
(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 �����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 ��璃65 ��205 �音　　　　音 ���887;50l ��音 ��2 �152け0 ��音　　　　音 ��� � � �音　暗04也34 ����) ��1;397 ��167 �音　　　　音 ���222;645 ��音 �� �590 �992 � �音　占85;760 ���� �;虹00ゆ9 ���� � �6:253 ��704 

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

訪問介護 �音 ��音 ��0 �音　　　【 ���;0 ��音 ��1　　　音 ���音　　　　音 ���l �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　-;0 �����音 �� � �0 � �音　音;0 ����看　　　音　　　　音　　　　音 ����� �」　　　音 ���0 

訪問入浴介護 �音 ��音 ��0 �音　　　【 ���;0 ��音 ��1　　i ���音　　　【 ���音 �� �音　音;0 ����音 ��音 ��0 �音　音　音;0 �����「 ��音 ��0 � � �音 ��0 �」　　　音 ���音 �� �音 �� �0 

訪問看護 �音 ��音 ��0 �音　　　I ���;0 ��音 ��音　　　I ���音　　　「 ���音 �� �音　音;0 ����音 ��音;0 ���音　音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 � � �音 ��0 �音　　　【 ���音 �� �音 �� �0 

訪問リハビ)テーション �音 ��音 ��0 �音,-;0 �����音 ��音　　　【 ���音　　　I ���音 �� �音　音)0 ����音 ��音」o ���音　音　音;0 ����� �l　　　音 ���0 � � �音 ��0 �音 �� �音 �� � � �;0 

居宅蕨養管理指導 �音 ��音 ��0 �∴,,:0 �����音　　　i　　　音 ���� �音　　　I ���音 �� �音　音;0 ����音 ��音;0 ���「音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �l ��音 ��0 �音 �� �「 ��1 �� �10 

適所サービス ��音 ��音 ��0 �音 �� �;0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �音 �� �音 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �音　音;0 ����音 ��I ��0 �音 �� �【 ��1　　　音 ���;0 

i i �適所介護 �音 ��音 ��0 � � � �;0 ��音　　　」　　　音 ���� �音 ��音　　　　音 ��� �音　　　　音 ���0 �音 ��音」o ��� �音　音;0 ���� �音　音(0 ����音 ��「 ��0 �音 �� � � �音　　　　音 ���;0 

適所リハビ)テーション �音 ��音 ��0 � � � �;0 ��音　　　　音　　　　音 ���� �l ��音　　　音 ��� �音　　　　音 ���0 �音　-　音;0 ����� �音　音;0 ���� �音　音;0 ����音 �� � �0 �音 �� � � �音　　　　音 ���;0 

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

i �短期入所生活介護 �音 ��音 ��0 �音 ��-;0 ���音　　　」　　　音 ���� � � �」　　　音 ���」 ��音 ��0 �音　音　音;0 ����� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音 �� � �0 �音 �� � � �音　　　　音 ���;0 

短期入所掠養介護(介護老人保健施設) � � �音 ��0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　音 ���� � � �音　　　　音 ���音 �� � �0 �音　　　　音 ���;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音　　　l ���;0 ��音 ��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 ��� � � �音　　　音 ���音 �� � �0 �「　　　音 ���;0 �� � � � �0 �音　　　音 ���;0 ��音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音　　　l ����音 ��音;0 

福祉用具・住宅改修サービス �� � �璃6彊05 ���「 ��;887 ��501 � �∴　狙52 ���70 � � �音 �� �音 ��1 �704杜34 �� �音l ��397)167 �� � � �222 �645 �音 �� �59鵬92 ��-　音　古85;760 ����� �;相00;99 ����音 ��飯53;70 

福祉用具貸与 � �音　音;0 ���� � �音 ��0 � �音　　　「　　　音 ����1　　　音　　　　音 ���� �音 �� �;0 �� �音 ��;0 ��音　　　l ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

福祉用具購入費 � �音　古40;680 ���� �三　言282 ���804 � �音　42348 ����1　　　音 ��� � �音　　　l ���288;589 �� �音 ��364け23 ��音　　　」 ���15補94 ��音 �� �377 �638 � �音　古85;760 ���� �音l;36弛0 ���� � �1;792 ��888 

住宅改修費 � �音l古2郁25 ���� �音　膚04 ���697 � �「l ��了29:22 ��音　　　　音 ��� � �ー　音l ���15;845 �� �音l巾32心44 ����音　　　　音 ���69」951 ��音 �� �213 �患54 � �音　音　十　0 ���� �音　2け3嶋9 ���� � �4460 ��鉦6 

特定施設入居者生活介護 �� �音　-;0 ���� �音　　　　音 ���0 � �i ��音 ��音 �� � � �音 �� �;0 �� �音　　　i ���0 �音　　　　音 ���」0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

介護予防支援・居宅介韻支援 �� �音　音;0 ���� �音　　　　音 ���0 � � � �音 ��音 �� � � � � � �;0 �� �音　　　】 ���0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音　　　　音　　　　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 ��;0 �� �音　　　l ���0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音 ��音 �� � �音 ��0 

定期巡回一随時対応型訪問介護看護 ��看　　　音 ���;0 �� �音　　　i ���0 � � � �音 ��一一一一一一 ����� �音　音;0 ���� � �音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� � �0 � �音　音;0 ���� �音 ��音 �� � �「 ��0 

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

地域密着型適所介護 ��音　　　　音 ���〉　0 �� �音 �� �0 � � � �音 ��一一一一一一 ����� �音　音;0 ����1 ��音 ��0 �音　音　音;0 ����� �看　　　　音 ���0 � � �I ��0 �音　　　i ���音 �� �音 �� �0 

認知症対応型適所介護 ��音　　　　音 ��� �0 � �音 ��;0 ��音 �� �【 ��音 �� �音 �� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���「音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �1 �� � �0 �音 �� � � � �音 ��;0 

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

認知症対応型共同生活介護 ��音　　　音 ��� �0 �l　　　音 ���;0 ��音 �� � � �一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �「　　　音 ���0 � �音　音;0 ����音 �� � �0 �音 ��1 �� �音　　　　音 ���;0 

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

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

複合型サービス〈看訓、規模多機能眠宅介勘 �� �I �� �0 �l �� �;0 ��音　　　l　　　音 ���� �一一一一一で �����1 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 �� � �音 ��0 � �音　音;0 ����音 �� �;0 �� � �音 ��0 �音　　　l ��� �0 

施設サービス �� � � � �0 �音 �� �;0 ��音　　　　音　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ �����音 ��【 ��0 �音　　　　音 ���;0 �� � �i ��0 �1音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 �� �音　音;0 ����音 �� � �0 

I介護老人福祉搬 ��音 ��」 ��0 �音 ��」;0 ���音　　　　音　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ �����音 �� � �0 �音　　　　音 ���;0 �� � � � �0 �音　音　-;0 �����音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音　　　　音 ����音 ��音;0 

I介護老人保健施設 ��「 ��音 ��0 �音 ��音 ��∴0 �音　　　　音　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ �����音 �� � �0 � �音 ��;0 �� � � � �0 �音 �� �;0 ��ー　音　音;0 ����� �音　　　　音　　　　音 ���� � �音 ��0 

I介護鯨養型医療施設 �� � �音 ��0 �音 ��音 ��0 � �音　　　音 ��� �一一一一一で �����音 �� � �0 � �音 �� �0 �音 �� �;0 ��音 �� �;0 �� �音　音;0 ���� �音 ��音 �� � �音 ��0 

総　　　　　　　計 �� � �璃6識05 ���,「;887 ����501 � �音　祝52;70 ����」　　　音　　　i　　i �����I ��l �け04434 �� �音l ��患97 �167 �　ヽ音 音　音 ���222;645 ��音 �� �590)992 �� �音　古8帥60 ���� �;4 ��古00;99 �� � �彊53 ��70 


