
(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　5月分)

保険者番号:　11221

保険者名　:草加市

種　　　　　　類 ���予防給付 ���������������介護給付 �����������������������������������音 　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　音 �����要介護3 �����要介護4 �����要介護5 �����計 

ウ費用頼 

居宅(介護予防)サービス ���音　音1441440 ����� �音l ��0咽336 �� � �2也4師7 ���音　　　　音 ��� � � �音l ��900;058 ��葛 ��1:5与4 ��630 �音　　　　音 ���24砧84 ��音 �� �686 �548 � �音　惚06也00 ���� �;鵡9502 ���� � �7〉044 ��796 

訪問サービス ��音　　　　音 ���;0 �� �音 ��;0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� � � �音 ��;0 �� � �」 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

訪問介護 �音　　　　音 ���;0 �� �音 ��」0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� � � �音 ��;0 �� � � � �0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

訪問入浴介護 �1　　　音 ���;0 �� �音 ��」0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� � � �音 ��;0 �� � � � �0 �音　　　　音 ���10 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

訪問看護 �音　　　音 ���;0 �� �音 ��「0 �� � � �音 ��音　　　　音 ��� � � �音 ��;0 �� � �音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　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 ��� � � �音 ��;0 �� � �1 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �●　: ��0 

居宅療養管理指導 �音　　　音 ���し　0 �� �音 ��;0 ��」 �� �音 ��音　　　　音 ��� � � �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 ��1 ��0 � �音　音;0 ����】　　　音　　　　音　　　　音 ����� � �音 ��0 

適所サービス ��音　　　　し ��� �0 � �音 ��;0 ��音 �� �音 ��音　　　　音 ���音 �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音l;0 �����音　　　l　　　音 ����0 � � �音 ��0 �音　　　　音 ���音 �� �音　　　　音 ���0 

適所介護 � �音 �� �0 � �音 ��;0 ��音 �� �音 ��音　　　　音 ���1 �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　l　　　音 ����0 � � �音 ��0 �音　　　「 ���音 �� �音　-;0 

適所リハビ)デーシヨン � �「 �� �0 � �音 ��;0 ��音 �� �音 ��音　　　　音 ���音 �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����音　　　)　　　音 ����0 � � �音 ��0 �音　　　　音 ���音 �� �音 ��;0 

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

短期入所生活介護 �音　　　　音 ��� �0 � �音 ��;0 ��音 ��】　　　音 ���音　　　　音 ���音 �� �音　音　し　0 ����音 ��音(0 ���「音　音;0 �����I　　l　　　音 ����0 � � � � �0 �音 �� �音 �� �音 ��」0 

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

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

福祉用具・住宅改修サービス ��音 ��1441 ��也40 �音　「l ���00鵡36 ��音 ��2仕4飾7 ��� � � �音 �� �∴1:900 ���058 �音　音　嶋54630 ����� � �虚47 ��384 � �音　慮8彊48 ����音 �� �206400 ��音 ��4:595 ��02 �音;7;044;796 

福祉用具貸与 �音 ��音 ��0 �音 ��,;0 ���音　　　　音　　　音 ���� � � �音　　　　音 ���音　　　I　　　音 ����0 �音　音「;0 ����� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　l ���10 ��音 ��音 �� �音「音;0 

福祉用具購入費 �音 ��古64 ��息00 �音 ��;314;228 ���音　音　也78 ����52 � � �音　　　　音 ���音 �� �326 �896 �音　音　407也70 ����� � �古69 ��660 � �音　也41;820 ����音　　　　音 ���206仕00 �� �∴1:552 ���24 �音 ��2こ03飾74 

住宅改修費 �し ��1:2了† ��140 �音 ��;694同8 ���音　音　的71 ����24 � � �音　　　　音 ���音 ��1 �573 �162 �-　音l ���古4机60 �� � �;77 ��724 �i　　i ���244;728 ��音　音　-;0 ����� �音　3042け7 ����音 ��5014;022 

特定施設入居者生活介韻 ��音 ��音 ��0 �音 ��音 ��0 �音　　　　音　　　　音 ���� � � �音　　　I ���音 �� � �0 � �音 ��し　0 ��1 �� � �0 �音 �� �;0 ��音　音　音;0 ����� � �音　　　　音 ��� � �音 ��0 

介護予防支援・居宅介護支援 ��【 ��音 ��0 �音 ��音 ��0 �【　　　音　　　　音 ���� � � �音　　　漢 ���音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 �� �音　音;0 ���� � �音;q ��� � �音 ��0 

地域密着型(介護予防)サービス ���漢 ��音 ��0 �音 ��音 ��0 �【　　　音　　　音 ���� � � �音　　　【 ���音 �� �;0 �� �音 �� �0 �音 �� � �0 �音 �� �;0 �� �音　音;0 ���� �音　音;q ���� � �音 ��0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ��I ��音 ��0 �音 ��音 ��0 �し　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一で �����音 �� �;0 �� �音 ��し　0 ��音 �� � �0 �音 �� �;0 ��-　音　音;0 ����� �音　音;q ���� � �音 ��0 

夜間対応型訪問介護 �� � �音 ��0 �音 ��音 ��0 � �音　　　音　　　l ����一一一一一一 �����音 �� �10 �� �音 ��;0 ��」　　) ��� �0 �音 �� �し　0 ��,音　音;0 ����� �音　音;q ���� � �音 ��0 

地域密着型適所介護 �� � �音10 ���音 ��音 ��0 � �音　-;0 ����一一一一一一で‾ �����音 �� �;0 �� �音 ��;0 ��音　　　l ��� �0 �音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　音;q ���� � �音 ��0 

認知症対応型適所介護 �� � � � �0 � � �音 ��0 � �音　-;0 ����1　　　音　　　音 ���� � �」 ��;0 �� �音 �� �0 �音　　　l ��� �0 �音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　-;q ���� � �音 ��0 

小規模多機能型居宅介護 �� �音 �� �0 � � �音 ��0 � �音 ��;0 ��l　　　音　　　i ���� � �1 ��;0 �� �「 �� �0 �音　　　　音 ��� �0 �音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音 ��音 �� � �音 ��0 

認知症対応型共同生活介護 �� �音　音;0 ���� � �音 ��0 � � � �;0 ��一一一一一で‾ ����� �音 ��;0 �� � � � �0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �「　　　音 ���0 �l　　　音 ���音 �� �音 �� �0 

地域密着型特定施設入居者生活介韻 �� �音　音;0 ���� �1　　　音 ���0 � � � �;q ��一一一一一一で‾ ����� �音　音;0 ����l ��音 ��0 �音　音　-;0 �����音 ��音 ��0 � � �音 ��0 �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　　　　音 ���0 � � � �音 ��一一一一一一‾ ����� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 ����� �」　　　音 ���0 � � �音 ��0 �音 �� � � � �音 �� �0 

複合型サービス(看訓、規模多機鮨据宅介翻 �� �音 ��;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一で ����� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �「　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 �� � �0 �音 �� � � � �音 �� �0 

施設サービス ��� �音 ��;0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一‾‾ ����� �音　音;0 ����音 ��音10 ���I　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ���0 �音 �� � �0 �音 �� � � �音　　　　音 ���;0 

介護老人福祉施設 ��� �音 ��;0 �� �音 ��「0 �� � � �音 ��一一一一一一‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音10 ��� �-　音)0 ���� �音　音10 ����音 �� � �0 �音 ��l �� �音　　　　音 ���;0 

介護老人保健施設 �� �音 ��;0 �� �音 ��∴0 ��1 �� �音 ��一一一一一一一 ����� �音　　　　音 ���0 �音「音;0 ����� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音 �� � �0 �音 ��音 �� �音　　　i ���;0 

介護療養型医療施設 ��音　　　　音 ���;0 �� �音 ��;0 ��音 ��1 �� �一一一一一一一‾‾ �����】　　【　　　音 ����0 �音　音　-;0 ����� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音 �� �;0 ��音 ��音 �� �音　し　音;0 

総　　　　　　　計 ���音「1也41也40 ����� �「l巾咽336 ����音 ��2449 ��:77 �I　　i　　　音　　　　音 �����-。的00 ����058 �音　音　嶋54630 ����� � �虚47 ��384 � �音　融的48 ����音 �� �206也00 ��,;4;595 ����02 �音i7044け96 


