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PICK UP情報！
船員保険部からの旬なお知らせを

いつでも確認できます！

船員保険
イメージキャラクター

かもめっせ

〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング14階
TEL 03-6862-3060（携帯電話・IP電話ご利用の方)
 0570-300-800（固定電話ご利用の方は市内通話料金）　

加入者の
皆さまに

公的な医
療保険サ

ービス

などを提
供する制

度です。
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船員保険の給付

職務外の事由により病気やけがをしたときは、保険医療機関（病院・診療所等）に保険証を提出し、一部負担金を支
払うことで、診察・投薬などの治療を受けることができます。
また、乗船中に職務外の病気やけがをしたときは、下船日から3か月目の末日までは、自己負担なしで療養が受けら
れます。（詳しくは4ページをご覧ください）
その他にも以下の給付を受けることができます。

船員保険ではどのような給付を受けられますか？Q

A

給付の種類 給付される場合 給 付 額

療養費
立替払い、
治療用装具を作成
したときなど

かかった費用の7割
( 小学校入学前、70歳以上の所得区分一般の方は８割 )

下船後の
療養補償

乗船中にはじめて
職務外の病気やけが
をしたとき

＜療養に関する費用の給付割合＞
下船日から3か月目の末日までの間は、保険診療分について自己負担なし
→4ページのチェックポイントをご覧ください

高額療養費 医療費の支払いが
高額になったとき

＜70歳未満の同一月内の自己負担限度額＞

＜70歳以上の同一月内の自己負担限度額＞

所得区分 自己負担限度額計算式 多数該当

ア（標準報酬月額
83万円以上） 252,600円 +（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

イ（標準報酬月額
53万～79万円） 167,400円 +（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

ウ（標準報酬月額
28万～50万円） 80,100円 +（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

エ（標準報酬月額
26万円以下） 57,600円 44,400円

オ（低所得者
( 被保険者が市区町村民

税の非課税者 )）
35,400円 24,600円

所得区分
自己負担限度額計算式

個人単位（外来のみ） 世帯単位（外来 + 入院）

現役並み所得者Ⅲ
（標準報酬月額83万円以上）

252,600円 +（総医療費－842,000円）×1％
【多数該当 140,100円】

現役並み所得者Ⅱ
（標準報酬月額53万～79万円）

167,400円 +（総医療費－558,000円）×1％
【多数該当 93,000円】

現役並み所得者Ⅰ
（標準報酬月額28万～50万円）

80,100円 +（総医療費－267,000円）×1％
【多数該当 44,400円】

一般
（それ以外）

18,000円
( 年間上限 144,000円 )

57,600円
【多数該当 44,400円】

低所得者Ⅱ
（被保険者が市区町村民税の

非課税者等である場合）
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ
（被保険者と扶養家族すべての

収入から必要経費・控除額を
除いた後の所得がない場合）

15,000円

※現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み所得者となります。

自己負担限度額を
超えた分が

払い戻されます。

医療費が高額になりそう
なときは限度額適用認定
証をご利用ください！
医療機関等での窓口負担
が自己負担限度額までに
軽減されます。

1　仕事以外で病気やけがなどをした時の給付

詳しくはこちらの
二次元コードから
HPをご覧ください。
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船員保険の給付

給付の種類 給付される場合 給 付 額

傷病手当金
病気やけがで
療養のため仕事を休み、
給与が受けられないとき 1日あたりの金額：【支給開始日の以前の継続した12か月間の各標準報酬月額

を平均した額】÷30日×（2/3）

出産手当金 出産のため仕事を休み、
給与が受けられないとき

出産育児
一時金

妊娠85日以後に
出産したとき

1児につき420,000円
（妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関等で

出産された場合は408,000円 ※令和３年12月以前の出産の場合は404,000円）

葬祭料

亡くなったとき

被保険者・被扶養者ともに50,000円

葬祭料
付加金

被保険者
（被保険者の資格喪失時の標準報酬月額の２か月分－50,000円）

被扶養者
（被扶養者が死亡した当時の被保険者の標準報酬月額の1.4か月分－50,000円）

給付の種類 給付される場合 給 付 額

休業手当金

職務上の事由による病
気やけがで療養のため
仕事を休み、
給与が受けられないとき

① 休業１日目から3日目（労災保険給付の待期期間）
標準報酬日額の全額

② 休業４日目から4か月以内
標準報酬日額の4割から労災保険法の休業特別支給金の額を控除した額

③ 療養開始1年6か月経過後で、船員保険の標準報酬日額が労災保険法で
定める額を上回る場合
標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の6割

休業特別
支給金 労災保険から休業（補償）給付を受け、その給付基礎日額が一定の水準を下回るとき

行方不明
手当金

乗船中、職務上の事由
により行方不明になり
1か月以上経過したとき

１日につき、標準報酬日額相当額

その他年金
など

職務上の事由による傷病で障害が残ったとき
障害年金、障害手当金、障害差額一時金　など

職務上の事由で死亡し、遺族がいるとき
遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金　など

2　仕事上で病気やけがなどをした時の給付

各給付について詳しくはこちらの二次元コードからHPをご覧ください。 

職務上年金はこちら
職務上給付（休業手当金、休業特別支給金、行方不明手当金）について
詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。
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療養補償証明書は、「乗船中（原則として船舶内）に、はじめて発生した職務外の病気やけが」が対象になります。
療養補償証明書を発行する前に、下記のフローチャートをご参照いただき、適正な使用にご協力ください。

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

乗船中に発生したものですか？ 療養補償証明書の対象外です

お仕事が原因で発生した
病気やけがですか？ 療養補償証明書の対象外です※1

船に乗る前から医療機関で治療を
続けている病気やけがですか？ 療養補償証明書の対象外です

療養補償証明書の対象外です

虫歯や歯周病の治療ですか？ 長期間（１年以上）操業・航海
している船舶（遠洋マグロ漁船等）

に乗る長期乗船者ですか？

※2 「下船後三月満了年月日」が経過後の受診には自己負担（一部負担金）が発生します。

※1 職務上の病気やけがは、労働者災害補償保険法（労災）の対象
となります。

療養補償証明書をご使用いただけます※2

●医療機関（薬局）及び船員保険部に療養補償証明書を提出いただく必要があります。

「下船後3月の療養補償」の対象と認められなかった場合は、
被保険者の方に医療機関等の窓口で
お支払いいただくはずであった
一部負担金相当額（職務上の傷病の場合は医療費の全額）を後日、
船員保険部へ返還いただくことになります。

療養補償証明書

疾病任意継続療養補償証明書のチェックポイント
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疾病任意継続

下記の加入要件を満たしてお申込みいただければ、
疾病任意継続被保険者として引き続き船員保険にご加入いただけます。
※ 船員保険（医療保険）のみ継続加入する制度です。年金は含んでおりませんのでご注意ください。

雇止め日後も船員保険に加入したいときは、どうすればよいですか？Q

A

疾病任意継続に加入
するための2要件

（2つとも満たす必要があります） 雇止め日の翌日から20日以内 (20日目が土・日・祝日の場合は翌営業日 )
に船員保険部に申請いただくこと

雇止め日までに、船員保険の被保険者期間 ( 疾病任意継続被保険者の期間
を含まない ) が継続して2か月以上あること

疾病任意継続に加入できる期間は最長で2年間です。ただし、以下の①～⑤のいずれかに該当する場合は、
2年を経過する前に資格を喪失します。

就職して船員保険・
健康保険・共済の

被保険者になったとき

1
保険料を期日までに
納めなかったとき

2
後期高齢者医療制度に

加入したとき

4
疾病任意継続

被保険者でなくなる
ことを希望したとき

3
被保険者が

亡くなったとき

5

　保険料は雇止め時の標準報酬月額により決定され、全
額ご本人負担となります。ただし、雇止め時の標準報酬
月額が一定以上（令和4
年度は44万円）の方に
は保険料の上限がありま
す。なお、保険料は保険
料率の変更や標準報酬月
額の上限額の変更等の場
合を除き、原則として2
年間変わりません。

　ご家族を被扶養者とする届出を行う際は、「船員保険 疾
病任意継続被保険者 資格取得申出書」、「船員保険 疾病任
意継続被保険者被扶養者（異動）届」に添付書類が必要と
なります。

〇 満16歳以上の方が被扶養者として加入する場合には、
収入状況が確認できる書類が必要となります。

（学生であっても、収入状況が確認できる書類の添付が必
要です）

〇 被保険者と別居されている方が被扶養者として加入す
る場合は、仕送り金額が確認できる書類の添付が必要
となります。

（国内に居住している16歳未満の方、または16歳以上の
学生の方を被扶養者として加入させる場合には仕送り金額
が確認できる書類の添付は不要です）

〇 新たにご家族の方が被扶養者として加入する場合
（例：疾病任意継続加入期間中に生まれたお子様が扶
養家族として加入する場合、など）、被保険者との続
柄が確認できる書類の添付が必要となります。

（在職時に船員保険の被扶養者であった方が、疾病任意継
続に引き続き加入される場合は添付不要です）

　疾病任意継続の保険証は、「退職日（または資格喪失日）
が確認できる証明書」を疾病任意継続被保険者資格取得
申出書に添付いただくことで、証明書に記載された日付
に基づき保険証を発行することができます。保険証の発
行をお急ぎの方は証明書のコピーを添付して下さい。
※ 証明書の添付が無くても日本年金機構からの資格喪失情報に基づきお手続きで

きます。

※  添付書類の詳細については、船員保険部へお問い合わせいただくか、
　　HP にてご確認ください。

扶養認定に関する添付書類について保険料について

保険証の発行をお急ぎの方へ

■ 証明書の例
・船舶所有者様が証明した退職証明書 
・雇用保険被保険者離職票
・船員保険被保険者資格喪失届　など
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船員保険の健康診断等傷病手当金の制度改正について

疾病任意継続の制度改正について

令和４年１月１日から支給期間が、支給開始日から「通算して３年」になりました。
・同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して３年に達する日までに変わりました。
・ 支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には支給開始日から起算して３年を超えても繰

り越して支給可能になります。
・ 令和３年12月31日時点で、支給開始日から起算して3年を経過していない傷病手当金（平成31年1月2日以降に支給

が開始された傷病手当金）も新制度の対象になります。

令和４年１月１日から任意の資格喪失の申出が可能となりました。
疾病任意継続被保険者が、被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合には、その申出が受理された日の属する
月の翌月１日に被保険者の資格を喪失することとなります。

【例】 ・申出の受理： 4月１日～３０日
 ・資格喪失日： ５月１日　※保険料の納付は4月分まで必要です

制度改正に対応した申請書はこちらからダウンロードできます。
疾病任意継続

改正前の傷病手当金の支給期間

支 給 支 給不支給 不支給

支 給不支給 不支給

不支給 不支給
欠勤

※支給開始日から起算して
　3 年経過後は不支給

※支給開始日から通算して
　3 年に満たないので支給可能

療養期間 療養期間 療養期間
欠勤出勤 出勤 出勤 欠勤

３年３年

３年３年

支 給
欠勤

支給開始支給開始

療養期間 療養期間 療養期間
欠勤出勤 出勤

不支給
出勤 欠勤

通算３年
支 給

支給開始支給開始

改正後の傷病手当金の支給期間

制度改正に対応した申請書はこちらからダウンロードできます。
傷病手当金
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健康診断のご案内

船員保険の健康診断等傷病手当金の制度改正について

疾病任意継続の制度改正について

① ご自身の健康状態が確認できる健康診断を受けられます。
② 健診結果からメタボリックシンドロームのリスクがあり、生活習慣の改善が

必要と判定された方は健康づくり支援（特定保健指導）を受けられます。

健康で暮らすため、どのような支援を受けられますか？Q

新

新

新

A

健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担額

生活習慣病予防健診 被保険者の生活習慣病予防健診と同じ内容です
当該年度において

40 歳以上
75歳未満の方

（ 75歳の誕生日の）前日までの方

受診者負担上限額は被保険者と同じです

基本的な健診
問診（喫煙・服薬歴など）、診察（聴打診など）、身体測
定、血圧測定、血中脂質検査、
肝機能検査、尿検査（尿糖・尿蛋白）

健診費用総額 -7,150円（税込）
集合Ａ契約の健診機関（全国約2,500機関）に
おいては無料で受診いただけます

詳細な健診
貧血検査、心電図検査、眼底検査、
血清クレアチニン検査

（医師が必要と判断した場合のみ実施）

健診費用総額 -3,400円（税込）
集合Ａ契約の健診機関（全国約2,500機関）に
おいては無料で受診いただけます

特
定
健
康
診
査

健診の種類 主な検査内容 対象者 受診者負担上限額

一般健診
（巡回健診）

問診 ( 喫煙歴・服薬歴など )、診察 ( 聴打診など )、血圧
測定、身体測定、視力検査、聴力検査、心電図検査、尿検
査、便潜血反応検査 (2日法 )、胸部・胃部レントゲン、血
液検査　など

当該年度において
35歳以上

75 歳未満の方
（75歳の誕生日の前日までの方）

（無料）0円

総合健診 一般健診に眼圧検査や肺機能検査、腹部超音波検査など
を加えた日帰り人間ドックです 4,936円（税込）

眼底検査 眼底検査 40歳以上
（医師が必要と判断した場合のみ実施） 79円（税込）

Ｃ型肝炎ウイルス検査 HCV 抗体検査 過去にこの検査を
受けたことがない希望者 462円（税込）

子宮頸がん検診
( 子宮頸部細胞診検査 ) 膣脂膏顕微鏡検査（スメア式） 当該年度において偶数年齢に達する女性 （無料）0円

乳がん検診
( マンモグラフィ検査 )

１方向
（内外斜位方向撮影）

当該年度において50歳以上の
偶数年齢に達する女性 （無料）0円

２方向
（内外斜位方向撮影、頭尾方向撮影）

当該年度において40歳以上50歳未満の
偶数年齢に達する女性 （無料）0円

前立腺がん検査 腫瘍マーカー（PSA） 当該年度において50歳以上の男性 926円（税込）
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無料で
受診できる

（総合健診は一部負担があります）

がん検診が
含まれる

船員手帳の健康証明が
受けられる

（別途証明費用がかかります）

手帳健診の場合も
特定保健指導は

受けられる

■ 被保険者の方（ご本人）の健診

■ 被扶養者の方（ご家族）の健診

令和4年度から
子宮頸がん検診・乳がん検診が

無料となります！

船員保険生活習慣病
予防健診は、

ここがお得です！

1

3

2

4
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健診・特定保健指導について詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。

船員保険情報センター
TEL 03-6722-0448

船員保険会　施設事業部
TEL 03-3407-6063

※生活習慣病予防健診・特定健康診査などの実施に関する事務は、一般財団法人船員保険会に委託しています。

船員手帳の写しの提供に
ご協力をお願いします

船員保険では、生活習慣病予防健診を受診されていない方に、船員手帳の写しの提供をお願いしています。
船員手帳の健康証明にかかる部分（第３表、第14表および第15表）の写しを提供いただいた方には、必要に応じ、
特定保健指導等の健康づくり支援を行っています。

■ 被保険者の方
■ 被扶養者の方

『無料』でご利用いただけます。

船員保険情報センターから、船員保険特定保健指導利用券が対象の方に交付されます。特定保健指導を健診機関で受ける場合は健診機
関へ、健診機関以外で受ける場合は船員保険情報センターへお申し込みください（詳細は利用券に同封するご案内をご確認ください）。

STEP1： 腹囲が85cm 以上（男性）、腹囲が90cm 以上（女性）または BMI ※が25以上の方
※ BMI= 体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

STEP2： STEP1に該当した方で、
（１）高血糖（空腹時血糖値100mg/dl 以上、または HbA1c5.6％以上 )
（２）脂質異常（中性脂肪値150mg/dl 以上、または HDL コレステロール値40mg/dl 未満 )
（３）高血圧（収縮期血圧130mmHg 以上、または拡張期血圧85mmHg 以上）
（４）喫煙（１）～（３）までのリスクが一つでもある場合にリスク項目として追加
上記に一つでも当てはまれば、特定保健指導の対象となります。

（該当したリスク数に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」どちらかのコースをご案内します。）

　健診結果や生活習慣の問診などからメタボリックシンドロームに該当した方や予備群と判定された方に対して、保健師などの専
門スタッフが生活習慣の改善に向けた様々な取り組みをアドバイスします。ご自身の生活習慣を見直していただく機会としてぜひ
ご利用ください。

船員保険特定保健指導利用券と一緒に送付される「特定保健指導実施機関一覧」に記載されている実施機関で
ご利用される場合は無料です。
なお、「特定保健指導実施機関一覧」に記載されている実施機関以外にもご利用いただける実施機関があります。
この場合には、費用負担が発生するケースがあるため、利用する健診機関等へご確認ください。

費用

ご利用方法

対象者

受診までの流れ

受診券の
受取り

健診機関※に
予約

受診券は、3月下旬に船員保険情報センターから
船舶所有者の方宛にお送りしていますので、船舶所
有者の方からお受け取りください。

（疾病任意継続被保険者の方や被扶養者の方は、直接ご自宅
にお送りします）

お受け取りになった受診券で生活習慣病予防健診を
受診いただけます。受診を希望される健診機関にご
予約のうえ受診ください。
※ 受診できる健診機関は、船員保険会の HP または、受診券

に同封される健診実施機関一覧をご確認ください。

1

2

特定保健指導のご案内

受診券についてのお問合せ先 健診についてのお問合せ先
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●リスク保有者数の割合（男性）

■ 船員保険 ■ 協会けんぽ

●リスク保有者数の割合 　　　　　　　　　　　　　　　　　 【表】

リスク 健診等検査結果
男性 女性

船員保険 協会けんぽ 船員保険 協会けんぽ

血圧
収縮期血圧130mmHg以上
又は、拡張期血圧85mmHg以上
又は、薬剤治療あり

57.9％ 49.3％ 36.4％ 30.8％

血糖
空腹時血糖110mg/dl以上
又は、HbA1c6%以上
又は、薬剤治療あり

26.1％ 19.6％ 8.9％ 8.3％

脂質
中性脂肪150mg/dl以上
又は、HDLコレステロール40mg/dl未満
又は、薬剤治療あり

41.9％ 35.0％ 20.4％ 15.9％

腹囲 内臓脂肪面積が100㎠以上
又は、男性85cm以上、女性90cm以上 61.3％ 49.4％ 15.4％ 14.9％

BMI BMIが25以上
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 51.4％ 36.7％ 24.5％ 22.1％

メタボ
腹囲のリスク保有に該当し、かつ血圧・
脂質・代謝のリスクのうち2項目以上に
該当

30.7％ 21.5％ 5.9％ 2.1％

※船員保険部HP掲載「船員保険の健診結果状況について（令和２年度）」より抜粋

船員保険の健診と健康づくりサポートをご利用ください！

船員保険の健診をご活用ください！

船員保険の健康づくりサポートをご利用ください！

　船員保険と協会けんぽ加入者の「血圧」「血糖」「脂質」「腹囲」「ＢＭＩ」「メタボ」のリスクを比較しました（※）。
下記【表】の検査結果は、生活習慣の改善が必要とされるレベルですが、船員保険加入者のリスク保有者の割合は、すべての
リスクで協会けんぽ加入者を上回っていました。
　また、男性のリスク保有者数は、腹囲とＢＭＩで大きな開きが見られる他、メタボリックシンドロームのリスクは船員保険加入者
が30.7％、協会けんぽ加入者は21.5％と、船員保険加入男性は、リスク保有者の割合が1.4倍となっています。

　船員保険では、生活習慣の改善が必要な方に向け、健康づくりサポート（特定保健指導）を提供しています。
　無理な食事制限や急な激しい運動は、継続性がなく体を悪くする危険があります。
　特定保健指導は、専門家のサポートにより、ご自身にあわせた方法で生活を改善していくことができます。また、専門家との対
面だけでなく、スマートフォンやＰＣ等を利用してサポートを受けることもできますので、ぜひご利用ください。

●専門家のアドバイスで減量に取り組むことができる
●無理のない生活習慣改善の方法を相談できる
●スマートフォン等を利用して手軽にサポートを受けられる
●将来の疾患リスクを低下させることができる

　年に1回は健診を受けて検査結果が基準値を超えていないか、経年的
に見るようにしましょう。
　船員保険の生活習慣病予防健診は、無料なだけでなく、「胃」「肺」

「大腸」の3つのがん検診がセットになったお得な健診です！
　また、生活習慣病予防健診は、船員手帳の健康証明書に必要な項目
をすべて含んでいます。
　健診機関のほとんどは、健診にあわせて船員手帳への証明も行ってい
ますので、毎年手帳健診を受けている方は、今年は生活習慣病予防健診
を受けてみませんか？

国立がん研究センターがん対策研究所の HP
で、生活習慣をチェックすることができます。
ご自身、ご家族が健康的な生活を送るために、
生活習慣に潜むリスクのチェックとしてご活用
ください。

　がんリスクチェック
国立がん研究センター
がん対策研究所　予防研究グループ

https://epi.ncc.go.jp/riskcheck/

特 徴
対象者は

無料

乳がん検査

船員保険加入者限定

対象の皆さま、ぜひご利用ください。

2022年4月　無料化決定
子宮頸がん検査特

報
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船員保険の保養事業

船員保険では保養事業として以下の宿泊補助を行っています。
加入者の皆さまは1泊3,000円の宿泊補助が受けられます。

船員保険の保養事業とはどのようなものですか？Q

A

保養事業について詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。

３．保養所などの代替施設を利用する場合

対象施設

対象施設

（1）近畿日本ツーリスト、JTB、日本旅行の窓口またはお電話で申し込みの場合
※インターネットでの予約では宿泊補助の対象とはなりません。

（2）たびゲーターの専用サイトよりインターネットで申し込みの場合

●宿泊予約の詳細は、各旅行代理店の窓口またはお電話にてご確認ください。

２．保養所、総合福祉センターを利用する場合

１．旅行代理店の契約施設を利用する場合

　船員保険の加入者の皆さまが船員保険保養所等の代替施設に宿泊した場合、保険証をご提示いただく
ことで１泊3,000円の宿泊補助が受けられます。

　船員保険の加入者の皆さまが船員保険保養所または総合福祉センターに宿泊した場合、保険証をご提示いただくことで１泊3,000円
の宿泊補助が受けられます。また、日帰り入浴を無料で利用できます。

　船員保険の加入者の皆さまが旅行代理店の契約宿泊施設をご利用される場合、
事前にお手続きいただくことで１泊3,000円の宿泊補助が受けられます。
※補助を受けられるのは年度内（4月から翌年3月まで）お1人につき4泊までです。

所在地 施設名
千葉県銚子市 大新
長野県諏訪郡 八峯苑　鹿の湯
鳥取県境港市 ホテルエリアワン境港マリーナ
徳島県小松島市 かめや旅館

保養施設 名称
鳴子保養所 鳴子やすらぎ荘
三崎保養所 サンポートみさき
総合福祉センター（神戸市） みのたにグリーンスポーツホテル

所在地 施設名
香川県坂出市 ホテルニューセンチュリー坂出
高知県安芸郡 ホテルなはり
福岡県筑後市 筑後船小屋　公園の宿

保養施設 名称
箱根保養所 箱根嶺南荘
焼津保養所 やいづマリンパレス

HPより申請
船員保険部 HP 掲載のたびゲーター
専用サイトURL より申請する

旅行代理店へ予約
旅行代理店の窓口または
お電話により宿泊施設を
予約する。（船員保険の加
入者であることをお伝え
ください）

利用申込書の提出
船員保険部から届いた承
認済の利用申込書を旅行
代理店に提出し、料金を
支払う。

利用申込書の到着
船員保険部から承認済の
利用申込書が郵便で届く。

船員保険部へ申請
船員保険部 HP 掲載の利
用申込フォームより申請、
または郵送で利用申込書
を船員保険部へ提出する。

クーポンを受け取る
クーポン（補助金利用分）をメールで
受け取る

予約する
クーポン（補助金利用分）を使って
予約する

1

1 2 3 4

2 3

3営業日程度

3営業日程度
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船員保険の保養事業 無線医療助言事業

船員保険では、無線医療助言事業を行っています。無線医療助言事業は、航海中の船舶内で急病人
やけが人が発生した際に、船舶内の衛生管理者などから電話、FAX、メールにより寄せられる助言
要請に対し、医師による救急処置の指示などの医療助言が受けられます。

航海中に急病人が出た場合、どのようなサポートが受けられますか？Q

A

無線医療助言事業について詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。

マイナンバーカードを使ってマイナポータルに登録すると、こんな情報が見られます。
●医療費通知情報…医療費控除の手続きが便利に！
●薬剤情報、特定健診情報…健康管理に役立つ！

ご利用の際は、船員保険ご加入者確認のため、
お手元に保険証をご準備ください。

卒煙カウンセラーがサポート！アプリで手軽に始めるオンライン禁煙プログラム

通常51,000円のところ、
船員保険にご加入の方は

電話健康相談サービス
経験豊かな医師・保健師・看護師などの相談スタッフ
が健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスなどの相談に
アドバイスいたします。

船上からでも

ご家庭からでも

ぜひご利用ください

ご利用の際は、船員保険ご加入者確認のため、
お手元に保険証をご準備ください。

船員保険部からの

お知らせ

マイナンバーカードについて

船員保険卒煙プロジェクトについて

船員保険電話健康相談について

￥0

24時間・年中無休・通話料無料

     0120-018-620
プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。

委託先：ダイヤル・サービス株式会社（委託先は予告なく変更する場合があります。）

詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。

詳しくはこちらの二次元コードから HP をご覧ください。

職場や家族など、
周りの方の協力も大切です！

お気軽に
ご利用

ください。

（デジタル庁HP）
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各種お手続き・ご提出先

下記をご参照のうえ、お手続きください。
※ 手続き先をお間違えになると、書類の返送などで、通常よりも事務処理に時間を要することになります。ご注意ください。

船員保険関係の申請はどこで手続きをすればいいですか？Q

A

全国健康保険協会船員保険部 年金事務所

地方運輸局 公共職業安定所

労働基準監督署

都道府県労働局

● 船員保険被保険者証再交付申請書
● 船員保険高齢受給者証再交付申請書

● 船員保険・厚生年金保険新規適用船舶所有者届
● 船員保険・厚生年金保険船舶所有者氏名 （名称）

住所（所在地）変更届
● 船員保険・厚生年金保険不適用船舶所有者届　など

● 船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届　など

● 船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
● 船員保険被扶養者（異動）届
● 船員保険（職務外疾病部門）適用除外該当・非

該当届　など

● 船員保険・厚生年金保険被保険者報酬月額
変更（基準日）届

● 船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
● 船員保険・厚生年金保険被保険者賞与不支給報告書　など

● 船員保険被扶養者（異動）届
● 船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更・訂正届
● 船員保険・厚生年金保険被保険者住所変更届　

など

● 船員保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
● 船員保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更 ( 終了 ) 届
● 船員保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書
● 船員保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届　など

● 雇用保険に関すること
離職後、船員の求人を探される場合の失業給付など

● 雇用保険に関すること
離職後、船員以外の求人を探す場合の失業給付、教育訓練
給付、雇用継続給付（育児休業給付、介護休業給付）など

● 労災保険の届出に関すること
● 職務上疾病・年金（労災保険の給付）に関すること

平成22年1月1日以降に発生した職務上の病気やけがの補償など

● 労働保険料の届出・納付に関すること

● 船員保険出産手当金支給申請書
● 船員保険出産育児一時金支給申請書
● 出産費貸付金貸付申込書

● 船員保険休業手当金支給申請書
● 船員保険行方不明手当金支給申請書
● 障害年金・遺族年金　など

● 疾病任意継続被保険者資格取得申出書
● 疾病任意継続被保険者資格喪失申出書
● 疾病任意継続被保険者被扶養者（異動）届
● 船員保険葬祭料 ( 費 ) 支給申請書　など

● 船員保険療養費支給申請書
● 船員保険傷病手当金支給申請書
● 船員保険高額療養費支給申請書
● 高額医療費貸付金貸付申込書
● 船員保険療養補償証明書
    （下船後の療養補償）
● 船員保険限度額適用認定申請書
● 第三者行為による傷病届　など

船員保険部への申請・届出は、下記まで郵
送いただくようお願いします。

仕事上で病気やけがなどをされて、船員保険へ保
険給付を申請される場合は、労働基準監督署に提
出された請求書の写しをその添付書類の写しとと
もに船員保険部にご提出ください。（場合によって
は、他に添付書類が必要となる場合があります。）

※ 被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構
がマイナンバーを活用し、船員保険部に情報提供を行うた
め、被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要と
なりました。被扶養者については、氏名変更の届出省略は行
われないため、引き続き届書の提出が必要になります。

〒102-8016
東京都千代田区富士見2-7-2
ステージビルディング14階

申請書は HP から
ダウンロードできます。

船舶所有者
に関するもの

船員の採用

給与・賞与

保険証等
再交付

氏名・住所
変更

出産
育児休業

病気・けが
（職務外）

退職・死亡

病気・けが
（職務上）

求　職

船員保険 申請書 検索

請求書の
写しを添付


