
(様式2)
2.保険給付決定状況
(1)介護給付・予防給付

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

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 

エ給付額 

居宅(介護予防)サービス ��� �音　け21;714 ����音11420;053 �����音　音　2; ���14暗6 �� �・∴∴∴i　　: ����音 ��2;81彊64 ���音　音l ���222;641 �音」;940;001 �音　′;384;981 �-,古5擁36 � �「5;52祝2 �音;7:663 ��約0 

訪問サービス �� �音「;0 ����∴　∵　∵:0 �����し　　　　音 ���音 �� �音　　　【　　i ����i �� �;0 ��音　　　　音 ���;0 �音　音　音;0 �∴　音　音:0 �○　○　音;0 � �(　　　し∴∴∴」 �し　　　　音　　　l ��0 

訪問介護 � �音　音;0 ����音　音　音;0 �����i　　　音 ���音 �� �音 ��I ��I �� �;0 ��音　　　　音 ���〈　0 �∴　∴　∴:0 �し　-,;0 �,。音;0 � �i∴∴∴i　　　: �音　　　　音　　　l ��0 

訪問入浴介護 � �音　-;0 ����音　音　-;0 �����音　　　　音 ���音 �� �音 �� � �音 ��」;0 ���音　　　　音 ���;0 �音」,;0 �∴,音:0 �-　音;0 � �i　　　　し　　　　　音 � �音　　　　音 �0 

訪問看護 �1音「;0 �����-　音,;0 ����� �「 ��音 �� �音 �� � �I ��音)0 ���音　　　　音 ���〈　0 �音　音,;0 �-　-i;0 �1,音;0 �1　　　1∴∴∴「　　　　音 �� �音　　　　音 �0 

訪問lノハビ)デーション �1音「;0 �����i　　　音 ���)0 �� �音 ��音 ��音　　　　音 ��� � � �,音　し　0 ����音　音　音;0 ����音　音　　;0 �-　音　葛;0 �音　音　音;0 �音　　　l　　i　　　音 �� �●音　　　音 �0 

居宅療養管理指導 �音　-,;0 ����� �音 �� �0 � �I　　」　　　音 ����音　　　　音　　　」　　　音 ����� �」　　　音 ���0 �音「音;0 ����音　音　音;0 �葛　音　-;0 �音　音　音　し　0 �音　　　l　　」　　　音 ��l音　音;0 

適所サービス ��音 �� �;0 ��1　　　音　　　」 ����0 �音　　　i　　　音　　　　音 �����音　　　　音　　　　音　　　　音 �����」　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ��,音　音;0 �∴　∴　∴:0 �∴　∴　∴:0 �音　　　　音　　　　音　　　「 ��1音　音;0 

適所介護 �音」l;0 �����音　-　音;0 �����音　　　l　　　音　　　　音 �����音　　　　音　　　　音　　　　音 �����音　音「;0 ����� �1音;0 ���」,音!0 �音　音　音;0 �音　音　-;0 � �音　　　　音　　　i �音　葛　-;0 

適所リハビリテーション �∴　∴　∴;0 �����音 ��音;0 ���音　　　」　　　音 ���� �【 ��音　　　　音 ���音　音　-;0 ����� �音　音　し　0 ���音,音;0 �音,音;0 �音　-,;0 � �【　　　　音　　　　l �音　　　l　　i ��0 

短期入所サービス ��音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� �i ��音　　　　音 ���音　　　　音 ���;0 �� �音　し:0 ���∴　∵　∴:0 �音,音;0 �-　音　音;0 � �「　　　音　　　　音 � �1　　　音 �0 

短期入所生活介護 �音　　　　音　　　　音 ����0 � �音 �音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � �音　　　　音 ���音　　　　し ���;0 ��-　音「こ　0 ����∴　∴　∴:0 �音,音;0 �ーI音;0 � �i∴∴∴　音　　　: � �音　　　i �0 

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

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

福祉用具・住宅改修サービス ��,音;721」714 �����「-1420;053 �����音　音　2 ���141 �76 � �」 �� � � � �2;81舶64 ���音　音　璃22;641 ����-　音;940;001 �i」息84!981 �-　一　偏親36 �』丁子」5;522古23 ��」;7;6繍890 

福祉用具貸与 � �音I;0 ����音　　　　音 ���)0 ��I　　　　音 ���音 ��音　　　　音　　　l ���� � �-　音)0 ����音　音　音;0 ����,音　音;0 �,音　音;0 �音　音　音　し　0 �音　　　　音　　　l　　　音 ��∴　∴　∴:0 

福祉用具購入費 � �一　寸5鍍32 ����I　　　音 ���192 �892 � � �〈34鉦2 ���音　　　　音　　　l　　　音 ����� �∴:2与3 ���148 �音 ��机4634 ��,音;365;545 �音　音　173〈953 �音　音　は42;936 �音　音l占50机 ��』∴∴「1也96;340 

住宅改修費 �1 �� �568482 �� �音l ��虚27 �16l � � �l;79弼4 ���音　　　　音　　　」　　　音 ����� �∴　2:563 ���116 �I ��古008;007 ��】,;574456 �音「机1;028 �音　音　-1轟00 �音;4;37古90 ��音;飢6砧50 

特定施設入居者生活介護 ��音 �� �;0 �� �音 ��;0 ��音　　　l　　　音　　　【 �����音　　　i　　　音　　　　音 �����音　音,;0 ����� �音　音;0 ���1,音:0 �音「音;0 �「-。;0 � �漢　　　　音　　　! �∴,,:0 

介護予防支援・居宅介護支援 ��音 �� �;0 ��」　　　音 ���:0 ��音　　　】　　　音　　　　音 �����音 ��音　　　　音 ���∴　∴　∴:0 ����� �音　音:0 ���音,音;0 �音I音;0 �し,,;0 � �i　　　音　　　　看 �音　　　　音　　　l ��0 

地域密着型(介護予防)サービス ���音 ��-;0 ���音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音　　　I �����I ��音　　　　音 ���音　　　　し ���;0 ��-　音「:0 ����音　音　音;0 �音,音;0 �-,l;0 � �(　　【　　1 �i　　　音　　　　音 ��0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ��音 ��音;0 ���』、.「音;0 �����音　　　l　　　音 ���� �一一一一一一一 �����音　　　　音 ���;0 ��」　　　音 ���こ　0 �音l音;0 �音,I;0 �,,音;0 � �葛∴∴∴、　　: � �-　音:0 

夜間対応型訪問介護 ��音　音　音;0 �����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一 �����音　　　【 ���;0 ��音　　　　音 ���;0 �音　音　-;0 �音　-,;0 �音l音;0 �音　　　l　　I　　　音 �� �音　　　　音 �0 

地域密着型適所介護 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　漢 ���� �一一一一一一一 �����し �� �;0 ��1　　　音 ���10 �音　音。;0 �ー　音,;0 �,l音;0 �」　　　音　　　】　　　音 ��音　　　　音 ��0 

認知症対応型適所介護 ��「　　　音　　　　音 ����0 �音 ��「;0 ���音　　　　音　　　i　　　音 ����� �音 �� � �「 ��」)0 ���音　音　-10 ����「音　-;0 �。音l:0 �音　音　音;0 �音　　　　音　　　l　　　音 ��音　　　　音　　　　音 ��0 

小規模多機能型居宅介護 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��し;0 ���音　　　　音 ���1 �� �音 �� � � �,」!0 ����音 ��」;0 ��ー　音」;0 �、音　-;0 �音　音　音;0 �音　　　　音　　　　音　　　　音 ��音　　　i　　　音 ��0 

認知症対応型共同生活介護 ��。音　-;0 �����∴　∴　∴:0 �����、∴∴∴　こ ���音 ��一一一一一一一 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��。-　音;0 �」音　音;0 �音　音　-;0 �音　　　　音　　　　音　　　「 ��:　　i∴∴i ��0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 �� �-　し;0 ����i　　　音 ���!0 �� �し∴∴∴1　　　音 ����一一一一一一一 �����音　　　　音　　　　音 ����0 �「 ��音;0 ��∴　∴　∴:0 �音　音　音;0 �音　音,;0 �音　　　　音　　　　音 ��音　　　」　　l ��0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��l �� �;0 �� �音　　　l ���0 � � �音　　　　し ���一一一一一一一 �����∴　∴　∴:0 ����� �音　-;0 ���」,音;0 �音　音　音;0 �-「l;0 �音∴∴∴i　　:　　: ��音　　　　音　　　i ��0 

複合型サービス宿割、規模多機離婚宅介謝 ��音 �� �;0 ��』丁子し　音;0 �����」 ��音　　　i ���一一一一一で �����音　-);0 ����� �音 ��;0 �音　音　し　く　0 �音　-「;0 �,、音;0 �【　　)　　　し　　　　音 �� �音　　　　音 �0 

施設サービス ���音　音　音!0 �����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音　　　i �����一一一一一一 �����【 ��1 ��0 �音　　　　音 ���10 �「音,;0 �,音　-;0 �,-　音;0 �】　　1　　1　　　音 �� �音　　　　音 �0 

介護老人福祉施設 ��音　　　l　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　し ���� �一一一一一一 ����� � �音 ��0 �音　音l;0 ����-　音,;0 �(」」:0 �11音;0 �音　　　」　　　音　　　　音 �� �音　　　　音 �0 

介護老人保健施設 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �音l音;0 �����し　　　　音　　　i ���� �一一一一一一 ����� � �音 ��0 �音 ��1;0 ��-　音　-;0 �-　音　音;0 �十十　音)0 �音　　　　音　　　l　　　音 ��1　　I　　　音 ��0 

介護療養型医療施設 �� �音　し;0 ����音　音　音;0 ����� �音 ��1 ��一一一一一一一 ����� � �音 ��0 �音 ��音;0 ��,音　音;0 �∴　∴　∴:0 �∴　∴　∵:0 �音　　　　音　　　　音　　　i ��言　　　、∴∴∴　音 ��0 

総　　　　　　　計 ��� �-)721;714 ����音　音1420;053 ����� �音　2 ��141:了6 ��音　　　　音　　　l　　】 ����� �-　2;816 ���;264 �I ��璃22;641 ��,音;940こ001 �音　音;384;981 �音　音　古5鍍36 �音　音　彊22古2 ��∴;了:66 ��;890 


