
(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)

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

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　音l;7 �����音　　　　音　　　　音　　　「 �����∴,・:0 �� �,,吊4 ���」 ��∵:128 ���音　音　音　伽2 �����i音l融7 �����)　　　音　　　( ����177 �音　音　音;828 ����」　　　音 ��融5 

介護者人福祉施設 � � � � �0 �音　音　音;0 �����I　　　音　　　　音　　　「 �����一一一一一一一 �� � �l;12 ��l ��,;43 ���音　音　音　両0 �����1音　音　両8 �����葛 �� � �107 � �音　-　互0 ���音　　　　音 ��互00 

介護老人保健施設 � � � � �0 �∴　∴　∴:0 ����� �音　　　　音 ��� �一一一一一一一 ��音 ��音;24 ��音 ��音　膏1 ���音　音　音　膏5 �����」音　音;44 �����音 �� �再3 �� �音 ��」15 �音　　　　音 ��高 

介練義塾医療施設 �l �� � �0 �∴　∴　∴:0 ����� �音　　　　音 ��� �一一・一一一一 ��音」音;0 ����音　　　　音 ���;0 ��「　音　音　音l �����1 ��音　し　6 ���音 ��音」3 ��� �音 ��音l �音　　　　音 ��;10 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �1 ��音 ��0 �「音　音;0 �����I　　I　　　音 ���� �一一一一一一 ��音　音　音　音　2 ����音　　　　音 ���音　2 �� �-　音;6 ����音 ��音;18 ���音 ��音;13 ���1　　　音 ���;41 �音　音　音　恒1 

短期入所生活介護 �i ��1 ��0 �し　音　音;7 �����I　　　音　　　　音 ���� �音　　　i　　　音 �0 �音　音　音;26 ����音　　　　音 ���)48 �� �∴　∴:5了 ����音,音;41 �����音 ��音　再7 ���∴　∴　∵:19 ����音・音　音　加6 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �】 ��1 ��0 �∴　∵　∴:0 �����「　　「　　　音 ���� �音　　　】　　　音 �0 �音　音　音;0 ����音　　　　音 ���;4 �� �音　音;3 ����音「音;10 �����音 ��音;4 ���音　　　　音 ���;21 �音　音　音;21 

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

居住費(滞在費) �1 ��」 ��0 �音　「　音　16 �����【　　　音　　　　音 ���� �音　　　l　　　音 �0 �』.」音;47 ����音　　　l ���両6 ��-　-　音　而3 �����音 ��∴:203 ���音 ��∴:159 ���音　　　　音 ���廊 �∴　∴　∴　言的 

介護老人福祉施設 � � � � �0 �I音　音」o �����音　　　I　　　音 ���� �一一一一一一で ��音　音　音;12 ����音　　　　音 ���)43 ��∴　∴　∴:100 �����音I音　再8 �����音 ��∴:108 ���-　音1401 ����音　音　音　401 

介護老人保健施設 � � � � �0 �音　音　音;0 �����音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 ��音　音　音;7 ����音　　　　音 ���;10 �� �音　音;9 ����音　-　音)9 �����音 ��音;10 ���∵　∴　∴:」 ����音　音　音　恒5 

介護療養型医療施設 �1 �� � �0 �音　音　音;0 �����i　　　漢　　　　音 ���� �一一一一一一 ��音　音　音;0 ����音　　　　音 ��� �0 � � �音 ��0 �∴　∴　∵:0 �����音l音;0 �����音　　　「 ���音 �音　　　　音　　　　音　　　　音 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � � �音 ��0 �音　音　音;0 ����� �「 ��1 ��一一一一一一一 ��音　音　音;2 ����音　　　　音 ��� �2 � � �【 ��6 �音 �� �∴博 ��音　音　音;13 �����音 �� �;4l �「,音　恒1 

短期入所生活介護 � � � �;0 ��し　音　音　16 ����� � � �1 ��音　音　音;0 ��音　音　音　再6 ����音　　　　音　　　　音 ����47 �」 ��,占7 ���音 �� � �34 �音」音　再6 �����音 ��音　両 ��∴　∴　∴:19 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �」 �� �;0 �� � �音;0 ��� � �「∴∴∴1 ���音　音　音;0 ��音　音「;0 ����音　　　　音　　　l ����4 �音 �� � �1 �音 �� � �4 �音　音　音　し　2 �����音 ��音;ll ��音　　　I　　　音 ���= 

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

イ　給付費 

食費 �∴　∴　∴:0 ����� � �:29:了00 ��� � � �29:70 ��音　音　音;0 ��音　音l ���209廊7 � �;2;65虹88 ����音l必67加0 �����し;6 ���242;335 �� �;4;397柄7 ����音;18;976融 ���� �;19加5 ��98 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 ����� � �音;0 ��� � � �音 ��一一一一一で‾ ��音　　　　音 ���346融0 � �音l加古640 ����音;2机2;660 �����「;3 ���788函0 �� �;2;979 ���540 �音　〈11;059厘 ���� �工† �05g720 

介護者人保健施設 �音　音　音;0 ����� � �音;0 ���音 �� �音 ��一一一一一一一 ��し　　　【 ���63g500 � � �;828420 ���音　音;877;640 �����音　音l恒2;840 ����� �∴:595 ���060 �音;4;08346 ����,(4 ��083互60 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �����∴.音:0 �����音 ��i　　　音 ���一一一一一一‾ ��i　　I ���:0 � � �音;0 ���音」再2;630 ����� �音　両2庇0 ���� �音 ��92 �070 �音　音　融6融 ����」∴∴∴」 ��286融0 

地域密着型介護者人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 ��音　　　葛　　　　音　　　　音 �����一一一一一一一 �� � �」53】320 ��葛 ��占古340 ���音　音　座3厘0 ����� �音　487;940 ���� �音 ��357 �820 � �音　両93廊 ���-　音l ��:093こ550 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ���29:了00 ��音」;29加 �����i,,;0 �� � �両9827 ��」 ��机9;628 ���音　音;67加90 �����音　音　擁4;058 ����� �し ��344軒7 �� �;2 ��270;38 �音;2 ��加0;08 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音I;0 �����音　　　　音 ���)0 ��音　　　　音　　　　音　　　【 �����1　　i　　l �0 � � �音;0 ��1 �� �28:160 ��-　音　再9高0 �����音　音　音86音387 �����音 ��128音660 ���i �� �182;35 �音　音　占82 ���;35 

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

居住費(滞在費) � �「 �� �0 �∴　∴:29 ����890 �音　音;29 ����89 �」∴∴∴」　　　音 �0 �音　音　加0厨0 ����音;2-018 ����850 � � �3;378370 ���音 ��4;165 ��670 �音;3机3癌0 �����音 ��13柘7;31 �� �!13;807加0 

介護老人福祉施設 � �「 ��;0 ��音　　　　音　　　」 ����0 �「　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾ ��音　音　厩l庇0 ����音　音l1201 ����高0 � � �2409770 ���音 ��3 �067 �260 �音12癌8融0 �����音 ��9:588:66 �� �;幼588 ��66 

介護老人保健施設 � �【 ��;0 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一 ��音　音　厘5;890 ����音　音　融9偏0 �����1 �� �183 �670 �音 �� �138 �630 �「音　両0:630 �����音 ��;878厨 �� �-;878 ��570 

介護療養型医療施設 � �i ��;0 ��音　音　音;0 �����l　　　音　　　　音 ���� �一一一一一で-‾ ��∴　∴　∴:0 ����音　　　　音　　　l ����0 �i �� � �0 �音　　　l ��� �0 � �音「;0 ����音　　　i　　　音　　　「 ���� �音　　　　音 ��0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � � � �;0 ��音　音　音(0 �����I　　　音　　　I ���� �一一一一一一‾‾ ��音　音　占6吊0 ����音　音156 ����巾0 �i �� �14包780 �� � � �520 �厘0 � �音　融9祝0 ����音ll両042 ���� �】1厘0互20 

短期入所生活介護 � � � � �0 �音　音;29 ����890 � � �:29:89 ���∴　∴　∴:0 ��音　音　両7;330 ����「音　489 ����690 �1 �� �631 �机0 � � � �404;350 ��∴　∴:3山 ����巾0 � �;2;03机8 ��� �音　2音O67-070 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � � � � �0 �音　　　　音　　　　音 ����0 � � �音　　　l ���音　音　音(0 ��音　音　し;0 ���� �音　再2;090 ����音　　　l ���4互40 �� �音 ��35:250 �� �音　再0 ���加0 � � �;92互8 ��音　　　l ��92480 

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

総　　計 �1 ��」 ��0 �ー「占9融0 ����� �I占9;59 ����音　音　音;0 ��音　音l ���机0407 � �;4音678 ���038 �音;7」8砧870 ����� �;10408;005 ���� �;7;911 ���加7 � �再2)753約両 ���音　再2 ��813 �18 


