
(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12月分)

保険者番号:　11221

保険者名　:草加市

i 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　i　音l �����音　　　　音　　　　音 ���3 �音　音　音;4 �����,I音;0 ����,-　し　吊5 �����。音　音　厄9 ���1　　　音 �融5 ��音　　　」 �� �259 �音　音　音　古81 �����音　-1;85 ����i )音 ��音;86 

介護老人福祉施設 �I　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　i ���0 �音　音　音「q �����一一一一一一一 ����音　　　「 ��� �9 � �∴　∴:」8 ��1　　　音 �吊4 ��「　　l �� �137 �「音　音　両9 �����音。音　41 ����I ��音　41 

介護老人保健施設 � �「 ��;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �音　音　音)q �����一一一一一で‾ ����I �� � �25 � � �音　再3 �音　音】〈34 ��� �∴　∴:5」 ��� �∴　-　音26 ����音,音　亘7 ���� � �音　両2 

介護療養型医療施設 � � � �;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �∴　∴　∴:q �����一一一一一一で ���� � � � �0 � � �音;0 �音　音　音　音l ��� �音　音;6 ��� �音　-　-　5 ����音　音　音;1 ���� � �音　こ12 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � �し ��;0 ��音　　　　音　　　】 ���0 �音　音　音;q �����一一一一一一 ���� � � � �2 � �-　音:2 ��音　音l;9 ��� �音 �;18 �� �音「)17 ����∴　∴　∴:」 ���� � �音;4 

短期入所生活介護 � �音 ��-1 ��音　　　　音　　　　音 ���3 �音　　　　音　　　　音　　　「 ����� �i ��;0 � � � � �28 � �∴　∴:埴 ��音　音、吊4 ��� �音 �」38 �� �∴　∴:22 ����∴　∴　∴:19 ���� �● �∴:201 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � �I ��し　0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　i ����� � � �;0 � � �1 ��1 � � �音　音l �音　音l;3 ��� �音l;6 ��� �音　音「2 ����音　　　i　　　音 ���1 � � �音;13 

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　　　「 ����� � � �;0 � � �1 ��0 � � �音;0 �音　音」;0 ��� �音　音;0 ��� �音 ��)0 ��音　　　」　　　音 ��� � � �音:0 

居住賞(滞在費) � �「 ��音l ��音　　　　音　　　　音 ���2 �音　　　　音　　　　音　　　　音 �����1 �� �;0 � � �l ��52 �」 ��∴:105 �音　音　音　両6 ��� �∴　∴:20」 ��� � � �両3 ��∴　∴　∴:了2 ���� � �∴:了23 

介護老人福祉施設 � �音 ��;0 ��音　　　　音　　　】 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　　し �����一一一一一で‾ ���� � �-;9 ���音 ��∴　言上8 �音　音　一　両5 ��� �∴　∴:136 ��� � �音　〉111 ���音　-　音　41 ���� � �∴　引 

介護老人保健施設 � �音 ��;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　　音 �����一一一一一一一 ���� � � �112 ��音 ��音;11 �音　音　音;8 ��� �音　音;14 ��� �音,;10 ����i　　　音　　　　音 ���5 �i ��I ��55 

介護療養型医療施設 � �【 ��;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　「 �����一一一一一一で ���� �1 ��;0 ��」 ��音;0 �音　音　音;0 ��� �音　音　音l ��� �音 �� �2 �「　　　音　　　　音 ��� �」　　　1 ��� �3 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � �I ��;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �音　　　　音　　　　音　　　I �����一一一一一一 ����1　音　音　音　2 �����∴　∴　∴:2 ���音　音　音;9 ��� �音　音;18 ���i　　l ��� �18 �I　　　音　　　　音 ���4 �音　　　l ��� �4 

短期入所生活介護 � � � �「1 ��音　　　　音　　　　音 ���2 �「　　　音　　　　音 ���� �」-　音)0 ����音　音　音;29 �����音l音;43 ���音　音　音　吊3 ��� �∴　∴:31 ���音　　　「 ���;21 �� �音　音　〈190 ���音　　　　音 ��� �193 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � � � �;0 ��音　　　　音　　　　音 ���0 �「　　　音　　　　音 ���� �∴　∴　こ　、0 ����音l音;0 �����音　十∴∴「　音l ���「　　　音　　　　音 ��1 �」　音　音　音l ����i ��i11 ��� �音 �〈　4 ��音　　　　音 ���1 

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

イ　給付費 

食費 �l ��11互60 ���-　音;川030 ����-　音;12互9 �����音　音　音;0 ����音　音　古043柄0 �����音;2互85郁0 ���∴:」:了0了:225 ���音　-　5加9融1 ����音 ��4層5;317 ���1;18 ��221:了0 ��音;18234両3 

介護老人福祉施設 �音 ��音 ��0 �し　音　音;0 ���� �音　　　　音 ��� �一一一一一一‾ ����音　音　伽4擁0 �����音　音l祝3;380 ���「-　2;876 ��710 �音;3音345音500 ����音 ��2;834460 ���,;10 ��加441 ��音;10加4410 

介護老人保健施設 �音 ��1 ��0 �-I音;0 ���� �「　　　音 ��� �一一一一一一一 ����音　音　向6;690 �����音　音　砕5;220 ���,　;824 ��;610 �音(1祝5;970 ����音 ��;655柄0 ���,;4 ��十18:25 ��音;4両8庇0 

介護療養型医療施設 �音　　　i　　　音 ����0 �-　音　音10 ���� �「　　　音　　　l ����一一一一一で‾ ����音　音　音;0 �����音　音　-;0 ���,-;22 ��630 �音,高雄90 ����音 ��;109融0 ���音「融6;86 ����音　音　融6;86 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音　こ　0 �����(「音;0 ���� � � �音 ��一一一一一一一 ����音　音　占3;320 �����音　音;53融0 ���」　　l �224 �:230 �音　-　432 ���930 �音 ��40古650 ���音　一　打6545 ����音　-1 ���:1鵬」5 

短期入所生活介護 �音　音　音1460 �����i �‖川030 ��� � � �12高 ��音　音　音;0 ����音　　　I ���168音860 ��-　音　408;830 ���音　　　　音 �74再65 ��音　音　互61 ���;034 �ー　音　擁4初0 �����音;2;044;35 ���� �;2;056 ���;84 

短期入所療養介護(介護者人保健施設) �音　音　音;0 �����l �し;0 ���1 �� �音 ��「音　-;0 ����I　　「 ��� �550 � � �音　5;010 �音　　　」 �17;680 ��-「両班97 ����,音;9;637 �����音　音　両2!37 ���� � �両2 ��37 

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

居住費(滞在費) �音　音　音　古320 �����音 �;9;240 ���音　　　」 ���10:56 �� �音I;0 ��� � � �599150 ��」 ��1而4融0 �音;3融5擁0 ��� �;3け20座0 ��� �:3:2」持 ���厄0 �「;12;672 ���22 �音l12;682-780 

介護者人福祉施設 �音　音　音」o �����l �,)0 ���音　　　　音　　　i　　　音 �����一一一一一一‾‾ ���� � �:19山丁0 ���1 ��1占48;890 �音;2;399410 ��� �音　2机8;980 ��� �;2400 ���両0 �-;8;861 ���忠8 �音;8861 ����忠80 

介護者人保健施設 �音　音　音;0 �����音 � �」0 ��音　　　l　　　音　　　　音 �����一一一一一一 ���� � �」182-110 ���音 ��174;090 �音　音　巾9750 ��� �音　机1490 ���l　　　音 ���185 �170 �-　音;852;61 ����音 �� �852 �610 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �����i � �し　0 ��子　　　　音∴∴∴.　　: �����一一一一一で ���� � �音;0 ���」 ��音;0 �音　音　音;0 ��� �音;11470 ��� �音 ��17 �760 �し　音;29 ���融 �1 �� �2ぶ230 

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 �����一一一一一一‾‾ ���� � �156110 ���」 ��:56:110 �音　音　融8300 ��� �音　432;970 ��� �音　互25 ���750 �。音l)209 ���:24 �音　音l ���知り240 

短期入所生活介護 �音　音　音　古320 �����音　　　l ��9:2」0 ��音　-;10擁 ����� �i ��「0 � � �両6融0 ���音 ��:310:210 �音　音;644互70 ��� �音;338;570 ���i　　　音 ���210 �】620 �,音lL700 ���融0 �音　音l ���机0 �騎0 

短期入所療養介護(介護者人保健施設) �音　音　音;0 �����1　　1 ��)0 ��音　　　l　　l　　　音 ����� � � �し　0 � � �音:0 ���音 ��:5∴280 �音　音;3;300 ��� �音;6;660 ���】　　　「 ���3 �630 � �音;18 ��87q �音　　　　音 ���18 �870 

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

総　　　計 �音　音　音　2柄0 �����音　　　　音 ��20:2了0 ��音　音　圧3;05巾 ����� � � �!0 � �一　古642;930 ����音 ��4音210音340 �音;8;092455 ���」;9429而1 ����-!7別8437 ����� �吊0!8掘92虫 ���音　膏0 ���音916 �;973 


