
(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10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 �葛　　　l　　　l ���0 �,-　音;3 ����I　　　音　　　　音 ���� �1音音l;0 �� �,-;77 ����音 ��∴:千川 ���音　音　音　色08 ����∴　∵:228 ����� �音　音)183 ���音l音;83 ���∵　　∴:鋤 

介護老人福祉施設 �」　　i　　i ���0 �-　音　音;0 ����i　　　音　　　　音　　　　し �����一一一一一一一 ��1-」こ　8 �����音 ��∴:46 ���音　音　音　血2 ���� �∴　∴:122 ���� �∴　∵:107 ���∴　∴　∴　子持9 ���【 ��∴:約5 

介護老人保健施設 � �) ��0 �∴　∴　∴:0 ����I　　I　　　音　　　「 �����一一一一一一‾‾ ��)　　　看 ���鳥3 ��音 ��音　恒1 ���音　　　　音 ���再4 � �音　音　恒4 ���� �∴　∴:30 ���音「音　上82 ���I ��音　厘2 

介護療養型医療施設 � � �音 �0 �∴　∴　∴:0 ����音　　　　音　　　　音　　　　し �����一一一一一で‾ ��】　　　音 ���:0 ��音 ��音;0 ���音　　　　音 ���音l � �音　-;7 ���� �音　　　「 ��4 �音　看　音;1 ���i ��∴　言は 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � � �) �0 �「 ��音:0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾ ��音　　　　音　　　　音 ����2 �音 ��し;2 ���音　音　音;9 ���� �音　音;18 ���� �音　　　I ��同 �音　音　音)4 ��� � �音　亘 

短期入所生活介護 �音 ��」 �0 �音 ��音13 ��音　　　　音　　　　音 ���� �音　-1!0 ��音 ��音 ��34 �音 ��「;49 ���音　音　音　占0 ���� �∴　∴:33 ���� �音　　　「 ��24 �∴　∴　∴:†9 ��� �● � � �193 

短期入所療養介護(介護者人保健施設) �l ��1 �0 �∴　∴　∴:0 ����i ��音 �� �音ll;0 ��音 ��音;0 ���音 �� �;3 ��「音　音;2 ����音　音　音;4 �����音　　　　音 �� �2 �,　音　音　ill ��� � � � �11 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音 ��音 �0 � � �音;0 �� � �音 �� �音l音;0 ��音　音　音;0 �����音　　　　葛 ���;0 �� �音　音;0 ���音　音　音;0 �����」∴∴∴　し �� �0 �I　　　音　　　　音　　　l ���看　　　　音 ��� �0 

居住費(滞柾費) �∴　∴　∴:0 ���� � �音　音　2 �� � �-　】2 ���音　音　音;0 ��音　音　音　吊0 �����音　　　　音 ���血7 �� �、∴:181 ���音「音　厘0 �����音,音　両0 ����1音　;69 ���音　　　　音 ���加0 

介護老人福祉施設 �音l音;0 ���� � �音;0 �� � � �」 ��一一一一一で ��音　音　音;8 �����音　　　　音 ��� �46 � �、∴:112 ���音　-　音　庇0 �����音　-」両8 ����1音l;39 ���音 ��音;39 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 ���� � �音;0 �� � � �】 ��一一一一一一で ��音　音　音;17 �����音　　　　音　　　l ����16 � � �音;10 ��音　-　音;10 �����音,音;12 ����音　音「吊5 ���音 ��音　吊5 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 ���� � �音;0 �� � � �音 ��一一一一一一‾ ��音　音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 � � �-;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 �音　音　音10 ���� � �音;0 ��) �� �音 ��一一一一一一一 ��I　音　「　音　2 �����i　　　音 ��� �2 �i ��-;9 ��音 ��「 ��同 �音　十∴∴1;16 ����∴　∴、:」 ���∴　∴　∴:1 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 ���� � �「　音　2 ��i �� � � �音　音　音;0 ��音　音　音;33 �����音　　　　音　　　　音 ����50 � � �一　高0 ��音 ��「 ��30 �音」音;23 ����∴　∴　∴:18 ���∴　∴　∴:18 

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

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

イ　給付費 

食費 �音　音　音;0 ����1　　　1 ���9:了与0 �∴　∴:9:75 �����,音　-;0 ��I ��1 �諏8 �960 � �音　2;629;379 ����音1452璃76 ����「　音　5 ���239融6 ��,;4融鵬75 ����音;18;009廊 ��� � �18加9:336 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 ����音　　　　音 ���;0 �音　　　l∴∴∴1　　　音 �����一一一一一一一‾ ��「 �� �208010 �� �音l厘9互40 ����音;2;831層6 ���� �;3 ��076音980 �� �;2し768〉260 ���音;10;07446 ��� � �10;074466 

介護者人保健施設 �音　音　音;0 ����音　　　　音 ���)0 �音 ��音　　　　音 ���一一一一一一 �� � �高2 ��810 �」 ��;873廊0 ���音　音　而7栂0 ���� �音l」o46両0 ���� �音)724 ��530 � �;4融4加 �� �)4融4 ���810 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 ����l　　　音 ���;0 �音 �� �音 ��一一一一一一一 �� � �-;0 ���」 ��音;0 ���音　音　圧2;630 ���� �音　高9930 ���� �音　再9音o90 ��� �∴:2了1 �65 � �1 ��271 �揃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　　　　音 ���;0 �音　　　　音　　　」　　　音 �����一一一一一一 �� � �占3 ��320 �音 ��占3;320 ���音　音　擁5;910 ���� �音　436;660 ���� �音 �366互10 ��「音l座5 ��62 �-　音l ���亘45 �62 

短期入所生活介護 �し　音　音;0 ����音　　　　音 ���9:了50 �音　音;9柄 �����i �,)0 � � �伽4820 ���1 ��474融0 ���音　音;647栂0 ���� �音　478408 ����1　　　音 ��326 �高7 �音　音　2再1 ��67 �1;2 ���141互25 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �,音「;0 ����音　　　　音 ���!0 �音　　　　音　　　l　　　音 �����1 �-;0 �1 ��音;0 ���音 ��鳥8469 ���音　音　音　5扇0 ����l　音　音41488 �����音　　　I ��5 �858 �∴　∴:91 ��36 �1　　　音 ���91 �;365 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) � �音　-;0 ���音　　　　音 ���;0 �音　　　　音　　　　音 ���� �i �音;0 �∵　∴　∴:0 �����音　十丁子「;0 �����音　音　音;0 ����1音　音;0 �����∴　∴　、　音　O ���� �音　　　i � �」　　　音 ���;0 

居住費(滞在費) �,音「;0 ����音　音†6:930 ����音　音;6 ����93 �i �音)0 �音　音;666;820 �����音　一　口825柘0 ����� �;3融0410 ���音)3;36g640 �����音!3両7;930 ���� �;12融0厨 ��音;12〈327 ����加 

介護老人福祉施設 �∴　∴　∴:0 ����音　音」;0 ����「　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ ��1音　栂3南0 �����音　ll ���;090机0 �� � �2擁7融0 ��音　〉　2457;000 �����音,2融7融0 ���� �;餌46;36 ��音;8446 ����;36 

介護老人保健施設 �,「i「0 ����∴　∴　∴:0 ����I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 ��音　音　臨0;850 �����音　　　　音 ���211450 �� � �:1高200 ��音 ��:141:230 ���音　音　両7;800 ���� �-:917融 ��音　音;917闘0 

介護療養型医療施設 � � �i;0 ��「音　音;0 ����I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 ��音　　　　音 ���;0 ��音　　　　音 ��� �0 � � �一　言　0 ��音 ��音 ��0 �音l音;0 ����音　　　)　　　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 � � �) �0 �∴　∴　∴:0 ���� �音　　　i ��� �一一一一一一‾‾ ��音　　　　音 ���56 �血0 � �音　占6 ���110 � �i ��244900 � �∴　高9 ���040 � �音;391両0 ���音,l両7融 ��� � �l両7 ��290 

短期入所生活介護 �) ��1 �0 �,-;6;930 ���� �i ��6;93 ��音　音　音　〈　0 ��音　　　「 ���186 �吊0 � �「439庸0 ����音　　　」 ���521互30 � �1 ��33彊30 �� �音　煽9こ800 ���音ll恒3 ��60 � �∴1:750 ���鵠0 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音 ��1 �0 �∴　∵　∴:0 ���� � � �音 ��音　音　音;0 ��音　　　　音 ���;0 �� �ー;27;970 ����音　　　l ���(0 �「　　　音 ���5;840 �� �音 �1:980 ��音l;35 ��79 � �1 ��35 �790 

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

総　　計 �音　　　」　　　音 ���0 � �-;16;680 ��� � � �16:68 ��音　音　音;0 ��音;2 ���005栂0 �� � �4455座9 ���音:極0持86 ����-;8加9融6 ����� �;7458 ��205 �音　再0;330 ��高 �。再0)346;836 


