
(様式2)
2.保険給付決定状況

(1)介護給付・予防給付

①総　数

介護保険事業状況報告
(平成　30年　4月分)

保険者番号:　l122l

保険者名　:草加市

i 種　　類 ���予防給付 ���������������介護給付 �����������������������������������l 　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 

エ給付額 

居宅(介護予防)サービス ���音　　　　音 ���790〉093 �� �音l;047 ���143 � �「l ��83了:23 ��音　　　l　　　音 ���� �音 ��2 �08祝67 �� �音　249璃63 ����看 ��)710431 ���l音;90砧33 �����音　　　　音 ���39掘54 ��音 ��6 �59744 ��音;8也34684 

訪問サービス ��音　　　　音 ���;0 �� �音　　　「 ���0 � � � �音 ��l　　　音　　　　音 ���� �音 �� �;0 �� �音 ��;0 ��音 �� � �0 �l ��「;0 ���音　　　　音 ���;0 ��音 ��l �� �音　-　音;0 

訪問介護 �音　　　音 ���;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��音　　　　音　　　　音 ���� �音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 ��音　音　-;0 ����� �音　　　l ��� �音 ��音;0 

訪問入浴介護 �音　　　　音 ���;0 �� �音 �� �0 � � � � � �音　　　　音 ��� � �音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 ��音 ��音 ��0 � � �音 �� �音 ��音;0 

訪問看護 �音　　　音 ���し　0 �� �音 ��;0 �� � � � � �音　　　　音 ��� � �音　　　　音 ���;0 �� �音 �� �0 �音　　　　音 ���」0 ��音 �� �;0 ��I ��音 ��0 � � �音　　　　音 ���音 ��音;0 

訪問リハビ」テーション �音　　　　音 ���;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��音　　　　音 ��� � �I　　」 ���;0 �� � � � �0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� �;0 ��-　音　音;0 ����� �音　音;0 ����音 ��章　音;0 

居宅療養管理指導 �音　　　　音 ���;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��音　　　　音 ��� � �I　　　音 ���;0 �� � �l ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� �)0 �� �音　音;0 ���� �音　音;0 ����I ��音 ��0 

適所サービス ��音　　　　音 ���〉　0 �� �音 ��;0 ��】 �� �音 ��音　　　　音 ��� � � �音　音;0 ����1 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　音;0 ���� � �音 ��0 

適所介護 �音　　　「 ���「0 �� �音 ��;0 ��】 �� �音 ��音　　　　音 ��� � � �音　-;0 ����」 ��」 ��0 �音　　　　音 ��� �0 � � � � �0 � �音　　　　音 ���0 � � � � � � � �音 ��0 

適所リハビ)テーシヨン �音　　　音 ���)0 �� �音 ��;0 ��1 �� �音 ��音　　　　音 ��� � � �音」;0 ����】 ��音 ��0 �音　　　　音 ��� �0 � � � � �0 � �音　　　　音 ���0 � � � � � � � �音 ��0 

短期入所サービス ��音　　　　音 ���;0 �� �音 ��;0 ��l �� �音 ��音　　　　音 ��� � � �音　音;0 ����」 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 ��1 ��0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

短期入所生活介護 �音　　　　音 ��� �0 � �音 ��;0 ��l �� �音 ��音　　　　音 ���」 �� �音　音;0 ����l ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 ��音 ��0 � �「　　　音 ���0 � �音　　　i　　　音 ���� �1　　　音 ���0 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音 ��1 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� �音 ��音　　　　音 ���1 �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音「;0 �����音 ��音 ��0 � � �音 ��0 �音　　　「 ���音 �� �音 �� �0 

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

福祉用具・住宅改修サービス ��音 ��;790 ��093 �音 ��1巾4机43 ���音 ��1;837 ��23 � � � �音 �� �音　2)088 ���167 �音」2也91;863 ����� � �;710431 ��� �音　ゆ07〈333 ����1 �� �399 �654 �音 ��6 �59744 ��音;8 ���34684 

福祉用具貸与 �音 ��音 ��0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� � � � �音 ��1 ��音 ��0 �∴　∴　∴:0 ����� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音 �� � �0 �音 �� � � �音　　　　音 ���;0 

福祉用具購入費 �し ��占30 ��885 �音 ��虚04机3 ���音　音　は35 ����09 � � �音　　　　音 ���音 ��也63 ��617 �音　音　け98;339 ����� � �虚79 ��占96 � �音　也22也12 ����音 �� �了2」954 ��音 ��2;036 ��机 �音　「2 ���371杭6 

住宅改修費 �音 ��儲9 ��208 �音 ��;84的30 ���音　音　嶋02 ����13 � � �音　　　音 ���音 ��古624 ��550 �音　音l ���。693融4 �� � �也31 ��ゼ35 � �音　也84;921 ����音 �� �326;700 ��音 ��4;560 ��ゆ3 �音　-　6 ���063)068 

特定施設入居者生活介護 ��音 ��音 ��0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音　　　音 ���� � � �音　　　　音 ���音 �� � �0 �音　　　　音 ���;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ���;0 ��音 ��音 �� �∴　∴　∴:0 

介護予防支援・居宅介護支援 �� � �音 ��0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音　　　音 ���� � � �音　　　音 ���音 �� � �0 �し　　　　音 ���;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ���;0 ��し∴∴∴1　　　音　　　l �����音 ��音;0 

地域密着型(介護予防)サービス ��� � �音;0 ���音 ��音 ��0 �「　　　音　　　音 ���� � � �音　　　　音 ���音 �� � �0 � �音 ��;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　　音 ���;0 ��「　　l　　　音 ���� �音 ��音;0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 �� � �音10 ���音 ��音 ��0 �i　　　音　　　　音　　　」 �����一一一一一で �����音 �� �;0 �� �音 ��;0 �� � �【 ��0 � � � �;0 ��音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ��� �音 ��音;0 

夜間対応型訪問介護 �� �音　音;0 ����し ��音 ��0 � �音 ��;0 ��一一一一一一一 �����音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 ��「　　　音 ���;0 �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 

地灘潜型適所介護 �� �音　音;0 ���� �看　　　　音 ���0 � �音 ��音 ��一一一一一で �����音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音　　　　看 ��� �0 �音 �� �;0 �� �音　音;0 ���� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 

認知症対応型適所介護 �� �音 ��;0 �� �音　　　　音 ���0 � �音 ��音 ��音　　　　音 ��� � �し　　　　音 ���;0 �� � � � �0 � �音 ��;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音 ��;q �� � �音 ��0 

小規模多機能型居宅介護 �� �音 ��;0 �� �音　　　　音 ���0 � � � �音 ��音　　　　音 ��� � � �音 ��;0 �� � �」 ��0 � �音 ��;0 ��音 �� � �0 � �音　　　　音 ���0 � �音 ��音 �� � �音 ��0 

認知症対応型共同生活介護 �� �音 ��;0 �� �音　　　　音 ���0 � � � �;q ��一一一一一で ����� �音　音;0 ���� � �音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 ��1 ��0 � � �音 ��0 �1　　　音 ���音 �� �音　音;0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 �� �音 ��;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一で ����� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 ��」 ��0 � � �音 ��0 �音　　　音 ���音 �� �音,;0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��】　　　音 ���;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一‾ ����� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����i　　】　　　音 ����0 � � �音 ��0 �音　　　i ���音 �� �音 ��10 

複合型サービス(看翻、規模多機能指名介繊 ��音　　　　音 ���;0 �� �音 ��」0 �� � � �音 ��一一一一一で ����� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����i　　　音　　　　音 ����0 � � �音 ��0 �音 �� � � � �音 �� �0 

施設サービス ���音　　　　音 ��� �0 � �音 ��;0 ��音 �� �音 ��一一一一一で‾ ����� �音　音「0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �l ��「 ��0 �音 �� � � �」　　　音 ��� �0 

介護老人福祉施設 ��音　　　　音 ��� �0 � �音 ��;0 ��1 ��音　　　　音 ���一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音 ��0 �-　音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �音 �� � �0 �音 �� � � �音　　　　音 ��� �0 

介護老人保健施設 ��音 �� � �0 �音 �� �∴0 ��音 ��音 �� �一一一一一一で ����� �音　　　　音 ���0 �音l音「0 ����� �-　音;0 ���� �音　音10 ����音 �� � �0 �音 �� � � �音　　　　音 ���;0 

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

総　　　　　　　計 ���し ��;790 ��093 �音 ��l;04机43 ���音　音l;837 ����23 �i　　i　　　音　　　　音 �����音 ��2〉088 ��両了 �音　音　2491;863 ����� � �机0431 ��� �音　ゆ0砧33 ����音　　　　音 ���39掘54 ��音 ��6;59744 ���音;8也3468 


