
(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11月分)

保険者番号:　1122l

保険著名　: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 �l �� � �1 �「　　　音　　　」 ����6 �「　　　音　　　　音　　　【 �����1,」)0 �� � �音」62 ��音 ��∴:133 ���音　音　音　加3 ����� �∴　∴:2」9 ��� �音　音　古85 ����∴　∴　∴:8亘 ���� �∴　∴:8」 

介護老人福祉施設 �」 �� � �0 �I　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 �� �-　音(10 ���音 ��ー;48 ���音　音　音　直5 ����� �∴　∴:135 ��� �音 ��吊0 ��音」音　418 ���� �-　音　41 

介護老人保健施設 �」 ��l ��0 �l　　　音　　　　音 ����0 �I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一で‾ �� �∴　∴:22 ���音 ��I再9 ���音　音　音　再3 ����� �∴　∴:孔 ��� �音 �� �28 �I　　　音　　　　音 ���1坤 � �音 �� �173 

介護療養型医療施設 �音 ��】 ��0 �音 ��音;0 ���「　　　し　　　音 ���� �一一一一一一一 �� � �音」o ��∴　∴　∴:0 �����「　音　音　音l ����� �音　音;7 ���」　　　音 ��� �3 �漢　音　音;11 ����1　　　音 ��� �11 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音　　　l∴∴∴l ����0 �し ��音;0 ��� �音　　　　音 ��� �一一一一一一 ��音 ��音　音　2 ��音　　　　音 ���;2 ��-　音　音;9 �����-　音　音;17 ����音 �� � �16 � �∴　∴:4 ���音　　　　音 ���恒6 

短期入所生活介護 �音　音　音　ll ����� �し　音　音　6 ���� � �音　　　」 ���音　　　　音　　　　音 �0 �音　音　音　再7 ����音　　　　音 ���:十2 �� �、∴:53 ����音　音　音　再4 ����音 ��;†25 ��� �音 �厘1 ��音.音　音　厘 

短期入所療養介護(介護者人保健施設) �音　音　音(0 ����� � �,音;0 ��� � �音　　　l ���音　　　　音　　　　音 �0 �音　音　音　音l ����音　音　l　音　2 ����� �i　音　音　2 ����音　-　音　-　5 ����音)音(3 �����l　　　音 ��;l ��音　音　音;13 

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

居住費(滞在費) �音　音　音　」l �����-　-　音;4 ����� �I　-　音　5 ����音　音　音;0 ��音　音　音　恒8 ����音　　　　音 ��� �108 � � �∴:1鵜 ���音 ��∴:1掘 ��音」音　両3 �����i　　i ��;69 ��音　　　　音 ���加 

介護老人福祉施設 �∴　∴　∴:0 ����� �「音;0 ���� �I　　I　　」 ����一一一一一で ��音　音　音;10 ����音　　　　音　　　i ����48 � � �∴:115 ���音,音　庸3 ����音 ��∴:111 ���)　　　音 ��41 ��音　　　　音 ���41 

介護老人保健施設 �音」音;0 ����� �-　音;0 ���� �I∴∴∴「　　1 ����一一一一一一一 ��音　音　音;7 ����音　音「こ14 ����� � �音　し　6 ���音　-　-;13 ����音　-1;10 �����∴　∴　∴:5 ����音　音　音　占0 

介護療養型医療施設 �∴　∴　∴:0 ����� � �音;0 ��� � �I　　　音 ���一一一一一一で‾ ��音　音　-;0 ����音　音,;0 �����」 ��-!0 ���音 ��-　-1 ��音】音;0 �����音　音　音　音l ����音　音　音　音l 

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;0 ��� � � �1 ��一一一一一で‾ ��音　音I;2 ����音　　　　音　　　　音 ����2 �音 �� �)10 ��音 �� �言了 �音」音;16 �����音　-「恒 ����∴　∴　∴:」 

短期入所生活介護 �音　音　音　音l ����� � �音;4 ���音 �� �i ��音　音　音;0 ��音　　　　音 ���;28 �I　　　音　　　　音 ����42 �音　　　　葛 ��� �52 �音　　　　音 ���;30 �-　音　音;24 �����∴　　　∴:1了 ����I ��∴:181 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 ����� � � �;0 ��音 ��1　　　音 ���音　音　音;0 ��「　　I ���「l � �音　音　音　2 ����音　　　　音 ��� �2 �【　　　音 ���-1 � �音　音;2 ����音　　　i　　　音　　　　音 ���� � �音　　　　音 

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

イ　給付費 

食費 �音　音　音l;810 �����」∴∴∴」 ���30480 ��音　一　高2瑚 �����,音,;0 �� � �;99ぶ708 ��音 ��2469;089 ���音;也98;800 ����� �音　5409499 ���1;4 ���122 �233 �-;17499 ���32増 �,;17廊1杭 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 �����一一一一一一一 �� � �姫島830 ��」 ��1音195融0 ���音;2而8厘6 ����� �;3擁4450 ���1;2 ���708 �260 �,;10音192 ���54句 �音;10192馳6 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����音　　　」 ���)0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 �����一一一一一で �� � �;5偏020 ��1 ��;870;930 ���音　音　而9;810 ����� �音l両7;370 ���i　　　音 ���654 �030 �-;3;947 ���16q �音;3:947両0 

介護療養型医療施設 �音　音「;0 �����音　　　　音 ���)0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 �����一一一一一で �� �-　-;0 ���音 ��音;0 ���音　音;21;900 �����-　音　座9庇0 ����1　　　し ���71 �加0 �「音　祝2互6 ����1　　　音 ���242460 

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　　　　音 �����一一一一一一 �� �,占1;600 ���音 ��:51:600 ���音　音　融7庫0 �����-　音　融2擁0 ����1　　　音 ���369 �690 � �音l;082栂 ���音　音l ���;082柄0 

短期入所生活介護 �十十　音　古810 �����音　　　　音 ���30480 ��音　音　再加9 �����音　-1!0 �� �音　栂5;928 ���音 ��;333;950 ���音　音　は83;674 �����1音　431廊8 ����音 �� �30約68 �� �音l �,949;07 ��音　音l駆古36 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � �「-!0 ����音　　　　音 ��� �0 �「　　　音　　　　音　　　　し �����1　　1　　　音 �0 �,音　音l;330 ����音　　　　音 ���17;389 �� � �;7;060 ���音　音;44庇1 ����音 ��:14;975 ���1　　　音 ��銃:29 ��音　音;85 ����包95 

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

居住費(滞在費) � � � �1 �し980 �音　音;13 ����加0 � �音;15 ���18 �音　　　　音　　　　音 �0 �音　音　加古130 ����音　音l ���融1 �I650 � � �3 �29柄90 ��音 ��3 �538060 � �;3;087両0 ����音;12両5加 ����「 ��12:190 ��;88 

介護老人福祉施設 � � � � �0 �し　　　「　　　音 ����0 � �「　　　音 ��� �一一一一一で‾ ��音　音　融7柄0 ����-　音l」o83 ����机0 �音 ��2 �337互80 ��音;2 ���650も90 � �;2)287;890 ����音　〈　8廊7 ���23 � � �高$了 ��230 

介護老人保健施設 � � �i ��0 �音　音　音;0 ����� �音　　　　音　　　」 ����一一一一一一で ��音　音　吊4;900 ����I音　机3加0 �����音　　　l ���111 �:000 �音　　　　音 ���190;000 �「音　厘1;980 �����∴　∴:了81 ���鳥8 � �i ��78 �融0 

介護療養型医療施設 �1 ��1 ��0 �∵　∴　∴:0 ����� �し　　　【　　」 ����一一一一一一 ��音　　　　音 ���;0 � �音　音(0 ����1　　　音　　　】 ����0 �し　　　　音 ���1:=0 � �音 �� �0 �』∴∴1　音l ���血 �1　　　音 ���1吊0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音 �� � �0 �「,音;0 ����� �i∴∴∴音　　　i ����一一一一一一‾‾ ��音 �� �54;300 � �一　高4;300 ����」音　庇4;920 ����� �音 ��376離0 � �音 ��390 �高0 �し　音l厄0 ���;08 �音　　　　音 ���厘0;080 

短期入所生活介護 �音 ��」1」980 ���-　-;13加0 ����� �I ��15:18 ��音　音　音;0 ��「 �� �173430 � � �;309互20 ���音　音;600擁0 ����� �音 ��315幽0 � �音 ��245 �320 �-　音l樋4 ���朝 �l　　　音 ���煽り300 

短期入所療養介護(介護者人保健施設) �音 ��-10 ��� �音　音;0 ���� � � �音 ��音　音　音;0 ��i　　【 ���け40 � � �再0け20 ���音　音;3音630 ����� �音　言　4;810 ��� �音 ��1 �融0 � �音!41 ��融q �i　　　音 ���4 �(580 

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

総　　計 �音　音;3け90 ����� �,;43;680 ���� � � �4747 ��音　音　音;0 ��、∴、l ���】570)838 �1 ��4南0而9 ���音;7栂6490 ����� �;8;947痴9 ���l ��;7 �209403 �� �;29675 ��:0如 � �音 �;2飾2249 


