
(様式2の5)
2.保険給付決定状況

(2)特定入所者介護(介護予防)サービス費(別掲)

(D総　数

介護保険事業状況報告

(平成　28年　6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 ����������������������������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 ��∴　∴　∴」0 ��� � �音;2 ���【　　　音　　　　音 ���� �音　音　音;0 �音 ��音(64 ��1 ��∴:1錆 ��音　音　-　‖96 ����� �∴　∴　子猫6 ��� �音　　　i ���166 �音　音　音　こ81 ����� �音　　　「 ���81 

介護老人福祉施設 �音　　　】　　　音 ��0 � � �音;0 ���【　　　音　　　「 ���� �一一一一一一‾‾ �音 ��∴　言0 ��」 ��し;45 ��音　音」は03 ����� �∴　∴:135 ��� �音　　　I ���100 �音　　　l　　　音 ����39 � �」　　　音 ���393 

介護老人保健施設 � �葛1;0 �� � �音;0 ��� �I　　I ��� �一一一一一一一 �音 ��」再3 ��1 ��一　再2 ��音　音　音　膏7 ����� �∴　∵:」6 ��� �音　　　「 ���22 �i　　」　　　音 ����16 � �1　　　音 ���160 

介護療養型医療施設 � �」音!0 �� � �音;0 ��� � �教 �� �一一一一一一で �「 ��音;0 ��) ��音;0 ��音　音　音　音l ����� �音「;9 ��� �音　　　　し ���2 �漢　　　　音　　　　音 ����1 � �音　-;12 

地域密着型介護者人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音」o ��� � �音;0 ��� � � �1 ��一一一一一一‾‾ �-　』∴∴」　音　2 ����音 ��音;2 ��音　音　音;6 ����� �音　音;18 ��� �音 �� �15 �音　　　　音　　　　音 ����4 � �∴、言出 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 ���i ��-　音　2 ��� � � �12 ��音　音　音;0 � � �音(28 ��音 �� �占0 �ー　音　音　恒7 �����-　音　音;41 ���� �教 ��〈24 �� � � �」19 �� �●　音 ��古92 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 ���音 ��-;0 ���1 �� �音 ��-　音　音;0 � � �音　音l ��音　　　」 ���音　6 �,音　音;2 �����l音　音;7 ���� � � �;3 �� � � �;l ��音　　　　音 ���〈1 

短期入所療養介護(介練義塾医療施設等) �音　音　音;0 ���「-,;0 �����音　　　l ���音 ��-　音　-;0 � �音　音;0 ���音　　　」 ���;0 �「音　音;0 �����音「音;0 ����音 ��」(0 ��� �音 ��1 ��音　　　　音　　　l　　　音 

居住費(滞在費) ��音　音　音;0 ���1　-　-　音l �����音　音　l　音l �����∴　∴　∴:0 � �∴　∴:」9 ���音　-　〇　両2 ����し　-　音　両7 �����音　-　音　伽6 ����音 ��∴:150 ���i　　　音 ���融 ��音　　　　音 ���融5 

、介護老人福祉施設 �音　音　音;0 ���音　　　　音 ���;0 ��1∴∴∴1　　i　　　音 �����一一一一一一‾‾ � �1音;10 ���音　　　l ���:」5 �-,音　巾2 �����」-　音　両6 ����音 ��∴:101 ���」　　　音 ���融 ��音　　　　音 ���;394 

介護者人保健施設 �音　音　音;0 ���音 �� �)0 ��音　　　1　　1　　　音 �����一一一一一一一 � �看　音;8 ���音　　　　音 ���;11 �十.「音;11 �����音　音　音;12 ����音 ��音;9 ���l　　　音 ���占1 ��音　　　　音 ���占1 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 ���音 �� �し　0 ��音　　　　音 ���音 ��一一一一一一一‾‾ �「音　音;0 ����音　　　」 ���;0 �∴　∴　∴:0 �����音 ��音;0 ��音 ��音10 ��� �音 ��音 ��」　　　音　　　l　　　音 

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 ���音 ��一一一一一一 �十∴∴1　音　音　2 ����音　　　　音 ���し　2 � �し　音;6 ����音 ��音　〉18 ��音 ��∴　言は ���」音　　14 �����音　音　音　恒3 

短期入所生活介護 �∴　∴　∴:0 ���音　　　　音　　　l ����1 �音　音　音　音l �����,,,;0 �音　音　音;28 ����音　　　　音 ���恒9 � �∴　∴:寸了 ����音,音)36 ����音 ��-;23 ���∴　∴、:18 �����∴　∴　∴:18 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � �I　　I �0 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �-,」し　0 �音　音　音　音l ����音　音　」　-　5 ���� � �音　音l ���音 ��音　こ　4 ��音l音;2 �����音　-1;1 �����音 ��音;13 

短期入所療養介護(介護療養型医掠施設等) � �音∴∴i �0 �∴　∴　∴:0 �����音　　　「　　　音 ���� �』.「音　こ　0 �音　音　-;0 ����∵　∴　音　,0 ����1 ��「!0 ���音 ��ー;0 ��音l音;0 �����音　　　I　　　音　　　　音 �����音 ��音　　　　音 

イ　給付費 

食費 ��:　　.∴∴∴こ ��0 �「 ��;10;380 ��� �-;10 ���高 �音　音　音lo �ー　音　古119机5 ����「;2;639466 ����1 ��4436 ��330 �音16′082も84 ����音;4両塙47 �����音 ��18;38帆4 ���し;18;390;522 

介護老人福祉施設 �子　　　　音∴∴∴: ��0 � � �音10 ��� �「 �� � �一一一一一一一 �音　音)276;300 ����し　音l幽8(870 ����音 ��2 �714 �110 �音;3 ���661〈900 � �;2;803 ���930 �音 ��10加5血 ���-;10加5 ����11 

介護老人保健施設 �音　　　l　　　音 ��0 � � �音;0 ��� � � �1 ��一一一一一一‾ �音　音　融l;890 ����「音　柘8!110 ����音 �� �925470 ��音　音l ���122厨0 � �∴:5」8 ���260 �音 ��3;956;30 ���I ��3;956 ��300 

介護療養型医療施設 �「音　音;0 ��� �-　音;0 ���� � � �」 ��一一一一一一‾ �I　　　音　　　　音 ���0 �-　音　音;0 ����1 �� �21 �加0 �音　　　」 ���242:210 �-　音　占6430 �����音 ��;320軌 ���i ��;320庇0 

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 �� �音 ��一一一一一一一‾‾ � �音)51 ��600 �「音　占1加0 ����」 �� �154 �$00 �-」460け60 ����音　音;3砧380 �����音 ��1;09机4 ���「 ��1;095恒0 

短期入所生活介護 �音　　　　音　　　　音 ��0 � � �;10;380 ���1 �� �10;38 ��音　音　音;0 � �音　加O音o97 ���-　音　別7〈915 ����音　　　　音 ���604 �両0 �音　　　　音 ���54由278 �-　音;290偏7 �����音 ��2:16十23 ���I ��2:1了1 ��61 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　　　「　　　音 ��0 � � �,;0 ���音　　　　看 ���音 ��音　音「;0 � �「;9328 ��� �「;42;971 ���音　　　】 ���塙 �860 �音　　　　音 ���46(866 �-　音　圧6音790 �����音、工41 ����8l � � �言出 ��815 

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

居住費(滞在費) ��音　音　音;0 ���1　　　音 ���10;350 ��音　音;10 ����;35 �。-,!0 �1 ��】635460 �� � �2;053;650 ��音;3450加0 ����� �;4;09寄820 ��� �:掘06 ���790 �音;13庇642 ����� �;13廊6 ���而0 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 ���音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　　音　　　i �����一一一一一- �音 ��:2了1」200 �� � �1祝1490 ��音;24緬390 ����� �音　2;960;920 ���「;2;376 ����540 � �;寄31彊4 ����音;寄315 ����540 

介護老人保健施設 �∴　∴　∴:0 ���音　　　　音　　　l ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一 �音 ��吊5460 �� � �音241音850 �� �音　融0;060 ���� �音1188;940 ���∴　∴:202 ����100 � �音 ��97841 ��音　音;978410 

介護療養型医療施設 � �-　-)0 ��音　　　　音　　　「 ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一“-‾ �音 ��音 �0 �音 ��,;0 �� �音　音;0 ���� �し　音;0 ���音 ��音;0 ���i　　　音 ���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　-　し　0 ��音　　　　音　　　i ����0 �I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一 �音 ��占4 �300 �音 ��)54;300 �� �音　両2;900 ����音 ��:501:600 ��音 ��417;040 ���音　音l(190恒 �����音　音l」190 ����座 

短期入所生活介護 � �「　　I �0 �音　音;10 ����;350 �音　音;10 ����;35 �音　音　音;0 �音l栂1両0 ����音1478;830 ����-　音　廊8;900 �����音 ��433樋0 ��音 �� �289離0 ��1音　古98古80 �����音　音l駒2再 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � �【　　i �0 �音　　　　音　　　　音 ����0 �「　　I ��� � �∴　∴　∴:0 �音l;3音330 ����音　　　l ���3了:180 �「音;3450 �����音I;14-720 ����音 �� �2古850 ��1-」80融 �����音　音　再0廊 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) � �-,;0 ��∴　∴　∴:0 �����音　　　I ��� � �音　音　音」o �音 ��音」o ��音　仁子.し;0 ����∴　∴　∴:0 �����∴　∴　∴:0 ����音 ��-;0 ���音　　　　音　　　)　　　音 �����音　　　　音　　　」　　　音 

総　　　計 �� �。,;0 ��「-;20庸0 �����-I再0碗 �����∴　∴　∴:0 �音　l宣音754音675 ����音;4“693巾6 ����,こ　7;887;030 �����音　〉10厘2404 ����音 ��7409融7 ���音　上川926擁2 �����音　上川947融2 


