
(様式2)
2.保険給付決定状況

(1)介護給付・予防給付

①総　数

介護保険事業状況報告
(平成　28年10月分)

保険者番号:　11221

保険者名　:草加市

種　　　　　　類 ��予防給付 ���������������介護給付 ����������������������������������【 　合計 

要支援1 �����要支援2 �����計 �����経過的 要介護 �����要介護1 �����要介護2 �����要介護3 �����要介護4 �����要介護5 �����計 

エ給付額 

居宅(介護予防)サービス �� �∴1:3了6 ���高了 �音 ��;98椛77 ���音」鵡63也3 �����音　　　　音　　　　看 ����0 � �音　的4的85 ����1 ��2巾80 ��忘74 �音　　　l ���916偉78 ��音 �� �667;056 �� �音 ��;0 �� � �5向山09 �� �17 ��97鵡27 

訪問サービス �� �音　　　　音 ���0 �音 ��」;0 ���音　　　】　　　音　　　音 �����音　　　　音　　　　音 ����0 � �音　音;0 ����1 ��音 ��0 �音　　　」 ���;0 ��音 �� � �0 � �音 ��;0 �� � �音　　　　音 �� �1 �� �0 

訪問介護 � �音　　　　音 ���0 �音 ��」;0 ���音　　　l∴∴∴」　　　音 �����音　　　　音 ��� �0 � �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音 �� �;0 �i ��【　　　音 �� �音 �� �0 

訪問入浴介護 � � �音 ��0 �音 �� �;0 ��音 ��l　　　音 ��� � � � �0 � � � �;0 �� �十 �� �0 � � � �;0 ��音 �� � �0 � �音 ��;0 �� � �【　　　音 �� �音 �� �0 

訪問看護 �音 �� � �0 �音 �� �;0 ��1 ��i　　　音 ��� � � � �0 � � � �;0 �� �音 �� �0 � � � �;0 ��音 �� �)0 ��I　　　音 ���;0 �� � �I　　　音 �� �音 �� �0 

訪問リハビ)テーシヨン �音 �� � �0 �音 �� � �0 � � � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � � �-;0 ��� �音 �� �0 �音 �� �;0 ��音 ��-;0 ���音　　　　音 ���;0 �� � �音　　　　音 �� �音 �� �0 

居宅療養管理指導 �音 �� � �0 � �音 �� �0 � � � �音 ��l　　　音 ��� �0 �音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 �� � �音　　　　音 �� �音 �� �0 

適所サービス ��音 �� � �0 � �し　　　I ���0 � � � � � � �音 �� �0 �音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 � � �音　　　　音 ��I　　l ��� �0 

適所介護 �音 �� �;0 �� �音　　　　音 ���0 � � � � � � �」 ��)0 ��音 �� �;0 �� �音 �� �0 �1 ��音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ��� �0 � � �音　　　　音 ��「　　i ���;0 

適所リハビ)テーシヨン �」∴∴∴「 ���;0 �� �音　　　音 ���0 � �音 �� �0 � � � �;0 ��音 �� �;0 �� �」 ��;0 �� � �音 ��0 � �音　　　　音 ���0 �音　　　l ��� �0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 �� �;0 

短期入所サービス �� �音　音;0 ���� �音　音　し　0 ����音　　　　音　　　音 ���� � � �音;0 ���音 �� � �0 � �。-;0 ���� � �音 ��0 � �音　　　　音 ���0 �音 ��漢 ��0 � �I　　　音　　　　音 ���音 ��ー;0 

短期入所生活介護 � �音　音;0 ���� � �音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � �音;0 ���1　　i ��� �0 �I ��音;0 ��� �I　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 ��音 ��0 � �し　　　　音　　　　音 ���音 ��「;0 

短調入所療養介護(介護老人保健施設) � �音　音;0 ���� � �音;0 ���音　　　　音　　　音 ���� � � �音;0 ���i　　「 ��� �0 �「 ��音;0 ��� �「　　　音 ���0 � �音　音(0 ����音 ��音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 ��音;0 

短期入所療養介護(介韻療養型医療施設等) � �音　音;0 ����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � �音;0 ��� �音 �� �0 �音 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 ��音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 ��音;0 

福祉用具・住宅改修サービス �� �音　璃7航57 ����音 ��ゆ8補77 ���音　音　鵠63也3 ����� � �音;0 ��� �∴1:946 ���ゆ85 �音 ��2)08鵬74 ��� �音;916也78 ���� �音　膚67巾56 ����音 ��音 ��0 � �音　5杭1巾9 ���音 ��7 �974馬27 

福祉用具貸与 � �音　音;0 ����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音　　　- ����� � �音;0 ��� �音　　　I ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �音　音」o ����音 ��音 ��0 � �I　　　音　　　　音 ���音 �� �し　0 

福祉用具購入費 � �-;66 ���33l �音 ��占9祝32 ���音　音　吃64也6 ����� � �音;0 ��� �∴:513 ���け30 �音 ��膚70〉021 ��� �音　色95也27 ���� �音;229巾67 ����】 ��音 ��0 � �音l;70鍍45 ���音 ��胸7狛08 

住宅改修費 � �-1;309 ���826 �音 ��け8虹45 ���音　音　2098;971 �����漢 ��音;0 ��� �音1433 ���255 �音 ��1也1肪53 ��� �音　膚21051 ���� �音　厄37 ���989 � � �音 ��0 � �音　約02;84 ���音 ��6 �00古819 

特定施設入居者生活介護 �� �1 �� �0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音　　　音 �����し ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� � �音 ��0 � � �音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 �� �;0 

介護予防支援・居宅介護支援 �� �」 �� �0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音　　　音 �����「 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音l)0 ���� � �」 ��0 � � �音 ��0 � �音　　　　音　　　l ���音 ��【 ��0 

地域密着型(介護予防)サービス �� �i　　」 ���0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音　　　i �����音 ��音;0 ��� �音　　　「 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　-「0 ���� �1　　1 ���0 � � �音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 ��「 ��0 

定期巡回一随時対応型訪問介護看護 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音　　　「 �����一一一〇一一 ����� �音 �� �0 �音 ��音;0 ��� �音　-;0 ���� �音　　　i ���0 � � �音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 ��「;0 

夜間対応型訪問介護 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一・一一 ����� �音 �� �0 �音 ��音;0 ��� �音 ��;0 �� �1　　　看 ���0 � � �音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���音 ��-;0 

地域密着型適所介護 �� �音　音10 ����i ��音;0 ���音　　　　音　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ ����� �音 �� �0 �I ��音;0 ��� �音 ��!0 �� �音　　　」 ���0 � � �音 ��0 � � �音　　　　音 ��「 �� � �0 

認知症対応型適所介韻 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��-;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � �音;0 ��� �音 �� �0 �音 ��音;0 ��� �音」)0 ���� �音 �� �0 � � �音 ��0 � � �音　　　　音 �� � � � �0 

小規模多機能型居宅介護 �� �」　　　音 ���0 �音 �� �;0 ��音　　　」　　　音　　　「 �����l ��音;0 ��� �音 �� �0 �音 ��音;0 ��� �音 ��;0 �� �i �� �0 � � �音 ��0 � �音　　　　音　　　　音 ���「 �� � �0 

認知症対応型共同生活介護 �� � �音 ��0 �音 �� �;0 ��音　　　i　　　音　　　音 �����一一一一一で ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音 ��;0 �� � � � �0 � � �音「0 ��� �音　　　　音　　　　音 ���音 �� � �0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ��音 ��】 ��0 �音 �� �;0 ��音 �� �音 ��一一一一一で‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音 ��;0 ��【 �� � �0 � � �音;0 ��� �音　　　　音　　　　音 ���音 ��「 ��0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��I ��1 ��0 �音 �� �;0 ��1 �� �音 ��一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���音　　　　音 ���;0 ��「 �� � �0 � �-　音;0 ���� �音　　　　音　　　】 ���音 ��音;0 

複合型サービス(看勤、規模多機能型居宅介 ��i �� � �0 � � � �」0 ��」 �� �音 ��一一一一一一一 ����� �音　音;0 ����音 ��1 ��0 �音　　　　音 ���;0 �� � � � �0 � �-　-;0 ���� � �音 � �音 �� � �0 

施設サービス ��音 �� � �0 � � � �;0 �� � � �音 ��一一一一一一‾‾ ����� �音　音;0 ����」 �� � �0 �音 �� �;0 �� � � � �0 � �音　-;0 ���� � �音 �0 �音 �� � �0 

I鯛姥人福祉施設 ��音 �� � �0 � �「 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一一 ����� � �音;0 ��� �i �� �0 �音 �� �;0 ��音 �� �)0 �� �音 ��;0 ��音　　　　音　　　　音 ��� �音 ��音 ��0 

I介護老人髄施設 ��音 �� � �0 � �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一で ����� � �1;0 ��� �音 �� �0 �音 �� �〈　0 ��音 �� �;0 ��音　　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ��� �音 ��音 ��0 

I介繊養型医療施設 ��音 �� � �0 � �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一‾‾ ����� � �-;0 ��� �音 �� �0 �音 ��し ��0 �音 ��音;0 ���音　　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　」 ���0 �音 ��音 ��0 

総　　　　　　　計 ��音 ��1 �376 �157 � �音 ��987 �277 � � �2 �36343 ��「音,;0 �����「 ��胸46;985 ��� �音　2 ��080 �574 �音 ��し916近78 ���音　く　ぼ67)056 �����音　　　　音 ���;0 ��音　音　弼11 ���09 �音 ��栂7雄27 


