
(様式2の5)
2.保険給付決定状況

(2)特定入所者介護(介攫予防)サービス費(別掲)

(D総　数

介護保険事業状況報告

(平成　29年　3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 �������������������������������音 　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　音l �音　　　　音 ���;4 ��看　　　】 ���;朝 ��。音　音;0 ��【　　　し ��� �70 �,音　音　庇9 �����音　音l融7 ����� �音 � �、:2与1 � �音　　　　し ���178 �∴　∵　∴:85 ����� �÷　∴:86 

介護老人福祉施設 ��音　音　音;0 �」　　1 ���;0 ��」∴∴∴1 ���音 ��一一一一一一一 �� �I �� �8 �,音　音　恒6 �����音　音　一　厘7 ����� �音 �∵:131 ��1　　　音　　　I ����106 �-　音　音　41 ����� � �音　41 

介護老人保健施設 ��音　音　音;0 �音,「;0 �����1　　1 ���音 ��一一一一一で‾ �� �「 �� �23 � �∴　∴:33 ����音　音l膏7 �����】　　　音 ��一　高2 ��」音　一　高3 �����∴　∴　∴:16 ����� � �音　両 

介護療養型医療施設 ��音　音　音;0 �』丁子」,;0 �����看 �� �音 ��一一一一一一一‾ �� � � � �0 � �「音;0 ����音　音l;0 �����」音」;7 ����音　音　-　`　6 �����∴　∴　∴:1 ����� �-　-;13 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��音　音　-;0 �i ��「;0 ���音 �� �音 ��一一一一一一一 �� � � � �2 � �音　音;2 ����音　音」;11 �����-　音」;16 ����」音　-　こ15 �����∴　∴　∴:」 ����� �∴　∴:」6 

短期入所生活介護 ��音　音　音　音l � � �-;4 ���音 �� �音 ��し　-　音;0 ��【　　I ��� �37 � �音　音　〈42 ����音　音　一　同7 �����1　　　音 �� �音　再5 � �∴　∴:25 ����音　音　音　上8 ����� �●　音　　　I ���191 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) ��∴　∴　∴:0 � � �音;0 ���1 ��i　　　音 ���音　音　-;0 ��音　　　　し ��� �0 � �音　音;6 ����音　音　音　-　5 �����」　　　音 ��l;10 �� � �音;3 ���∴　∴　∴:2 ����� �1∴∴∴「 ���2 

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

居住費(滞在費) ��音　音　音　音l � � �音　音　3 ��� � �音　　　　音 ���∵　∴　∴:0 ��【　　I ��� �55 � �「　　　音 ���102 �音　音」1200 �����音　　　　音 ��∴:210 ��音　　　　音　　　【 ����166 �「　　　音　　　　音 ����73 � �-　音　擁 

介護者人福祉施 �ル 収 �音　音　音」o � � �音;0 ��� � �【　　　音 ���一一一一一で ��音　　　【 ��� �8 � �し　　　音 ���46 �音　音l庇8 �����-　音　音　両8 ����」　　　音　　　　音 ����=」 �音　　　　音　　　　音 ����3 � �音 ��43 

介護老人保健施設 ��音l音;0 � � �音;0 ��� � �【　　　音 ���一一一一一一 ��漢　　　　音 ���;9 ��i「音;9 �����音　音l;13 �����音　音　音;20 ����1　　【 ��� �9 � �音　　　I ���6 � �音 �� �60 

介護療養型医療施設 ��∴　∴　∴:0 � � �音;0 ��� � �「　　　音 ���一一一一一で‾ �� � � �;0 ��】音　音」o �����音　音l;0 �����音　　　　音 �� �音　音l �音　　　i ��� �1 � �音　　　「 ��� �1　　　音 ��� �2 

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 ��一一一一一一で �� � � �i2 ��仁子.し　音　〈　2 �����音　音　音;11 �����音 ��【 �音　〉16 �音 �� �:15 �� �音 �� �4 �音　　　　音 ���;46 

短期入所生活介護 ��音　音　音　音l �i ��音　音　3 ���1∴∴∴　音 ���音 �� �一。;0 � � �一　再6 ���音 ��∴:」1 ���音　音　音　亘6 ����� �音 � �音　鳥1 �音 ��1再5 ���」　　　音 ���両 ��音　音　音　厘3 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) ��音　音　音;0 �) ��音;0 ���1　　l ���;q �� �,。;0 � � � �〈　0 ��」 ��音;4 ���音　音　音;2 �����音 ��音;4 ��音 ��音　音　2 ���1　　　し ���;12 ��音　音　音;12 

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

イ　給付費 

食費 ��音　音　音1460 �看 ��;10440 ���音∴∴∴¥ ���川90 ��。。-;0 ��,音　古033庇0 �����1 ��2410;970 ���音;4;805融6 �����音 ��15樋6468 ��音」4;083融0 �����1 ��17厨9加I音　し17;8掴17 

介護老人福祉施 �ル 灰 �音　音　音;0 �i ��音;0 ���」　　　音 ���音 ��一一一一一一‾ ��看」両8;960 �����音 ��1 �200420 ��-;3恒0;830 ����� �〈　3融3向0 ���音」2柄8栂0 �����音 ��10;602;65 ���音　〉10;602偏 

介護老人保健施 �ル �音　音　音;0 � �1音;0 ����1　　　看 ���音 ��一一一一一一一 ��-　一　掬2融0 �����音　　　l ���7掘870 ��i音;880430 ����� �」1 ��2塙630 �「1廊0加0 �����音 ��3;9柚91 ���音;3;971;91 

介護療養型医療施設 ��音　音　音;0 � �1,;0 ����」∴∴∴」　　1　　I �����一一一一一一一 ��音　-　音;0 �����音　　　　音 ���;0 �� �-　音;0 ����「∴∴∴1 ���177;320 �し　音　庸2栂0 �����音 ��:310:11 ���音 ��;310吊0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��音　音　音」o �1　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　し �����一一一一一一一 ��音　音　占3融0 �����音　　　　音 ���53;320 �� � �偏4;820 ��� �音 ��389;660 �「音　擁2融0 �����音 ��1:113 ��35 � � �l:113 ��350 

短期入所生活介護 ��音　音　音1460 �音　　　　音 ���10440 ��音　音;11)90 �����音　音　音;0 ��音　音　層8;560 �����音　　　」 ���340;990 �� � �485;038 ���」 ��音　〈351け26 �� �音　融4459 ����音」1机0 ����77 � � �1:722 ��673 

短期入所療養介護(介護老人保醐設) ��音　音　音;0 �1　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �音」音:0 ��音　音　音;0 �����音　　　　音 ���23;370 �� � �:再208 ���1 ��音　再8422 �� �音;14481 ����音　音　両048l ����� � �両0481 

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

居住費(縦貫) ��音　音　音　2樋0 �1　　　音 ���9:5了0 ��音　音;12 ����21 �十十　音;0 ��音　音;608;340 �����「音l;607 ����860 �l ��3 �572410 �� � �;3 �:了36:800 �1;3 ���162 �380 �ー;12;687 ����79 � �言2:700 ���00 

介護老人福祉施設 ��音　音　音;0 �」　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾ ��音　音　両8560 �����音　音l;079 ����030 �音 ��2 �617 �270 �音 ��音　2 �743;550 �音;2互65 ����170 �音;go83 ����高 � �;9083 ���融0 

介護老人保健施設 ��音　音　音;0 �」　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一で‾‾ ��音　音　庇3柘0 �����∴　∴:169 ����座0 � � � �206 �セ了0 �音　　　「 ���融1;050 �∴　∴:92 ����110 �-　音;882 ����34 �i　　　音 ���棚2 �34 

介護療養型医療施設 ��音　音　音;0 �音　　　」 ��� �0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一で ��音　音　音;0 �����音　　　　音　　　】 ����0 � �1 �� �0 �音　　　　音 ���;11470 �-　-;11 ����470 �∵　∴:22 ����94 � �音 ��22 �940 

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 �音　　　音　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ ��音　音　占6両0 �����∵　∴:描 ����巾0 �音　　　l ���272 �330 �音　-　400;010 ����1　　「 ���370 �研0 �「音l;155 ����53 � �音l ��:15砧30 

短期入所生活介護 ��-　音　音　2樋0 �音　　　　音 ���9 �570 �音　音;12 ����21 �∴　∴　∴:0 ��音　音　祝9;900 �����∵　∴:281 ����;030 �音 ��46寄380 ���音 �� �257層0 �音　　　I ���220 �;350 �「音1477 ����93 �音　音1互90座0 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) ��ー　音　音;0 �音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　　音 ���� �音　音　音(0 ��音　音　音;0 �����音　音;22 ����550 �音 ��こ　了:160 ��� �音 � �33450 �音 �� �2:310 �� �音　吊547 ����音　　　　音 ���65470 

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

総　　　計 ��,「;4100 �音　音　再0“010 �����音　音;24111 �����音　音　音;0 ��音　音l ���i641460 ��,;4;018;830 �����音;忠377偏6 �����音;9融3擁8 ����音 ��7融師70 ���;;30 ���も67;06 ��音　再0胡1 ����直 


