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地域密着型サービス事業所の指定事務について 

 

１．指定事務の概要 

（１）確認事項 

  ①人員に関する基準について 

  （例）従業者の数が基準を満たしているか 

②設備に関する基準について 

  （例）食堂・機能訓練室…合計面積が３㎡×利用定員を確保しているか 

③運営に関する基準について 

  （例）提供するサービス内容、手続きについて説明を行い、利用者の同意を 

     得るようになっているか 

 

（２）確認のために提出いただく書類 

  ①人員に関する基準について 

  （１）①の確認については、勤務体制及び勤務形態一覧表認 

②設備に関する基準について 

  （１）②については、事業所の平面図等 

③運営に関する基準について 

  （１）③については、運営規程、重要事項説明書、契約書 

 

（３）事業所の運営確認 

  書類にて確認した内容についての実態把握 

  （例）面積基準…事業所の平面図どおりであるか 

 

２．他区市町村の地域密着型サービス事業所の指定事務について 

 （１）他区市町村の地域密着型サービス事業所の指定に関する基本的な考え 

地域密着型サービスは、事業所の所在地の被保険者のみが利用できるサービスで

あり、原則として、他区市町村の被保険者の利用は認められない。 

ただし、市内の地域密着型サービス事業所では対応できない等、その事業所を利

用するにあたっての妥当な理由があることを確認した上で、事業所の所在地の区

市町村と協議し、所在地の区市町村から同意を得た場合は、例外として他区市町

村に所在する地域密着型サービス事業所を指定する。 

（２）他区市町村の地域密着型通所介護事業所の指定事務について 

地域密着型通所介護は、２８年４月に創設された、地域密着型サービスの、新
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しい類型である。 

地域密着型通所介護事業所は、定員１９人未満の、小規模な通所介護事業所で

あり、ほぼすべての事業所が、２８年３月以前は、東京都の指定通所介護事業

所として、運営を行っていたため、市境にある事業所は、他市の利用者が半数

以上を占める事業所が多い。 

これらの事業所へは、地域密着型サービス事業所として、所在地の被保険者の

利用者の割合を増やすよう、伝えているところである。 

しかし、今まで、区市町村を超えて利用を認めていた経緯を改めるには、一定

の期間が掛かるものと考えられることから、隣接する市とは、市を超えた利用

について、その手続きを簡略化できるよう協定を締結し、他市の事業所の利用

について、柔軟に対応している。 

 

３．今回の報告内容（サービス種別・市内／市外の別・新規指定／指定更新の別）   

（１）地域密着型通所介護事業所・市内事業所・新規指定 １件 

   事業所名：デイサービス悠テラスみその塾 

（２）地域密着型通所介護事業所・市外事業所・新規指定 ２件 

   ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ小金井前原町 

   おとなりさん。小金井公園 

（３）地域密着型通所介護事業所・市外事業所・指定更新 １件 

   事業所名：デイサービスセンターたいそうくらぶ 

※ 各事業所の概要は別紙のとおり 

※ それぞれの事業所において、１．指定事務の概要で示した、確認書類の提出を依

頼し、提出された書類について、人員・設備・運営に関する基準を満たしている

か審査し、指定を行っている。市内事業所については、事業所へ赴き、運営確認

を行い、サービス提供の実際についても確認を行った。 
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地域密着型サービス事業所の指定等について 

① 新規指定 

サービス種類 事業所名 法 人 名 事業所所在地 
指定にあたっての 

主な判断基準 
備考 

地域密着型通所介護 

デイサービス 

悠テラス 

みその塾 

株式会社 

オオトリ 

インターナショ

ナル 

小平市美園町 

２丁目１０番 

１２号 

（人員基準） 

人員体制について、利用定員に対して必

要とされる職員の数が確保されている

ことを勤務表等から確認した。職員が所

持している資格について、証書等を確認

した。 

（設備基準） 

設備について、利用定員に対して必要と

される面積が定められているが、当該事

業所が確保すべき面積である３０㎡を

超える、５３．９５㎡を確保しているこ

とを確認した。 

（運営基準） 

運営規程には、事業の目的及び運営の方

針、従業者の職種、員数及び職務の内容

等、運営についての重要事項を定めてお

かなければならないが、それらの項目が

整備されていることを確認した。 

今回の新規指定は、事業所を運営

していた、株式会社オアゾが、株式

会社オオトリインターナショナル

と事業統合することとなり、これま

で、株式会社オアゾが行っていた

「介護事業」を、株式会社オオトリ

インターナショナルが継承するこ

とによるものである。 

株式会社オオトリインターナシ

ョナル継承後も、運営内容はそのま

ま引き継ぎ、利用者もそのまま、い

ままでの施設で利用を続けること

となる。 

指定年月日 定 員 人員体制 そ の 他 

平成 28 年 8 月 1 日 
利用定員 

 １０名 

生活相談員 

 １名 

看護職員 

 １名 

介護職員 

 ２名 

機能訓練指導員 

 １名 

宿泊サービス 

 なし 

平成２８年８月１８日  

小平市介護保険運営協議会 
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② 新規指定 

サービス種類 事業所名 法 人 名 事業所所在地 
指定にあたっての 

主な判断基準 
備  考 

地域密着型通所介護 

ＧＥＮＫＩ 

ＮＥＸＴ 

小金井前原町 

株式会社 

佐藤商会 

小金井市前原町 

３－１－１４ 

１Ｆ 

（人員基準） 

人員体制について、利用定員に対して必

要とされる職員の数が確保されている

ことを勤務表等から確認した。職員が所

持している資格について、証書等を確認

した。 

（設備基準） 

設備について、利用定員に対して必要と

される面積が定められているが、当該事

業所が確保すべき面積である３０㎡を

超える、３９．５㎡を確保していること

を確認した。 

（運営基準） 

運営規程には、事業の目的及び運営の方

針、従業者の職種、員数及び職務の内容

等、運営についての重要事項を定めてお

かなければならないが、それらの項目が

整備されていることを確認した。 

当該事業所は、平成２８年３月３

１日時点で、小平市の利用者がいた

ことから、みなし指定事業所であっ

たが、みなし指定対象者の利用者と

は別に、新たに、小平市の利用者が

受け入れを行うこととなったため、

新規指定を行ったものである。 

指定年月日 定 員 人員体制 そ の 他 

平成 28 年 7 月 1 日 
利用定員 

 １０名 

生活相談員 

 ２名 

看護職員 

 ０名 

介護職員 

 ２名 

機能訓練指導員 

 ２名 

宿泊サービス 

 なし 
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③ 新規指定 

サービス種類 事業所名 法 人 名 事業所所在地 
指定にあたっての 

主な判断基準 
備  考 

地域密着型通所介護 
おとなりさん。 

小金井公園 

株式会社 

ナチュラル 

スタンス 

西東京市新町 

６－１１－１６ 

（人員基準） 

人員体制について、利用定員に対して必

要とされる職員の数が確保されている

ことを勤務表等から確認した。職員が所

持している資格について、証書等を確認

した。 

（設備基準） 

設備について、利用定員に対して必要と

される面積が定められているが、当該事

業所が確保すべき面積である３０㎡を

超える、３３．０８㎡を確保しているこ

とを確認した。 

（運営基準） 

運営規程には、事業の目的及び運営の方

針、従業者の職種、員数及び職務の内容

等、運営についての重要事項を定めてお

かなければならないが、それらの項目が

整備されていることを確認した。 

当該事業所は、平成２８年３月３

１日時点で、小平市の利用者がいた

ことから、みなし指定事業所であっ

たが、みなし指定対象者の利用者と

は別に、新たに、小平市の利用者が

受け入れを行うこととなったため、

新規指定を行ったものである。 

なお、当該事業所は、介護保険外

サービスである宿泊サービスも実

施している（定員１名）。 

 

指定年月日 定 員 人員体制 そ の 他 

平成 28 年 8 月 1 日 
利用定員 

 １０名 

生活相談員 

 ３名 

看護職員 

 ０名 

介護職員 

 １０名 

機能訓練指導員 

 ２名 

宿泊サービス 

 あり 
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④ 指定更新 

サービス種類 事業所名 法 人 名 事業所所在地 
指定にあたっての 

主な判断基準 
備  考 

地域密着型通所介護 

デイサービスセ

ンターたいそう

くらぶ 

株式会社りらい

ふ 

西東京市向台町 

４－１３－２７ 

（人員基準） 

人員体制について、利用定員に対して必

要とされる職員の数が確保されている

ことを勤務表等から確認した。職員が所

持している資格について、証書等を確認

した。 

（設備基準） 

設備について、利用定員に対して必要と

される面積が定められているが、当該事

業所が確保すべき面積である４５㎡を

超える、４６㎡を確保していることを確

認した。 

（運営基準） 

運営規程には、事業の目的及び運営の方

針、従業者の職種、員数及び職務の内容

等、運営についての重要事項を定めてお

かなければならないが、それらの項目が

整備されていることを確認した。 

当該事業所は、平成２８年３月３

１日時点で、小平市の利用者がいた

ことから、みなし指定事業所であっ

たが、事業所の指定期間が、平成２

８年６月３０日で満了を迎えるこ

とから、当該事業所から、指定更新

申請書の提出があった。 

指定年月日 定 員 人員体制 そ の 他 

平成 28 年 7 月 1 日 
利用定員 

 １５名 

生活相談員 

 ３名 

看護職員 

 ６名 

介護職員 

 １０名 

機能訓練指導員 

 ６名 

宿泊サービス 

 なし 


