式会社ベグ・ジャパン 有

3月14日
有限会社　在宅ケア・サービ
スセンター

運営に関すること

有 運営に関すること


