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全国健康保険協会船員保険協議会（第 31回） 

 

 

日 時：平成 28年 3月 3日（木）9:58～11:01 

場 所：アルカディア市ヶ谷（5階）穂高  

出席者：岩村委員長、浦委員、門野委員、菊池委員、立川委員、田付委員、田中委員、 

箱井委員、平岡委員、内藤委員、長岡委員（五十音順）     

議 題： 

1. 平成 28年度事業計画（案）について 

2. 平成 28年度予算（案）について 

3. その他  

 

岩村委員長： 

定刻少し前でございますけれども、ご予定の方々、皆さまおそろいでございますので、「第

31 回船員保険協議会」を始めたいと存じます。本日の出席状況でございますけれども、江

口委員よりご欠席という旨を伺っております。 

 それでは、早速議事に入りたいと存じます。本日は議題が 3 つ予定されております。お

手元の議事次第にあるとおりでございますけれども、そのうちの議題 1、平成 28 年度事業

計画（案）と、議題 2、平成 28 年度予算（案）につきましては、関連性が高いということ

でございますので、一括してご審議をお願いしたいと思っております。 

 それでは、まず事務局から、資料についての説明をいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

議題 1. 平成 28年度事業計画（案）について 

議題 2. 平成 28年度予算（案）について 

 

松下船員保険部次長： 

ご説明の前に、保険料率の認可につきまして、ご報告させていただきます。 

 平成 28 年度保険料率につきましては、前回 1 月 21 日の船員保険協議会でご承認いただ

き、その後、1月 29日の運営委員会の議を経まして、厚生労働大臣に認可申請を行い、 

2月 8日付で認可がされておりますので、ご報告させていただきます。 

 それでは、議題 1 及び議題 2 につきまして、資料 1 から資料 4 によりまして、ご説明さ

せていただきます。資料 1が「平成 28年度事業計画及び予算（案）」でございまして、 

1 ページから 11 ページまでが「事業計画（案）」、12 ページから 13 ページが「予算（案）」

になります。なお、資料 2 といたしまして「事業計画」について、また、資料 3 といたし
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まして「予算」について、それぞれ平成 27年度との「新旧対照表」を作成しておりますの

で、本日はそちらでご説明させていただきたいと思います。 

 まず、事業計画につきまして、資料 2をご覧ください。28年度事業計画につきましては、

前回の船員保険協議会で、その骨子についてご説明させていただいたところでございまし

て、そのときに「新」としてお示しした 3 項目、「改」としてお示しした 7 項目の計 10 項

目につきまして、漏れなく事業計画に反映させております。 

 なお、そのほか、各業務の継続性等も踏まえた上で、幾つかの小項目を統合分割する等、

文言修正を含めまして、構成の見直し等をしておりますが、基本的な考え方や内容等につ

きましては、27年度と同様でございます。 

 資料左側が 28 年度（案）でございまして、下線を引いた箇所が 27 年度からの変更箇所

でございます。変更箇所につきまして、文言修正等は省略させていただいて、骨子でお示

しした事項を中心に、ご説明させていただきます。 

 事業計画の基本方針に関しまして、1ページ目は、年度等の変更でございますので、2ペ

ージをご覧ください。 

 2 ページの中段にございます 3（1）の変更につきましては、社会保障・税番号制度、い

わゆるマイナンバー制度の導入に伴いまして、27 年度は「実施に向けた検討を行う」とし

ていたものから、「国による社会保障・税番号制度の実施状況に合わせて、必要な対応を検

討・実施する」に変更しております。 

 3ページ以降が、重点事項でございますが、保険運営の企画・実施として、3ページ下段

の（2）「情報提供・広報の充実」につきましては、新たな取り組みとして「ソーシャルネ

ットワークサービスを活用した広報を実施する」旨を追加しております。 

 1枚おめくりください。4ページの上段でございますが、紙媒体による広報を充実する観

点から、保険料納入告知書に、定期的に船員保険事業のチラシを同封することとしており

ます。一方で、現在は休止させていただいておりますが、毎月、月初に、ホームページに

掲載しておりました「船員保険マンスリー」につきましては、アクセス件数が月 100 件程

度であったということもございまして、「船員保険月報」や「季節の健康情報」などを、「船

員保険マンスリー」として、パッケージ化して掲載することは、やめさせていただいて、

それぞれをタイムリーに掲載することとして見直したものでございます。 

 （3）の「ジェネリック医薬品の使用促進」につきましては、被保険者に比べますと使用

割合が低い、被扶養者の使用促進への取り組みとして、被扶養者へ直接案内を送付する軽

減額通知サービス等の機会を活用した広報を実施することを盛り込んでおります。ちなみ

に、27 年 11 月時点の数量ベースでの使用割合は、被保険者 65.8％、被扶養者が 60.9％と

なってございます。 

 5ページの下線は、加入者や船舶所有者のご意見等を積極的に収集することと、お客様満

足度調査の実施との関係等を整理して、構成を見直したものでございます。 

 6ページをご覧ください。（3）として、4月に施行される制度改正の周知を加えておりま
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す。また、（5）のところで、下船後の療養補償に係る周知内容について、「制度の趣旨や仕

組み」としていたものを、「医療機関に療養補償証明書を提出したときは、船員保険部にも

提出する必要がある」として、具体的な記載に見直しております。 

 8ページからが、保健事業関係でございます。8ページ、（1）「保健事業の効果的な推進」

として、今年度実施した「健康づくりの支援に関するアンケート」の調査結果を踏まえ、

推進を図ることとしておりまして、アンケートでも、健診実施機関や保健指導の実施機関

が身近にない、といった意見が多かったことから、具体的な項目といたしまして、（2）の 2

つ目のポツで、生活習慣病予防健診の実施機関数の増加に努めることや、9ページの 3つ目

のポツに、特定保健指導に係る新たな事業者の活用などをお示ししております。 

 また、一番下のポツですが、手帳健康証明書データの取得につきましては、これまでの

被保険者及び船舶所有者から収集する取り組みに加えまして、今年度実施いたしました手

帳健診実施機関への意向調査も踏まえまして、手帳健診実施機関から直接取得できる仕組

みの検討を行うこととしております。 

 なお、右側、27 年度の一番下にございます「手帳健康証明書データの提供者」に対する

健康づくり支援の取り組みにつきましては、次のページの（3）「加入者の健康増進等を図

るための取り組みの推進」に統合させていただきました。 

 1枚おめくりいただいて、10ページをご覧ください。（3）「加入者の健康増進等を図るた

めの取り組みの推進」に関しまして、1 つ目のポツで、「オーダーメイドの情報提供冊子」

の送付対象者につきまして、27 年度は「特定保健指導の対象者」等としていたところです

が、28年度は「28年度受診分の手帳健康証明書データの提供者」なども加えまして、健診

受診者全員に拡大することとしております。 

 また、「27年度受診分の手帳健康証明書データの提供者」に対しましては、健診から時間

がたっていることもございますので、健診結果に応じたオーダーメイドの情報提供冊子を

送付するのではなく、一般的な健康づくりに関する情報提供を行うこととして、追加して

おります。 

 その下の 3つの項目につきましては、事業所カルテを活用した船舶所有者への取り組み、

関係団体等と連携した出前健康講座等の推進等、加入者等の健康意識の向上と健康づくり

の支援としての、情報提供冊子の配付等に関するものですが、構成等、表現ぶり等を見直

しさせていただいたものでございまして、内容といたしましては、27 年度と同様でござい

ます。 

 11 ページの上段につきましては、新たな取り組みといたしまして、地方自治体・関係団

体等が開催するイベント等への参加を追加しております。28 年度におきましては、現時点

での予定ではございますが、青森県と岩手県で開催されます、みなとまつりのほうに、協

会支部とも連携いたしまして、参加したいと考えております。 

 次の「4福祉事業の着実な実施」につきましては、無線医療助言事業の運営や、洋上救急

医療事業の援護を、円滑かつ確実に実施していくほか、保養事業につきましては、施設の
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場所等も含めまして、まずは知っていただくことが重要ということで、利用者等の増加に

向けた広報を行うこととしておりまして、特に 26年度から実施しております旅行代理店の

契約宿泊施設を活用した保養事業や、27 年 7 月に宿泊施設がリニューアルオープンいたし

ました兵庫の「みのたにグリーンスポーツホテル」につきましては、さらなる周知を図る

旨を明記した上で、その利用拡大につなげていきたいと考えております。 

 次のページ、12ページから 14ページの「組織運営及び業務改革」につきましては、協会

組織としての取り組みということで、健康保険と共通の事項として、実績や能力本位の人

事の推進、組織風土・文化の定着、リスク管理、人材育成の推進につきまして、所要の見

直しを行っておりまして、文言等も含めまして、健康保険と同一となっております。 

 15 ページ以降が、目標指標等でございまして、こちらも変更点のみご説明させていただ

きますと、16ページをご覧ください。 

 「保健事業関係指標」につきまして、特定健診実施率、船員手帳健康証明データの取得

率、特定保健指導実施率の目標指標を、25年 4月に策定いたしました 25年度から 29年度

までの特定健康診査等実施計画に基づきまして、それぞれ引き上げております。また、そ

の下のレセプト点検効果額を、27 年度の実績見込みによりまして、133 円以上に見直して

おります。 

 17ページのレセプト点検の検証指標につきましては、「被保険者 1人当たり」の効果額と

していたものを、被扶養者も合わせました「加入者 1 人当たり」の効果額とすることが適

当ということで、変更いたしました。 

 1 枚おめくりいただきまして、18 ページをご覧ください。事業体系といたしましては、

保険証の交付に係る被保険者数と被扶養者数、また、19 ページのレセプト点検のレセプト

件数について、それぞれ「28年度の見込み数」に見直しております。 

 事業計画につきましては、以上でございます。 

 続きまして、このような事業計画を実行していく上での予算案につきまして、資料 3 を

ご覧ください。 

 「収入」につきましては、合計が 484 億円でございまして、27 年度と比べますと、約 4

億 7,000 万円増加しています。その主な要因といたしましては、保険料等交付金が約 366

億円で、27年度と比べますと、基礎係数といたしましての被保険者数が約 540人、平均標

準報酬が約 5,900円、それぞれ増加していること等から、約 5億円増加しております。 

 なお、国庫補助金の対 27年度、約 1億 6,000万円の増につきましては、マイナンバーの

システム開発に係る補助金を見込んだものでございます。また、職務上年金給付費等交付

金が約 58億円でございまして、約 2億 5,000万円の減となっておりますが、こちらにつき

ましては、経過措置分ということもございまして、支給実績の減に伴うものでございます。 

 一方の「支出」につきましては、保険給付費が約 260 億円で、27 年度と比べますと約 5

億円減少しておりまして、その理由といたしましては、被保険者が増加した以上に、被扶

養者数が減少しておりまして、加入者数といたしましては、約 750人ほど減少することや、
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診療報酬改定の影響等によるものでございます。 

 また、拠出金等が約 99億円で、精算額の影響や総報酬按分の割合の拡大等の影響等によ

りまして、拠出金全体で約 8億 6,000万円減少しております。 

 なお、業務経費が約 2 億 3,000 万円減少いたしまして、一般管理費が約 6 億 7,000 万円

増加しておりますが、その内訳等につきましては、資料 4 をご用意しておりますので、そ

ちらをご覧いただきたいと思います。 

 資料 4をご覧ください。 

 27年度と大きく増減があるものといたしましては、3項目ほどございまして、1ページの

一番下にございます保健事業経費ですが、健診実施率の増によりまして、健診費が約 1,000

万円、オーダーメイド提供冊子の送付対象者の拡大等によりまして、健康づくりに要する

経費が約 4,000万円、それぞれ増加しております。 

 また、1枚おめくりいただきまして、2ページ目の真ん中にございます福祉事業経費のう

ちの特別支給金につきまして、いわゆる過去分の勧奨として、労災保険からデータ提供が

されていなかった 24年 8月以前分のデータに基づく請求勧奨が、一通り終了いたしました

ことに伴いまして、遡及分に係る約 2 億 6,000 万円の減を見込んでおります。なお、勧奨

後も未請求になっている方には、再勧奨等を行っていきたい、というふうに考えておりま

す。 

 また、一般管理費の一般事務経費のうち、3ページ目の真ん中にございますシステム経費

につきまして、マイナンバー制度の実施に伴うシステム開発経費として、約 6 億 5,000 万

円が増となります。 

 業務経費と一般管理費の合計につきましては、一番下の欄にございますように、約 44億

円でございまして、対 27年度予算といたしましては、約 4億円の増でございます。 

 資料 3にお戻りください。 

 28 年度予算につきましては、支出に当たります保険給付費、拠出金等、介護納付金、業

務経費、一般管理費、貸付金、雑支出、予備費の合計が約 439 億円でございまして、収入

の 484 億円との差、約 45 億円が剰余となります。この 45億円を、累積収支への繰入とさ

せていただきたいと考えております。 

 ご説明につきましては、以上でございます。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料 1、その後の、特に資料 2、それから資料

3、そして資料 4につきまして、ご意見あるいはご質問がありましたら、お願いしたいと思

います。 

 立川委員、どうぞ。 
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立川委員： 

確認という意味でお伺いしておきたいんですが。「情報提供・広報の充実」ということで、

インターネットを中心としたものから、ペーパーを使って、インターネット環境のない方

にもということで、お話があったかというふうに思います。 

 そういう意味の中で、労働基準監督署であるとか、年金事務所等への関係機関にも配置

ということで、非常にいいことだ、というふうに理解をしているところです。 

 広報の充実ということで船員の福祉施設等にも、こういうものを置いて、利用者に広く

情報を知らせるということも含まれているのか、ということを、確認させていただきます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。今の点、事務局のほう、いかがでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

はい。現在も、福祉施設のほうに、制度に関するパンフレット等の一部を置かさせていた

だいておりますけれども、引き続き、充実等をさせていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

岩村委員長： 

よろしいでしょうか。 

 

立川委員： 

はい。よろしくお願いしたいと思います。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 では平岡委員、どうぞ。 

 

平岡委員： 

ジェネリックのところで、教えていただきたいんですけれども。使用促進ということです

が先ほど報告いただいたのは、被保険者が 65％、それと、被扶養者が 60.9％ということで

して、ここでは被扶養者へのジェネリックの使用促進を求める、ということですけれども。 

 データ的なことを言うとそんなに遜色はないのでは、と思うんですけれども。この辺の

数値を、どのぐらいまで引き上げることを想定しているのか。それとあと、陸上の社会保

険ではジェネリックの使用促進率が、被扶養者についてはどのぐらいになっているのか、

おわかりであれば、教えていただきたい。 
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岩村委員長： 

では、まず、船員保険に関してのほうは、事務局、いかがでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

まず、ジェネリック医薬品を使用した場合に、どの程度、自己負担額の軽減が図られるか

といったようなところにつきましては、年間で自己負担額が 300 円以上軽減される、と見

込まれる方全員に対しまして、通知書を発送しているところでございます。 

 また、陸上のジェネリック医薬品の使用割合につきましてですが、ちょっと時期がずれ

るんですけれども、27年 9月現在におきまして 60.8％となっております。また、医療保険

全体といたしましては、7月時点での数字となりますが、58.2％となっておりまして、それ

ぞれ被保険者と被扶養者の割合については、公表されていないところでございます。 

 補足いたしますと、ジェネリック医薬品の軽減額通知ですけれども、300円以上軽減され

る方ということで、全体といたしましては、70％以上の方に送付しているところでござい

ます。 

 

岩村委員長： 

平岡委員、いかがでしょうか。 

 

平岡委員： 

そういうデータ的な話をすると、船員保険、それと社会保険、その辺のところのジェネリ

ックの使用比率というのは、現時点でそんなに遜色はないと。それで、船員保険のほうに

は、さらにその辺のところを改善していくと、そういう理解ですか？ 

 

岩村委員長： 

事務局、お願いします。 

 

篠原理事： 

船保担当理事でございます。 

 船員保険のジェネリックの使用割合っていうのは、今、委員がおっしゃったとおり、遜

色がないというレベルでございますけれども、やはりより高い、医療保険全体で 80％を目

指すという話もあります。そういったことで、船員保険では、医療費の適正化という観点

からも、さらにそれを、もっと高いレベルを目指していきたい、ということでございます。 

 

岩村委員長： 

医療保険全体としても、ジェネリックを推進するということで、政策も進んでいるところ
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でございますので、そういった全体の政策の中で、船員保険についても、という、そうい

うことだというふうにご理解いただければ、というふうに思います。 

 ほかには、いかがでございましょうか。 

 では、浦委員、どうぞ。 

 

浦委員： 

質問と意見を 1点ずつ、お願いしたいと思います。 

 まず質問のほうでございますが、資料 2の 15ページ、協会の運営に関する各種指標の部

分におきます 16ページの「保健事業関係指標」のところでございますが、先ほど説明の中

で、平成 25 年度から 29 年度までの計画に基づいて引き上げている、というご説明がござ

いましたが、28年度ということで 4年目となりますが、これまで過去 4年間の、この計画

の推移と実態の推移がどうなっているか、というところを簡単にご説明いただければとい

うふうに思います。 

 あと、意見ですが、同じ資料 2 の 11 ページに戻りまして、「福祉事業の着実な実施」と

いうところの 3 ポツ目ですかね。「平成 26 年度から開始した旅行代理店の契約宿泊施設を

活用した保養事業」という部分につきましては、当初設定した利用者の数字まで、まだ至

ってないのかな、というふうに認識しております。必ずその数字まで使わなきゃいけない、

という部分ではないと思いますけども。この制度が広く認知されていない、ということも

想定されますので、ここに記載されておりますが、「さらなる効果的な広報」という形で、

今まで以上に工夫して、広報していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうで、ご質問の点についてお願いをいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

まず、保健事業関係指標の健診実施率、船員手帳健康証明データの取得、また、保健指導

の実施率についてでございますが、29 年度末時点におきまして、健診の実施率につきまし

ては、被保険者の生活習慣病予防健診で 45％、船員手帳健康証明データの取得で 45.0％、

また、被扶養者 29.0％、保健指導の実施率は、被保険者 32.0％、被扶養者 10.0％を目標と

して実施しているところでございます。 

 また、過去の実施率でございますが、24 年度につきましては、被保険者の生活習慣病予

防健診が 36.1％、被扶養者 9.3％でございます。また、25 年度につきましては、被保険者

が 36.7％、被扶養者が 14.8％、26 年度につきましては、被保険者が 37.3％、被扶養者が

16.0％でございます。また、27 年度につきましては、あくまでも現時点での見込みという
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ことで、被保険者が、36.5％程度、被扶養者につきましては、16.4％程度を見込んでいると

ころでございます。 

 なお、手帳の証明書の取得率でございますが、24年度につきましては 23.6％、25年度が

21.1％、26年度が 25.6％でございます。 

 さらに、特定保健指導の実施率についてですが、24年度が被保険者 6.9％、被扶養者 1.9％、

25 年度が被保険者 7.0％、被扶養者 10.9％、26年度が被保険者 5.6％、被扶養者 13.6％で

ございます。特定保健指導の 27年度見込みについては、現在、まだ集計ができておりませ

んで、また、事業報告等でご説明させていただければと思います。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 福祉施設のほうについて、コメントか何かございますか？ 事務局のほうは。よろしい

でしょうか。 

 はい。浦委員、いかがでしょうか。 

 

浦委員： 

はい、ありがとうございました。まだ、その設定した指標のところまで達してない部分が

かなりあると思いますので、達成すべく、また工夫して、推進していただければと思いま

す。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 今、数字を聞いておりますと、やっぱり目標のほうは計画があるので、率がだんだん上

がっていくのに対して、なかなか実施率がそれに沿って伸びていない、というのが問題点

かなというようには思います。ただ、特に被保険者はともかく、被扶養者はなかなか難し

いので、その辺、工夫をいろいろお願いできれば、というようには思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。では、立川委員、どうぞ。 

 

立川委員： 

それでは、3点ほどになりますけども、確認事項とお願い事項を含めて、よろしくお願いし

ます。 

 まず第 1 点目ですけども、洋上で働く船員にとって、無線医療助言事業ですとか洋上救

急医療事業っていうのは、非常に大事な問題でございます。その事業につきましては、事

業の円滑かつ着実な実施に努めていただけるということで、改めて、ここにまた記載をい
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ただき、その形で進めていただければ、というふうに思っているところでございます。 

 そのような中で、予算のほうで見ますと、無線医療助言事業経費につきましては、1,200

万円から 1,100万円と、100万円の減額。それから、洋上救急医療援護事業経費につきまし

ても、増減のところではゼロになっていますけど、表向きの数字としては、1,900 万から

1,800万円の減額というふうになってきているところでございます。この減額の理由という

のは何であるのか、というのが第 1点目でございます。 

 それから、2点目でございますが、以前から実施しております、職務上の理由による休業

手当金等、上乗せ関係の特別支給金関係につきましてですけども、再勧奨を含めて、ずっ

とやっていただいておるところでございますけども、残分というのは、どのくらいになっ

たのでしょうか。まだかなり残っているものでしょうか。その辺の状況についてお伺いを

したい、というふうに思うところでございます。 

 次に、資料のほうでいきますと、資料 2 の 18 ページでございますけども。「保険証の交

付」というところで、27年度の状況では、被保険者数が 5万 8,000、被扶養者数が 6万 9,000

という数字が出ております。これが、被保険者数が 5万 9,000ということで、1,000人増え

てきております。ところが、被扶養者数は 6万 5,000ということで、4,000人減っていると。

これは、どういう分析から、こういう数字が出てきたのか。 

 例えば、被保険者は若い方が加入してきて増えたのか。でも、その方はシングルなので

被扶養者数が減ったのか。それとも、高齢化に伴うもので、配偶者等がお亡くなりになっ

てということなのか、そのプロセスがわかれば、教えていただきたい、というふうに思い

ます。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。3点ご質問ということでございますので。じゃ、事務局のほうでお

願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

はい。まず、無線医療助言事業と洋上救急医療事業の部分でございますが、無線医療助言

事業につきましては、病院等に無線で照会のあった件数見合いで、委託費としてお支払い

しているところでございますが、若干照会件数が減っている、といったところもございま

して、実績見合いでの減となっております。 

 また、洋上救急医療事業につきましても、事務費等を見込んだ上で、実績見合いでの予

算ということになっておりまして。決して、事業を縮小するとかいったものではございま

せんで、仮に、予算の範囲を超えるようなことがありましても、必要な部分につきまして

は、きちんと実施していきたいというふうに考えております。 

 また、特別支給金の残存につきましては、後にさせていただきまして、被保険者数につ
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きましては、まず、被保険者数の基礎係数なんですけれども、28年度は 5万 8,164人見込

んでおります。また、被扶養者数といたしましては、6万 4,356人見込んでいるところでご

ざいまして。被保険者は 542 人増えているのに対しまして、被扶養者が 1,295 人減ってい

るところでございます。 

 被保険者証の発行枚数につきましては、乗船また下船に伴いまして、1 年間に複数回取

得・喪失等をされる方もございますので、それらの実績等を踏まえまして、基礎系数に基

づいて算出しているものでございます。また、理由といたしましては、やはり年齢層のほ

うが、若干は若くなっているのかな、というふうには見てとれるところでございます。 

 

岩村委員長： 

被扶養者のほうは 75歳を超えると、後期高齢者の医療制度に行ってしまって、船員保険か

ら外れる、という方々が出てくるので、それに伴う減というのも、たぶんここに反映され

てきている、というふうには推測されると思います。 

 あと、数字わかりますか？ 

 

松下船員保険部次長： 

法定給付部分の休業手当金につきましては、勧奨後、まだ約 4 割の方からの申請となって

おりますので、6割の方等につきまして、再勧奨していきたい、というふうに考えていると

ころでございます。 

 

岩村委員長： 

立川委員の質問なのに、私がまた付け加えるというのも妙ですが、勧奨してもお答えがな

いのか、そもそもお答えがないということなのか、その辺、何か想定される原因とかは、

何かあるのでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

お答えがないというのも、1つございますけれども、請求の対象となる時期が古いので、添

付書類がそろいにくいといったようなところも、見受けられるところでございます。 

 そこで、その添付書類等につきましては、少し労災等とも提供情報などの調整を行って

いきたいと考えております。 

 

岩村委員長： 

古い時期だと、確かに書類をそろえる、というところに難点があるのは確かです。他方で、

制度の趣旨からすると、その点については、少し労災と調整していただいて、何らかの形

で柔軟な解決が図れればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 すみません、立川委員の話すべきことを私が話してしまったかもしれませんが。どうぞ、
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立川委員、お願いします。 

 

立川委員： 

委員長、どうもありがとうございます。 

 まさしく、年数がたつにつれて、本人もだんだん記憶の中から消え去っていく、とは言

いませんけども、薄れていくと思うんですね。そういう意味では、なるべく早期に解消し

ていただきたいな、というふうに思うところでございます。 

 そういう意味でも、委員長が今、ご発言いただいたような形で進めていただくと、あり

がたいというふうに思います。 

 それから、無線医療・洋上救急ですけども、実際の数値が、件数が減となったので、そ

れを踏まえてということでございますけども、制度の運営を着実に実施していただくとい

うことを、改めてご説明願う中で、こちらも事業の縮小でないこと、そして、予算範囲を

超えても実施するとのことが理解できました。今後ともよろしくお願いします。 

 それから、被保険者数の関係ですけども、今、船員不足の関係の中で、被保険者が増え

るのは非常にいいことだ、というふうに思っているんですけども。委員長から 75歳という

ような話もございましたけど、配偶者である、被扶養者が 75歳を超えて被保険者になって

いるというか、船員保険に加入している方っていうのは、なかなか少ないのかというふう

に思うところでありますども。制度的にはそういうことがありますので、理解するところ

です。 

 もう少しその辺の分析をしていただくと、船員の動向というのが見えてきて、これから

の船員保険の動き、被保険者の数ですとか、保険料率の関係も、だんだん見やすくなるん

ではないかな、というふうに思いますので、そういう分析も、できましたら、よろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 あと最後というわけではございませんけども、船員の福祉施設、「みのたに」も含めまし

て、われわれも、できることの周知を図っていきたい、というふうに思っておりますので、

協会さんのほうも、できる限りの周知をお願いしたいと、船員への周知をお願いしたい、

というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

では、事務局お願いします。 

 

篠原理事： 

今、お話に出ました被扶養者の関係と、被保険者の関係ですが、被保険者については、今

までお話が出ているとおりで、増えている。これはいい話だと思います。被扶養者につい

て、じゃ何で減っているのかということですけども、これは一概には言えませんけれども、

景気がよくなってくると、これは陸上のほうでも一緒なんですけれど、被扶養者が働きに
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出て自ら給料を得るようになると、被扶養者から外れるというのもありますので、そうい

う動向の関係もあるのではないか、というふうに思います。 

 

岩村委員長： 

先ほど申し上げた 75歳という話は、たぶん被保険者の配偶者というよりは、その親の世代

の方々が被扶養者で入っていると、その方々が 75歳に達すると、船員保険から抜けて、後

期高齢者に行ってしまうという、そういう構造だというふうに思っております。 

 

立川委員： 

はい、ありがとうございます。 

 

岩村委員長： 

ほかは、いかがでございましょうか。 

 この件については、よろしいでしょうか。 

 はい。ありがとうございます。それでは、平成 28 年度事業計画（案）及び平成 28 年度

予算（案）につきましては、原案どおり了承するということにしたいと存じますけれども、

よろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうから、今後のこの件についての手続きについての説明を、お願

いしたいと思います。 

 

松下船員保険部次長： 

本日お諮りいたしました「船員保険事業に係る平成 28年度事業計画（案）」及び「平成 28

年度予算（案）」につきましては、3月 24日に予定しております運営委員会の議を経まして、

厚生労働大臣に対して認可申請を行うこととなります。 

 

岩村委員長： 

それでは、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 次の議題に入りたいと存じます。議事次第では「その他」ということで、議題 3 となっ

ておりますけれども、事務局のほうから報告事項があるということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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議題 3. その他 

 

松下船員保険部次長： 

はい。「アンケート調査」の結果につきまして、ご報告させていただきます。 

 資料といたしましては、資料 5-1、5-2、5-3及び資料 6を配付させていただいております

が、資料 5-2と 5-3が、健康づくりの支援に関して、船舶所有者、被保険者にご回答いただ

いた、それぞれ 37 問につきまして、船種別や年齢、地域別等のクロス集計も含めまして、

集計結果の全体版でございます。 

 なお、本日は、その概要版でございます資料 5-1と「船員保険通信」及び「喫煙対策冊子」

に関するアンケート結果の資料 6によりまして、ご報告させていただきます。 

 「健康づくり支援に関するアンケート調査結果」につきまして、資料 5-1をご覧ください。 

 今回のアンケートにつきましては、健康づくり支援の取り組みをより効果的に実施して

いく上での課題等を明らかにし、業務に反映していくことを目的としたものでございます。 

 調査方法といたしましては、全船舶所有者 4,158名と、35歳から 74歳までの被保険者の

うち 8,000 名に対しまして、調査票を郵送させていただきました。回答率といたしまして

は、船舶所有者が 51.1％、被保険者が 26.3％でございまして、船舶所有者、被保険者とも

に、それぞれ約 2,000名の方々にご回答いただいております。 

 調査の結果につきまして、周知度を中心にご報告させていただきます。 

 「生活習慣病予防健診」に関するものが、1ページから 5ページにかけてでございまして、

1ページの下段にございますように、生活習慣病予防健診の周知度といたしましては、船舶

所有者が 94.3％、被保険者が 84.5％でございまして、ほぼ皆様にご存じいただけておりま

すが、年齢別で見ますと、30 代は 79.1％、40 代が 80.5％、50 代が 86.1％、60 歳以上が

86.6％となっておりまして、年代が高くなるほど周知度も高くなっております。 

 また、その満足度について、2ページをご覧ください。「とても満足」と「おおむね満足」

を合わせますと、船舶所有者が 86.3％、被保険者が 88.0％の方に「満足」とご回答いただ

いておりまして、その理由といたしましては、（3）にございますように、船舶所有者、被

保険者ともに、船員手帳の「健康証明書」欄に証明を受けることができるが 70％を超えて、

1位となっております。 

 一方、不満な理由が 3ページの上段（4）でございます。船舶所有者の 1位は「健診機関

が少ない」でございまして、被保険者も「近くに健診機関がない」が 2 位となっておりま

す。なお、健診機関を増やすことにつきましては、事業計画でもお示ししているところで

ございまして、引き続き、その増加に努めていきます。 

 また、被保険者の不満な理由の 1 位は「健診内容が不十分である」でございまして、不

十分な具体的な内容につきましては、正確にはわからないところではございますが、自由

記載欄を見てみますと、「痰検査、胃カメラ検査、ピロリ菌検査などを、オプションではな

く無料で組み入れてほしい」ですとか、「血液検査での検査項目を増やしてほしい」といっ
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たもの。また、がん検診の充実や、歯科検診の実施に関するご意見等をいただいていると

ころでございます。 

 続きまして、下段の（5）の健康証明が受けられる医療機関があることの周知度につきま

しては、「知っている」とご回答いただいた船舶所有者は 67.0％、被保険者は 55.3％でござ

いまして、被保険者の地域別では、低かったのが北海道の 44.2％、高かったのが四国地方

の 62.9％となっておりまして、その他の地方につきましては 50％程度でございました。 

 1 枚おめくりください。手帳健康証明書データの提供依頼の周知度でございますが、「提

供したことがある」とご回答いただいた船舶所有者が 56.8％、被保険者は 27.4％である一

方で、「知っているが、提供したことがない」とご回答いただいた 17.6％の船舶所有者の提

供が難しい理由といたしましては、（7）にございますように、「個人情報を提供することに

不安がある」が約 3 割を占めております。この結果も踏まえまして、船舶所有者を通じて

の提供依頼に当たりましては、個人情報の取り扱い等に関する周知も含めまして、行って

いきたいというふうに考えております。 

 5ページの下段に、船舶所有者の「巡回健診」の周知度を載せております。「知っている」

が 61.1％でございますが、「巡回健診」につきましては、漁港等を中心に行っていることも

ございまして、漁船では 75.5％が「知っている」とのご回答でございました。 

 6ページをご覧ください。6ページが「特定保健指導」の周知度でございます。船舶所有

者では、「利用したことがない」も含めまして、「知っている」が 62.7％でしたが、被保険

者では 36.1％でございました。なお、被保険者のうち 33.3％の方が、実際に特定保健指導

の案内を受けたとご回答されておりまして、案内を受けた方の約 3 割が特定保健指導を受

けておられます。 

 また、7 ページの（3）にございますように、「特定保健指導」を受けられた被保険者の

85.4％から「満足」とのご回答をいただいておりますが、違うご質問の中で「途中で受ける

のをやめた」とのご回答も 35.6％ございます。途中でやめた理由としては、「乗船中で連絡

が取れなかった」が 34.9％で一番高く、次が、「仕事が忙しかった」の 28.9％でございまし

た。 

 次の（4）が、「出前健康講座」の周知度でございますが、こちらは船舶所有者のみにお

尋ねしたものですが、「知っている」が 22.4％にとどまっておりまして、被保険者数別で見

ましても、被保険者が多くなるほど、若干は周知度が高くなる傾向は見られるものの、総

じて、20％台でございました。 

 また、申し込みたい「出前健康講座」のテーマにつきまして、8 ページをご覧ください。

「メタボの予防・改善」「食生活の改善」が多く、「船内でできる運動」「高血圧」「糖尿病」

「腰痛・ひざ痛対策」「脳梗塞、脳卒中」が、ほぼ同じ割合で続いております。 

 出前健康講座につきましては、これらを踏まえまして、今後も関係団体の皆さまや保健

師の方々等のご協力を得ながら、周知・実施していきたいと考えております。 

 9 ページ以降が、「健康への取組みについて」ですが、既に「取り組んでいる」船舶所有
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者が 36.6％、「今後取り組む予定」が 13.0％でございまして、その取り組み内容といたしま

しては、「健康診断の受診等の勧奨」「健康情報の提供」が大きな割合を占めてございます。 

 1枚おめくりいただいて、10ページをご覧ください。 

 「健康の保持・増進を図る上での課題」につきましては、船舶所有者では「運動不足」「食

生活」「喫煙」が上位を占めてございまして、被保険者では「勤務時間が不規則」「食事の

苦労が多い」「ストレスが多い」が上位を占めてございます。 

 また、食事に関しましては、11 ページの（4）「食生活で主に気をつけていること」とい

たしましては、「野菜をたくさん食べる」が 49.4％と最も多く、「塩分を控える」「油ものを

控える」などが続いているところでございます。これらを踏まえまして、28 年度におきま

しては、食生活や運動等に関する情報提供冊子を作成いたしまして、配付することを予定

しております。 

 たばこ関係といたしまして、（5）「喫煙状況」は、「吸っている」が 37.1％でございまし

た。「データヘルス計画」では、生活習慣病予防健診時の問診票によりまして 44.6％とお示

ししておりますが、それよりは低かったところでございますが、国民健康栄養調査による

国民全体では 20.7％ですので、やはり船員の喫煙率は高いといえるものと考えております。 

 なお、12ページをご覧いただきますと、喫煙者のうち、「禁煙したい」が 28.7％、「たば

この本数を減らしたい」が 41.2％となっておりまして、減煙・禁煙の意向が高い一方で、

約半数の 47.9％の方が「禁煙に取り組んだことがある」とのご回答でございまして、やは

りなかなかやめづらい実態があるのかな、というふうに考えられるところでございます。 

 最後に、健康づくりを進める上での支援といたしましては、「健康づくりのパンフレット、

教材等の提供」のほか、「健康器具の貸出、配付」「健康診断や保健指導の実施機関の紹介、

あっせん」「禁煙に関する取り組みの支援」が 25％となっておりまして、「健康器具の貸出、

配付」以外は、現在も取り組んでいる事項ですので、さらに充実等をさせていくよう努め

まして、引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 続きまして、資料 6をご覧ください。 

 こちらは、昨年の 11月 30日に「船員保険通信」と「喫煙対策冊子」をお送りする際に、

アンケートはがきを同封させていただいたものでございまして、1ページの一番下の欄にご

ざいますように、船舶所有者 296名、被保険者のうち喫煙者 366名、非喫煙者 793名の合

計 1,455名の皆さまから、ご回答をいただきました。 

 2ページが、ご回答いただいた方の属性等でございまして、船舶所有者、被保険者ともに、

業態が「貨物船」の方の割合が高くなっております。 

 なお、調査結果といたしまして、「船員保険通信」の見やすさ、わかりやすさにつきまし

ては、3ページ上段でございますが、船舶所有者・被保険者ともに、9割近くが「満足」ま

たは「やや満足」とご回答くださいました。また、下段にございますように、「よく見る広

報媒体」といたしましては、船舶所有者、被保険者ともに、約 7 割を「団体機関紙の広報

欄」「チラシ」といった紙媒体で占めているところでございまして、今後も、関係団体の皆
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さまにご協力をお願いするとともに、納入告知書に定期的にチラシを同封するなど、紙媒

体による広報にも力を入れていきたい、というふうに考えております。 

 4ページをご覧ください。 

 「喫煙対策冊子」を読む前と、読んだ後との気持ちの変化についてですが、「喫煙対策に

取り組みたい」が、読む前より読んだ後で、船舶所有者で 17.3％、被保険者で 14.0％増加

しておりまして、一定の効果はあったのかな、というふうに考えておりますが、読んだ直

後だから、ということも考えられますので、引き続き、データヘルス計画等も踏まえまし

て、喫煙対策に取り組んでいきたいと考えております。 

 なお、これらアンケート結果で得られた内容等につきまして、一部は 28年度事業計画へ

も反映させていただいておりますが、引き続き、自由記載欄にご記入いただきましたご意

見・ご要望等も、分析検討等をさせていただきまして、できるものは速やかに実施してい

くなど、ニーズに合った健康づくり支援等を効果的に推進していくよう努めていくことと

しております。また、広報等を初めといたしまして、関係団体の皆さまのご協力・ご支援

をお願いすることが多々あると思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 大変内容の充実した調査の結果だというふうに思いますけれども、何かご意見、あるい

はご質問がありましたら、お出しいただきたいと思います。 

 では、浦委員、どうぞ。 

 

浦委員： 

はい。このアンケートの調査結果を見ますと、まず、この周知度という部分におきまして、

やはり船舶所有者に対しまして、被保険者の、あらゆる項目に対する周知度が低いのかな、

ということが読み取れますので、われわれの立場からしても、いかに被保険者に対する周

知を上げていくか、ということがポイントだと思いますので、ぜひ取り組みをお願いした

いというところと、せっかくこれだけ大々的なアンケートを実施していただいて、まさに

このアンケートの肝というか、重要な部分については、この周知度の調査も非常に大事な

部分だとは思いますけども、この 5-2、5-3 の資料にございます、この自由意見、自由回答

の部分が、まさに被保険者、船舶所有者の生の声だというふうに思いますので。 

 もちろん、予算の裏付けと、物理的に実施できる、できないものがあるとは思いますけ

ども、可能な限り、この生の声を事業に反映すべく、今後、取り組みを進めていただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 
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岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 では、事務局お願いします。 

 

松下船員保険部次長： 

ご指摘のとおりだと思いますので、そのように努めていきたいと思います。 

 

岩村委員長： 

ほかには、いかがでございましょうか。 

 では、田中委員、どうぞ。 

 

田中委員： 

アンケートの結果、今、斜め読みしましたけど、船舶という閉鎖された中なので、ある程

度、予想どおりの結果になっているな、というふうに思いました。 

 その中で、幾つかのいろんな疾病とか、そういうのもあるのですけど、まずは、取り組

みである程度解決できるのは、やっぱり禁煙対策というか、喫煙問題ですね。これは、陸

上で働くようになって、陸上で本当にたばこを吸うような環境がだんだんなくなってきて、

喫煙者の方は、かなり肩身の狭い思いをされていると思いますけども、やっぱり船の場合、

このアンケートを見ても、旅客船は女子船員もいますし、お客さんもいるということで、

かなり分煙が進んでいると思いますけれども、そうじゃない船、一般の貨物船、特に漁船

なんかは、中で就労していますので、要するに、漁獲というか、作業をするので、なかな

かちょっと難しいのかもしれませんけれども。 

 やっぱり船内で分煙をするという環境整備というのは、非常に効果的じゃないかなと思

います。分煙をするということは、吸う機会がだんだんなくなってくるわけですから、陸

上の趨勢に合わせて、そういったことも必要になろうというふうに思います。その場合は、

船員の被保険者の取り組みだけでは難しくて、やっぱり船舶所有者が船内の分煙にしっか

り取り組んでいく、というようなことも必要かな、というふうに思いますので、ちょっと

そういう仕掛けを、ひとつ船舶所有者に対しても、そういう分煙が陸上でも求められてい

ますよというような、そういう呼び掛けも有効じゃないかな、というふうに思います。ち

ょっとずつ、喫煙率を下げていくというような取り組みも、ぜひやっていただきたいなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。たぶん事務方、そして船舶所有者の団体の方々、そして、当然の

ことから、組合の方々との間での話し合いといったことにより、何か有効な方策というも
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のが進められればいいな、というようには思いますので、各当事者の皆さま方、どうぞよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 その他、こちらで用意している議題は、以上でございますけれども、この際ということ

で、何かございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして、本日予定していた議題は、全て終了ということになりま

す。したがいまして、本日の船員保険協議会については、閉会とさせていただきたいと思

います。 

 最後に、次回の日程等につきまして、事務局から説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

次回の船員保険協議会につきましては、7 月に開催し、議題といたしましては、「平成 27

年度決算」を予定してございます。詳細な日程は、各委員と調整の上、後日ご連絡をいた

します。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。皆さま、きょうはお忙しい中を大変ありがとうございました。

これで閉会ということにさせていただきます。（了） 

 


