
(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　29年　4月分)

保険者番号:　11221

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 � � �i ��1 �音　音　-;11 �����音　　　「　　　音 ����1 �-　葛　音!0 ��� �】一　両4 ����音 ��∴:12」 ���音　音「融4 ����� �音「セ46 ����1　　　音　　　【 ����164 �し」音　融密 ���� �∴　∴:8」 

介護老人福祉施設 � � �葛 ��0 �∴　∴　∴:0 �����I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾ ��� �音　音18 ����音 ��し　直6 ���音　音　音　厄6 ����� �∴　∴:128 ����1　　　音 ����105 �ー　音　音　掴 ���� �音　-　413 

介護老人保健施設 �i �� � �0 �∵　∴　∴:0 �����音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一で ��� �∴　∴:20 ����」 ��一　再7 ���音　音　音　再5 ����� �∴　∴:51 ���� �音 �� �19 �I　　　音　　　　音 ���嘩 �】　　　音 ��� �162 

介護療養型医療施設 �1 �� � �0 �∴　∴　∴:0 �����I　　「　　　音 ���� �一一一一一一で‾ ��� �1音;0 ����音 ��,;0 ���,音　音;0 ����� �音　音;7 ���� �音 �� �5 �「　　　音　　　　音 ���1 �1　　　音 ��� �12 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �1 ��1 ��0 �し　音　音;0 �����し ��音 �� �一一一一一一一 ���-　音　音　音　2 �����音　　　) ���音l ��ー　音　音;11 �����音　音　音;18 �����1　　　音 ��� �13 �∴　∴　∴:」 ����」　　　音 ��� �45 

短期入所生活介護 �】 �� � �1 �音　音　音;11 �����「 ��音 ��1 �」　　1　　　音 ��0 �音　音　音　再3 �����音　　　i ���膏7 ��,音　音　占5 �����音　音　音　再5 �����音　　　　音 ��� �19 �「音　音(17 ����音　●音 ��� �191 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �」 �� � �0 �「音　音;0 �����i∴∴∴音　　　: ���� �音　　　　音　　　　音 ��0 �1　音　音　音l �����音　　　　音 ���し　3 ��I音　音;7 �����音　音　音;7 �����音　　　「　　i ����3 � �音　　　i ��21 �音　　　　音 ���圧1 

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

居住費(滞在費) �音 ��111 ���し　-　音;10 ����� � �∴　言1 ���音　　　　音　　　　音 ��0 �音　音　音　占1 �����音　　　　音 ���)99 �� �∴　∴:201 ����音　-　音　両6 �����音 ��∴:1」6 ���」音,厄9 ����∴　∴　∴:了0 

介護老人福祉施設 �∴　∴　∴:0 ����� �-　音;0 ���� � �I　　　音 ���一一一一一一で ���音　音「;8 �����音　　　　音　　　l ����46 � � �∴:12了 ���音 ��音 ��129 �音,音　両5 �����1 ��141 ��音　音　音　415 

介護老人保健施設 �∴　∴　∴:0 ����� � �音;0 ��� � � �音 ��一一一一一一‾ ���音　音　-;9 �����「　　　音　　　l ����11 � � � � �8 �音 ��「 ��15 �音l音;4 �����音 ��音;4 ��音 ��音;4 

介護療養型医療施設 �音　音　音」o ����� � �音;0 ���」 �� �」 ��一一一一一一 ���音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 �� � �0 �音　　　l ��� �1 �-　音　音　音l �����音 ��音　　　　音 ��し ��音　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;0 ����� � �音;0 ���音 �� �音 ��一一一一一一 ���音　　　I ���;2 �� �「音;2 ����音　　　l ��� �11 �音　　　l ���言18 �� �音　音;14 ����音　音　音「4 ���� � �音 ��4 

短期入所生活介護 �音　音　音　音l �����」 �� �;10 ��音 �� �;11 ��-　音「;0 ���「　　　「 ��� �32 � �∴　∴:3了 ����音　　　l ���占2 ��音　　　　音 ���再1 �� �∴　∴:20 ����音　　　　音　　　　音 ���17 � � �音 ��183 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �����音　　　」 ���;0 ��1　　1　　i　　　音 �����I　　「 �;0 �� � � � �0 � � �音;3 ���音　音「;3 ����� �音　音　」2 ���� �音　　　I ���2 �「　　　音　　　　音 ���1 � �看　　　「 ���10 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) �音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 ��音　　　」∴∴∴1　　　音 �����i　　「 �;0 �� � �看 ��0 �音 ��音;0 ���音　音　音」o ����� �音　音;0 ���� �音　　　【 ���0 �音　　　　音　　　　音 ��� �音　　　　音　　　i ����0 

イ　給付費 

食費 �-　音I1460 �����音　　　」 ���33:630 ��音　音　再5;09 �����仁子言、,:0 ��� �,;931488 ����音12血0融9 �����音;4加古088 �����1;4;980;922 �����音;34811576 ����� �;16加5;92 ���音;16 ���0相013 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 �����音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾ ��� �】厘0;600 ����音l古074而0 �����音　音　2;833;650 �����-　音　2音909加0 �����音 ��2互47 ��320 � �;餌砧56 ���音;如45;560 

介護老人保健施設 �∴　∴　∵:0 �����音　　　　音　　　l ����0 �音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一一‾ ���音　音　439机0 �����音　　　　音 ���765廊0 �� �一　座8;640 ����』.「l再5偏0 �����音 ��456 ��;330 � �;3融6;02 ���音;3庇6;02 

介護療養型医療施設 � �,音　-;0 ����音　　　　音　　　」 ����0 �I　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一 ���音　音　音;0 �����音　　　　音 ���「0 �� � �音;0 ���音　音　高6伽0 �����音 ��巾7;090 ��� �-　〈273融 ���音　音　軒3融 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � �音 ��!0 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �【　　I　　　音 ���� �一一一一一で‾ ���音　音　恒8両0 �����音　音」20440 ����� � �煽5400 ���音 ��;365 ��120 �音 ��融0 ��幽0 �音 ��;969擁 ��し　音;969;36 

短期入所生活介護 � � � �1460 ��「I再3;630 ����� �「再5;09 ����音　音　音(0 ���音　音　擁2伽8 �����音　音　曲Oio50 ����� � �)60ぶ520 ���音 ��)363 ��850 �∴　∴:169 ����;814 �音 ��1;645442 ��「 ��1 �;680 �闘2 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � � �】 ��0 �-　音　音;0 ����� � �音　　　】 ���音　音　音」o ���音　音,;810 �����「音;9 ����939 �1 ��吊3 ��878 �音 ��占0 ��融2 �音　音;10栂2 �����音 ��:126:251 �� � �庇6 ��偏1 

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

居住費(滞在費) �l ��」古320 ��� �音　再0融0 ���� � � �31:了1 ��音　　　　音　　　　音 ��0 �「　　　音 ���619250 �� �音　古336 ���780 �音;3 ���,318800 ��-　〈　3融7両0 ����� �;2向4机0 ����音　l‖音146 ���73 � � �11両844 

介護者人福祉施設 �音l-;0 ����� �音　音;0 ���� � � �1 ��一一一一一で ���音　　　「 ���161融0 �� �音;963杭0 ����音　〈　2;357駆0 �����,音　2;362机0 ����� �;2「084460 ����音;7;929 ���54 �-;7;929540 

介護老人保健施設 �∴　∴　∴:0 ����� �-　音;0 ���� � � �1 ��一一一一一で ���し �� �153440 �� �一　両2;690 ����音　音　庇6;880 ����� �音　痴7;350 ���� �音　読3〉280 ���� �∴:了23 ��64 �1」け23;640 

介護療養型医療施設 �∴　∴　∴:0 ����� � �「;0 ���音 �� �音 ��一一一一一で ���音 �� � �0 �∴　∴　∴:0 �����音　音　音　〈　0 ����� �音　〈10;360 ���� �音 ��10:360 �� �∴:20:了2 ���音　　　　音 ���20:了20 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音」音;0 ����� � �-;0 ���i �� �音 ��一一一一一一‾‾ ��� � �占0 ��;680 �音 ��;25;380 ���音　音　虚66;600 �����」音;368;620 �����音　　　「 ���3021020 �� �音l)013;30 ���音　　　　音 ���;013 �;300 

短期入所生活介護 �音　-　音　古320 ����� � �膏0;390 ���音　音　鳥1机 �����i �;0 �� � �庇3 ��融0 �1 ��:21加丁0 ���音　音　痴2厨0 �����」音　煽り770 �����音 �� �150こ300 �� �音1互08廊 ��� �音 �音1互4 ��67 

短期入所鱗介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �����音　　　」 ���;0 ��音　音　-;q �����1∴∴∴i �;0 ��】∴丁子】音;0 �����音l!12同0 �����音 ��音14机0 ���音「;1思780 �����音 ��:寸290 ���∴　∴　言0:5了 ����I �� �烏 �占70 

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

総　　　計 �「音　-　2け80 �����∴　∴:6ヰ ����020 �音　音　吊6加0 �����音　　　看　　　　音 ��0 �音　音l音550音738 �����音;3互47融9 ����� � �7音819音888 ���音 ��8融8112 ���音(6;09彊86 �����音 ��27音152音65 �� � �27 �:219」5 


