
(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　29年　6月分)

保険者番号:　1122l

保険者名　:草加市

種　　　　　　類 ��予防給付 �����������介護給付 �����������������������������【 　合計 

要支援1 ��要支援2 �����計 ����経過料 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」o ��音　」　-　音l �����音　　　) ���11 �∴　∴　∴:0 ���音　音　音;71 �����音　　　　音　　　l ����122 �1 � � �230 �音　し　音　偏1 ����音 ��∴:161 ��音　音l;83 ����音　音　音　こ836 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 ��十十　音;0 �����音　　　l ���l �一一一一一一一 ���音　音　音　音　6 ����� �音　　　　音 ���45 �1 � � �136 �音 ��音　再0 ��音 ��∴:100 ��音　-」41 ����音　音　音　41 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 ��-1,;0 �����音　　　」 ���音 �一一一一一一 ���音　音　音;25 ����� �音　　　」 ���31 �1 �音　鳥0 ���音 ��「(49 ��音l音;⊥8 ����∴　∴　∴:15 ����音　音　音　再3 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 ��」∴∴∴1 ��� �0 �音　　　　音 ���音 �一一一一一一一 ���音　音　音)0 �����「　　　音　　　　音 ����1 �王∴∴∴1 �� �0 �音 ��ー;7 ��-　」　音　音　5 ����音 ��音;1 ��音　-　音;1 

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　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　l　　　音 ����一一一一一一一 ���音　　　　音　　　I ����2 � �音　音:2 ����音　　　l �� �10 �音　　　」 ���(18 �-　音　音;11 ����音 ��∴:4 ��I ��音;43 

短期入所生活介護 �音　音　音;0 ��音　　　」 ���音l ��音　音　音　音l ����-　音「;0 ���l　　　音　　　i ����36 � �音　　　　音 ���39 �音　　　　音 ��(47 ��音　　　　音 ���;37 �音　音　音　圧5 ����音,音)18 ���� �● �∴:†85 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 ��1　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 ���� �音 �;0 �音　　　　音 ���;2 �� �音　　　　音 ���4 �音　　　」 �� �7 � �1 ��;10 �音　音　音;2 ����∴　∴　∴:2 ���� � �音 ��25 

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　　　l ���音 � �音 �;0 �音　　　　し ��� �0 � �「音lo ����音　　　　音 �� �0 � �音」:0 ���∴　∴　∴:0 ����音 ��音　　　　音 ��「 ��音 ��0 

居住費(滞在費) ��音　音　音;0 ��音　　　l ���音l ��音　　　l ���音　宣 �音　音　音;0 ���i　　I ��� �51 � �∴　∴」9了 ����音　　　l ��加6 ��音　　　」 ���両6 �,音　音　恒6 ����音 ��音　栂 ��音(音　は9 

介護老人福祉施設 �音　音　音;0 ��1　　　音 ���;0 ��音　　　l　　l　　　音 ����一一一一一一 ���【 �� � �6 � �∴　∴:」5 ����音　　　　音 ��両6 ��音　　　　音 ���両1 �-　音　音　両1 ����音 ��音　41 ��音　　音　41 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 ��」　　　音 ���;0 ��音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一一 ���【 �� � �10 � �音　音;9 ����音　　　　音 ��;9 ��∴　∴　∴:十千 ����-　音　音　音　5 ����音 ��音「4 ��i ��∴:」 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 ��音　　　　音 ���;0 ��音　　　」 ���音 �一一一一一一一 ��� �i �� �0 � �「　音　音　獲 ����音　　　　音 ��〈　0 ��i　　　音 ���11 �【　音　音　音l ����音　　　i　　　音　　　　音 ���� � �音;3 

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　　　　音 ���;0 ��音　　　　音 ���音 �一一一一一一 ��� � � � �2 � �-　音;2 ����音　音　-;10 ���� �音 ��言8 � �音　　　　音 ��11 �音　音　音!4 ���� � �音 ��43 

短期入所生活介護 �ー　音　音;0 ��音　　　　音 ���し1 ��音　音　音　音l ���� �「 �;0 � � �i ��33 �1 ��音　鳥7 ���音　音　音　恒7 ���� �∴　∴:31 ��� �音　　　　音 ��26 �音　音　音　両 ���� �音　　　「 ���175 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音「;0 ��音　　　　音 ���;0 ��音　音　音;q ���� �教 �「0 � � �音(0 ���看 ��音;3 ���音　音　音;4 ���� �音」;4 ���」　　　音　　　【 ���2 �音　音　音:1 ����)　　　音 ���言3 

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

イ　給付費 

食費 ��,音「;0 ��音　音;3;650 �����音　音;3偏 ����∵.∴:0 ���」1古068柘2 �����音;2 ���141杭9 ��「;4;944;997 ����音;5;396伽2 ����音!3〈612;190 ���� �;17両3棚 ���音;17 ���167互30 

介護老人福祉施設 � �音　音　〉　0 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音　　　　音　　　I ����一一一一一一 ���音,座9700 �����音　」1 ���-099;340 ��-;3融5;360 ����1;3加5;350 ����音　-　2加5;610 ���� �音l0215音36 ���音;10 ���2再360 

介護老人保健施設 � �音　-)0 �音　　　　音　　　l ����0 �音　　　　音　　　　音　　　I ����一一一一一一 ���音」融9;010 �����音　音　郁6融0 �����,十　万26;870 ����音　音　古096;970 ����音 ��互砧080 �� �;3 ��5油52 �音;3 ���5251520 

介護療養型医療施設 � �音Iこ　0 �音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　　音　　　I ����一一一一一一一 ���」音　音;0 �����音　　　l ���10;800 ��、∴　∴:0 ����音　-　両1加0 ����音 ��血3;930 ��1　　　音 ���296:33 �音　　　　音 ���2961330 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � �一。;0 �音　　　　音 ��� �0 �音　　　　音　　　　音　　　I ����一一一一一一 ���音　音　占1;600 �����音　　　　音 ���51 �600 �i　　　「 ��251430 ��音　-;393柄0 ����音 ��:25了:了70 ��音　音　古006両 ����音　音l ���006:18 

短期入所生活介護 � �,。;0 �音　音;3 ����;650 � �I;3;65 ���音　音　音;0 ���音　音　擁9厨2 �����音　　　　音 ���289 �0講 �i � �651庇8 ��音 ��432偏0 ��音 ��:2了8:了10 ��音　し1;92古31 ����音　-1;924;96 

短期入所療養介護(介護老人保鯉施設) �音　葛　-;0 ��-　音　音;0 ����� �I ��1 �音　音　音;0 ���音　音;8;890 �����∴　∴:2」 ����融1 �1 �:60:109 ���音 ��:95:了52 ��-　音;10;090 ����音,両9;07 ���� � �両go72 

短期入所原義介護(介護療養型医療施設等) �11音;0 �� �,音;0 ���� �i ��音 �音　音　音;0 ���音　　　i ��� �0 � �音　音;0 ����音　　　l �� �0 �音 ��。:0 ��I音　音!0 ����音　　　)　　　音　　　　音 ���� � �音!0 

居住賞(滞在費) �� �音　音」;0 � � �;2;310 ��� � � �2;31 �音　音　音;0 ��� �【 ��603 �i980 � �-1403;860 ����音;3 ��机6 �620 � �;3加5;320 ��� �:2言的3 ��I990 �音　音ll音923"77 ����1‖同926:080 

介護老人福祉施設 �音　-　音;0 �� � �音;0 ���」 �� �音 �一一一一一で‾ ��� �【 ��138900 �� �,1音O17410 ����音;2加5幽0 ���� �音　2;59擁40 ��� �;2両8 ��860 �,;8擁8〈70 ����」;思568700 

介護老人保鰹施設 �音　音　音　〈　0 �� � �ー;0 ���i �� �音 �一一一一一一‾ ��� �漢 ��19忠900 �� �一　両2;930 ����音　音　庇7加0 ���� �音　厘的20 ��� �音　恒1 ��互00 �し　　　　音 ���669;85 �」　　　音 ���669i850 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �� � �-;0 ���音 �� �音 �一一一一一一 ��� � � �:0 �� � �音　5;920 ���音　音」;0 ���� �音;11両0 ���」音;11 ���両0 � �音 ��28:12 �音　　　　音 ���28120 

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 ���1 �� �音 �一一一一一一 ��� � � �54300 �� � �:5高00 ���音　音　離9;520 ���� �音;394離0 ���」音　痴8 ���550 � �音l ��;040;93 �音　音　宣 ���:040 �;93 

短期入所生活介護 �音　音　音　〈　0 �� � �;2;310 ���音　　　」 ���2;31 � �音,;0 �� � � �211融0 �� � �:200:290 ���音　音　融6庇0 ���� �音　融6駒0 ���1,癌1両0 ���� �音l ��,53641 �音　音l ���融8 �720 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �� � �音;0 ���1　　　音　　　】　　　音 ���� �-,;0 �� � �音;0 ���音 ��;13音OlO ���音　音　再8;070 ���� �音　再5机0 ���-　音　-　2 ���;970 � � �音 �79:76 � �音 �音 �79 �柄0 

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

総　　　計 ��音　音　音;0 ��i ��,5;960 ���」1-　5;96巾 ���� �i �;0 � � �1:672 ��752 �」 ��3音545479 ���音;8 ��偏1 �杭7 � �音 �;8 �;911融2 � �音;6融61180 ��� � �;2gO87廊 �� �音 �;29 �;093 �別 


