
(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)サービス賛(別掲)

①総　数

介護保険事業状況報告
(平成　29年　8月分)

保険者番号:　1122l

保険署名　: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 �音　音　-　音l �音　音　-;2 ����音　音　-;司 ����,-　-;0 ����こ∴∴∴こ ��� �58 � �∴　∴:11了 ����音　　　l � �219 � �」 ��幽2 �-　音　音　上75 ����音　　　音;811 ����∴　∴　∴:81 

介護老人福祉施設 �-　音　-;0 �音　　　　音 ���;0 �音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一一 ���� �「 �� �4 � �∴　∴:」5 ����音　　　　音 � �117 � �音 ��132 �ー　音　音　両6 ����音 ��音　40 ��音　-　音　40 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �音　　　」 ���;0 �音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一で‾ ���� �し　　　i ���21 � �∴　∴:30 ����音　　　　音 �く38 �� �音 ��占0 �音　音　音　圧6 ����音 ��音　両 ��i �∴:1飾 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 �音　　　　音 ���;0 �音　　　音　　l　　音 ����一一一一一一一 ���� � � � �0 � �音　音　」l ����音　　　i � �1 �i　　】 ���;7 �音　音　音　音　5 ����音 ��音;1 ��音 �∴:= 

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 ���� � � � �1 � �音　音;3 ����音　　　i � �8 �音 �� �言6 �-　音　音;12 ����音 ��音　恒 ��「 �∴:」 

短期入所生活介護 �音　音　音　音l �i �� �音　2 �1∴∴∴1　)　　音 ����音　音「;0 ����-「音)32 ����� �音　　　」 ���36 �音　　　」 � �52 �「 ��-　〈29 ��音」音;24 ����音 ��音　両 ��音　● �音　両 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �音 ��教;0 ��音　　　　音　　　l　　　音 ����ー　音　-;0 ����∴　∴　∴:0 ����� �音　　　　音 ���2 �1　　1 � �3 � �音　-;8 ���し　音　音;2 ����音 ��音;1 ��音 �音;15 

短期入所頼介護(介護療養型医療施設等) �音　音　音;0 �音 ��音;0 ��音　　　l ���音 �音　音　-;0 ����音I,「0 ����� �音　　　　音 ���0 �音　　　l � �0 � �音 ��〈　0 �-　音　音;0 ����音 ��音　　　　音 ��音　　　I　　　音　　　　音 

居住費(滞柾費) �音　音　音　音l � � �「　音　2 �� �1 ��音 �音　音　音;0 ����音　音「恒4 �����-　音　音　巾3 �����音　　　i � �205 �I　　　l ���両5 �音　音　音　高5 ����音　　音　は92 ����ー(音　偏5 

介護者人福祉施設 �音　音」;0 � � �音;0 �� � � �音 �一一一一一一‾ ����音　音「)4 �����「　　　音　　　　音 ����45 �1　　1 � �131 �音　　　】 ���厘8 �音」音　両6 ����音i音　42 ����-　し　音　42 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 � � �音;0 �� � � �音 �一一一一一一一 ����∴　∴　∴:8 ����� �音　　　　音 ���8 �1　　i � �13 �音 ��「;13 ��音　音　音;8 ����∴　子　∴:5 ����音 �音　占0 

介護療養型医療施設 �音　-　音;0 � � �音;0 ��音 �� �音 �一一一一一一一‾ ����音　音,)0 ����� �音　音　ll ����音　　　l � �1 �音 �� �;0 �音　音　音;0 ����音　」　音　音　2 ����音 �音　音　2 

地域密着型介護者人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音;0 � � �-;0 �� �1 ��音 �一一一一一一で ����十∴十∴「　音l ����� �音　音　こ　3 ����音　　　　音 � �8 �音 �� �言6 � �音　音;14 ���音 ��∴:」2 ��-　　　音　こ42 

短期入所生活介護 �音　音　音　音l � � �音　音　2 �� �1 ��音 �音　音　音;0 ����音　　　　し ���再1 �� �∴　∴:3さ ����音　　　　音 � �50 �I �� �再5 � �音　音;26 ���音 ��音　両 ��∴　　∴:1了0 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音　〈　0 � � �音;0 ��音 �� �音 �ト　音　音;0 ����音　　　【 ���;0 �� �音　音　-1 ����音　　　i � �2 �音　　　　音 ���;3 �「　音　音　音l ����音　　　l　　　音　　　　音 ����【 �音　　　　音 

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

イ　給付費 

食費 �音　音　音　古860 �∴　∴:5:300 ����音　-;7岬 ����音　音　-;0 ����「 ��軒3 ��254 �-　-　2擁0;828 �����音;4融8高1 ��� �音　5机2;863 ��� �;3;88偏48 ���-;再725;644 ����-;16庸2 ���80 

介護者人福祉施設 �音　音　音10 �」看,;0 ����音 ��1;0 ��一一一一一一一‾ ����i ��巾8 ��100 �」-1血8;370 �����音;2而7;934 ��� �;3両1;860 ��� �;2 ��5婦840 �I;9而2両 ����音;寄772 ���10 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �1　　1 ���;0 �音 ��音;q ��一一一一一一 ���� � �加3 ��090 �1 ��:了30:190 ���音　音;822庇0 ��� �音　古089柄0 ���音　　　I ���565融0 � �;3け2141 ���音;3 ��け21410 

介護療養型医療施設 �音　音　音;0 � �音 ��〉　0 �1音　音;q ����一一一一一一で‾ ���� � �音 ��0 �音 ��:30:2」0 ���音　音　上川320 ���-　音　両2;950 ����看　　　　音 ���12古050 � �音 ��325:56 �音　　　　音 ��325音560 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音;0 � �「,;0 ���音　音　音;q ����一一一一一一一 ���� � � �2寄700 ��」 ��;73;500 ���音　音　栂8;600 ���音　音;332;500 ����」　　I ���2帥900 � �音 ��926:20 �音　　　　音 ��926 �20 

短期入所生活介護 �音　音　音　古860 � �-　-　5;300 ���音　音;7岬 ���� �I ��;0 � � � �232こ364 ��音 �� �270;991 ��音　音　偏7擁8 ���」音;366;810 ����i　　「 ���307厘8 � �音l融5厘1 ���音　音　宣 ��;852 �291 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音(0 �1-「;0 ����音　音　音;q ���� �音 ��;0 � � �1 ��0 �1 �� �7融7 ��音　音　再0融9 ���1音　再8;983 ����1　　　音 ���8厘0 � �音 ��135:23 �音　　　　音 ��135:23 

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　-;q ���� �【 ��;0 � � �l ��0 �」 ��音;0 ���音　音l;0 ���-　音　音;0 ����看　　　　し ���;0 � �音 ��音 �音　　　　音 ��音 

居住費(滞在費) �音　音;3450 � �-;4融0 ���音　音　吊74q ���� �I ��;0 � � �479730 ���音 ��1462け20 ���音;3極8680 ���1;3499栂0 ����音　-　2融9偏0 ���� �;11 ��加0;66 �音;川93840 

介護者人福祉施設 �音　音　音lo �∴　∴　∵:0 ����」　　音　　l　　音 ����一一一一一一一‾‾ ���� � �座4音600 ���音 ��l)042柄0 ���-;2;681410 ���-;2;682420 ����音,2;156こ000 ����獲;8647祝 ����音;8;647机 

介護老人保健施設 �音　音　音;0 �-」-;0 ����音　　　　音　　　l　　　音 ����一一一一一で‾ ����-　一　座0490 �����音　〇　両4;950 �����ー　音　而3490 ���音　音　出勤830 ����音 ��〈86;300 ��-　音　慮65;06 ����音　音†6掘06 

介護療養型医療施設 �音l音;0 �∴　∴　∴:0 ����音　　　　音　　　　音　　　　音 ����一一一一一一 ����i ��音;0 ���音　-;11両0 �����-　音;10音730 ���音　音　音;0 ����音 ��:「370 ��1「圧146 ����音「;2146 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 �音　音　音;0 �l　　) ���;0 �音　　　　音　　　l　　　音 ����一一一一一一 ����看 ��:3高00 ���看　-)74両0 �����-　音　伽2加0 ���音　音;328540 ����音 ��融7;940 ��音 ��1967廊 ��音「;967 ���58 

短期入所生活介護 �音　音;3450 �l　　l ���4:290 �∴　∴:了:7」 ����i ��」;0 ��1 ��:220:1」0 ���1　　1 ���235而0 ��-　-　音556音700 ���音　音　擁2;900 ����音 ��層7;900 ��音 ��1音552音81 ��音　音l ��擁0 �廊 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　音　音;0 �1　　l ���!0 �音　　　音　　　音　　　音 ���� � �」「0 ��i ��音;0 ���音　　　　音 ���4;620 ��,一　再3;850 ���音「恒6;090 ����音,音　古980 ����音 ��〈76庇 ��「　　【 ��;76 �融 

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

総　　計 �音　音　音　5;310 �音　　　　音 ���9:590 �音　音;14;90 ����i ��1こ　0 ��音　音l煽2;984 �����音　〈　3栂3融8 �����Iし　8両6;831 ���音)8机2庇3 ����音;6栂0融8 ����音　圧8;6弱30 ����十　両8;671 ���伽 


