
(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　8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 �������������������������������i 　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　　　」 ���2 �音　音　音;密 ����,,-;0 ����� � � � �62 �1 ��∴:133 �音　　　　音　　　　音 ����200 � �∴　∴:2与6 ��� �音 �� �171 �∴　∴　∴:82 ���� � �音 ��82 

介護老人福祉施設 �∴　∴　∴:0 �音　　　　音　　　　音 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　【 ����一一一一一一 ����� � � � �11 �音 ��∴:埴 �音　　　　音　　　　音 ����104 � �音　音　は35 ��� �音 �� �104 �音,音;39 ���� �」　　　【 ���39 

介護老人保健施設 �-　音　音;0 �音　　　　音　　　l ���0 �音　　　　音　　　l　　「 ����一一一一一一‾‾ ����� � � � �22 � �∴　∴:33 ��音　音,再3 �����ー　音」;43 ���� �音 ��再3 ��∴　∴　∴:15 ���� � �音 ��15 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �音　　　　音　　　　音 ���0 �音　　　　音　　　」　　　音 ����一一一一一一で �����音 �� � �0 � � �音　〈　0 �音　音　-(2 �����∴　∴　∴:8 ����,音　-;3 �����∴　∴　∴:1 ���� � �音 ��同 

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　　　　音 ��;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一で �����I　　I ��� �2 � � �音:2 �音　　　l ���19 ��「∴∴∴1 �� �21 �し　音　音;13 �����音 ��音　恒 �� � �音 ��4 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �音　　　　音 ��-　2 ��音　　　」∴∴∴」　　　音 ����I ��音;0 ���「 �� � �26 � �∴　∴:」了 ��1∴∴∴1 ���;48 ��I　　l �� �40 �「音「;23 �����音 ��音　上8 ��●(　　音 ����186 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �音　　　　音 ��;0 ��音　　　　音　　　l　　　音 ���� � �音;0 ���【 �� � �1 � �-　音;6 ��1　　　音 ���;4 ��音　　　」 ��;9 ��音　音　音　「5 �����音 ��音;2 ��I ��音　圧5 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音　音　音;0 �音　　　　音 ��;0 ��音　　　　葛 ��音 �� �-　音;0 ����∴、i:0 ����� �ー　音(0 ��音　　　」 ���こ　0 ��音　　　　音 ��;0 ��∴　∴　∴:0 �����音 ��音　　　　音 �� � �音　こ　0 

居住費(滞在費) �音　音　音;0 �音　　　i ��音　2 ��音　　　　音 ��音 ��ー　音　音;0 �����音　-　一　恒6 ����� �ー　音;108 ��音　　　l ��� �同8 �音　　　】 ��虚00 ��-　音　音　庇4 �����音 ��音　は7 �� � �音　研 

介護者人福祉施設 �音　-　音;0 �音 � �;0 ��音 � �音 ��一一一一一一一 �����「,音!11 �����。音　音　亘5 ���音　　　」 ��� �103 �音　　　l �� �133 �i ��∴:105 ���音 ��音;39 ��上.i∴:約 

介護老人保健施設 �音l音;0 �l � �;0 ��音 � �音 ��一一一一一一一 �����音　音　し)6 ����� �音」:10 ��音∴∴∴　王 ��� �9 �音　　　　音 �� �8 �「 ��音;10 ���音 ��音　恒 ��∵　　∴:1 

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

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音」音;0 �」 � �;0 ��音　　　i ��音 ��一一一一一一‾‾ ����� �【　　　i ���2 � �「音12 ��音　　　　音 ��� �9 �』.1-;22 ����-　音　音!13 �����音 ��音　亘 �� � � �:」 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �音　　　」 ��音　2 ��音　　　　音 ��音 ��-　-　-;0 ����� �音 �� �26 � �、∴:」6 ��音　　　　音 ��� �46 �-　音l:34 ����,音「)22 �����音 ��音　出 �� � � �工76 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �看　　　) ��;0 ��音　　　l ��音 �� �-　音;0 ���� �I �� �1 � �音　音　音　5 ��音　　　　音 ��� �1 �-　音l;3 ���� �音 ��)4 ��音　-　音;1 ���� � �【【1 

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

イ　給付費 

食費 �音　音　音;0 �音　　　「 ��8;370 ��音」;8;37 ����-　音　音;0 ����� � �l �135437 �� � �2;672融3 �音;必99こ004 �����-　音　5;95古883 ���� �;4;330 ���’628 �音;1858947 ����1 ��18;597 ��845 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 �」　　　看 ��;0 ��音　　　l　　l　　　音 ����一一一一一一‾ �����I �� �313 �800 � � �1祝1400 �音;2 ���738両4 ��音;3;600栂0 ���� �;2;923 ���再0 �音;10;817加 ���� �;10こ817 ���31 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �音　　　l ��;0 ��音 �1　　　音 ���一一一一一で‾ �����漢 �� �572 �030 � � �;802両0 �音　　　　音 ���836机0 �� �音　古030再0 ��� �音 ��585 �220 � �13;826;07 ��� �;3 ��826 �070 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �音　　　」 ��;0 ��音 �音　　　　音 ���一一一一一一一 ����� � � � �0 �1 ��音;0 �音　音　膏4;310 ����� �音　音226音830 ��� �音 ��89 �100 � �音;350融 ���音　　　」 ���350融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 �』i∴」 ��)0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一一 ����� � �音51-600 ���音 ��烏口600 �音　音　融6両0 ����� �音　加3;390 ���1　　　音 ���354 �;900 � �音l両7」59 ���音　音l ���工97;590 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �音　　　」 ��8 �370 �音　音;8;37 ���� �i ��;0 �� �-1193 ���987 �音 ��も33離0 �「音　占95擁0 ����� �音　49相98 ���音　し　息46 ����826 � �;2 ��163;531 �音;2 ���:1了1:901 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �音　　　i ��;0 ��音　音　音;q ���� � � �;0 �� �,;4 ���;020 �音 ��言古103 �音　音　占8音630 ����� �音　巾6融5 ���-　-　131452 ����� �音 ��234柄 �音　音　擁4擁 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音　音　音;0 �音　　　l ��(0 ��音　音　音;q ���� � � �;0 �� �11;0 ����音 ��音;0 �音　音　音;0 ����� �音　音;0 ���』∴「-;0 �����1　　　音 ���音 �音　音,;0 

居住費(滞在費) �音　音　音;0 �音　　　」 ��9「860 ��音l;9瑚 ���� � � �;0 �� �-1696;950 ����音 ��1;992偏0 �音;3;344;000 �����-;4;082460 ����音;3;392410 �����-;13 ���加8;07 �音;13加7 ����930 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 �音　　　】 �� �0 �音l音;q ����一一一一一で‾ ����� �一　部0400 ����音」白95而0 ���音　音　2400;660 �����-;2;955両0 ����音 ��248古320 ���,;93弱66 ����音;9 ���煽2 �66 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �音　　　　音 �� �0 �音　　　　音　　　」　　　音 ����一一一一一一‾ ����� �音　向6両0 ����音　音　加7480 ���音　音　178;050 �����音　音　庇2;600 ����音 ��〈159;800 ���」　　　音 ���784;03 �音　　　　音 ���784;030 

介護療養型医療施設 �音」音;0 �音　　　　音　　　　葛 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　I ����一一〇一一一一‾ �����,1音;0 �����音　音「;0 ���音「音;0 �����l音　音;0 ����音 ��音;0 ���】　　　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　音　音;0 �音　　　　音　　　) ���0 �音　　　　音　　　　音 ��� �一一一一一一‾‾ �����-　音　音54音300 �����音　音)54;300 ���十　十　融2;850 �����音　音　音600560 ����音 ��;389加0 ���』∴∴「l1351音71 ����ー　音l;351机 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �音　　　　音 ��9:860 ��音　音;9 ���86 �:　　1∴∴∴　音 ����0 �音　音　音204音300 �����音　音　互98融0 ��� � �:506:150 ���音(;370吊0 ����音　一　厘9;350 �����音　-1加843 ����「　音l ���;918 �29 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �音　　　　音　　　l ���0 �音　　　　音　　　　音 ��� �】　　　」　　　音 ����0 �-　音　音l融0 �����音　音;36)800 ��� � �:6:290 ���音,鳥4:060 ����音　音　膏2融0 �����音　一　向1祝 ����I　　　I ���111 �祝 

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

総　　　計 �音　音　音;0 �音　音†18 ���230 �音　音;18融 ����音　　　」　　　音 ����0 �音　音l融2融7 �����音;4音664「773 ��� � �7 �843 �004 �音;10:034融3 ����音　言　7而3;038 �����音　再2;097庇5 ����I ��32:1丁5 ��775 


