
(様式1の5)

1.一般状況(続き)

(10)要介護(要支援)認定者数

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:　11221

保険者名　:草加市

男 � �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 ����合計 

第1号被保険者 � �音　了396 ���∴　∴28」 ����「　　　I ���68q �一一・一一で �-「!761 �,∴:513 �� � �)343 �� �音!30l ���l ��加2 ��「　　　l ���12q �1i2 ���800 

65歳以上70歳未満 � �音 ��37 � �音　車4 ��� �音 ��61 �__一一『 �∴　∴:了1 �音　　　　】 �60 � � �章0 �� � � �27 � � �122 ��音　　　　i ���21q � �音 ��271 

70歳以上75歳未満 �音 �� �63 � �‖44 ��� �〇　両 ���__一一『 �∴　∴110 �i　　　　音 �79 �「 ��車5 ��音 �� �49 � � �膏4 ��l ��姉 ��l �」;43 

75歳以上80歳未満 � � �車4 ��音　　　　音 ���73 � �「 ��16 �__一一「) �"　音　巾7 �音　　　　音 �105 �音　‖80 ���� �音　車4 ��� � �:」8 ��-　音;444 ����葛　音:611 

80歳以上85歳未満 � � �巾7 �� �音 ��70 � �音 ��17 �__一一「) �∴　∴:21」 �音　　　i �138 � �(申6 ��� � � �84 � �音　占3 ���音】;575 ����-　音;752 

85歳以上90歳未満 �音 ��リ4 �� �‖53 ��� � �亜 ��__一一『 �∴　∴1」2 �〇　　　　十 �91 � �音　車8 ���音 �� �53 �∴　∴:26 ����音「〈37 ����音l;49 

9　0　歳　以　上 �」 ��車1 ��音　　　I ���20 �I �� �41 �__一一日 �十∴∴音　　6了 �「　　　　音 �:」0 � � �車4 �� �音 ��34 � �ー;19 ��� �音 ��19 �音 ��融5 

第　2　号被保険者 � �音　‖6 ���音　　　　音 ���14 �音　　　　音 ���3 �__一一「〕 �ー　∴:30 �音　　　　音 �24 � � �十5 �� �音!19 ��� �音　圧1 ��� �音 ��10 � �「113 

総　数 � �音!412 ���∵　∴:298 ����音　　　　音 ���71 �一一一一/ �音　音!791 �音　　　　i �537 � � � �358 �「音　〈320 ���� �音 ��223 � � �2;22 ��音　音　2;93 

女 � �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 ����合計 

第1号被保険者 �」音!681 ����音　音!732 ����音　音l ���)413 �一一一一一一 �音【1!069 �I　　　　音 �!814 �∴　∴:5弼 ����音　音　子606 ����」 ��;452 ��音;3(49 ����音 ��4;90 

65歳以上70歳未満 �∴　∴:39 ���� �音　車0 ��� �音 ��6 �__一一「〕 �∴　∴:53 �音　　　　音 �36 � �看 ��23 � �音 ��24 � � �;32 �� �音 ��16 �) �� �23 

70歳以上75賎未満 �音 �� �82 � �‖88 ��� �」車 ���__一一.巾 �∴　∴:88 �音　　　　葛 �86 � �i ��28 � � � �52 �I ��」24 �� �一　層 ��� �音 ��44 

75歳以上80歳未満 � � � �153 � �i ��139 �-　-:292 ����__一一「) �音　一　国9 �,∴∴∴∴i �133 �「　　　I ���86 �音 �� �77 �音　　　l ���72 �音　し;56 ����音　音;85 

80歳以上85歳未満 � �∴:22」 ���音　　　　音 ���243 �I　　　音 ���46 �__一一日 �ー　‖298 �i　　　　音 �恒6 �音 ��∴:133 �� � � �119 �」　　　1 ���103 �-　音(83 ����音 ��1;30 

85歳以上90歳未満 �I �� �132 �∴　∴:1」8 ���� � � �28 �一一一一『 �-　∴:2」9 �音　　　　音 �169 �音　　　　看 ���128 � �音 ��149 � �∴:103 ��� �音 ��79 �l「1;07 

9　0　歳　以　上 �音 �� �51 � �一　事4 ��� � �巾5 ��__一一‾0 �∴　∴:182 �音　　　　l �204 �1 �� �157 � � � �185 � �∴:118 ��� �音 ��84 � �音;981 

第　2号被保険者 �」　　　i ���4 �「 �� �12 � � �音l ��__一〇一巾 �∴　∴22 �1∴∴∴i　　: �22 � �I ��11 � � �十1 ��音　音;13 ����音 ��車 �� �1巾5 

総　数 �I ��!685 ��音 �� �744 �「 ��142 ��一一一一で �)「1!091 �「　　　音　　　　音 �836 � �∴:566 ���音 �� �617 �」(!465 ����-　音　掘75 ����音 ��5;00 

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 ����合計 

第1号被保険者 �1一　時77 ���� � �1 �016 �i-　2!09 ����一一一一で‾ �音】1)830 �音Il;327 ��i　　　I ���898 �音　　　　」 ���907 �音　音;654 ����音　-　5;61 ����「;7;70 

65歳以上70歳未満 �音　∴:了6 ���� � � �54 �i　　　　音　　　　i ���13 �一一一一〇で �-　‖124 �i　　　　音　　　　　音 �96 �音 �音 � �53 � �I ��51 � �一　高4 ���音　音」37 ����∴　二　言50 

70歳以上75歳未満 �音 ��恒5 ��1 ��音 �132 �音 �� �27 �一一一一/ �∴　∴:198 �音　　　　音　　　　音 �165 �∴　∴:83 ���� � �巾1 �� � �車8 �� �音　　　　i ��605 �」 ��こ882 

75歳以上80歳未満 � � �:2」了 ��「 ��)212 �� � �!45 ��一一一一で �音　音)356 �子　　　　音∴∴∴∴“ �238 � �i巾6 ��� � �音 �131 � �∴:120 ��� �音l ��011 � �音l ��470 

80歳以上85歳未満 � �音!331 ���音 ��!313 �� � �)64i ��一一一一/‾ �∴　∴512 �】　　　I　　　　音 �324 � �∴:219 ���音 �� �203 �音　　　　音 ���156 �音 ��1;41 �� �音　2;05 

85歳以上90歳未満 � � �帥6 ��∴　∴:201 ���� �∴　項 ���一一一一一で �)‖391 �I　　「　　　音 �260 � � �音 �186 �音　‖202 ���� �葛 ��129 �音　-1」16 ����音　-1 ���575 

9　0　歳　以　上 �音 �� �72 �i ��巾4 ��音　音　巾6 ����一一一一で‾ �-　∴:2」9 �音　音　言244 ��音 � �音 �191 �∴　∴:219 ���� � �巾7 �� �音l;04 ���音 ��1;216 

第　2　号被保険者 �音 �� �20 �i ��車6 ��1 ��車 ��一一一一で �∴　∴:52 �音l亘6 �� � �車6 ��i �� �30 � � �車4 �� �音　　　　音 ��8 � � � �3 

総　数 �1 ��1 �97 �音 ��1)042 ��i ��2:13、 ��一一・一一で �音　音　自882 �1il;373 �� � �;924 ��I ��!937 ��音 ��了688 ��i ��す �0 � �!7! ��43 


