
(様式1の5)

1.一般状況(続き)

(10)要介護(要支援)認定者数

①総　数

介護保険事業状況報告

(平成　29年　7月分)
保険者番号:　1122l

保険者名　:草加市

男 � �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 ����合計 

第1号被保険者 �-　音!403 ����音　　　　音 ���280 �音 �� �683 �一一一一で � �【 ��794 �∴　∴:566 ����音　音!385 ����音 ��姫9 ��∴　∴:20了 ����音「2串1 ����∴:2:93 

65歳以上70歳未満 � �音　車8 ���音　　　　音 ���25 �音 �� �6 �__一一巾 � � � �61 �∴　∴:6了 ����∴　∴:3了 ����音 ��車4 �� �」 ��22 �音 ��卑1 �� �音　軒 

70歳以上75歳未満 � �音　車5 ���音　　　　音 ���46 �音　　　　音 ���101 �__一一「) � � � �100 � �音　申0 ���∴　∴:62 ����音 �� �51 � �音 ��41 �音 ��!33 ��l �音!435 

75歳以上80歳未満 � �音 ��101 �音　　　　I ���74 � �∴:1了5 ���__一一『 � � � �180 � � � �103 �∴　∴:8」 ����音 �� �53 �音　　　　音 ���45 �音 ��!465 ��音　音!64 

80歳以上85歳未満 � �音 ��114 �音　　　I ���59 � � �車 ��__一一「) �1 �� �235 � � � �150 �∴　∴:9了 ����音 �� �87 �音　　　　音 ���54 �音 ��!623 ��音　音!79 

85歳以上90歳未満 � �音!70 ���音　　　　【 ���60 �「 ��申 ��ノ_一一日 �l �� �165 � �∴:100 ��� �‖67 ���音 �� �49 �音　　　　音 ���26 �音 ��!40 ��音　　　　音 ���53 

9　0　歳　以　上 � �音　車5 ���音　　　　音 ���16 �「‖41 ����_一一一『 � � � �53 � �「 ��66 � �音　車8 ���音 �� �35 �音　　　　音 ���19 �音 ��卑1 �� �音 ��252 

第　2　号被保険者 � �音　十1 ���音 �� �11 � �音　車2 ���__一一『 � � � �32 � �i ��25 �-　音)17 ����音 �� �17 �音　　　　音 ���17 �音 ��巾 �� �音 ��13 

総　数 � �音!414 ���音 �� �29l �∴　∴:了晒 ����一一一一で �音 �� �826 � �∴:591 ���I音!402 ����音 �� �316 �音　　　　音 ���224 �音 ��2!35 ��∴:3:06 

女 � �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 ����合計 

第1号被保険者 �1 �� �727 �音 �� �682 � � �1!40 ��一一一一で �音」申44 ����音 �� �839 �音 �� �600 � �音!616 ��� �音!466 ��� �!3 ��665 �l ��5研 

65歳以上70歳未満 �音 �� �30 �し �� �34 � � �事 ��__一一巾 �∴　∴:32 ����音　　　l ���44 �音 ��車4 �� �音　車5 ��� � �車6 �� � � �151 �音 ��卑5 

70歳以上75歳未満 � � � �90 �「 ��申5 �� � �恒5 ��ノ_〇一‾巾 �∴　∴:110 ����∴　∴:了1 ����∴　∴:」0 ���� � �車3 ��1 ��車9 ��l �� �28 �音 ��!46 

75歳以上80歳末満 � � � �172 � �∴:120 ���∴　∴:292 ����__一一「〕 �∴　∴:191 ����∴　∴:130 ����∴　∴:89 ����音 ��申1 ��音 ��車9 ��音　‖56 ����音　音!852 

80歳以上85歳未満 �音 �� �239 � �∴:211 ���音 ��45 ��__・一一『 �∴　∴:331 ����∴　∴:203 ����∴　∴:131 ����∴　∴:129 ����音 ��巾 �� �音 ��90 � �音l ��35 

85歳以上90歳未満 � � � �150 � � �巾8 ��音 �� �28 �__一一.巾 � � � �277 �∴　∴:196 ����音 �� �151 � �I ��158 �音 �� �102 � �I ��88 � �音l ��宜2 

9　0　歳　以　上 � �∴:」6 ��� � � �84 �音　　　　音 ���13 �__一一『 � � � �203 � �∴:195 ��� � � �165 � � � �190 �音　　　　音 ���125 �音 ��!87 ��「　音l ���00 

第2　号被保険者 � �音!7 ���音　　　　音 ���15 � �音 ��22 �__一一『 �音 �� �20 � �一　幸4 ��� � � �10 �音 �� �14 � �音 ��14 �I ��事2 �� �I ��10 

総　数 � �∴:了3」 ���音　　　　I ���697 � �-1 ��!431 �一一一一で �音 ��1:16」 ��音 ��‡863 �� � � �610 �∴　∴:630 ���� �音!480 ���-!3恒 ���� � �5 �17 

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 ����合計 

第1号被保険者 � �音 �1 �嘩0 � � �!962 �� �∴　2:092 ���一一一一で � �音l!938 ���音　音1405 ����音　　　　音 ���985 �音　音!915 ����音 �� �673 �音 ��寸91 ��音!8 ���画 

65歳以上70歳未満 �音 �� �68 � � �車9 �� �i ��12 �一一一一/‾ � �音　申3 ���∴　∴:111 ����音　　　　音 ���61 �音　‖49 ����音　　　　」 ���48 �音 ��!362 ��音　音　し48 

70歳以上75歳末満 � �音 � �145 � �∴:1」1 ��� � � �28 �一一・一一で � �音 ��210 �∴　∴:151 ����∴　∴:102 ����音　　　　( ���84 �音　　　　音 ���70 �音 ��!61 ��音　音!90 

75歳以上80歳未満 �音 ��帥3 �� �∴:19」 ���音　　　　音 ���46 �一一一一で � �【 ��371 �∴　∴:233 ����∴　∴:1了3 ����音 �� �134 �音　　　　音 ���114 �音 ��1!025 ��-　音l;492 

80歳以上85歳未満 �音 ��;353 �� �∴:2了0 ���音　　　　音 ���623 �一一一一で �」‖566 ���� �音 ��353 �∴　∴:228 ����音 �� �216 � �音 ��169 � � �1:532 ��ー　音　2 ���155 

85歳以上90歳未満 �音　　　　i ���220 � �音 ��198 �音 �� �41 �一一・一一で �」 ��442 �� � � �296 � �∴:218 ���音 �� �207 � �音 ��128 � � �1:291 ��I ��1 �可 

9　0　歳　以　上 �音　　　　　音 ���71 �」　　　　音 ���100 �し �� �171 �一一一一で‾ �音 �� �256 � � �郎1 �� �∴:203 ���音 ��串5 �� �音 ��144 �音 ��1子08 �� � �1 �郎 

第2号被保険者 � � � �18 �音　　　　音 ���26 �音　音　車 ����一一一一で �音 �� �52 � � �:」9 �� �「 ��27 �音 ��車1 ��∴　∴:31 ����∴　∴:190 ���� � � �23 

総　数 � � �1:1」8 ��音　　　　音 ���988 �∴　∴　2:13 ����一一〇一一/‾ �音 ��1:990 ��音 ��1454 �� �-1 ��!012 �「音†946 ����音　音)704 ����∴:6子06 ���� � �8 �242 


