
(様式2)
2.保険給付決定状況

(l)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　4月分)

保険者番号:　1122l

保険者名　:草加市

種　　　　　　類 ��予防給付 ��������������介護給付 �����������������������������������i 　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 

エ給付費 

居宅(介護予防)サービス ��音 ��2 �050 �;356 �音　音1也43 ���854 � �し　3也94 ���息1 � � �音;0 ���」音　湿69 ����駒8 �音 ��;88相82 ���「　音l ���35約47 ��音 �� �675 �677 � �音　は9鴫25 ���� �音　5擁7;92q ����音 ��9;082庸9 

訪問サービス ��音 �� � �0 �i　　　音　　　　音 ���0 � �音　　　「 ��� � � �音;0 ���】　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　音(q ����音 ��音;0 

訪問介護 �音 �� � �0 � �音　　　　音 ��0 � �音　　　　音 ��� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音　〈　0 ���【　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　-;0 ���� �音　　　　音 ���q �音 ��音;0 

訪問入浴介蘭 �音 �� �;0 �� �音　　　　音 ��0 �I �� � � � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音」o ���音 �� �∴0 ��音 �� � �0 � �音　-;0 ���� �音　　　　音 ���q �音 ��音;0 

訪問看護 �音 �� �;0 �� �音　　　音 ��0 �i �� � � � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���音 �� �;0 ��音 �� �;0 �� �音　-;0 ���� �音　　　　音 ���q �音 ��音;0 

訪問リハビ)テーション �音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ��0 �音　　　　音　　　　音 ���� � � �音」o ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音,;0 ���� �音　　　　音 ���q �音 ��音;0 

居宅療養管理指導 �音　　　　音 ���;0 �� �音　音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ��� �0 �音 �� � �0 � �音】;0 ���� �音　　　　音 ���q �音 ��音;0 

適所サービス ��音　　　　音 ���;0 �� �音　音「0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ��� �0 �音 �� �!0 �� �音　-;0 ���� �音　　　　音 ��� �音 ��音;0 

適所介護 � � � �;0 �� �音　音　〉　0 ���音　　　　音　　　音 ���� � � � �;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音,;0 ���� �音　　　　音 ��� �音 ��音;0 

適所リ八草)テーシヨン � � � �;0 �� �音　音　〉　0 ���音　　　　音　　　音 ���� � � � �;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音」O ���音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音」;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

短期入所サービス ��音　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ��0 �音　　　　音　　　　音 ���� � � �音　音　O ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音10 ���し　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

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

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

短期入所療養介護(介攫蕨養型医療施設等) �音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ��0 �i　　　音　　　　音 ���� � � �音;0 ���1 ��音 ��0 �音 ��音;0 ��� �音　-「0 ���� � � � �0 � � �音;0 ��� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

福祉用具・住宅改修サービス ��音 ��2 �05鵬56 �� �音1也43 ��854 � �;3也94 ���息l � � �音;0 ���音 ��2:269 ��点98 �音 ��庖84古82 ��� �音　璃5約47 ���� �1 ��675 �677 � � �ほ9掘25 ��� �音　的87;92 ����【 ��9;08虹39 

福祉用具貸与 �音 �� �;0 �� �音　　　　音 ��0 � �音 �� �0 � � �音;0 ���音 �� � �0 �音　音　-;0 ����� �音　音　し　0 ���� �音　　　　音 ���0 � � �音　〉　0 ��� � �音　　　　音 ��� �音∴∴i ���0 

福祉用具購入費 �音 �� �327;300 �� �音 �253 �553 � �音 ��580 �忠5 � � � �;0 ��音 �� �607 �722 � �1 ��23祝57 �� �音;5姐688 ���� �音;309 ���机3 �」 ��古46 ��625 �」 ��l �捉1:90 �� �音　2也22 ���758 

住宅改修費 �音 ��1 �723 �056 � �音l �190 �駒1 � � �2 �913 �35 � �」 ��;0 ��音 ��1 �6帥876 �� �音 ��6弱025 �� � �;813 ��頂9 � �∴:調与 ���964 �音 ��虚52 ��900 �音 ��3 �け46こ02 �� �音　6 ��659 �諦1 

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

介護予防支援一居宅介護支援 ��音 �� � �0 �音　　　　音 �� �0 � � � �音 �� � � � �0 � � � �;0 �� �音 �� �0 � � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　」 ��� �0 �音 �� � � � �音 ��;0 

地域密着型(介護予防)サービス ��」 ��1 ��0 �音　　　　音 ��言　0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� �0 �音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �∴　∴　∴:0 �����音　　　l ��� �0 �音 �� � � � �音 �� �0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看韻 ��【 ��音 ��0 �音　　　I ��10 �� � � �音 ��一一一一一一一‾‾ �����音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��「 ��0 �1音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 �音 �� � � � �音 �� �0 

夜間対応型訪問介護 �� � �1 ��0 �音　　　【 ��;0 �� � � �音 ��一一一一一で ����� � � �;0 �� �音 �� �0 �音 ��I ��0 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 �音 �� � � � �音 �� �0 

認知症対応型適所介護 �� � �1 ��0 �音　　　【 ��;0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � � � �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　」 ��� �0 �音 �� � � �1　　　音 ��� �0 

小規模多機能型居宅介護 ��音 ��音 ��0 �音　　　　音 ��;0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� �0 �【 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　l ��� �0 �音 �� � � �看　　　　音 ��� �0 

認知症対応型共同生活介護 ��I �� � �0 �音　　　I �� �0 � � � �音 ��_一一一一一一 �����I �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　l ��� �0 �音 �� � � �1　　　音 ���;0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ��音 �� � �0 �1　　　音 �� �0 � � � �1 ��一一一一一一 �����音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　l ��� �0 �音 �� � � �1　　　音 ���10 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��音 �� � �0 �」　　　音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一・・一 �����音 �� �;0 �� �音 �� �0 �1 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　】 ��� �0 �音　　I ��� � �∴　∴.」0 

複合型サービス(看訓、規模多機能型居宅介 ��音 �� � �0 �音　　　音 �� �0 � � � �音 ��一一一一二一一 ����� � � �;0 �� �音 �� �0 �1 ��音 ��0 �看　音　音;0 �����音　　　」 ��� �0 �音　　　i ��� � �∴　∴、:0 

施設サービス ��音 �� � �0 �看　　　　音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一一‾ ����� �i ��;0 �� �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 �音　　　】 ��� � �音　　　　音　　　l ����0 

1綱姥人橋棚鍛 ��音 �� � �0 �音　　　　音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一一 ����� �i ��;0 �� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音 ��� � �音　　　　音　　　　音 ����0 

i介離人保健澱 ��音 �� � �0 �音　　　　音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一で ����� �1 ��;0 �� �「 �� �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 ��音　　　　音 ��� �0 �音　　　l ��� �0- �音　　　　音　　　　音 ����0 

i介護鱗型医療職 ��I ��1 ��0 �音　　　　音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一 ����� �1音;0 ���� � � � �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 ��音　　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　l ����q �音　　　【　　　音 ����0 

総　　　　　　　計 ��I ��2」050 ��;356 �音「1443 ���854 � � �3也94机 ���音　音,;0 ����� �一　飯6掘98 ���� � � �884 �古82 �音 ��l �35約47 ��音 ��膚7弼77 ���音　　　　音 ���39肪25 ��音　音　粥87 ����92割 �音;9082 ����同9 


