
(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　7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 �����������������������������������音 　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 

ウ費用頼 

居宅(介護予防)サービス ��音 ��自359 ��197 �音 ��1 �281;309 �� � �2 �640:50 ��音　　　　音 ��� �0 � �-　2鵬据92 ���� �∴:了89 ���076 �音　一　高3弛30 �����音 �� �630 �835 � �音 ��65傭68 �� �音　5;655;701 ����音 ��湿9飯07 

訪問サービス ��音 ��) ��0 �音 �� �;0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� �0 � �』丁子「;0 ���� � �音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音 ��;0 �� �音　　　　音　　　　音 ����音 �� � �0 

訪問介護 �音 ��獲 ��0 �音 �� �;0 ��】 �� �音 ��音　　　　音 ��� �0 � �音　音;0 ����i ��音 ��0 �音　　　l ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ����I∴∴∴1 ��� �0 

訪問入浴介護 �「 ��1 ��0 �音 �� �;0 �� � �」 �� �音　　　　音 ��� �0 � �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � � �音;0 ��� �「　　　音　　　　音 ���� �音 �� �0 

訪問着韻 � � �音 ��0 �音 �� �;0 �� � �音 �� �音　　　　音 ��� �0 � �音 �� �0 �音 ��音 ��0 �【　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � � �音;0 ��� � �「　　　音 ��� �音 �� �0 

訪問リハビ)テーション � � �音 ��0 �音 ��」;0 ���音　　　　音　　　　音　　　　漢 �����音　　　　音　　　　音 ����0 � �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 � �音 ��;0 �� � �音 ��0 �1 ��音 ��0 �音 �� �i �� �音 �� �0 

居宅療養管珊鱒 � �1　　　音 ���0 �音 �� �;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 �����音　音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �音　　　l ���0 � � �音 ��0 �音 �� �音 �� � �音 �;0 

適所サービス ��【　　)　　　音 ����0 �音 �� �;0 ��音　　　　音　　　音　　　音 �����音　音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �音　　　」 ���0 � � �音 ��0 �音 �� �「 �� �音 ��;0 

適所介護 �「 ��音 ��0 �音 �� �;0 ��」　　1　　　音　　　　音 �����音　　　　音　　　l ����0 � �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 � �音　音　し　0 ���� �音　　　」 ���0 �l ��音 ��0 �音 �� � � � �音 ��;0 

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

短期入所サービス ��音 ��1 ��0 �音 �� �;0 ��音　　　　音　　　音 ���� �∴　∴　∴:0 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音 �� � � � �音l;0 

短期入所生活介護 �I ��音 ��0 �音 �� �;0 ��音　　　l　　　音 ���� �音 ��音)0 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 ��「 ��0 �音 �� � � �∴　∴　∵:0 

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

福祉用具"住宅改修サービス ��音 ��璃59 ��197 �音 ��1 �28璃09 ��音　音　海40 ����50 � � � �;0 ��1 ��2:953 ��292 �音」;789巾76 ����� � �ぬ32 ��230 � �音　は30;835 ����音 �� �650 �268 �音　音　5 ���655 �701 �音 ��鍍9彊07 

福祉用具貸与 �I　　l　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音 ���� � � �音;0 ���音 �� � �0 �【　　　音 ���十0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ��� �0 � �音　　　　音 ���0 �音 �� �音;0 

福祉用具購入費 � �∴:256 ���030 �音 ��虚4紹80 ���音　音　也99 ����8l � � �音;0 ���音 �� �61帆42 �� �音 ��24彊76 �� � �古88470 ���看　音　怯6鵡43 �����音　　　　音 ���167」828 �� �音147砧5 ����音 ��l;97椛69 

住宅改修費 � �音l古03 ���167 �音 ��1巾3砧29 ���音　音　虹40 ����69 � � �音;0 ���音 ��2 �34組50 �� �音 ��546〉700 �� � �也43け60 ���音「;36虹92 �����音　　　　音 ���也82440 �� �;4古7鍍4 ����音 ��6机8 ��938 

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

介護予防支援・居宅介護支援 �� �音 �� �0 � � �音;0 ���音　　　　音 ��� � � � �し;0 ���音 �� �;0 �� � � � �0 �音 �� �〈　0 ��音 �� �し　0 �� � � �;0 �� � � � � �i　　　音 ��� �0 

地域密着型(介護予防)サービス �� �音　音(0 ���� � �音 ��0 �音　　　　音　　　I ���� � � �ー;0 ���音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� �言　0 ��音 �� � �0 � �音 ��;0 �� � �音　　　　音 ��� � � � �0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 �� �音　音10 ���� �1　　　音 ���0 �音　　　　音　　　【 ���� �一一一一一で �����音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� �;0 ��音 �� � �0 � �音」;0 ���� � �音　　　　音 ��� � � � �0 

夜間対応型訪問介護 �� �音　音;0 ���� �】　　　音 ���0 �i　　i ��� �0 �一一一一一で �����音 �� �;0 �� � � � �0 �音　　　i ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� � �音　　　　音 ��� �音 �� �0 

地域密着型適所介護 �� �音「;0 ���� �音　　　　音 ���0 � � � �音 ��一一一一一で �����音 �� �;0 �� � �」 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � � �音;0 ��� � �し　　　　音 ��� �音 �� �0 

認知症対応型適所介磯 �� �音 ��;0 �� �音　　　「 ���0 � � � � � �i　　」 ��� �0 � � �」;0 ���i ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � � � � �0 �音 �� �音 �� � � � �0 

小規模多機能型居宅介護 ��1 �� �;0 �� �音 �� �0 � � � � � �1　　　音 ��� �0 � �音　　　」 ���0 �音 ��音 ��0 � �音 ��;0 �� � � � �0 � � � � �0 �音 �� � � � � � � �0 

認知症対応型共同生活介護 ��音 �� � �0 � �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音　し　0 ���� �音　音10 ����音 ��音 ��0 �音　　　l ��� � � �-　音;0 

地域密着型特定施設入居者生活介韻 ��音 �� � �0 �」　　　音 ��� �0 � � � �音 ��一一一一一で ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 ��I ��0 �音　　　l ��� � �音 ��音;0 

地域蜜着型介攫老人福祉施設入所者生活介護 ��音 �� � �0 �」∴∴∴【 ��� �0 � � � �音 ��一一一一一で ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 ��i ��0 �音　　　　音 ��� � �音 �� �音 �;0 

複合型サービス(看訓、規模多機能型居宅介 ��音 �� � �0 �音 �� �10 �� � �音　　　音 ���一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��-;0 ��� �音　　　　音 ���0 � � �音;0 ���音　　　】 ��� �0 �音　　　　音 ��� �0 �音 �� � �0 

施設サービス ��音 �� � �0 �音 �� �;0 ��音 ��1　　i ���一一一一一一‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音」音;0 ����� �音　　　　音 ���0 � � �音;0 ���音　　　　看 ��� �0 �音　　　　音 ��� �0 �音 �� � �0 

i介護老人福祉搬 ��音 �� � �0 �音 �� �;0 ��音 ��音 �� �一一一一一で‾ ����� �I　　　音 ���0 �音,音;0 ����� �I　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音　　　i ��� �0 �音　　　　音 ��� � �音 ��音 ��0 

I綱姥人傑鯛設 �� � �1 ��0 �音 �� �」0 ��1　　】　　　音　　　　し �����一一一一一一‾‾ ����� �音　　　【 ���0 �音,-;0 ����� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　l ��� �0 �音　　　　音 ��� � �音 ��音;0 

看介韻撥型酸施設 �� � �音 ��0 �音 �� �10 ��音　　　　音　　　音 ���� �一一一一一一一‾ �����1 �� � �0 �音　　　l ���;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　」 ��� �0 �音　　　　音 ��� � �音 ��音;0 

総　　　　　　　計 �� � �1:359 ��占97 �音 ��璃81;309 ���音　音　補40 ����烏0 �-。音;0 �����i ��2 �953 �擁2 �I　　l ���7弧076 �� �、:632 ���230 � �音;630;835 ����音　　　　音 ���650 �虚68 �I ��音　5 �655 �701 �音 ��湿9納07 


