
(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　7月分)

保険者番号:　1122l

保険著名　:草加市

種　　　　　　類 �予防給付 ������������介護給付 ��������������������������������i 　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∴∴l　　: ����0 �音　音　音(2 ���i　　　音　　　　音 ��� �∴　∵　∴:0 �����-　音　音　吊1 ����音　-　一　厘6 �����「音　音　融7 ����音　音　音　融0 ����音 ��I ��172 �∴　∴　∴:8」申 ����� �音　音;84 

介護老人福祉施設 �】　　1　　　音 ����0 �』丁子,音;0 ���I　　　し　　　I ��� �一一一一一一一 �����1音　音;4 ����音　　　l ���:」6 ��i音　音　恒2 ���� �∴　∴:1錆 ���音 ��i ��102 � �音　音　42q ���� �1-　42 

介護老人保健施設 �音　　　)　　l ����0 �-　音　音;0 ���i　　　音　　　　音 ��� �一一一一一一一 �����音　-　音;25 ����音　　　　音 ���再1 ��-　-　音　膏4 ���� �「音;49 ���∴　∴　∴:22 ����� �音　　　　音 ���161 � �音　　　I ���丁用 

介護療養型医療施設 �音　　　i　　i ����0 �,音　音;0 ���「 ��音 � �一一一一一一 �����音　音　音;0 ����音　　　) ���音l ��ー　音　音;0 ����音　音　音;8 ����音　し　葛」6 ����� �音　　　　音 ���凋 � �音 �� �峠 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音 �� � �0 �∴　∴　∴:0 ���i ��音 � �一一一一一一‾ �����11　音　音l ����音　　　　音 ���音　3 ��-　音　音;10 ����音　音　音;16 ����音 ��」;13 ��� �音　　　　し ���4司 � �音 �� �43 

短期入所生活介護 �音 �� � �0 �-　音　音;2 ���「∴∴∴「　　　音 ��� �-　-　音;0 �����看　音　音　再0 ����音 �� �:」2 ��-　音　音　恒5 ����音　音　音　鳥6 ����音 �� �再7 �� �音　　　　音 ���18q � �●　音 �� �182 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) � � � � �0 �∴　∴　∴:0 ���「　　　音　　　　音 ��� �i　　」　　　音 ����0 �-　1　音　音l ����音 �� �;3 �� �音　音;6 ���」音　音;6 ����音 �� �12 �� �音　　　　音 ���時 � �音 �� �1 

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

居住費(滞在費) �) �� � �0 �∴　∴　∴:2 ���音　　　　音　　　　音　　　　音 ����」　　　葛　　　　音 ����0 �音　音　音　恒3 ����音　　　　音 ���両2 ��-　音　音　伽7 ����音　音　音　伽0 ����音　　　　十 ���高4 �� �音　　　　音 ���7囲 �】　　　音 ��� �70 

介護老人福祉施設 � � � � �0 �∴　∴　∴:0 ��� �音　　　　音　　　I ���一一一一一一 �����音　音　音;4 ����音　　　「 ���:46 �� �∴　∴:1」2 ���音　-　音　再7 ����音I-;103 ����� �音　-　互3 ����l　　　音 ���互32 

介護老人保健施設 � � � � �0 �∴　∴　∴:0 ��� �音　　　　音 �� �一一一一一一‾ �����,-　音;10 ����音　　　　音 ���;9 �� �音　音;9 ���音　音　音;11 ����音 ��」;7 ��� �音　音　〈4 ����l　　　音 ���言6 

介護療養型医療施設 � � � � �0 �「音　音;0 ���I　　「　　　音 ��� �一一一一一で‾ �����-　音　音;0 ����音　　　　音 ���音l �� �音　音;0 ���音　音　音　「l ����音 ��-　11 ���」　　　音 ���」 ��音　　　　音 ���;3 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 � � � � �0 �音　音　音;0 ���音　　　I　　　音 ��� �一一一一一一一 �����音　音　音　音l ����音　　　　音 ���音　3 �� � �音JlO ��音 ��音 �16 �音 ��音;14 ���看　　　　音 ���:」 ��」　　　音 ���:」 

短期入所生活介護 �1 �� � �0 �-　音　音(2 ���【 ��音 �2 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音　音　音;28 ����音　　　　音 ��� �41 � � �∴:」2 ��音 ��音 �32 �音 ��音;28 ���」∴∴∴「 ���両1 ��音　音　音;173 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音 ��1 ��0 �∵　∴　∴:0 ��� � �「 � �音　　　　音　　　　音 ����0 �音　音　音;0 ����音　　　　音　　　l ����2 �1 ��音!4 ��音 ��「 �3 �音　-　音　音l �����∴　∵　∴:1 �����音　音　音;10 

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

イ　給付費 

食費 � �」;-1擁0 ����I-;6離0 ��� � �〉　4;90 ��音　音　音;0 �����音　音　駆3400 ����-;2厩0 ����融7 �-　看　5;092 ���803 �音 ��5474 �839 �音」4;028437 �����音 ��17;83046 ���音;17;835;366 

介護老人福祉施設 � �音　音;0 ����,音　音;0 ��� � �I∴∴∴1 ��一一一一一一一 �����音　　　　音 ���1両370 � �∴1:161 ���580 �」;3412 ���798 �音 ��3融4300 �� �:2:6了3 ���940 �音 ��10融3;98 ���「 ��10:693 ��98 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����葛,-;0 ��� � �i　　l ��一一一〇一一一一 �����音　　　　音 ���608740 � �音;666480 ����音,栂 ���340 �-　一　古073栂0 ���� �∴:562 ���580 �音;3音710音87 �����l ��3:了10 ��870 

介護療養型医療施設 �音　　　　音　　　　音 ����0 �i �音;0 ��音 ��i　　　音 ��一一一一一一 �����I　　　音 ���;0 � �一　再3480 ����音　　　　音　　　l ���0 � �音　厘5幽0 ��� �音　両2偏0 ����音　音;38147 ����� � �〉381470 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音;0 �����i �「;0 ��l ��i � �一一一一一一一 �����音 �� �30;690 �1 ��;砧950 ���∴　∴:2」8 ���780 � �音;394;320 ��� �音 ��301 �-970 �音　音　古051机 ����� � �1 �051 �(710 

短期入所生活介護 �音　音　」1擁0 �����1 �:6:260 ��」 ��;4 �;90 � � � �し　0 �� � �(238950 ��音 ��:2掘:656 ���音　音　痴3;838 ����l音　互11490 ����」　　「 ���319 �134 � �音l;832;06 ����音　音l ���融6 �96 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �����i �-;0 ��音　　　「∴∴∴1　　　音 ���� � � �;0 �� � � �3;650 � � �音14音841 ��� �音　吊8;047 ���-　音　吊5南9 ����1　　　音 ���8:063 �� �∴:†60:36 ����1　　　音 ���160 �:360 

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　　　」　　　音　　　　音 ���� � � �;0 �� � � �〈　0 � � � �;0 �� �音　音;0 ���音　音　音;0 ����音　　　【 ���〈　0 �� �音　　　「　　　音 ����1　　　音 ���;0 

居住費(滞橿費) �音　音;古320 �����1∴∴∴」 ��5:280 �音　音　〈　3;96 ���� �I ��;0 �� � �擁5;320 ��音 ��1 �511音810 ��し;3柘古680 ����音)3;663;680 ����音 ��2 �9弱990 �� �;1242848 ����音;12互32440 

介護者人福祉施設 �音　音　音;0 �����音　　　l ��;0 �音　　　」　　　音　　　　音 ����一一一一一で‾ ����� � �;87420 ��音 ��l廊9融0 ���「-　2;88加40 ����音;2柄9290 ����音 ��2 �230擁0 ��音;命050;00 �����音;9;050;000 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �����1　　　音 ��;0 �音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一一 ����� �一　厘9;030 ���音　葛　巾9加0 ����� �音　両1由0 ���音　音;178;630 ����音 ��;72 ��;940 �1　　　「 ���64古64 ��音　音;641 ����;64 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �����音 � �;0 �1　　　音　　　i　　　音 ����一一一一一で‾ ����� �音　音;0 ���音」,11470 ����� �音　音;0 ���音　-　音l1470 ����音 ��111470 ���)　　　音 ���消印 ��音　音　再4互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　　　】 ��;0 �音　　　l　　　音　　　　音 ����一一一一一一で‾ ����� �1　音35音650 ���」,!76厨0 ����� �音　擁6而0 ���」　し　音388「120 ����音 ��」355両0 ���葛 ��1 �庇2;22 ��音　音l亜2融 

短期入所生活介護 �音　音　」1音320 �����音　　　l ��5:280 �音　音;3;96 ���� � �音 ��0 �」一　向3融0 ����音」融5柄0 �����-　-　468両0 ����音　-;3偏980 ����音 ��融4;890 ���音 ��1498;03 ���音 ��1:501 ��;99 

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　　　　し ����1 ��1 ��0 �音　音　音;0 ����音　音;8音910 ����� �音　占2;090 ���音　音;20両0 ����音 ��音;990 ���∴　∴:82:18 �����音 ��;82 ��18 

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

総　　計 �「音;-2焼0 �����音　　　　音 ��11融0 �音　音;8;86 ����l ��」 ��0 �音　音l音508音720 ����音 ��3両2 ��797 � �「8音864483 ���音;9両8加9 ����音;61984427 �����音)30臨8;94 �����「 ��30 �擁7 �80 


