
(様式2の5)
2.保険給付決定状況

(介護予防) サービス費特定入所者介護

介護保険事業状況報告
保険者番号:　11221

㌫芸人脈打臥服了以〃∴ソ‾」〈貝、胴’　　(平成28年　5月分)　　　　　　　　　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 

ア　件数 

食費 �1 �� � �0 �,「音(3 �����し　　　　音　　　　音　　　　音 �����-,-;0 ��� � �l ��73 �-「音　両6 �����音　　　　音 ��� �191 �音　　　) ���融6 �音　音　音　両0 �音　音　音;82 �音　音　音;82 

介護老人福祉施設 �】 �� � �0 �∴　∴　∴:0 �����I　　　音　　　　音　　　【 �����一一一一一一 ��� � �1 ��10 �十∴∴I音　恒6 �����音　　　l ��� �98 �音　　　l ���厘8 �音　音　音　両0 �音　　音;392 �i音　-　音　雨2 

介護老人保健施設 �) �� � �0 �-　-　音;0 �����し　　　音　　　　音　　　【 �����一一一一一で‾ ��� � �音;25 ��� �∴　∴:29 ����音　　　　音 ���恒0 ��「　　　音 ���言3 �-　音　音　圧5 �音,音;16 �音I音　両2 

介護療養型医療施設 �1 �� � �0 �-　音　音;0 �����音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 ��� � �1(0 ��� � �音;0 ���音　　　l ���11 ��音　　　　音 ���(9 �「　音　音　音l �音i音;11 �音　-　音;11 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �」 ��1 ��0 �-　音　音;0 �����し　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一で ��� � �1 ��2 � � �音;2 ���音l,†6 �����「∴∴∴1 ���†18 �-　音　音;13 �音,音　恒1 �音I音　恒1 

短期入所生活介護 �」　　1　　　看 ����0 � �し　　　　音 ���3 �し　　　「　　　音 ���� �看　　　i �;0 ��1 ��1 ��34 � � �音　占5 ���音　音　-:43 �����【　　　音 ���」43 �音　音　音;26 �音,音;201 �音、音　音　伽 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　　　i　　　音 ����0 � �i　　　音 ���0 � �音　　　　音 ��� �音　　　l �し　0 ��」 ��音　12 ���音 ��-;4 ���音　音」;3 ����� �音 ��15 �(　音　音　-　5 �音,音;1 �-　-　音;1 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音　　　　音　　　i ����0 � �I音;0 ���� � �音 �� �∴　∴　∴:0 ���-　-　音;0 �����音 ��音;0 ���「音　音;0 ����� �音l;0 ���(音　音!0 �音　　　」　　　音　　　I �i　　)　　　音 �� 

居住費(滞在費) �音　音　音;0 ����� � �音;3 ��� � �し �� �音　音　音:0 ���音l音　占5 �����音 �� �血1 ��-　音　音　高7 �����音　音　音　机3 ����音　音,高6 �-　音　音;69 �i　　i　　「 ��695 

ー介護老人福相施設 �音　音　音;0 ����� � �音;0 ��� � � � � �一一一一一で ���音　音　音;10 �����音　　　　音 ���恒6 �� �∴　∴:9了 ����「音　音　両9 ����1-,両2 �-　音　音　融 �i　　　音 � �39 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����十十∴I;0 ����� � � �音 ��一一一一一一一 ���音　音　音;10 �����音　音　-　」9 ����� �-　音;11 ����音　音　音;15 ����音　-　-　」11 �、∴i二5 �音　　　　音 �高6 

介護療養型医療施設 �音 ��音 �音;0 ��音　-　-;0 �����」 �� �音 ��一一一一一一一‾ ���音　　　　音 ���「0 �� �音　　　　葛 ���0 � �-「;0 ����∴　∴　∴:0 ����音。」;0 �1　　　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 �音　音　音;0 �����音　　　i ���;0 ��音 �� �音 ��一一一一一一一 ���音　　　　音 ���;2 �� �音　　　　音 ���2 �1 ��「;6 ���音　-　音;18 ����音　-　音;14 �∴　∴、:」 �音　音l;42 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �����」∴∴∴1 ���;3 ��」　　　音 ���音 ��音　音　音;0 ���音　音I再2 ����� �音　　　　音 ���51 � � �∵　言3 ���音 ��一　再9 ��音】音;25 �∴　∵　∵:19 �音　音」両3 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �����」　　l ���;0 ��音　　　　音 ���」 ��-　音「;0 ���音　音　-　音l ����� �音　　　　音 ���3 � � � � �0 �音 ��-　こ　2 ��音」音;4 �音　音　音;1 �音　音　音;1 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音　音　音;0 �����音　　　i ���;0 ��音　　　　音　　　l　　　音 �����「音I;0 ���音　音　-;0 �����i　　　音　　　　音 ����0 �1 �� � �0 �音 ��「;0 ��ー　音　音;0 �音　　　「　　」　　　音 �音　　　　音　　　　音　　　　音 

イ　給付費 

食費 �-「-;0 �����音　音;13 ����610 �音　音;13 ����61 �i十　〇;0 ��� � �1融5 ��肌3 �1 ��2柄7;019 ���音」4512偏6 �����-16互03466 ����I;4伽4;943 �音;19;084;09可 �∴　言9:09了:70 

介護老人福祉施設 � �音,こ　0 ����音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一で‾ ��� � �高5:510 ���1 ��1;33古640 ���音;2机0厘0 ����� �;3融8庇0 ���。;2;826’610 �音　言10;992厘0 �,;10 �992厘0 

介護老人保健施設 � �i ��!0 ��音　　　　音　　　　看 ����0 �I　　　音　　　　音　　　「 �����一一一一一一 ��� � �樋2;000 ���1 ��)759;360 ���音　音　古020両0 ����� �音l両6偏0 ���,音　樋5490 �音;4融3:62 �,14 �233融0 

介護療養型医療施設 � � � � �0 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 ���∴　∴　∴:0 �����音 ��-;0 ���音　音　圧2;630 �����「音　痴0;090 ����」音;30i690 �,音;313互1 �1　　　音 �313410 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � � � � �0 �「音　音;0 �����「　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 ���「音　占3;320 �����音　　　l ���与3:320 ��-　音　厘9;960 �����音　音　47劫310 ����「一　部6〈730 �音　=12164 �音　音l �両2:6」0 

短期入所生活介護 � � � � �0 �音　-;131610 �����し　音;13 ����61 �音　　　　音　　　　音 ��0 �音l融6;814 �����音　　　」 ���560400 ��音　音　痴0加6 �����音　音　的5柄6 ����1音;3附074 �。音　2)248擁 �」;2 �26古840 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �i �� � �0 �∵　∵　∴:0 �����i　　　音　　　　音 ���� �1∴∴∴」　　　音 ��0 �音　獲;8離9 �����音　　　　音 ���32;299 ��I「恒9;660 �����音　十　両3440 ����音　一　高0こ349 �,音　〉184;01 �音　　　　音 �184;01 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �1 ��音 ��0 �∴　∴　∴:0 �����I　　　音　　　「 ���� �音　　　　音　　　　音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　】 ���;0 ��-　-　音;0 �����音 ��音;0 ��∴　∴　∴:0 �i　　　音　　　「　　」 �音　　　　音 � � 

居住費(滞在費) �音 �� � �0 �-　音;16互40 ����� �音;16互4 ����音　　　　音　　　　音 ��0 �音　音;693栂0 �����音;2 ���095両0 ��し;3;342 ����860 �音 ��4414;030 ��音;3;3掘020 �,;13廊8;86 �音;13;955 ��300 

介護老人福祉施設 �) �� � �0 �∴　∴　∴:0 ����� �I　　【 ��� �一一一一一一一‾ ���音　音　融0幽0 �����音　音l ���;311;860 �� � �2428 ��080 �音 ��3両0偏0 ��音,2409;650 �音;寄530;08 �音;g530 ��080 

介護老人保健施設 �音　　　l ���;0 ��I-　音;0 ����� � �I �� �一一一一一一‾ ���音　音　庸5柄0 �����音　音　融2470 �����」 �� �226 �「310 �音 ��:2了了:2了0 ��音l融4庫0 �音　音　古09648 �音　音　古09648 

介護療養型医療施設 �∴　∴　∴:0 �����i ��-;0 ��� � � �1 ��一一一一一一‾ ���音　　　　音　　　I ����0 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　】 ��� �0 �音 �� �;0 �∴　∴　∴:0 �音　　　I　　　音　　　　音 �I　　i　　　音 �� 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音,音;0 ����� � �音;0 ��� � � �1 ��一一一一一一‾ ���i　　　音 ���56 �山0 � �音　占6血0 ����」　　l ���168330 ��音　　　　- ���528710 �,音　406廊0 �音】1机5;91 �-,1机5 ��910 

短期入所生活介護 �音　音　音10 ����� � � �16440 ��1 �� �1644 ��音　　　　音 �;0 ��I　　【 ���220 �擁0 � �-　473;670 ����音　」　る20140 ����� �音　互97(070 ���ー　音　融1;350 �音　〈　2;032融 �;2;049030 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 ����� � � �;0 ��i　　」 ���音 ��i　　　音 �;0 �� � � � �融0 �1 ��上川050 ���音　音　音(0 ����� �音　〈10栂0 ���,音;20′700 �音　音　同約0 �∵　∴:63 ��800 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音　音　音;0 �����1 �� �;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 �����i　　　音 �;0 �� � �1 ��0 � � �音;0 ���音　音　音;0 ����� �音　音;0 ���-　音,;0 �I　　　音　　　　音　　　l �音　　　　音　　　i ��0 

総　　　計 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ���30:050 ��l音　再0;0瑚 �����I　　I �;0 �� � �11919703 ��� � �4音832音179 ���音;7音855杭6 ����� �音lO音817496 ���-「7駒7;963 �I再3「022〈9瑚 �音;33,053音OO 


