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地域密着型サービス事業所の新規指定等について（報告） 

 

Ⅰ．地域密着型サービス事業所の新規指定について（その１） 

１ 概要 

平成 28年 11月１日付けで認知症対応型通所介護事業所の新規指定を行ったため、報告する。 

２ 申請法人 

八王子市横山町 13番 4号 SOHOプラザニュー八王子 210 

特定非営利活動法人 みんなのわ 

３ 指定年月日 

平成 28年 11月１日 

４ 事業所の概要 

１）所在地 

八王子市片倉町 1395番地 21 

２）サービス種別及び名称 

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

樹楽 デイサービス みんなのわ 

利用定員 12名 

５ その他 

本市の第６期介護保険事業計画において認知症対応型通所介護は個別対応することとなって

いるほか、認知症対応型通所介護は介護保険事業計画に基づく指定拒否が認められていないこと

から、第６期の施設整備計画に抵触するものではない。 

 

Ⅱ．地域密着型サービス事業所の新規指定について（その２） 

１ 概要 

平成 29年１月１日付けで地域密着型通所介護事業所の新規指定を行ったため、報告する。 

２ 申請法人 

八王子市めじろ台 1-63-15 

株式会社 フリージア 

３ 指定年月日 

平成 29年１月１日 

４ 事業所の概要 

１）所在地 

八王子市長房町 1409番地 1 ヴィラ奈可郷 

２）サービス種別及び名称 

地域密着型通所介護、予防通所介護相当サービス 

リハビリデイさくら 陵南 

利用定員 10名 

５ その他 

上記事業所は平成 28 年４月の地域密着型通所介護の創設に伴い、同法人が運営する別の通所

介護事業所のサテライト事業所に移行したが、この度、事業所よりサテライトではなく地域密着

差替分 



型通所介護事業所として指定を受け直したい旨の申出があったことから新規指定を行ったもの。 

本市の第６期介護保険事業計画において地域密着型通所介護は個別対応することとなってい

るほか、地域密着型通所介護は介護保険事業計画に基づく指定拒否が認められていないこと、サ

テライトから地域密着型通所介護への移行であり、実態として利用定員には変動がないことから、

第６期の施設整備計画に抵触するものではない。 

 

Ⅲ．地域密着型サービス事業所の新規指定について（その３） 

１ 概要 

地域密着型通所介護事業所を運営する法人の組織改正により関係法人に運営主体が移行され、指

定廃止及び新規指定申請が必要となった。これに伴い平成 29 年２月１日付けで地域密着型通所介

護事業所の新規指定を行ったため、報告する。 

２ 申請法人 

八王子市千人町 3-10-14 

株式会社フォーマル 

３ 指定年月日 

平成 29年２月１日 

４ 事業所の概要 

１）所在地 

八王子市並木町 20-2 

２）サービス種別及び名称 

地域密着型通所介護、予防通所介護相当サービス 

デイサービスいちょう並木 

利用定員 ９名 

５ その他 

上記事業所は従来、有限会社サンピースが運営を行っていた。しかしこの度、法人内の運営体

制変更により事業所の運営法人が同法人系列の株式会社フォーマルに移行されることとなった。

事業所を運営する法人格が変更される場合、廃止届及び新規指定申請が必要となるため、新規指

定を行ったもの。 

本市の第６期介護保険事業計画において地域密着型通所介護は個別対応することとなってい

るほか、地域密着型通所介護は介護保険事業計画に基づく指定拒否が認められていないこと、法

人格の変更に伴う廃止／新規申請であり、実質的な変動が生じていないことから、第６期の施設

整備計画に抵触するものではない。 

 

Ⅲ－２．地域密着型サービス事業所の新規指定について（その４） 

１ 概要 

地域密着型通所介護事業所を運営する法人の事業譲渡により他法人に運営主体が移行され、指定

廃止及び新規指定申請が必要となった。これに伴い平成 29 年３月１日付けで地域密着型通所介護

事業所の新規指定を行ったため、報告する。 

２ 申請法人 

東京都八王子市諏訪町 307-2 グレンモアスワ A 203 

株式会社 ルービック 

３ 指定年月日 

平成 29年３月１日 

４ 事業所の概要 

１）所在地 



八王子市寺町 29-23 井上マンション 1F 

２）サービス種別及び名称 

地域密着型通所介護、予防通所介護相当サービス 

元気サポート築輪 

利用定員 10名 

５ その他 

上記事業所は従来、株式会社ワークシェアリングが運営を行っていた。しかしこの度、従業者

が設立した他法人（株式会社ルービック）に介護事業を事業譲渡することとなり、ワークシェア

リングとしての廃止届提出及びルービックとしての新規指定申請を行ったもの。 

本市の第６期介護保険事業計画において地域密着型通所介護は個別対応することとなってい

るほか、地域密着型通所介護は介護保険事業計画に基づく指定拒否が認められていないこと、法

人格の変更に伴う廃止／新規申請であることから、第６期の施設整備計画に抵触するものではな

い。 

なお、ワークシェアリングは元気サポート笑顔１号店から３号店まで、３店舗を運営していた

が、今回の事業譲渡に伴い、１、３号店と離れた子安町にあった２号店は完全に閉鎖し、新法人

は１、３号店のみ事業継承するとのこと。 

 

Ⅲ－３．地域密着型サービス事業所の新規指定について（その５） 

１ 概要 

地域密着型通所介護事業所を運営する法人の事業譲渡により他法人に運営主体が移行され、指定

廃止及び新規指定申請が必要となった。これに伴い平成 29 年３月１日付けで地域密着型通所介護

事業所の新規指定を行ったため、報告する。 

２ 申請法人 

東京都八王子市諏訪町 307-2 グレンモアスワ A 203 

株式会社 ルービック 

３ 指定年月日 

平成 29年３月１日 

４ 事業所の概要 

１）所在地 

八王子市寺町 29-24 芙蓉ハイム 1F 

２）サービス種別及び名称 

地域密着型通所介護、予防通所介護相当サービス 

元気サポート築輪 2号店 

利用定員 10名 

５ その他 

Ⅲ－２（元気サポート築輪）に同じ。 

 

Ⅲ－４．地域密着型サービス事業所の新規指定について（その６） 

１ 概要 

平成 29 年３月１日付けでサービス付き高齢者向け住宅への併設事業所として、小規模多機能型

居宅介護事業所の新規指定を行うこととなったため、報告する。 

２ 申請法人 

大阪府門真市大字門真 1048番地 

パナソニック エイジフリー株式会社 

３ 指定年月日 



平成 29年３月１日 

４ 事業所の概要 

１）所在地 

八王子市高倉町 18番 34 

２）サービス種別及び名称 

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

パナソニック エイジフリーケアセンター八王子高倉町・小規模多機能 

登録定員 12名 

通い定員  6名 

泊り定員  9名 

※公募の際は登録定員 29名、通い定員 15名、宿泊定員 9名で応募があったが、直前に採用予

定の職員の辞退が重なり人員基準を満たすことが難しくなったため、当面は登録定員、通い

定員を縮小し、職員が確保でき次第、登録定員等の変更を行うとのこと。 

５ その他 

上記事業所の開設は、第６期の施設整備計画に定められている左入圏域の小規模多機能型居宅

介護事業所の公募に応募があり、平成 27 年 11 月 13 日に開催した施設整備審査部会に付議、決

定した案件である。 

なお、集合住宅併設の小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所に関して

は、地域住民との利用機会の均衡を図る観点から、市の条例において①登録定員の３割以上を併

設住宅の入居者以外の利用枠として確保すること、②登録定員に対する他市住所地特例者の割合

は 100 分の 15 以下とすること、を義務付けており、指定通知書にも条件付指定であることを明

記する（事業者には事前説明済み）。 

 

Ⅳ．地域密着型通所介護事業所の区域外指定について 

別紙のとおり 

 

Ⅴ．市内地域密着型サービス事業所に係る他市同意申請について 

別紙のとおり 



１　他市の事業所を八王子市が指定

サービス種別 相手先自治体名 指定番号 事業所名 他市事業所利用の理由

地域密着型通所介護 三鷹市 1373602596
ドレミハウス三鷹
デイサービス

利用者は世田谷区の住所地特例施設に入所しているが、左記
事業所は三鷹市と世田谷区の市境に位置しており、入所先施
設に最も近く通いやすい事業所として利用希望があったた
め。（平成28年8月1日付指定）

地域密着型通所介護 日野市 1393500127 ねこの手庵
運営法人の事業再編による法人格変更（（株）ＭＭＲ→ねこ
の手（株））（平成28年12月1日付指定）

地域密着型通所介護 多摩市 1375000674
たまリハビリデイ
サービス

認定更新により要支援から要介護となったが、継続利用の希
望があったため（平成28年12月1日付指定）

地域密着型通所介護 日野市 1373502572
デイサービスセン
ター百草

利用者は日野市との市境近く（大塚）に居住しており、自宅
近隣で入浴を実施している小規模通所介護事業所の中で最も
利用者の要望と一致していたため。（平成29年2月1日付指
定）

２　八王子市の事業所を他市が指定

サービス種別 相手先自治体名 指定番号 事業所名 本市事業所利用の理由

地域密着型通所介護 町田市 1372905594
デイサービスセン
ターすたいる南大
沢

利用者は要支援者として平成28年4月以降も介護予防通所介
護事業所である、すたいる南大沢を利用していたが、12月1
日付の認定更新により、要支援から要介護となり地域密着型
通所介護の区域外指定が必要となったため。

地域密着型通所介護 日野市 1372905008
デイサービスセン
タールースト下柚
木

利用者は同法人が運営していたルースト長沼を利用していた
が、同事業所が平成28年12月末でルースト下柚木と統廃合さ
れることとなったため。

地域密着型サービスの区域外利用に関する状況（平成28年12月以降分）（別紙） 


