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　令和５年度（2023年度）から定年年齢が引き上げられること、及び令和４年（2022年）10月に75
歳以上の後期高齢者医療費の窓口負担が１割から２割に引き上げられたことから、将来も安定的に運
営可能な現職及び退職互助部の組織、事業、財政の在り方について検討を行うため、今年度、検討委
員会が設置され、現在まで２回開催されています。

　2022年度で会員を固定し、現行の療養補助金制度（2,000円控除の８割給付）で、後期高齢者医療
制度の改正がないとした場合と改正があるとした場合の資産の推移を比較。
　改正がない場合…会員が０人となる2079年まで給付引当金は残り資産は充足している。
　改正がある場合…充足していたはずの資産が2046年で枯渇する。

後期高齢者医療制度改正に伴う退職互助部財政の試算結果

第３回 定例理事会が開催されました

「定年延長及び後期高齢者医療費改正に伴う 
組織・財政・事業に関する検討委員会」の経過報告

　11月14日（月）、第３回定例理事会が「教弘会館」（宮崎市）で開催され、２つの議案について承認され
ました。主な内容は次のとおりです。

　また、「定年延長及び後期高齢者医療費改正に伴う組織・財政・事業に関する検討委員会」について第
１回及び第２回検討委員会の協議内容が報告されました。

① 令和５年度（2023年度）予算編成方針について
　本会の財政状況は、これまでに実施した「事業検討委員会」等の事業見直しの効果により、事業費全
体の支出抑制は図られつつあります。しかしながら、教職員の大量退職や現職会員の減少による掛金
収入の減や国の金融緩和策に伴う債券運用収益の減など、引き続き厳しい状況が予想されます。
　また、令和４年（2022年）10月から、75歳以上の後期高齢者のうち一定以上の所得者について、
医療機関での窓口負担が１割から２割に引き上げられたことにより、退職互助部の療養補助金の増加
が懸念されるとともに、令和５年度（2023年度）から公務員の定年年齢が２年毎に１歳ずつ引き上げ
られることになり、本会の運営に大きな影響も予想されます。
　このことから、収入面では、新規会員の加入促進に向けた取り組みを強め、掛金収入の確保に努め
るとともに、資産運用においては、安全性や確実性を重視しながら、可能な限り有利な運用に努めます。
　支出面では、厳しい財政状況を踏まえ、会員ニーズや費用対効果及び退職互助部療養補助金の増加
等を考慮し、事業内容の精査・検証を行い、適正な予算編成を行います。
② 貸付利率の引き下げ及び規程改正について（現職会員の事業）
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第１回〈７月19日（火）〉
　定年延長と後期高齢者医療費改正が及ぼす財政への影響や退職互助部の事業・予算状況について説
明し、今後の検討事項について確認しました。
　試算の結果、退職互助部では、定年延長よりも後期高齢者医療費改正の影響が大きく、負債額の増
加により2046年で資産が枯渇することが判明したことから、退職互助部を継続していくためには、
療養補助金の見直しが必要であり、定年延長よりも先に、後期高齢者医療費改正についての検討を行
うこととなりました。

第２回〈10月18日（火）〉
　退職互助部の現況及び財政試算の結果を基に後期高齢者医療費改正の影響について説明し、療養補
助金の給付割合等の改定案について協議しました。
　療養補助金の改正にあたっては、「控除額」「給付割合」「会員の自己負担上限額」「単年度受診分の
給付上限額」の４点について検討が必要であり、事務局からは３つの案を提示しましたが決定に至ら
ず、次回引き続き協議することになりました。
　ただ、「控除額（2,000円）」については、額を引き上げると、後期高齢者の窓口負担が１割から２割
になったにもかかわらず、「控除額」を超えず、給付対象にならない場合が少なからず想定されるため、
事務局案のとおり、現行のままが望ましいのではないか、という意見が出されました。

〈事務局案〉
控除額 給付割合 自己負担上限 単年度給付上限 削減効果

現行 2,000円 ８割 １万円 50万円 ―
案① 2,000円 ６割 １万円 50万円 マイナス14.0％
案② 2,000円 ７割 廃止 50万円 マイナス14.5％
案③ 2,000円 ７割 廃止 30万円 マイナス16.2％

　検討委員会は、今年度中にあと３回程度行い、令和５年２月開催の第４回定例理事会で理事長に答
申書を提出する予定です。答申内容については、次の会報（令和５年３月発行予定）でお知らせします。

報告
第45回教美展

　今年度の教美展は、例年より早い時期での
開催となりましたが、５部門120作品の出品が
ありました。また、来場者は様々なジャンルの
作品を熱心に鑑賞していました。出品いただい
た方、会場に足を運んでくださった方、誠にあ
りがとうございました。

　今回の特別展は、海に暮らす多種多様な生
物にスポットをあてたものでした。生き物の
持つ個性について、模型やイラスト等で分かり
やすく展示され、生物の多様 性について知
ることのできる特別展でした。

【会   場】 宮崎県総合博物館
【会   期】 2022年7月9日（土）
 ～9月4日（日）

【 入場者数 】62,378名

【会   場】  宮崎県立美術館
【会   期】  2022年10月12日（水）
 ～10月22日（土）

【 入場者数 】  721名

多数のご来場ありがとうございました。

CG：新村龍也氏CG：新村龍也氏 マリンワールドマリンワールド
海の中道所蔵海の中道所蔵
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75歳以上の後期高齢者医療制度に加入の方へ75歳以上の後期高齢者医療制度に加入の方へ

　後期高齢者医療制度の改定に伴い、令和４年10月の受診分より、１割負担から２割負担になった方がいます。
　２割負担になることについては、３年間の配慮措置があり、ひと月の外来受診について、受診したすべての
医療機関の支払いを合計して、最大3,000円の負担増で済むことになり、それを越える分は、後期高齢者医療
広域連合から払い戻しがあります。

　請求方法に変更はありません。
　今までと同じように、療養補助金請求書に領収書

（コピー可）を貼り付けて、郵送してください。
　ただし、退職互助部は後期高齢者医療広域連合か
らの払い戻し額を除いた自己負担金を給付対象とし
て取り扱います。

　ひと月の外来で受診したすべての医療機関の支払いを合計して最大3,000円の負担増で済むようになるため、　
9,270円（増大分）－3,000円（最大の負担増分）＝6,270円 は、後期高齢者医療広域連合から払い戻しがあります。

例）令和４年10月診療分

病院名 点数 領収金額 
（１割負担の場合）

領収金額 
（２割負担の場合）

Ａ病院 2,387点 2,390円 4,780円
Ｂ病院 1,864点 1,870円 3,730円

★Ｃ薬局 4,012点 4,020円 8,040円
Ｄ薬局 1,000点 1,000円 2,000円
合計 9,263点 9,280円 18,550円

★なお、上記の表のＣ薬局のように、同じ月の同じ病院で、１割負担の時との負担増が3,000円以上となっ
た場合は、病院の窓口にて負担の増大が3,000円ですむように調整されていることもありますが、他の病
院の外来診察分と同じように請求してください。
　例）Ｃ薬局　4,012点  8,040円  ➡  7,020円（4,020円＋3,000円）  で調整されている場合もあります。 

※この場合、
　 １割負担の時は 9,280円 で済んだ金額が 

２割負担の時は 18,550円 となり、
　 本人の負担が、9,270円も増大することに

なります。

①  後期高齢者医療広域連合からの払い戻しとは？

②  退職互助部にはどのように請求すればいいのか？

2021.11.10,000枚

電話番号（請求内容について、日中連絡がとれる番号）

市町村共済

★  請求の方法等については、ガイドブックもご参照ください。

領収書（コピー可）を貼り、 ●同じ月、同じ病院の領
収書がたくさんある場
合は、ホッチキスでま
とめると簡単です。

●領収書が重ねて貼ってあると、
記載事項が確認できないため、
給付ができません。

●領収書は用紙に収まる
ように貼り付けてくだ
さい。

印￥

様

領収証
様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

印￥

様

領収証

NG

OK

OK ●全ての記載事項が確認
できるように、日付の
古いものから下へ貼っ
ていってください。
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請求する月が
バラバラ...

受診月の翌月以降に
二人分を一緒に
請求してください！

11月に請求 12月に請求 １月に請求

１月に請求
※合算して請求するということではありません。注 意

NG例NG例

請求する月が
同時（一緒）OK例OK例

夫の10月分
Ａ病院
Ｃ調剤薬局

Ｂ病院
Ｄ調剤薬局

妻の10月分
Ｅ病院

Ｆ調剤薬局

● 請求する際の領収書はコピーでも構いません。
　 請求書に貼られた領収書はお返しできませんので、確定申告時に「医療費控除」を受ける予定が
　 ある場合はご注意ください。

10月窓口負担 後期高齢者医療広域連合
からの払い戻し

療養補助金の給付対象

18,550円　　　　－　　　　6,270円　　　　　＝　　　　　 12,280円 

　この12,280円をひと月の外来の給付対象金額の上限として扱い、そこから今までと同じように１レセプ
トから2,000円控除の8割を給付いたします。（100円未満切捨て）

療養補助金請求の際のお願い
● 請求は、受診月の翌月以降にご請求ください。
　 　例）令和４年12月受診　➡　令和５年１月から令和６年12月の間で請求

●  同じ月に受診したものは、バラバラに請求するのではなく、全て揃えたうえで、同じタイミングで請求
してください。

　 また、夫婦ともに会員の場合も、２人分の同じ受診月分を揃えて、同じタイミングで請求してください。

③  給付はどうなるのか？

　後期高齢者の医療制度改正については検討委員会の諮問事項となっており、療養補助金の給付額が変更
されることもあります。検討委員会での検討内容については会報で随時お知らせします。

5退互部報



療養補助金請求
Q＆A

整骨院に通っています。整骨院も請求できますか？

請求できます。ただし、整骨院での支払いで、 
療養補助金の対象となるのは、保険適用分のみです。 
保険外のものは含みません。

Q

A

病院に通院していますが、そこで処方箋が出される 
薬局分の領収書は、病院の領収書と合算して請求できますか？

合算できません。
病院外で調剤される場合は、病院と薬局は別のレセプトになります。
なお、同じ薬局の領収書であったとしても、処方箋発行病院が異なれば合算することはで
きません。

Q

A

1/10 AI病院 2,000円

1/10 いろは薬局
（処方箋：AI病院）

1,500円

1/15 ブレスト病院 1,000円

1/15 いろは薬局
（処方箋：ブレスト病院）

2,500円

1/28 AI病院 5,000円

1/28 いろは薬局
（処方箋：AI病院）

1,500円

1/10 AI病院 2,000円

1/28 AI病院 5,000円

1/15 ブレスト病院 1,000円

1/10 いろは薬局
（処方箋：AI病院）

1,500円

1/15 いろは薬局
（処方箋：ブレスト病院）

2,500円

1/28 いろは薬局
（処方箋：AI病院）

1,500円
1/15 いろは薬局

（処方箋：ブレスト病院）
2,500円

1/10 いろは薬局
（処方箋：AI病院）

1,500円

1/28 いろは薬局
（処方箋：AI病院）

1,500円

例）領収書（レセプト）の分け方
① 同じ月の医療費の領収書を

あつめる。
②病院名・薬局名ごとに分ける。

③ 薬局はさらに、処方箋発行
病院ごとに分ける。

領  収  書
氏名 日向　夏海　様

医療費総額
　① 一部負担金
　② 保険外
領収金額（①＋②）

令和４年 12 月診療分として
　上記の金額を領収しました。

令和５年〇月△日
　医療機関名　　●●●整骨院　

10,000 円
3,000 円
4,000 円
7,000 円

㊞

① 領収書の氏名はフルネームであること

② 以下の記載があること
　　 ・診療月　・医療費総額
　　 ・一部負担金（保険適用分）
　　 ・支払額

③ 領収書の発行日や整骨院名、領収印が必ずあること この一部負担金の
額が、療養補助金
の対象です。

領
収
書
の
記
載
内
容
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い

1

2

3
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■ 指定宿泊施設の閉鎖について　　玉造荘（宮城県）令和４年12月18日で指定解除
お知らせ

news

会員証割引事業  －新規契約施設－

オーシャン英語教室 検索

施設名 オーシャン英語教室（代表　日髙　和彦）

住 所 〒 880-0035 宮崎県宮崎市下北方町役田 758-3

電 話 080-8756-1495

URL https://oceanenglish3939.com

入会時、
一人あたり 22,000円割引

割引内容

2022

2022

10311012

○○○○ホテル

10月11日から開始した「全国旅行支援」と、互助会の「宿泊補助券」は併用できますか？

利用できる場合もあります。 
旅行会社を通してツアーで宿泊する場合は利用できませんが、宿泊施設に直接予約する 
場合は、併用して利用できる場合もありますので、宿泊施設に事前に確認してください。

Q

A

宿泊補助券を会員専用ページで作成しましたが、印刷機が自宅にありません。 
スマートフォンの画面をホテルのフロントに提示すれば利用できますか？

利用できません。 
宿泊補助券は、必ず印刷して、ホテルのフロントにご提出ください。

Q

A

宿泊補助券をつくりたいが、ＩＤ・パスワードが分かりません。 
メールアドレスの登録もしていない場合はどうすればいいですか？

再度、ＩＤとパスワードを自宅へ郵送にて通知しますので、互助会まで早目にご連絡ください。
※電話ではお伝え出来ません

Q

A

宿泊補助券の発券について &Q A

今から互助会に電話して、宿泊補助券を
送ってもらうには時間がない…！
という方は、コンビニで宿泊補助券を 
印刷してみませんか？
・ローソン「PrintSmash」
・ セブンイレブン「かんたんnetprint」 

セブンイレブン「マルチコピー」
※ Youtubeや各社ＨＰに印刷方法が載って

いますので参考にしてください。

※ 退職互助部で発券して、自宅に郵送することもできます。 
自宅へ郵送する場合は、宿泊日に余裕をもってお申し込みください。
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令和４年（2022年）度の確定申告手続き説明会について令和４年（2022年）度の確定申告手続き説明会について

※退職互助部では、公的年金等の雑所得、給与所得の申告についてのみ対応します。
　説明会では、「確定申告」の説明と申告書を作成するための手順を説明します。
　税務相談や申告書の作成・点検、申告書を預かることは行っていません。

持参するもの
・必要書類（９ページの  申告する際に主に必要な書類  参照）
・電卓、筆記用具　　
・確定申告書、確定申告の手引きなど（税務署から届いている方）

日時・会場
【午前の部】 受付　9：00　開会　9：30 ～
【午後の部】 受付 13：00　開会 13：30 ～

日　時 会　場 地　区
２月20日（月） 午後 クリエイティブセンター門川 西臼杵・延岡・日向

　　21日（火）
午前

ＪＡアズム
本館　中研修室

上記以外の地区で2022年中に退職された方
午後

　　22日（水）
午前

上記以外の地区
午後

　　24日（金） 午後 北諸県農業改良普及センター 都北

※2022年中に退職された方へ　
　20日（月）西臼杵・延岡・日向地区と、24日（金）の都北地区の方は、お住まいの地区の会場で参加し
てください。それ以外の方は21日（火）での参加をお願いします。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申込人数は各会場20名程度とします。

申 込 方 法
【会員専用ページ】 から
　　互助会ホームページ　➡　会員専用ページにログイン　➡　説明会申込フォームより申し込み

【はがき・FAX・E-mail】
　　①参加希望日時　②氏名　③会員番号　④住所　⑤電話番号　を記入し退職互助部へ送付・送信
　　※日中の連絡先を必ず記入してください。

参加対象会員
（例）・令和４年（2022年）度新加入者（2022年中に退職された方）
　　・令和４年（2022年）中に再任用・再就職先を退職された方
　　・令和４年（2022年）から公的年金を受給するようになった方
　　※その他不安のある方はご相談ください。

初めて確定申告書を作成する方

申 込 締 切
　※書類の準備や人員配置の都合上、必ず申し込みが必要になります。

令和５年１月20日（金）　必着

説明会当日は、マスク着用、
手指の消毒にご協力ください。
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申告する際に主に必要な書類

収入

公的年金を受け取った方 公的年金の源泉徴収票
給与を受け取った方 給与所得の源泉徴収票

令和4年（2022年）中に退職された方
令和4年（2022年）１月から退職月までの給与所
得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票

控除
健康保険などの社会保険料

共済組合の任意継続掛金・介護保険の振込領収書
国民健康保険・介護保険の納入証明書
国民年金の控除証明書　など

生命保険、地震保険などに加入している方 生命保険、地震保険・長期損害保険の控除証明書

※ 申告内容によって必要書類が違う場合があります。申し込みした会員へ、別途、申告内容について
問い合わせすることもあります。

確定申告の簡単フローチャート ※ 営業や農業、不動産収入等のある方は、 
税務署にご相談ください。

令和４年１月から12月の間に、どのような収入がありましたか？

主に給与 主に年金

勤務先は１か所のみで、
年末調整を受けていますか？

年金の収入が400万円を
超えていますか？

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ｂ Ｂ

Ｂ

給与以外の収入があり、
その所得※が20万円を
超えていますか？

年金以外の収入があり、
その所得※が20万円を
超えていますか？

の方・・・

の方・・・

確定申告が必要です。
※令和４年３月末に退職された方で、収入が１月から３月までの給与のみの方などは、退職所得も
確定申告すると、より還付が受けられる場合があります。
確定申告の必要はありません。
ただし住民税の申告の必要な場合があります。お住いの市町村までお問い合わせください。

※所得とは・・・「収入」から必要経費を除いたものを指します。収入の種類によって、所得額の算出
方法は異なります。所得の求め方は、国税庁ＨＰをご参照ください。
例）・積立年金の利息収入（受取額から必要経費を差し引いたもの）
・生命保険の満期返戻金の一時金の一部

はい

はい

いいえ はい いいえ

いいえ はい いいえ
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クロスワードパズル

C
r
o
s
s
w

o
r
d
 
p
u
z
z
le

タテ・ヨコのカギをヒントにパズルを解き、色つきのマスに入った６文字を並べかえて、
ある言葉にしてください。正解者の中から抽選で５名様に図書カード（2,000円分）を進呈します。

募  集
Crossword

提
供

：

ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
jp

８
月
号
の
答
え
「
き
し
か
い
せ
い
（
起
死
回
生
）」

タテのカギ

ヨコのカギ

・宇都宮哲章（中央南）

・朝 日 陽 子（中央東）

・都 成 　 量（中央東）

・西 内 公 正（中央北）

・黒 住 正 明（中央西）

８月号当選者（敬称略）

答え・会員番号・氏名を明記の上、
メール・FAXまたはハガキでご応募ください。

メール▶gojyokai@miyazaki-kyogo.or.jp
F A X▶0985-27-4146
ハガキ▶〒880-0801 宮崎市老松1丁目 2 番 2 号

応募方法

※当選者は氏名等を会報に掲載します。
　あらかじめご了承ください。

おめでとう
ございます！

1
4
7
9
10
12
14
15
16
18
19
21
22
23
25
27
28
29
30
31

顔立ちの美しい女の人。
英語で試験や検査のこと。
自分の家に帰ること。
植物が出す、あまいしる。
つめの先を切る道具。
ハワイの原住民が愛用する小型の弦楽器。
主に内臓の病気を診断し、薬物療法などによって治療する臨床医学の分野。
建物がなく、草が一面に生えた、広い平地。
キジ科の大型の烏。雄の尾羽には青緑色の美しいはん点がある。
1㎤あたりの質量が1.00と質量基準される液体は何か。
次の苗字を何と読むか。「吉仕」特に多い都道府県（新潟）
仕事を仕上げるのに必要な時間や手数。
次の苗字を何と読むか。「櫓木」特に多い都道府県（鹿児島）
何種類もの組織が組み合わさってつくられている部分。
学校の運動場や庭。
次の苗字を何と読むか。「蛎屋」特に多い都道府県（山口）
けが人や病人の世話をすること。
元素記号「P」で表す元素名 性質：発光
草花や生物等を観察する際使用する、虫眼鏡とも言われる拡大鏡のこと。
肉食動物の上下のあごにある、するどくてじょうぶな歯。

2
3
5
6
7
8
10
11
13
15
17

18
20
22
24
25
26
27

28

本当の名前。本名。
食肉用にイノシシを改良した家畜。
多数の葉が根元から生え、春、濃い紫色の花が開く多年生植物。
真ん中が周りよりも厚いレンズ。小さな物が大きく見える。
天気図記号で白丸の中に黒丸は何を意味するか。
何も書いていない部分。余白。
二つに分かれて一本のつなを引き合って勝負を競う競技。
新しく何かをするために計画を立てること。
家財・商品などをしまっておくための建物。
野と山。野や山。
太陽にある黒点を数日にわたり観察すると移動していることが
わかる。これは太陽が「〇〇〇」しているからである。
右の手。右側。
賃貸住宅などで、賃料の担保として借主から預かる保証金。
年をとってからのち。
大和政権が勢力をのばしていた朝鮮半島南端の地域を何というか。
ゴルフの競技会。公募によるデザインの競技会。
抜けたり欠けたりした歯の代わりの、人工的に作られた歯。
烏やけものなどを野山へとりに行くこと。
動植物をながめて鑑賞したりとったりすること。
バラモン教の厳しい身分制度を「〇〇スト制度」という。

1 2 3 5 64

7 8 9

10 11 12 13

14 15

16 1817

19 20 21 22

2423 25 26

27 28

29 30 31

応募締切日
2023年

㈫２月14日

送付先

　現職中も子ども達の写真を撮るのは好きであったが本格的に写真を始めたのは退職
してからである。
　現在、全国日本写真連盟（朝日新聞）の会員として仲間達と活動をしている。会員は
高齢者が多く10年前に較べると活動範囲も会員も減少してきている。会員には退職
互助部の会員も4～ 5人いる。
　表紙の写真は毎年２月に行われる都農町の龍雲寺の水行を撮影したものである。寒
さの中、水をかぶる行者達の飛び散る水しぶきの美しさを感じることができる。

表紙のことば

「水行」
黒木 憲夫（中央西）
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無料法律相談 暮らしの中で起こるトラブルや事故、事件のほか、遺言書作成、遺産分割協議
など様々な相談に対応します。

利用できる人
相 談 回 数
相 談 日
相 談 時 間
相談件数上限

互助会の会員
同じ相談内容につき年度内１回まで
1/13（金） 2/10（金） 3/10（金）
13時30分から17時30分まで
月8人

江藤 利彦 弁 護 士

〒880-0801  宮崎市老松１-５-１ ２階
TEL：0985-20-9911
FAX：0985-20-9909
※１階にも相談室を設けられますので、足腰に不安の

ある方や車いすの方などは、事前にお申しつけください。裁判所前

●トヨタ
　レンタリース

●モリタゴルフ
●教職員互助会

江藤法律
事務所

ローソン●

至 宮崎駅西口

341 事務所1階とト
ヨタレンタリー
ス横の駐 車 場
№17・18・19に
駐車できます

お知らせ
news

氏　名 年齢 逝去日 退職時所属
中 央 南

長嶺　貞子 90 R4/01/11
緒方　ヨシ子 84 R4/04/05
石 川　忠伸 80 R4/07/21 富田中学校
長沼　美代子 91 R4/07/25
富水流　武雄 87 R4/07/26 深年小学校
長友　貞子 96 R4/08/03
安田　美寿子 94 R4/08/10
長 友　洋子 77 R4/08/16
横 山　卓哉 86 R4/08/23 住吉南小学校
松坂　　瞳 89 R4/08/31
河 野　恕子 87 R4/09/09 本庄高等学校
竹下　忠弘 93 R4/09/14 熊野江小学校
留野　登美子 93 R4/09/19 細野小学校
花盛　裕臣 85 R4/10/19 細野中学校
荒川　ヤス 81 R4/11/03
佐 藤　常安 96 R4/11/06

中 央 東
小野　フクヱ 93 R3/09/12
鳥谷　ウメ子 94 R4/02/09 宮崎水産高等学校
髙山　幸子 81 R4/06/28 財光寺小学校
谷口　俊子 93 R4/07/28 宮崎商業高等学校
山口　カツ子 87 R4/08/24
興 梠　英樹 79 R4/09/08 宮崎赤江養護学校
長本　秋廣 99 R4/09/09 須美江小学校
坂元　勝美 93 R4/09/17 五十市中学校
鈴木　　正 94 R4/09/26
仲 　　和男 84 R4/09/28 美々地小学校
平山　一盛 90 R4/10/16 都城商業高等学校
髙浜　皓三郎 88 R4/10/24 日南高等学校
鎌田　朝子 74 R4/10/27 都城ろう学校
堀　　明子 80 R4/10/27
大 坪　繁信 89 R4/11/19 宮崎大宮高等学校

中 央 北
山田　カツ子 89 R2/04/05 都於郡中学校
江崎　富治 84 R4/04/14 県教育庁・文化課
菊池　俊彦 85 R4/06/20 県教育庁・教職員課
川北　昌弘 86 R4/07/18 田野中学校
樋口　通男 89 R4/08/02 清武中学校
木宮　敏夫 86 R4/08/10 三財小学校

氏　名 年齢 逝去日 退職時所属
中 央 北

若松　幸恵 82 R4/08/14 富島中学校
深江　正光 95 R4/09/01 日南農林高等学校
山口　八州士 84 R4/09/02 小林商業高等学校
日髙　栄司 86 R4/09/07 三財小学校
末原　節子 84 R4/09/10
渡邊　アマ子 83 R4/09/27
大 上　敏男 92 R4/10/11 加納小学校
河野　亮太郎 95 R4/11/04
末 原　　茂 88 R4/11/08 須美江小学校
佐藤　正泰 87 R4/11/11 宮崎工業高等学校
小 倉 　 定 72 R4/11/16 綾小学校
籾木　フサコ 89 R4/11/18

中 央 西
長谷　昭一 86 R4/01/29 紙屋小学校
鳥原　一光 95 R4/02/18 森永小学校
片野　　建 83 R4/07/26 内海小学校
日髙　亮次 87 R4/07/30 高鍋農業高等学校
緒方　郁子 95 R4/08/02
荒 木　タミ 96 R4/08/16
鈴 木　　諭 104 R4/08/30 宮崎工業高等学校
田村　浩作 81 R4/09/06 宮崎商業高等学校
森尾　元一 86 R4/09/08 檍中学校
北村　妙子 97 R4/09/14 高岡小学校
河野　信二 67 R4/09/21 都農高等学校
永田　　勲 84 R4/10/01 加久藤小学校
山田　純隆 80 R4/10/03 大淀中学校
竹之下　節子 97 R4/10/04 潮見小学校
野崎　輝美 91 R4/10/19 東大宮中学校
岩切　丈弘 92 R4/11/02 大淀中学校
荒武　ミホ 97 R4/11/04
小川　啓四郎 90 R4/11/05 妻高等学校

県 南
佐藤　　端 100 R4/10/27 東郷小学校
深江　正道 88 R4/11/17 笠祇小学校

都 北
内村　ノリ子 91 R2/10/11 上長飯小学校
下薗　美和子 95 R3/02/19
野 村　紀子 90 R3/08/25
大河原　光孝 92 R4/04/09 都城西高等学校

敬弔 令和４年７月28日から令和４年11月30日までに届出のあった物故者は下記の方々です。
ご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）
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住所変更の
連絡をして
ください

事務局
年末年始の休業日

令和４年12月29日（木）から令和５年１月３日（火）まで
★ この期間に事務局へ届いた療養補助金請求書は、令和５年１月４日受付と

させていただきます。

氏　名 年齢 逝去日 退職時所属
都 北

中窪　　翠 88 R4/05/05
五 條　博雄 93 R4/06/29 高崎小学校
出水　和博 71 R4/08/08 庄内中学校
谷口　丈夫 93 R4/08/08 今町小学校
東　　アイ子 90 R4/08/18
中 島　信一 92 R4/08/18 山田中学校
南郷　利夫 85 R4/08/19 都城泉ヶ丘高等学校
下髙原　美由紀 72 R4/08/24
𠮷 野　博介 80 R4/08/26 中霧島小学校
中武　曙美 90 R4/09/04 今町小学校
木野田　作江 87 R4/09/09
佐々木　　笑 86 R4/09/23
荒 巻　和雄 85 R4/09/26 都城養護学校
原　　ハツ子 91 R4/10/05 明道小学校
待木　勇次郎 82 R4/10/10 都城工業高等学校
神崎　義照 91 R4/10/10 四家小学校
吉留　継男 88 R4/10/13 五十市小学校
園田　康子 81 R4/10/16 都城ろう学校
戸田　良子 71 R4/10/21
𠮷 川　一郎 98 R4/10/21 幸脇小学校
横山　時春 84 R4/10/26 都城工業高等学校
瀨戸山　睦子 93 R4/11/01 三股小学校

西 諸
石原　潤二郎 85 R4/05/11 小林工業高等学校
谷口　守一 93 R4/07/20 広原小学校
小﨑　晴子 86 R4/07/20
萩原　貴美子 70 R4/07/28
山 代　幸教 89 R4/08/10 細野小学校
久保田　　春 91 R4/10/20
有 川　和巳 93 R4/11/05 北川中学校

児 湯
林　　三月 92 R4/02/24 宮崎港小学校
廣瀬　佐代子 96 R4/05/23 上新田小学校
日高　不二夫 92 R4/06/10 都於郡小学校
吹井　継雄 87 R4/06/30 新田小学校
片岡　ミサ子 91 R4/09/03
丸 井　靖代 84 R4/10/06 幸脇小学校
美濃　　力 79 R4/10/08 西都商業高等学校

氏　名 年齢 逝去日 退職時所属
児 湯

黒木　　弘 88 R4/10/09 通山小学校
郡司　　哲 93 R4/10/13 高鍋高等学校
清　　昭人 79 R4/10/16 日向工業高等学校
原田　廣文 96 R4/10/17 三財小学校
矢野　勝徳 80 R4/11/03 高鍋農業高等学校

日 向
那須　ハルノ 102 R4/05/15
矢 野　良子 88 R4/08/01 財光寺小学校
日髙　靖郎 93 R4/08/03 日向中学校
西村　八重子 93 R4/08/22

延 岡
粟江　修一 86 R3/09/04 延岡西高等学校
馬場　福一 99 R4/05/27 延岡西高等学校
干野　英俊 92 R4/07/02 北川小学校
碓井　　玄 95 R4/07/24 財光寺小学校
矢野　君代 97 R4/08/10 延岡・西小学校
津谷　美代子 98 R4/08/15
長 田　市義 80 R4/08/18 富島高等学校
早田　守忠 86 R4/08/31 北川小学校
酒井　幸男 89 R4/09/08 鹿村野小学校
桑原　啓二 89 R4/10/01 南方中学校
福良　澄子 91 R4/10/03 延岡小学校
村矢　正樹 90 R4/10/26 東海東小学校
長倉　美榮子 97 R4/10/28
大 町　秀夫 83 R4/11/03 延岡養護学校

西 臼 杵
長木　　和 93 R4/10/10 岩戸小学校
佐藤　章子 84 R4/10/21

県外・その他
高尾　ヤチヨ 89 H25/07/23
山田　トシ子 85 R4/05/28
下久保　マリ子 91 R4/06/29
川 添　俊郎 96 R4/08/08 日南・北郷中学校
杉尾　博邦 84 R4/08/13 飯野中学校
長谷川　あい志 92 R4/08/22
前 川　　瞳 88 R4/09/22 妻北小学校
高崎　百合子 91 R4/10/28
今 村　　武 94 R4/11/11 東海小学校

最近、「退互部報」を送付しても返送され、電話も不通となり、連絡の取れない
方が増えています。
もし、転居やご逝去等の情報をご存じの方は、退職互助部までご連絡ください。
★ 施設への入所等により「退互部報」の受け取りが困難な場合は、ご家族へ送付

することも可能です。
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