
(様式2の5)
2.保険給付決定状況

特定入所者介護 (介護予防) ビス費(別掲)

介護保険事業状況報告
保険者番号:　11221

-∠く公符疋人胴術受面識「予防ナ亡入賞、別的ノ　　　　(平成　28年　9月分)　　　　　　　　　　　保険者名:草加市 

1　心 

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 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��;6 ��音　　　　音　　　l　　　音 ����,音　音;0 ���音　　　I ��� �63 � � �∴:138 ��音　音」虚07 ���� �音　音　虚46 ���音　音i工78 ���� �音　一　部密 ���1音,息3 

介護者人福祉施設 �音　音　音;0 �����音　　　　看 ��「0 ��音　　　】 ��音 ��一一一一一一 ���音　　　　し ��� �11 � � �音　恒7 ��音　音　音　吊0 ���� �音　音　両4 ���i　　　音 ���両7 � �音　音　互0g ���音　音　　　互0 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����音　　　」 �� �0 �音　　　　音 ��音 ��一一一一一一一 ���【　　【 ��� �15 � �∴　∴:33 ���音　　　　音 ���再4 � �∴　∴:」9 ���1　　　音 ���高4 �-　音　音　嘩 ����】　　　音 �� �吊5 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一‾ ���【　　　I ��� �0 � �-　音;0 ���音　　　　音 ���音l � �音　音;8 ���」　　　音 ���i5 �I音「(14 ����」　　　音 �� �1 

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 ����一一一一一一 ���「 �� � �2 �」 ��音;2 ��音　　　　音 ���〈　7 � �音　音;17 ���,音。;13 ���� �音　音　亘1 ���1　　　音 �� �41 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �����音　　　l ��)6 ��音　　　　音　　　l　　　音 ���� �音 �;0 � � �音 ��35 �1 ��音　占2 ��音　音「占3 ���� �音　音;33 ���1　　　音 ���亘6 � �音　音　栂 ���音　●　音 ��加5 

短期入所療養介護(介護老人保鎚施設) �音　音　音;0 �����音　　　i ��;0 ��音　　　　音　　　】　　　音 ���� �し �;0 � � �」 ��0 �音 ��音;4 ��音　音l;2 ����」　音　音　音　5 ����1　　「 ���-　3 � �音 ��」1 � �音 �言 

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

居住費(滞在費) �音　音　音;0 �����音　　　」 ��-　5 ��音　音　音;目 ���� �I �;0 � � �‥　音塙 ���音 ��∴:11与 ��音　音　音　両7 ����-　音　音　厘8 ���� �i ��而6 � �音 ��廊1 �音　　　　音 ��;686 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��;0 ��音　　　　音　　　l　　　音 ����一一一一一一 ��� � �∴　言† ���音 ��∴:」了 ��音　音　音　両9 ����音　音　音　両2 ����音 ��」両8 ��1　　　音 ���40 �音　音」40 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����音　音l;0 ����音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一一 ��� �,音　十3 ����音 ��音;11 ��音　音　音;9 ����l ��音;10 ��音 ��音;8 �� �音 ��膏 �音　音　音　吊5 

介護療養型医療施設 �∴　∴　∴:0 �����音　　　　音　　　」 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　【 ����一一一一一で ���1-　音」o �����音　音　-;0 ����-　音　音;0 ����音 ��音;0 ��音 ��音;0 �� �音　　　i　　　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 �I　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �I　　　音　　　　音 ��� �一一一一一一‾ ���音　音　音　12 �����音l-;2 ���� �「音;7 ���音,音;17 ����音 ��」;13 ��音　音　-;41 ����音　音　音　恒1 

短期入所生活介護 � �「 �� �0 �音　　　　音　　　　音 ���5 �音　　　　音　　　　音 ��� �音　葛　音;0 ���音」音　吊5 �����音　音I占1 ���� � �音　占2 ��音 ��音　再7 ��音l音;25 ����音　音　音;19 ����音　音　音　両5 

短期入所療養介護(介護老人保鯉施設) � �I �� �0 �∴　∴　∴:0 ����「　　　音　　　　音 ��� �音l音;0 ���音　音　音;0 �����音「。;4 ���� � �音;0 ��音 ��「 �2 �音　音　音　音　2 ����音 ��音　　　　音 ��「　　I　　　音　　　　音 

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

イ　給付費 

食費 �」 ��音 ��0 �,-　再2祝0 ���� �。〉22幽 ���∴　∴　∴:0 ���音　　　　音 ���959700 �� �;2け46 ��509 �音;4忠38606 ����音　音　5;984融4 ���� �;4;658)526 ���「〈19両7;6坤 ����1〈1920寄875 

介護老人福祉施設 �音 ��「;0 ���i �音;0 ��� �i �音 ��一一一一一一一 ���音　　　【 ���304460 �� �音l融9:930 ���音;3 ���019596 � �;3;573;990 ��� �;3 ��077:220 � �;川305両 ���」;11 ��;305両6 

介護老人保健施設 �音「音;0 �����i �ー;0 ���1　　1 ��音 ��一一一一一一 ���「∴∴∴し ���339750 �� �音;870両0 ���音　　　　音 ���929別0 � �音l両0;830 ���1　　「 ���671融0 � �;3研1音51 ���1;3研1 ���机0 

介護療養型医療施設 � �音　音　音;0 ����i � �;0 �� �i �音 ��一一一一一で ���音 �� � �0 � �-　音;0 ���音　音;221630 ���� �音　加3;550 ���音　　　　音 ���139450 � �音 ��365;63 �音　　　　音 ��365:63 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音;0 �����1 �「;0 ��� �l �音 ��一一一一一一一 ��� � � �53 �320 � � �占3;320 ��音　音　栂0廊0 ���� �音　464;610 ���音　-;366栂0 ���� �音l ��;128;63 �音　音l ��庇8;63 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 �����1 �再2;240 ���音l再2祝 ���� �音 �;0 � � �擁2 ��170 � � �462樋0 ��音　音;657;910 ����」音　492加6 ����音 ��;386;379 �� �;2 ��261:30 �音;2融3 ���占45 

短期入所撥介護(介護老人保健施設) �音　　　　音　　　　音 ����;0 �1　　　l ��;0 ��音　　　　音　　　l　　　音 ���� �「 �;0 � � �」;0 ��� � �再0489 ��音　音;18机0 ����音　音　再9両8 ����音 ��;17457 ��1　　　音 ���1弱:36 �音　音　而5;36 

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　　　　音　　　」∴∴∴「 ���� �I �)0 � � �音;0 ���1 ��「;0 ��音　音　音;0 ����1,音;0 ����音 ��音;0 ��音　　　　音　　　」　　　音 ����音　　　　音　　　l　　　音 

居住費(滞在費) �音 ��音 �音;0 ��音　　　」 ��20:030 ��音　音　再0;03q ���� �,-;0 �� �1;649470 ����音 ��2;050加0 ��i「3;661両0 ����1 ��4両2 �720 �音 ��3音550320 ��音)14(014庇 ����音　し14;034而0 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 �����音　　　「 �� �0 �音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一‾‾ ���音「;314;980 �����音　音　璃72;840 ���� � �2;666;360 ��音 ��2;963 �850 �音　音　2廊3机0 ����音 ��9:85高子 �� �し　9;851囲 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����音　　　　音 �� �0 �音　　　　音　　　　音 ��� �一一一一一一 ���1音;25机0 �����音　音　色43 ���600 � � �融2;890 ��音,加1420 ����-　音　庸4庸0 ����音 ��:8寸7:27 �� �;847)27 

介護療養型医療施設 �I　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 � �音　　　　音 �� �一一一一一一 ���音　音　音;0 �����音　　　　音　　　i ���0 �】 ��し;0 ��音li:0 ����∴　∴　∴:0 ����音 ��音　　　　音 �� �i � �0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �i　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 � �音　　　　音 �� �一一一一一一‾‾ ���音　音　占6向0 �����∴　∴:与6 ���吊0 �」 �� �203鎚0 �し　音　別0;950 ���� �音　402融0 ��� �音l融9融 ��� �音 �融 �840 

短期入所生活介護 �i �� � �0 �音　音;20 ���030 � �一　再0 ��03 �音　音　音;0 ���音　　　　音 ���253 �両0 �-　音　互49 ���200 �l �� �567融0 � �音」396音840 ��� �音 ��345融0 � �音　2こ012瑚 ��� �;2 �032互10 

短期入所鱗介護(介護老人保健施設) � � � �こ　0 ��音　音　音;0 ���� �【　　i　　　獲 ���音　音　音　〈　0 ���音　　　i ��� �0 � �音　圧8偏0 ���音 �� �;0 � �音　再9;660 ��� �音 ��14480 � �音;72融q ���音　　　　音 ��了2:鋤0 

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

総　　　計 � � � � �0 �音　音　恒2函0 ���� �「恒2」27 ���音　音　音;0 ���音　音l ���加g170 �� �「4栂7;009 ���音　〈　餌99机6 ���� �;10;087;014 ���「;8 ���208融6 � �再3加而弱 ���音　再3祝4 ���;025 


