
(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　5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 �����������������������������������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 

ウ費用額 

居宅(介謹予防)サービス ���-　音l旧識49 ���� �音　暗03;891 ����音　音　2肌用14 ����I ��音;0 ��� �∴　3:2了3 ���715 �音 ��1塵川928 ��� �音l ��03柘06 ��音 �� �554 �机6 � �音 ��23璃60 �� �音　6;549 ���525 �音 ��946擁65 

訪問サービス ��音　音　-;0 ���� �音　音　し　0 ����音　　　　音　　　音 ��� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��∴　;0 ��� �音l;0 ����し �� � �0 � �音 ��;0 �� �音　　　　音 ��� �音 ��音;0 

訪問介護 �音　-。;0 ���� �音　音;0 ����音　　　　音　　　　音 ��� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　-;0 ���� � � � �0 �音「音;0 ����� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

訪問入浴介護 �音　音,;0 ���� �音　音;0 ����音　　　　音 �� � � � � � �0 � �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音l;0 ���� �i �� �0 �音「音;0 ����� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

訪問看護 �音　音　-;0 ���� �音　音「0 ����音　　　　音 �� � � � � � �0 � �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音」;0 ���� �i �� �0 �音　-　音;0 ����� � �音　　　　音 ���音 ��-;0 

訪問リハビ)テーシヨン �」音　音;0 ���� �「音;0 ����音　　　　音　　　　音 ��� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音」;0 ����I �� � �0 �音「音;0 ����� � �音　　　　音 ���I ��ー;0 

居宅療養管理指導 � �音　音;0 ��� � �音;0 ���音　　　　音　　　音 ��� � � �音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���I　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 �音　し　音;0 ����� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

適所サービス �� �音　音;0 ���音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音　　　　音 ����音 ��音　〈　0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 �音「音;0 ����� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

適所介護 � �音　　　　音 ��0 �音 ��音;0 ���音　　　」　　　音　　　音 ���� �I �� �0 � �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 �-「音;0 ����� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

適所リハビ)テーション � �音　　　　音 ��0 �音 �� �;0 ��音 � �音 �� �音 �� �0 � �音　音「0 ���� � �音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

短期入所サービス �� �音　　　　音 ��0 �音 �� �;0 ��1 � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � �音　音;0 ���� � �音 ��0 �音　　　i ���;0 ��音 �� � �0 � �音,;0 ���� �音　　　　音　　　l ����音 ��音;0 

短期入所生活介護 � � �音 �0 �音 �� �;0 ��1 � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � �」音;0 ����l ��l ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �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 �� � �0 �1 � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � �音　音;0 ����l ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ����音 �� �;0 

短期入所療養介護(介護療養型医廉施設等) � �i　　　音 ��0 �音 �� � �0 �」 � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � �音　音;0 ���� � �音 ��0 � �音 �� �0 � � � � �0 �」 ��音;0 ��� �し　　　　音　　　　音 ����I �� � �0 

福祉用具・住宅改修サービス �� �∴1:215 ��249 �音 ��1 �7咽89l ��音 �2;91批4 ���音　　　　音　　　　看 ����0 � �音　湿73机5 ���� � �1也511928 ��� �音l ��鵬7 �706 � � � �554 �:916 �音 ��息3璃60 ��� � �6 �こ54掘25 �� �;9 ��也68 �665 

福祉用具貸与 � �音　音;0 ���音 �� �;0 ��音 �音　　　　音 ���音「音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �I　　　音 ���;0 ��【 �� � �0 �音 ��音 ��0 �音 �� �音 �� �音 �� �0 

福祉用具購入費 � �音;3掘916 ���音 ��虚33;822 ���音 �樋7;73 ���音　　　I ���;0 �� �∴:了02 ���992 �音 ��山5 ��530 �「　　　音 ���34粥02 ��音 �� �143 �832 �音 ��吃31 ��260 �音 ��l �8391l �� �音　2 ��466 �;854 

住宅改修費 � �音;82璃33 ���音 ��1互70巾69 ���音 �減91也0 ���音 �� �10 �� �∴　2:5了0 ���け23 �音 ��l)03的98 ���,音　は9鈍04 �����I �� �411 �調84 �音 ��音 ��0 �音 ��4 �;710也0 �� �;7 ��001 �811 

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

介護予防支援・居宅介護支援 �� �音　　　　音 ��0 �音 ��1;0 ���音　　　i　　　音 ��� �音 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　-;0 ���� � � � �0 �音 ��「 ��0 �音 �� � � � � � �;0 

地域密着型(介護予防)サービス ��� �音　音;0 ���音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音 ��� �I ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音「o ��� �音　音;0 ���� � � � �0 �音 �� � �0 �音 �� � � � �音　　　」 ���0 

定期巡回・随時対応型訪問介綾香蘭 �� �音　音;0 ���i ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ��� �一一一一一で ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音　こ　0 ���� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音　　　　音 ��� � �」　　　音　　　　音 ����0 

夜間対応型訪問介護 �� �音　音;0 ��� �-　音;0 ����音　　　　音　　　音 ��� �一一一一一一で‾ �����1　　I ��� �0 �音 ��音;0 ��� �十　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　l ���� �音 ��音;0 

認知症対応型適所介攫 �� �音　-;0 ��� �」音;0 ����音　　　　音　　　　音 ��� � � �音;0 ���音 �� � �0 � �音 ��;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����【　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �音 ��音 ��0 

小規模多機能型居宅介護 �� � �I �0 � � � � �0 �音 � � � � � �音;0 ���音 �� � �0 � �音 �� �0 � � � � �0 � � �音;0 ���I　　音 ���;0 ��I　　　音 ��� � �音 �� � �0 

認知症対応型共同生活介護 �� � �「 �・0 � � � � �0 �音 � � � �一一一一一一で‾ �����) �� � �0 � �」 �� �0 � � � � �0 � � �音;0 ���し　　　音 ���;0 �� �音 �� � �音 �� � �0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 �� �音　音;0 ��� � �∴　∴0 ���音　　　　音　　　　音 ��� �一一一一一で‾ �����1 �� � �0 �「 ��。;0 ��� � �音 ��0 � �音　音」O ����I　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介謹 �� �音　音;0 ��� � �音;0 ���音　　　　音　　　　音 ��� �一一一一一一一‾ �����」　　I ��� �0 �音 �� �;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ���;0 �� �l　　音 ��� �音 ��音;0 

複合型サービス(看訓、規模多機能型居宅介 �� �音　音;0 ���音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音 ��� �一一一一一一一‾‾ �����1　　　音 ��� �0 �「 �� �;0 �� �「　　　音 ���0 � �音　音」O ����【　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 

施設サービス ��� �音　　　　音 ��0 � � �音;0 ���音　　　l　　　音　　　I ����一一一一一一で ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音　こ　0 ���� �1-;0 ����音　　　　音 ��� �0 � �音　　　　音 ��� �音 �� � �0 

介護老人福祉施設 �� �音　　　　音 ��0 � � �1;0 ���音 �音　　　　音 ���一一一一一一 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �1　　1 ���0 �音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　　音 ���� �音 �� � �0 

介護老人保健施設 �� �音　　　　音 ��0 �音 �� �;0 ��音 �音　　　　音 ���一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　-;0 ���� �i �� �0 �音　　　　音 ��� �0 �i　　　音　　　l ����0 �音 ��音 ��0 

介護療養型医療施設 �� �音　　　　音 ��0 �音 �� �;0 ��音 �1　　　音 ���一一一一一で‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �」 �� �0 �音　　　　音 ���;0 ��I　　　音　　　　音 ���� �音 ��音 ��0 

総　　　　　　　計 ��� �音　璃1識49 ���音 ��暗03;89l ���音 �2」91航4 ���し,音;0 ����� �∴　3:2了3 ���け15 �音 ��1也5胸28 ��� �音lめ3柘06 ���� �1 ��554 �ゆ16 �音　　　　音 ���23璃60 ��-　音　鵡49 ����52 �音 ��9468 ��665 


