
(様式1の5)

1.一般状況(続き)

(10)要介護(要支援)認定者数

①総　数

介護保険事業状況報告

(平成　29年10月分)
保険者番号:　1122l

保険者名　:草加市

男 � �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 ����合計 

第「1号被保険者 � �∴　、掴 �音　　　　音 ��298 �「音!71 ����一一・一一一で � �音 ��801 �∴　∴:59了 ��「 ��坤3 ��音 ��!307 �� � � �207 � �音　2 ��31 �音　申 ���031 

65歳以上70歳未満 � �音　車4 �音　　　　音 ��24 �音　音　車 ����__一一「) � �音 ��65 �音　‖59 ��漢 �� �34 �音 ��)25 �� � � �24 � �音 ��20 �音　　　　音 ���275 

70歳以上75歳未満 � �音　車3 �音　　　l ��45 �音　音　申 ����__一一「) � �音 ��97 �∴　∴:8了 ��「 �� �66 �音 ��車1 ��1 �� �37 � �音 ��33 �「　　音 ���436 

75歳以上80歳未満 � �∴:103 �音 � �83 �∴　∴:18 ����__一一一も � �音 ��180 �音　音　申7 �� � � �88 �音 ��車0 ��音 �� �43 � �音!48 ���音　　　　音 ���67 

80歳以上85歳末満 � �∴:125 �音 � �54 �∴　∴:1了 ����__一一‾b � �音 ��240 �∴　∴:158 �� � � �95 �音 ��車8 �� �音 ��56 � �音!63 ���音　　　「 ���816 

85歳以上90歳未満 �ー　音!70 ��音 � �67 �∴　∴:13 ����_/一一「〕 � �音 ��171 �∴　∴:99 �� � � �77 �音 ��車0 �� �1 ��29 �-　音　42 ����音 �� �563 

9　0　歳　以　上 �∴　∴:23 ��音 � �25 �音　音　車 ����__一一/b � �音 ��48 �音　　　　音 �77 � � � �43 �音 ��車3 ��音　　　　音 ���18 � �音　卑 ���音 �� �26 

第　2号被保険者 �∴　∴:12 ��音 � �9 �音 ��車1 ��_._一一で0 � �音 ��35 �音　　　l �25 � � � �16 �音 ��十7 ��音　　　」 ���19 �」‖ll ����音 ��車 

総　数 �音　音　車30 ��音 � �307 �音 ��!73 ��一一一一一/ � �音 ��836 �音　音!622 �� � �蜜19 ��音 ��!324 ��i　　　音 ���226 �】音　242 ����音 ��3巾 

女 � �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 ����合計 

第1号被保険者 �音　‖699 ��音 �!704 ��音 ��=0 ��一一一一一/‾ � �音l ��179 �1音　子844 �� � � �619 �音 ��!630 ��音　獲　吐65 ���� �音　3圭73 ���音　音　5 ���140 

65歳以上70歳未満 �音　‖31 ��音 �車9 ��音 ��!7 ��__一一「〕 � �音 ��30 �∴　∴:36 �� � � �29 �音 ��車5 ��音　　　　音 ���27 � �音　恒 ���音　　　　音 ���217 

70歳以上75歳未満 �音　‖81 ��」 �申5 ��音 ��巾 ��ノ_一一「) � �音 ��105 �音　音!77 �� � � �40 �音 ��車7 ��音　　　」 ���30 � �音　姫 ���音　　　「 ���455 

75歳以上80歳未満 �音　‖162 ��音 � �143 �音 ��!30 ��__一一「〕 � �音 ��208 �音　音　車5 �� � � �90 �音 ��車5 ��音　　　　音 ���58 �∴　∴:56 ����音 ��)871 

80歳以上85歳未満 �∴　∴:230 ��音 � �213 �音　音　44 ����__一一日 � �音 ��334 �音　　　　音 �208 � � � �140 �音 ��車1 ��音　　　　音 ���123 �∴　∴:93 ����音 ��l!37 

85歳以上90歳未満 �音l恒 ��音 � �140 �∴　∴:28 ����_〆一一「) � �音　〈294 ���音　　　　音 �201 � � � �151 �音 ��巾0 ��音　　　　音 ���108 �音　音!91 ����音 ��申9 

9　0　歳　以　上 �音　‖50 ��音 � �84 �∴　∴:13 ����__一一「〕 � �∴:208 ���音　　　　音 �197 � � � �169 �音 ��車2 ��音　　　　音 ���119 �音　音!885 ����音 ��l!019 

第　2号被保険者 �音　‖　8 ��音 � �15 �音l車 ����ノ_一一で寄 � �音　車0 ���音　　　　音 �26 � �1 ��9 �音 ��‖6 ��音　　　　音 ���16 �音　音　車 ����音 ��巾 

総　数 �∴　∴:了0了 ��音 � �719 �音　音142 ����一一一一一で � �音　巾99 ���音　　　　音 �870 � �1 ��628 �音 ��!646 ��音　音　吐81 ����∴:3:82 ����音 ��∴5:25 

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 ����合計 

第1号被保険者 �音　一　両7 ��音 �1 �002 �∴　∴　2:11 ����一一一一一で � �音l!980 ���音　音1441 �� �」l;022 ���「音!937 ����音　音!672 ����音 ��6:052 �� � �8車l 

65歳以上70歳未満 �音　-!75 ��音 � �63 �音　上申 ����一一一一/‾ � �音　申5 ���音　　　　音 �95 � �音　恒 ��� �音 ��50 �∴　∴:51 ����音 ��!35 �� � �!492 

70歳以上75歳未満 �音　音　車4 ��音 � �130 � �音 ��26 �一一一一一で‾ � �‖202 ���音　　　　音 �164 �∴　∴:106 ���� �音 ��88 � � �事7 �� � �!62 �� �音!891 

75歳以上80歳未満 �∴　∴:265 ��音　　　l ��226 � �∴　璃1 ���__一一二 � � �!388 ��音　　　　し �242 �∴　∴:1了8 ���� �音 ��145 � � �巾l �� � �1恒 ��看　音l ���申5 

80歳以上85歳未満 �音　音!355 ��音　　　　音 ��267 � �音 ��62 �一一一一/‾ �) ��軒4 ��し　　　　音 �366 �∴　∴:235 ���� �音 ��219 � � �巾9 �� � �1 �軒 �1　音　2 ���195 

85歳以上90歳未満 �∴　∴:215 ��音　　　」 ��207 � �∴　串 ���一一一一一/‾ �1 ��465 ��-　‖300 ��∴　∴:228 ���� �音 ��210 � � � �137 � � �1 �;34 �音　音l ���申 

9　0　歳　以　上 �∴　∴:了3 ��音 � �109 � �音 ��1咽 �一一一一で‾ �i ��医6 ��-　一　新4 ��∴　∴:212 ���� �音 ��22∴5 � � �巾7 �� �」1 ��巾 �音　音l ���擁6 

第　2　号被保険者 �∴　∴:20 ��音 � �24 � �音 ��44 �一一一一/‾ �1 ��巾 ��∴　∴:51 ��∴　∴:25 ���� �音 ��33 � � �車5 �� �1 ��19 �音　　　　音 ���243 

総　数 �∴　∴1:13了 ��音 �1 �026 �「　音　2 ���163 �一一一一一で � � �2!035 ��音　音1互92 ��音　音l!047 ���� �音 ��970 � � �!707 �� � �6 �251 �音!8 ���41 


