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85名の協力者の方々にご協力いただきました！
　会員一人ひとりが自分自身で確定申告ができるようになっていただくために、今年も２
月１日から２月23日にかけて、県内13会場で平成23年分の確定申告手続き説明会を行いま
した。  
　今年は、967名の方が参加し、お預かりした820名分
の申告書は地区の事務局長を通じて各税務署に提出し
ました。
　申告書を提出した後、申告書に記載した内容等に訂
正があるときには税務署へお問い合わせください。
　確定申告は、書類が揃っていれば手続きは簡単です。
来年の申告のために、書類等の整理をしておきましょ
う。また、毎年、申告の内容が同じで、ご自身で申告
書が作成できるようになった方は、税務署へ直接郵送するか、もしくは確定申告センター
などを利用されるようお勧めします。

第３回理事会が開催されました

確定申告手続き説明会が終わりました

　２月20日（月）、平成23年度第３回理事会が、教弘会館（宮崎市）で開催され、一般社団
法人に向けての取り組みや通常総会までの暫定予算等が決まりました。また、平成24年度
の指定宿泊施設も決まりました。（８ページに変更施設を掲載しています。）

◇保険業法・貸金業法政令の改正案に関わる対応について
　一般社団法人移行後も給付事業・貸付事業を堅持するため平成23年度第２回理事会にお
いて、特定保険業法の認可を取得することが承認されましたが、平成24年１月６日に金融
庁から保険業法・貸金業法の政令改正案が示され、本会は特定保険業の認可を受けなくても、
これまでどおり給付事業・貸付事業を実施できる見通しがでてきました。
　このため、政令改正が行われた場合は、特定保険業の認可申請は行わないことが決まり
ました。

◇一般社団法人移行に向けての取り組みについて
　一般社団法人に移行するためには、①定款の内容が法人法に適合するものであること②
公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであることの2点が要件
となります。このため、法律の専門家による助言や会計の専門家による分析が必要なこと
から、司法書士及び公認会計士等と業務委託契約を行うことが決まりました。
　また、公益目的支出計画は、これまで公益文化事業として実施してきたスクールコンサー
トや舞台芸術公演などをもとに立案することが決まりました。
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初めて請求します。請求の方法を教えてください。

初めて請求します。どんなものが請求できるのですか？

請求の方法は２通りです。
①病院に請求書を書いてもらう　②領収書を使い自分で請求する。

　健康保険証を使って支払った、医療保険診療分が給付の対象です。
介護保険、入院時の食事代、文書代、はり・灸・マッサージの施
術代など、健康保険証が使えないものは給付の対象外です。
　また、県や市町村などの公的機関等から医療費の助成がある場
合は、その助成額を差し引いた残りの自己負担額が給付の対象に
なります。

70歳以上及び
　後期高齢者医療制度の会員…「１件」につき500円
70歳未満の会員…………………「１件」につき2,000円

　いずれの場合も、会員負担が「１件」につき10,000円を超えな
いように給付します。
　ただし、単年度受診の給付総額は50万円が限度です。

「１件」とは…それぞれの病院や調剤薬局分を、保険証別　月別
　　　　　　　入院・外来別　に分けたものです。

※病院で請求書を書いてもらった際、「証明書発行手数料」などの名目で要
した費用については、給付の対象外です。

「療養補助金」Ｑ＆Ａ ご存知ですか？

｝を差し引いた額の８割を給付します。（100円未満切り捨て）

請
領

領
療養補助金

Let's go! のりでペタッ
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医 療 機 関 領 収 及 び 明 細 書

療養者氏名

診 療 月

診  

療  

科

診療科
の番号

該当に
○   印 領 収 金 額

円 点

点

点

円

円

医療費総点数
（保 険 点 数）

平成

平成

平成

月
外来

月

月

年

年

外来

外来

入院

入院

入院

（診療科の番号を記入してください。）

内
・
胃
腸
１

外
・
整
外
２

皮

膚
３

泌

尿
４

婦

人
５

　

眼
　

６

耳
鼻
咽
喉
７

神
経
精
神
８

　

歯
　

９

調

剤
10

整

骨
11

そ

の

他
12

放
射
線
科
・

循
環
器
科
を

含
む　
　
　

ひと月に、同じ医療機関に複数回通った場合、
その金額等は合算して記入します。

Ａ病院
１月

Ｂ薬局
１月

Ａ病院
１月

Ｂ薬局
１月

＋ ＋

•同じ薬局でも処方せん
が異なる
•ひとつの病院に同じ月
に外来と入院がある
　以上の場合には、合算
できません。

注意

領収書で請求しようと思います。整理の仕方を教えてください。

さらに、各月の領収書を病院、薬局など個別に分けます。

それぞれのまとまりごとに合算して請求書を１行ごとに記
入します。

まずは、領収書を受診月ごとに分けます。

１月
領収書

２月 ３月

Ⓐ病院
１月

Ⓑ病院
１月

Ⓐ病院
１月

Ⓑ病院
１月

合算 合算
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請求してるけど、自分の計算と給付額が違うのはなぜ？

主な要因としては以下があります。

•領収金額に保険外負担（例：薬の容器代、予防接種代、

入院時の室料等）が含まれている。

•１件（１レセプト）につき、70歳未満の方は2,000円、70

歳以上の方は500円以下のものは給付はありません。

•100円未満を切り捨てていない。

•互助会が請求書を受け付けた月と受診月が同じものが請

求されている。

　→請求月と受診月が同じ場合、該当の分は、翌々月の送

金になります。

例　会員が平成24年１月に請求された場合（68歳会員の場合）

受　診　月 領収金額 保険点数 給　付　額　計　算

平成23年12月 4,500円 1,500点 （4,500円－2,000円）×0.8＝2,000円
（２月末送金）

平成23年12月 2,100円 700点 （2,100円－2,000円）×0.8＝80円
（100円未満切り捨てのため給付金はナシ）

平成24年１月 8,400円 2,800点

請求月と受診月が同じなので翌々月送金
（8,400円－2,000円）×0.8＝5,120円　
※100円未満は切り捨て→5,100円

（３月末送金）
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請求についてのお願い！

•受診月の翌月以降に請求して下さい。
•できるだけ受診してから半年から１年以内に請求してください。
•請求書には該当する部分について未記入のないようにして下さい。
•領収書は、必要な記載事項※１のあるもので請求して下さい。
•領収書のコピーで請求する場合は、必要な記載事項※１がしっかりコピーされているか
確認してください。
•領収書は、必要な記載事項※１が隠れないように、必ず請求書のＢ面もしくは別紙にの
り付けしてください（請求書Ａ面の裏面に貼らないでください）。

　現在、請求件数が月10,000件を超えています。請求書、領収書は１枚１枚職員がすべ
て確認しています。次のような場合は送金が遅れる原因となりますので、ご了承ください。
•1年分を超えてまとめて請求された場合
•請求書に未記入の部分がある場合
•月別、病院・薬局別、入院・外来別に記載されていない場合
•領収書に必要な記載事項※１が記載されていない場合
•領収書がのり付けされていない場合

また、次のような場合も送金が遅くなります。
•受診した月と退職互助部へ請求した月が同じ場合（たとえば、３月受診分を３月に請求
した場合）
•「高額療養費」等に該当する場合
　高額療養費など、公的機関からの助成を受けることができる場合は、その額を差し引い
て給付します。この公的機関からの助成額が決まるのに３、４か月かかるため、送金も
遅くなります。
　「高額療養費」や「重度心身障害者医療」等の公的機関からの助成が受けられる場合は、
できるだけその手続きを市町村等の各担当窓口で済まされた後で請求してください。
　なお、「高額療養費」や「重度心身障害者医療」等の公的機関からの助成については、
市町村等の各担当窓口にたずねてください。
•療養補助金請求書に記入もれや記入間違いがある場合、請求内容等について確認が必要
な場合
　請求書の訂正や確認作業のため、送金が遅くなります。

受診者名、受診日、医療機関名、領収印、領収金額、保険点数

※１必要な記載事項
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第 34 回　　　　　（宮崎県教職員互助会美術展）  終わる

公益文化事業

１８７点を展示、約２，１００名が鑑賞
　絵画・デザイン、書、写真、彫刻、工芸、趣
味と生活、県外公募展入選作品等 187 点を集め
開催された教美展は、企画・実行委員の方や地
区での作品受付、会場受付等、多くの会員の方
の協力をいただきながら、無事終えることがで
きました。
　宮崎市、都城市、延岡市の３会場における来
場者数は、約 2,100 名でした。なお、企画・実
行委員の方が制作された色紙等作品プレゼント
には、約 700 名の応募があり、抽選を行い当選
者 23 名に送付しました。

 講師に、写真家の黒木一明氏をお招きし、１月８
日、22 日、29 日の３日間行い、約 100 名の方
にご参加いただきました。作品に対しての講評や
写真の撮り方、写真家になるまでの道のりなど笑
い等交えてお話しいただきました。

＜参加者の感想＞
•丁寧にトリミング方法や写真技術に関して教え
ていただき感激しました。
•貴重な機会となった。私もカメラを持っている
ので撮影に挑んでみようかと思っている。

 
特別企画 ギャラリートーク 

　２月 25 日（土）、宮崎市の「ひまわり荘」で文芸
誌「しゃりんばい」第 34 号合評会を開催しました。
高校生や一般の参加者もあり、活発な意見交換の場
になりました。
　全体会では、『表現と表現とが出会うところ』とい
う演題で、藤﨑　正二編集員（宮崎商業高校）の講
演がありました。
　分科会では、３つの部門に分かれて、お互いの作
品について意見・感想等を述べ合いました。

文芸誌「しゃりんばい」第34号合評会を開催しました
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宮崎県エンジョイスポーツフェスティバルを開催しました
公益文化事業

２月18日（土）、宮崎県体育館で㈶宮崎県体育協会、宮崎県総合型スポーツクラブ連絡協
議会と共催の第１回エンジョイスポーツフェスティバルを開催しました。500名を超える方
に参加いただき、子どもから大人までみなさんに楽しんでいただきました。

 

 

基調報告　「２１世紀のスポーツプロモーションと地域スポーツの課題」
　　　　　　　　　筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　教授　菊　幸一氏　

スポーツバイキング（スタンプラリー）

〈参加者からの感想〉
・親子で楽しめて良かったです。（30代：女性）
・普段、経験できない種目を体験できて良かった。（30代：男性）
・初めての開催と言うことですが、とても楽しかったです。毎年開催されることを希望します。
（高校生：男性）
・子供たちがいろんな種目の競技に積極的に参加し楽しそうでした。（30代：女性）
・講演内容は良かったが、開催時期・会場の検討が必要では…。（60代：男性）

玉入れ

カヤック

ヨガ

カローリング

クライミング

他にも、バウンドテニスや
ターゲットバードゴルフな
ど計 11 種類のスポーツを体
験していただきました。

 
公演　盛況に終わる!!

３月４日（日）、メディキット県民文
化センター（宮崎県立芸術劇場）アイ
ザックスターンホールで（財）宮崎県
立芸術劇場との共催による「ＮＨＫ交
響楽団」公演を行いました。
当日は、あいにくの天候ながらも、

満席となり盛況のうちに終えることが
できました。 ©税田 輝彦
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敬　　弔敬　　弔

健康保険や年金の手続きをしましょう
　任意継続の手続き、国民健康保険への切り替えの手続き、配偶者の国民年金の手続き
等についてお忘れではないですか？お住まいの市町村の国民健康保険や国民年金の担当
課、もしくは再就職先に確認し、手続きをしましょう。

指定宿泊施設の変更
～4月1日から指定宿泊施設が一部変更になります～

　平成24年度の指定宿泊施設は、23年度の指定施設に下記の新規施設の
追加及び一部を取り消して指定します。
　ただし、引き続き指定した施設でも、協定料金が変更になったところ
がありますので、予約の際に必ず確認してください。

「平成24年度指定宿泊施設案内」は５月中旬の退互部報と一緒にお届けします。

新規指定施設

指定を取り消す施設
　〔福岡県〕国民宿舎　めかり山荘　　〔大分県〕湯布院　やわらぎの郷　やどや
営業終了の施設
　〔東京都〕浅草ビスタホテル（4月末までは営業しています。）

　 施　設　名 住　　　所 TEL 協　定　料　金 駐車料金

宮崎県

宮崎ライオンズホテル 宮崎市高松町4番39号 0985
22-6111

（１泊朝食）　　Ｓ　　4,500円
　　　　　　　　Ｔ　　8,880円/２名
　　　　　　　　和室　7,500円　１室３名利用

630円

ＪＲ九州ホテル宮崎 宮崎市錦町1番10号 0985
29-8000

（１泊朝食なし）Ｓ   　8,550円
　　　　　　　　Ｔ　　15,300円/２名 900円

ベッセルホテル都城 都城市都北町5819番地3 0986
46-7777

（１泊朝食）　　Ｓ　   5,250円
　　　　　　　　Ｔ 　10,000円/２名
　　　　　　　　Ｄ　   8,900円/２名

無　料

ホテル四季亭 児湯郡高鍋町大字北高鍋
5224

0983
23-0043

（1泊朝食なし） Ｓ 　  5,481円
　　　　　　　　Ｔ　 10,395円/２名
　　　　　　　　Ｄ　  8,505円/２名
　　　　　　　　和室　6,615円

無　料

ホテルグレイトフル
高千穂

高千穂町大字三田井
1352-1

0982
72-4111

（1泊朝食）　　　Ｓ　　6,700円
　　　　　　　　Ｔ　 12,400円/２名
　　　　　　　　Ｄ　 11,400円/２名

無　料

氏　　名 年齢 逝去日 地 区 氏　　名 年齢 逝去日 地 区 氏　　名 年齢 逝去日 地 区
岩切和佳子 70 H23.６.12 児　湯 水田　傳次 84 H24.１.15 児　湯 荒武　宗夫 79 H24.２.５ 中央東
内藤　正樹 81 H23.12.21 児　湯 日高　正直 75 H24.１.16 中央西 田島チエ子 89 H24.２.８ 中央南
平川　兵市 87 H23.12.26 中央南 若杉　早苗 95 H24.１.17 中央西 山口　保明 74 H24.２.９ 中央南
和足　末利 79 H23.12.29 県　南 西山アイ子 91 H24.１.17 都　北 加藤　京代 79 H24.２.10 県　外
矢野　　敬 79 H24.１.２ 中央南 太田ミチ子 85 H24.１.18 児　湯 榎田　　魁 75 H24.２.11 都　北
池田　容子 82 H24.１.５ 都　北 能美　　進 76 H24.１.22 県　南 小野喜美子 89 H24.２.13 日　向
木野田　勝 92 H24.１.８ 中央北 小島　右𠮷 82 H24.１.27 県　北 佐藤　嘉子 84 H24.２.14 中央南
土田　熊男 82 H24.１.10 日　向 清水　恭一 88 H24.１.29 児　湯 鳥取部和彦 86 H24.２.16 中央北
野邊　一俊 85 H24.１.11 中央南 菊池　俊雄 90 H24.２.２ 西臼杵 米持　正史 69 H24.２.18 県　外
大島ミヨ子 80 H24.１.12 中央東 土谷　　 80 H24.２.２ 日　向 西元　文男 72 H24.２.19 中央東
杉尾　仁郎 82 H24.１.14 中央北 井下エミ子 84 H24.２.３ 県　北 𠮷松謙二郎 91 H24.２.25 中央南
田中ミツエ 90 H24.１.15 県　北 永友　克彦 81 H24.２.３ 西　諸 園田　　保 87 H24.２.27 都　北


