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全国健康保険協会船員保険協議会（第37回） 

 

 

日 時：平成29年11月13日（月）14：57～16:07 

場 所：主婦会館プラザエフ ９階スズラン 

出席者：岩村委員長、浦委員、江口委員、門野委員、菊池委員、立川委員、田中委員、内

藤委員、長岡委員、平岡委員、渡邊委員（五十音順） 

議 題： 

１．平成30年度の保険料率について 

２．船員保険事業の実施状況について 

 

岩村委員長： 

定刻よりは少し早いのですけれども、予定された当初からのご出席の方、全ておそろいで

ございますので、第37回船員保険協議会を開催させていただきたいと思います。 

 まず、委員の交代がありましたので、事務局からご紹介をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

８月より船員保険を担当するようになりました前島と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 それでは、委員の交代につきましてご報告申し上げます。 

 10月１日付で厚生労働大臣より任命をされておりますので、新任の委員をお配りしてい

る名簿の順でご紹介いたします。 

 早稲田大学の中出先生が任命されておりますが、本日は所用によりご欠席のご連絡をい

ただいています。 

 次に、筑波大学の渡邊委員でございます。 

 

渡邊委員： 

筑波大学の渡邊と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 本日の出席状況でございますけれども、今方、事務局からもお話がありましたが、中出

委員よりご欠席ということでご連絡をいただいております。 

 また、厚生労働省の安藤課長は、所用によりまして到着が少しおくれるとのことです。

また、所用によって途中退席されるということでございます。 
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 次に、全国健康保険協会の理事長につきまして、小林理事長の後任といたしまして、10

月１日付で安藤伸樹理事長が新たにご就任されていらっしゃいますので、ご紹介を申し上

げます。 

 

安藤理事長： 

安藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

安藤理事長、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、協会役員の交代があったと伺っております。事務局からご紹介をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

それでは、協会の役員の交代についてご報告をさせていただきます。 

 役員の任期満了に伴いまして、10月１日付でシステム担当理事に就任いたしました松谷

でございます。 

 

松谷理事： 

松谷でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

前島船員保険部次長： 

また、保健担当理事といたしまして、岡村が就任しておりますけれども、本日は所用によ

り欠席をしております。 

 次に、監事に就任いたしました有泉でございます。 

 

有泉監事： 

有泉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 本日もオブザーバーとして、厚生労働省よりご出席をいただいておりますが、こちらも

９月28日付で人事異動があったということでございます。ただ、新任の安藤課長がまだお

見えになっていらっしゃいませんので、後ほど見えられたときにご挨拶をいただきたいと

思います。 

 それでは、早速議事に入りたいと存じます。お手元の議事次第をご覧いただければと思

います。 
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 最初の議題でございますけれども、平成30年度の保険料率についてとなっております。

まず、事務局から資料を用意していただいておりますので、それに基づいて説明をいただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議題１．平成30年度の保険料率について 

 

前島船員保険部次長： 

それでは、平成30年度の保険料率についてご説明をさせていただきたいと思います。資料

１－１、１－２、１－３を活用させていただきながら、ご説明をさせていただきます。 

 まず資料１－１をご覧いただければと思います。平成28年度の決算をベースにいたしま

した29年度、30年度の見込みでございます。 

 １ページ目は疾病保険分でございます。28年度の決算を踏まえました29年度、30年度の

見込みについてでございます。 

 保険料収入につきましては過去５年の実績をもとに、保険給付費につきましては過去３

年間の実績をもとに見込んでおります。昨年は、保険料収入につきましても過去３年間の

実績をもとに見込んでおったところでございますけれども、今回につきましては過去５年

間の実績とさせていただいております。 

 参考で参考資料１をお手元にご用意いただければと思います。１ページ目が被保険者数

の近年の推移でございます。裏面の２ページ目が平均標準報酬月額の近年の推移をあらわ

してございます。 

 １ページ目の被保険者の推移でございます。27年度、28年度に被保険者数が増加してお

ります。今年度の見込みを算出するに当たりまして、直近３年間の見込みとなりますと、

このまま被保険者数が増加をするというやや楽観的な見通しになってしまうのではないか

といったところから、減少トレンドも含めました過去５年間の実績をもとに、厳し目に見

込んだところでございます。 

 また、裏面でございます。平均標準報酬月額につきましても、直近３年間の伸びが例年

と比べまして高く推移をしておりまして、厳し目に推計をするといった観点から、伸びの

低い年度も含めまして、５年間の実績をもとに見込んだところでございます。 

 29年度の収支見込みにつきましては、28年度の決算と比較いたしますと、平均標準報酬

の伸びに伴いまして、保険料収入の増加が見込まれるところでございます。そのほか、28

年度は、保有しておりました国債を売却したことによりまして、その収入がございました

ので、雑収入等が約1.7億円の減となってございます。 

 また、支出の面では、加入者１人当たりの給付費の伸びが見込まれる一方で、被扶養者

の減によりまして加入者が減少していることから、保険給付費は、28年度と比較いたしま

して約４億円の増加と見込んでおるところでございます。 

 そのほか、後期高齢者支援金の増などがございまして、単年度収支差といたしましては
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約35億円の黒字を見込んでいるところでございます。 

 結果、準備金の残高は、被保険者の保険料負担軽減分が約102億円、それ以外の準備金

が約183億円でございます。 

 この29年度の見込みを踏まえまして、30年度を見込みますと、保険料率を9.6％に据え

置きまして、被保険者の保険料軽減負担分といたしまして0.5％相当分の約16億円を準備

金から戻入することを前提といたしますと、約357億円の収入に対しまして、約318億円の

支出が見込まれるところでございます。 

 結果といたしまして、30年度も約39億円の黒字となってございまして、30年度末時点に

おける準備金の残高につきましては、被保険者保険料負担軽減分が約86億円、それ以外の

準備金が約222億円見込まれるところでございます。 

 裏面、２ページをご覧いただければと思います。災害保健福祉保険分をお示ししており

ます。 

 こちらも疾病保険分と同様に、保険料収入につきましては過去５年間の実績をもとに、

保険給付費につきましては過去３年間の実績をもとに見込んでおるところでございます。 

 29年度の見込みにつきましては、約36億円の収入に対しまして、約39億円の支出を見込

んでおるところでございます。収支差といたしましては約３億円の赤字となっておりまし

て、準備金の取り崩しにより対応することによって、準備金の残高は約178億円となって

ございます。 

 30年度につきましては、約36億円の収入に対しまして、約39億円の支出を見込んでおり

ます。収支差といたしましては約４億円の赤字となっておりまして、こちらも準備金の取

り崩しにより対応することによりまして、準備金残高は約174億円となっております。 

 続きまして、資料１－２をご覧いただければと思います。船員保険の中期的収支見通し

についての資料でございます。極めて粗い試算ということでございますけれども、31年度

以降５年間の見通しを立ててございます。 

 今回の推計の前提といたしまして、１ページ目の①から④に記載をさせていただいてお

りますけれども、１つ目として、保険料率につきましては、平成29年度の保険料率と同じ

保険料率で試算をさせていただいております。②として、30年度以降の診療報酬改定につ

きましては、この影響は見込んでおりません。３つ目といたしまして、31年10月に予定さ

れております消費増税分の影響につきましては、26年４月に消費税が８％に引き上げられ

た際の影響を参考といたしまして、機械的に影響を見込ませていただいております。４つ

目といたしまして事務費でございますけれども、事務費につきましては29年度の予算額を

計上することにしております。ただしということで書いておりますけれども、災害保健福

祉保険分の事務費のうち、特別支給金に関しましては、保険給付費と同様に、実績を踏ま

えて見直しの上、計上をさせていただいております。 

 また、中期的見通しを作成するに当たりまして、基礎係数となります被保険者数の推計

方法を見直しております。下に記載しておりますけれども、被保険者数につきましては、
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疾病保険分と災害保健福祉保険分の保険料率等を推計する上で、共通の基礎係数として用

いております。昨年、過去３年間の平均の伸び率を用いまして算出しておりましたが、今

年度は過去５年間の平均の伸びを使用することに変更しております。先ほど若干触れさせ

ていただきましたけれども、27年度、28年度に被保険者数が増加をいたしておりまして、

過去３年間の平均の伸びを使用いたしますと、このまま被保険者が増加をするというやや

楽観的な見込みとなってしまうのではないかといったことから、減少トレンドも含めまし

た過去５年間の平均の伸びを使用させていただいているところでございます。 

 お開きいただいて、２ページでございます。この変更点を踏まえました主な推計方法を

記載させていただいております。 

 被保険者数につきましては、今ご説明を申し上げたとおりでございます。 

 平均標準報酬月額につきましては、１年齢ごとの平均標準報酬月額に過去５年間の平均

の伸び率を乗じまして、各年度の１年齢ごとの被保険者数を乗じまして、その総額を全被

保険者数で除することによりまして算出をいたしております。 

 次の医療給付費でございます。５歳年齢ごとの加入者１人当たりの医療給付費に過去５

年間の平均の伸び率を乗じまして、各年度の加入者数を乗じることにより算出いたしてお

ります。平成24年度から平成28年度までの５年間の加入者１人当たりの医療給付費の推移

を下に掲載させていただいておりますけれども、実績といたしまして、その伸び率にはば

らつきがあるところでございます。医療費につきましては、今後とも増加をしていくこと

が見込まれているところではございますけれども、こちらをご覧いただきますと、25年度

の対前年伸び率がマイナス0.6％となってございます。マイナスの伸びになった具体的な

原因がちょっと明らかではないところでございますが、マイナスという異常値でございま

すので、過去５年間のうち、25年度を除外させていただきまして、実質４年間の平均伸び

率を用いて算出させていただいております。 

 最後に、後期高齢者支援金等の拠出金につきましては、算出の基礎となります船員保険

の総報酬額や前期高齢者の医療費等につきましては、上記に記載している方法等により推

計をしております。被用者保険全体の総報酬ですとか医療費等につきましては、少し古い

数値になりますけれども、平成22年10月の高齢者医療制度改革会議資料にお示しされてお

ります伸び率等を使用して推計しているところでございます。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。これらの推計によりまして疾病保険分の中期

見通しを立てたものでございます。 

 下段をご覧いただければと思います。下段には今のような推計方法で算出いたしました

基礎係数をお示しさせていただいております。被保険者数は31年度からほぼ横ばいで推移

をするのではないかと見込んでございますけれども、34年度以降は若干減少に転じると見

込んでおるところでございます。船員保険の被保険者につきましては、若い世代の方の加

入が進んでいるところでございますけれども、依然として50代後半から60代の被保険者の

方が非常に多い状況でございます。この50代後半から60代の被保険者の方々が、この34年
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度以降、引退をされることも見込みまして、34年度以降は若干の減少傾向で推移をすると

見込んでおるところでございます。 

 それから加入者でございます。被扶養者が減少しておりまして、この減少に伴いまし

て、31年度以降、減少と見込んでおります。 

 それから、平均標準報酬月額につきましては横ばい、加入者１人当たりの医療給付費に

つきましては、２％台の伸びで推移をするものと見込ませていただいております。 

 これによりまして、収入の面でございます。保険料収入につきましては、若干でござい

ますが、減少傾向を示しながら推移すると見込んでおります。 

 なお、収入のその他につきましては、被保険者保険料負担軽減分の準備金からの戻入額

で、毎年17億円程度の繰り入れを行うことを前提とさせていただいております。 

 また、支出でございます。保険給付費、拠出金等ともに年々増加をするものと見込んで

おります。 

 その結果、収支差でございます。31年度では約24億円の黒字が見込まれておるところで

ございますけれども、年を追うごとに黒字幅は減少いたしまして、35年度で約９億円の黒

字を見込んでおるところでございます。 

 35年度末の準備金の残高につきましては約312億円を見込んでおるところでございます

けれども、その内訳といたしまして、被保険者保険料負担軽減分の準備金が残高約５億

円、それ以外の準備金の残高が約307億円と見込んでおるところでございます。 

 お開きいただきまして、４ページをご覧いただきたいと思います。災害保健福祉保険分

の収支見通しでございます。 

 収入の面でございますけれども、保険料収入はほぼ横ばいで見込んでおるところでござ

います。それから、過去に行った年金住宅融資に係ります債権の返済金等が主なものでご

ざいます福祉医療機構国庫納付金等が減少していくと見込んでおりまして、収入合計とい

たしましては減少傾向で推移をすると見込んでおります。 

 支出の面におきましては、保険給付費は横ばいで推移をすると見込んでおります。 

 結果といたしまして、収支といたしましては、31年度以降赤字の見込みでございまし

て、収入が減少いたします分、赤字幅が増大をする見通しとなってございます。現行の保

険料率を前提といたした場合、準備金を取り崩しながら対応していくことになります。 

 一定の条件のもとで推計をした場合、このような見通しとなりますけれども、これらを

踏まえまして、30年度の保険料率の方向性について案を提示させていただいております。 

 資料１－３をご覧いただければと存じます。平成30年度における保険料率の方向性

（案）ということでお示しをさせていただいております。 

 まず１ページ目でございます。船員保険料率のこれまでの状況をご説明させていただい

ております。船員保険の保険料率の疾病保険料率につきましては、平成24年度に0.4％、

25年度に0.3％、それぞれ引き上げをさせていただいているところでございます。その際

に、被保険者負担分につきましては、引き上げ分と同じ率で控除率の引き上げを行ってお
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り、また、船舶所有者の負担につきましては、船舶所有者が全額負担する災害保健福祉保

険料率を疾病保険料率が引き上げられたものと同じ率だけ引き下げを行う。こういった方

法によりまして、下の表の網かけ部分に記載をしてございますように、保険料率の合計の

実質的な負担率につきましては、被保険者の負担率が 4.55％、船舶所有者の負担率は

6.10％と22年１月以降据え置かれてきたところでございます。 

 ２ページをご覧ください。疾病保険料率についての方向性の案でございます。 

 疾病保険分につきましては、現行の保険料率を据え置いた場合、中期的見通しでお示し

させていただいたように、35年度までは継続して黒字で推移をする見通しでございます。

しかしながら、その黒字額は年々縮小する見通しとなっておりまして、近い将来には単年

度収支が赤字に転落することが想定されるところでございます。さらにというところから

書いてございますけれども、見込みとの乖離が生じるリスクといたしまして４点ほど挙げ

させていただいております。 

 まず被保険者数でございます。減少傾向にございます被保険者数につきまして、27年

度、28年度に対前年度比で微増となってございます。将来の財政状況を大きく左右いたし

ます被保険者数、特に年齢構成の変化の動向を見きわめるための期間が必要ではないかと

考えてございます。 

 ２つ目といたしまして、先ほどご覧いただきましたけれども、１人当たりの医療給付費

につきまして、その伸び率にばらつきがあるところでございます。今後も予期せぬ医療費

が急増するリスクがあることがあると考えております。 

 ３つ目といたしまして、３ページでございます。拠出金等につきましては、他制度の医

療費を負担する性質上、協会におきまして、今後の拠出金額を正確に見込むことは困難で

ございます。しかしながら、ベースとなります医療費につきましては、他制度においても

増加をしておりまして、今後、特に後期高齢者医療費はますます増加していくことが想定

をされているところでございます。 

 最後、４つ目でございます。30年度以降の診療報酬改定が及ぼす影響が不透明である。

こういったことが、収支見通しが実際の決算から乖離する要素としてあるのではないかと

いうことでお示しをさせていただいております。 

 これらのことから、船員保険の財政状況は、現時点では比較的安定して推移をしており

ますけれども、中長期的な観点からは慎重な財政運営を図る必要があると考えておりま

す。したがいまして、30年度の疾病保険料率につきましては、現行と同率の10.10％でご

提案をしたいと考えているところでございます。 

 なおということで書いてございます。先ほど中期的見通しで触れさせていただきました

けれども、被保険者保険料負担軽減分の準備金につきましては、平成35年度末で約５億円

の残高で見込んでおるところでございます。負担軽減に必要な財源につきましては、現行

の軽減率0.5％を維持することになりますと、年間約17億円程度の財源が必要となってき

ます。したがいまして、36年度には財源となる準備金が枯渇をする見通しになっておりま
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す。財源がなくなった場合には、負担軽減措置が終了いたしますので、被保険者が負担す

べき保険料率を本来の5.05％にする必要があるのではないかというところでございます。 

 そこで、参考資料２をご覧いただければと存じます。１ページ目は、できる限り控除率

0.5％を維持しながら推移したものでございまして、準備金がなくなった際には、控除率

を引き下げて、実質的な負担を引き上げるケースをお示ししております。裏面には、緩や

かに控除率を引き下げて、徐々に被保険者の実質負担率を引き上げていくケースをお示し

させていただいております。 

 お示しいたしましたこの見通しでは、財源となる準備金が36年度に枯渇する見通しで、

また、収支差につきましても、37年度から、先ほどの中期的見通しを機械的に伸ばしたも

のではございますけれども、単年度収支も37年度からは赤字に転じるという見通しとなっ

ておるところでございます。 

 こういった状況を踏まえまして、資料１－３にお戻りいただければと存じます。 

 最後のところのご提案ですけれども、今後のこの取り扱いにつきましては、１年間程度

の期間をかけて、この協議会で皆さんで検討することとしてはどうかということでご提案

をさせていただいているところでございます。 

 次に３番目として、災害保健福祉保険料率についてご提案でございます。災害保健福祉

保険分につきましては、現時点におきまして、現行の保険料率を据え置いた場合、30年度

に収支差は約４億円の赤字が見込まれているところでございますけれども、一定の準備金

を保有しておりますので、30年度の保険料率につきましては、現行と同様の1.05％でご提

案したいということでございます。 

 最後に、４点目の介護保険料率でございます。介護保険料率につきましては、年末に国

から示される介護納付金の額を、船員保険に加入しております介護保険第２号被保険者の

総報酬額で除することによりまして、機械的に算出をするということでございます。現時

点では、29年度から0.05％引き上げで1.64％の見込みになる予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 途中で厚生労働省の安藤保険課長が到着されましたので、ご紹介いたします。９月28日

付で着任されたということでございます。 

 

安藤保険課長： 

保険課長の安藤でございます。おくれまして申しわけございませんでした。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

岩村委員長： 
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ありがとうございました 

 それでは、ただいま事務局から説明をいただきました保険料率の件につきまして、ご意

見、ご質問がありましたらお願いをしたいと思います。 

 なお、30年度の保険料率につきましては、今後、政府の予算編成の動向なども見きわめ

まして、その上で最終決定をすることになるわけでございますけれども、できるだけ方向

性は明確にしておきたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。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： 

ご説明どうもありがとうございました。 

 現時点では、財政的に35年ぐらいまでは、何とか現行の体制で運営することができると

見込まれているということでございます。そういう面では、急激な変化は余り望ましいと

は思っておりませんので、現行料率のままで継続をしていただければと思うところです。 

 ただ、これから30年、31年、32年と年々変化をしていきますので、その都度しっかりし

たシミュレーションをしていただいて、保険料率の変化を伴う場合でも急激な変化が出な

いように、ソフトランディングする形で見直しをしていく必要があると思っております。

そういう形で見積もりというか、シミュレーションを含めて、今後資料を出していただい

た中で、どういう形でいくかという論議をさせていただければと思うところです。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

事務局から今説明いただきました保険料率の据え置きという部分におきましては、異論を

示すものではございません。 

 そこで、１点質問です。中期的見通しの中の３ページの部分で、31年度から35年度まで

保険給付費については、若干であるけれども、毎年毎年上積みが予想される。その基礎係

数の中で、またその説明の中で、若い世代の加入が進んでいるという説明がございまし

た。 

 しかしながら、被保険者数の推移としてはほぼ横ばいの数値でいる状況の中で、そうす

ると、読み取れるのは、高齢の方々がやめていく状況の中で、若い方が入っているという

ことで、それと、20代と50代、60代と比較すると、保険給付費という部分におきまして、

どう考えても、20代のほうが安いというか、低いというか、そういう数字だと思うんで
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す。そこで、31年度から35年度まで増加するという部分におきまして、いまいちわからな

いなという部分がございます。その後も30年度における保険料率の方向性（案）という部

分におきまして、「医療の高度化等により、今後も増加していくことが見込まれる。」と

いう説明があるので、こういう部分なのかなと思うんですけれども、そこで、被保険者数

のところの平均年齢的な部分がわかれば、教えていただければと思います。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 事務局で、今その点について数字等お持ちでしたら、お答えいただけると思うんです

が、いかがでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

平均年齢につきましては今手元に資料がないものですから、次回までにはご報告をさせて

いただきたいと思います。 

 

岩村委員長： 

篠原理事どうぞ。 

 

篠原理事： 

医療給付費の推計のやり方は２ページのところに書いてあるんですけれども、年齢を一応

刻んでいます。ですので、高齢の方が抜けて、若い人が入ってくれば、一応それは反映を

させているつもりです。したがいまして、３ページの一番下、加入者１人当たりの医療給

付費を見ていただくと、31年度は2.6％伸びていますけれども、これが35年度になると、

伸びが下がっている。これは、今おっしゃったような多少若返っているようなところは、

反映はされております。 

 

岩村委員長： 

浦委員、よろしいでしょうか。次回また資料はご用意いただけるといことですので、よろ

しゅうございましょうか。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 では、内藤委員どうぞ。 

 

内藤委員： 

今の中長期の年齢構成と同じような形ですが、特に我々、内航海運では、団塊の世代と40

代以下ではかなり差があるのが現実です。今反映をして、少しずつ若年者と高齢者の入れ

かわりが行われ、予算としてもほぼ水平でいくという見込みをとられていますが、年代
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別、年齢別の構成はおわかりになりますか。もしおわかりになれば、今日ではなくて結構

ですので、次回にでも年代別、年齢別の構成を教えていただきたい。 

 また私どもで、不安視があるのは、例えば、私の業界でいえば、エネルギー庁の発表

で、石油の需要がこの５年間でかなり減少する。内航船は大型化の時代になってくる。そ

うすると、船員の絶対数が減ってくるという状況があります。１つその辺のことも加味し

ていただいて分析をお願いしたいと思います。将来、例えば自動車も自動運行ということ

が言われておりますので、実際に販売台数、自動車メーカーもかなり少なく見積もってい

らっしゃると思います。特に国的な観点から、経産省、エネルギー庁、国交省といろいろ

なところとご相談して、我々の需要も少し予測していただきたいとお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 後者はご要望ということだと思いますので、事務局でまたご検討いただければと思いま

す。前者はご質問ですが、いかがでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

船員保険の被保険者の年齢構成でございます。29年４月時点の数値でございますけれど

も、一番加入の状況が高いところが55から59の50代後半が12.3％、60代前半、60から64の

方が11.6％、こちらが非常に高い率になってございます。若い方も入ってきていらっしゃ

いまして、20代前半の方が9.1％という状況でございます。20代後半が8.5％、代表的なの

はこういったことでご報告申し上げますが、資料はまた次回にでもご用意をさせていただ

ければと思います。 

 また、推計に当たりましては、皆さんとご相談をさせていただきながら、より実態に近

いようなものを推計として出させていただくことで検討したいと思います。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 内藤委員、よろしいでしょうか。 

 

内藤委員： 

ありがとうございました。 

 

岩村委員長： 

では、よろしくお願いいたします。 

 ほかはいかがでございましょうか。 
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 では、江口委員どうぞ。 

 

江口委員： 

中期的収支見通し、疾病保険分と保健福祉保険分に関して、業務経費等については非常に

経費を抑えられているということで感謝申し上げます。 

 次に被保険者が負担すべき保険料率を負担軽減ですが、船員保険は0.5％軽減していま

すけれども、ほかの健保組合などではそういう軽減をされているところがありますでしょ

うかというのが１点と、0.5％相当額が17億円ということですけれども、被保険者数５万

6,000人で平均に割りますと、負担分は３万400円ほどふえるという考えでよろしいんでし

ょうか。その２点でございます。 

 

岩村委員長： 

事務局、いかがでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

被保険者の負担を軽減している健保組合さんがあるかというところは、今ここに数値がご

ざいませんので、またそれは後日お答えをさせていただければと思います。 

 それから、0.5％の負担増でございますので、平均的に考えると、42万円掛ける0.5％掛

ける12カ月、それに賞与分も入りますので、３万円よりは若干ふえるのかなというところ

かと思います。 

 

岩村委員長： 

江口委員、よろしいでしょうか。 

 

江口委員： 

はい。 

 

岩村委員長： 

では、健保組合の状況については、次回資料をお願いしたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、30年度の保険料率の方向性につきましては、疾病保険料率、被保険者負担軽

減控除率、災害保健福祉保険料率のいずれも、現行の率を据え置くことにさせていただき

たいと思いますけれども、最終的な保険料率につきましては、次回の船員保険協議会で決

定させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、お手元の議事次第にあります議題２．になりますが、船員保険事業の実施状

況について、資料を用意していただいておりますので、まず事務局から説明をいただきた
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いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議題２．船員保険事業の実施状況について 

 

前島船員保険部次長： 

それでは、船員保険事業の実施状況等につきましてご説明をさせていただきます。資料２

をご覧いただければと存じます。上期が終了いたしましたので、まず上期の状況について

ご報告をさせていただきます。 

 まず、１番目のサービススタンダードにつきましてでございます。傷病手当金や出産手

当金などの船員保険の職務外給付につきましては、申請書の受け付けから10営業日以内に

お支払いをする目標でやっているところでございますが、29年度上期におきましても

100％達成できている状況でございます。振り込みまでに要した日数でございますけれど

も、平均いたしまして5.61日になっております。 

 それから、保険証の交付につきましては、資格取得の情報をいただいてから保険証の送

付までの平均日数につきまして、３営業日以内で実施することで目標を掲げてやっており

ますけれども、平均日数につきましては2.00日でございます。目標を達成できている状況

でございます。 

 また、疾病任意継続被保険者の保険証の交付につきましては、資格取得の申請書の受け

付けまたは勤務していた船舶所有者の方から資格喪失の情報が出て、こちらで取得したい

ずれか遅いほうからカウントをさせていただいておりますけれども、保険証送付までの平

均日数が1.97日で、こちらも目標の３営業日以内を達成している状況でございます。 

 次が保険証の回収の状況でございます。資格喪失後、保険証を回収させていただいてお

りますけれども、29年度上期につきましては95.9％の回収率になってございます。 

 次に、レセプト点検の状況でございます。内容点検にかかります加入者１人当たりの診

療報酬等の査定効果額につきまして、29年度上期の実績でございますけれども、29円にな

ってございます。前年同期と比較いたしまして15円のマイナスという状況でございます。

この査定効果額につきましては、４月から毎月効果額が累計で積み上がっていくような仕

組みでございます。29年度の目標値、括弧書きで記載しておりますが、93円に目標設定し

ておりますので、これを達成できますよう、引き続き下期におきまして効果的な点検に努

めてまいりたいと思っております。 

 次が保健事業でございます。保健事業につきましては４月から８月分までを集計したも

のでございます。特定健診の実施率でございますけれども、こちらも毎月実績率が積み上

がっていくものでございます。被保険者の実施率が17.05％、被扶養者が7.09％でござい

ます。前年同期とほぼ同程度の実施率でございますけれども、受診者数といたしまして

は、被保険者の方が6,600名程度、被扶養者の方が1,700名程度受診いただいておる状況で

ございます。一方で、特定保健指導の実施率でございますけれども、被保険者の方が
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23.87％、被扶養者の方が20.54％でございます。前年同期と比べまして大幅に改善をして

いるところでございます。初回面談を受けられた実質人数でございますけれども、被保険

者の方が459名、被扶養者の方が38名という実績でございます。 

 続いて福祉事業でございます。無線医療助言事業につきましては、通信数が390件とな

っております。次の洋上救急医療援護事業でございますけれども、出動数が17件ございま

した。保養事業でございますけれども、5,981泊で、前年度と比較いたしまして184泊の

減、契約保養施設の利用補助事業でございますけれども、1,545泊でございまして、前年

度と比較いたしまして122泊の増加、旅行代理店を活用いたしました保養施設の利用補助

事業でございますが、上期は544泊で、前年同期と比べまして143泊の増加になってござい

ます。旅行代理店を活用いたしました保養施設利用補助事業でございますけれども、利用

者がなかなか増加していかないという状況でございます。今年度におきまして、手続の方

法を一部見直すなど実施をしたこともございまして、若干の増加が見られているのではな

いかと思っております。 

 続きまして、２ページをご覧いただきたいと思います。２ページ、３ページで上半期の

事業の主な取り組み内容を記載させていただいております。 

 まず、情報提供・広報に関する取組みでございます。29年度におきましても、関係団体

等のご協力をいただきながら、船員関係機関誌ですとか、海事関係機関誌に船員保険事業

に関する広報の掲載をいただいております。また、日本年金機構と連携をいたしまして、

毎月、船舶所有者にお送りしております保険料の納入告知書に船員保険の広報チラシを同

封させていただいているところでございます。 

 次にメールマガジンにつきましては、船員保険の各種手続のご案内ですとか健康づくり

に関する情報を毎月配信させていただいております。会員数につきましては９月末時点で

540名でございます。 

 それから、ジェネリック医薬品の使用促進に関しましては、25年度より年２回の通知を

継続して実施させていただいております。今年度につきましては、通知対象といたします

レセプトを３カ月から４カ月へと拡大をいたしまして実施しております。１回目の通知を

８月28日にお送りさせていただきまして、１万4,703名の方にお送りをしております。２

回目につきましては30年３月にお送りをする予定としてございます。 

 次に、船員保険給付等の業務に関する取組みでございます。 

 まず、お客様満足度の調査でございます。こちらも毎年実施をしておりますけれども、

今年度につきましても、８月１日から保険証の送付や給付金の支給決定通知書に同封いた

しまして、アンケートを実施させていただいております。結果につきましては、取りまと

めが終わった後にご報告をさせていただく予定でございます。 

 次の被扶養者資格の再確認でございます。保険給付や高齢者医療制度への拠出金等を適

正なものとするために、毎年度実施をさせていただいております。今年度も船舶所有者の

皆様にご協力をいただき実施させていただきました。９月末時点で3,610名の船舶所有者
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の方からご提出をいただいておりまして、提出率は93.1％、被扶養者の削減数が201名に

なってございます。 

 ３ページでございます。保健事業に関する取組みでございます。 

 まず「健康度カルテ」を活用いたしました船舶所有者のご訪問につきまして、26年度か

ら実施をさせていただいております。今年度につきましても９月末までに６船舶所有者に

ご訪問をさせていただきました。なお、下期につきましては約140の船舶所有者の方に

「健康度カルテ」をご送付する予定にしてございます。 

 それから、オーダーメイドの情報提供リーフレットの件でございますが、23年度から継

続して実施をさせていただいております。加入者１人１人の健康状況に応じましたオーダ

ーメイドの情報提供リーフレットを作成いたしましてお送りしております。今年度、健診

を受けていただいた方で、生活習慣病のリスクがある方に対しましてお送りをさせていた

だいております。７月から順次お送りをさせていただいておりまして、９月末時点で

4,157名の方にお送りをさせていただいているところでございます。 

 次のメンタルヘルス講習の開催でございます。船員災害防止協会等と連携をいたしまし

て、９月の船員労働安全衛生月間におきまして、各地の船員災害防止大会等において、臨

床心理士等を派遣いたしまして講習を実施してきたところでございます。全国７カ所で開

催をいたしまして、620名の方にご参加をいただいております。 

 それから、地方自治体との連携強化ということで、イベントへの参加をしております。

健康づくり等に関する取り組みをＰＲさせていただいておりまして、４月９日に静岡支部

と共同で焼津みなとまつりにブースを出展させていただきました。こちらで血管年齢測定

ですとか肌年齢測定も実施をさせていただいております。約350名の方にブースに来てい

ただいておるという状況でございます。 

 最後に、福祉事業に関する取組みでございます。 

 旅行代理店を活用いたしました保養施設利用補助事業につきまして、利便性の向上を図

ること等を目的といたしまして、利用方法、補助内容の見直しを行わせていただいており

ます。申請方法につきましては、手続の煩雑さの軽減を図るために、協会の船員保険のホ

ームページからお申し込みできるように見直しを行っておるところでございます。また、

年間の宿泊数の上限につきまして、２泊から４泊に見直しを行うとともに、あわせまして

海外旅行時でも利用ができるように見直しているところでございます。 

 お開きいただきまして、４ページ、５ページをご覧いただければと思います。下期の主

な取組み予定を記載させていただいております。 

 まず、情報提供・広報に関する取組みでございます。今年度におきましても、「船員保

険のご案内」を作成し、配付予定でございます。船員保険制度の周知広報のために、業務

案内リーフレットを作成いたしまして、船員保険を取り扱っていただいている年金事務所

さん、労働基準監督署さん、こういった窓口に配付をいたしまして、加入者の方にご利用

いただければということで考えております。 
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 次の「船員保険通信」でございます。船員保険の運営状況ですとか決算状況等を加入者

の皆様や船舶所有者の皆様にお知らせすることを目的に作成しておりまして、今年度も11

月末に全被保険者、全船舶所有者の方々にお送りする予定でございます。 

 次に、船員保険給付等の業務に関する取組みでございます。 

 医療費通知につきましては、28年10月から29年10月までのレセプトをもとに作成いたし

まして、30年２月に船舶所有者を通じまして加入者の方に配付したいと考えております。 

 最後に、保健事業の関係でございます。 

 医療費分析等に関しまして、これらの知見を有します外部専門事業者を活用いたしまし

て、レセプトデータ及び健診結果データを分析検討しておるところでございます。来年度

から新たなデータヘルス計画を策定しなければいけないことになっておりますので、この

計画に活用していきたいと考えております。 

 それから、特定健診受診率の向上の取り組みといたしまして、船員保険の生活習慣病予

防健診を実施いただける健診機関をふやす取り組みを行っております。船員手帳健診実施

機関ですとか協会けんぽの実施機関に対しまして、船員保険の健診を取り扱っていただけ

るように働きかけを行っていくところでございます。 

 それから、船員手帳健診のデータを提供いただいた方に対しまして、健康への理解を深

めていただくために、「船員手帳健診結果の見方」と、今年度につきましては胃がん検診

の啓発パンフレットを同封いたしましてお送りすることとしております。30年１月に約

8,000名の方にお送りする予定でございます。 

 それから、海技大学校等の学生を対象といたしまして、生活習慣やメンタルヘルスケア

に関する健康づくり講座を実施することとしております。11月以降に各学校におきまして

開催をする予定でございます。合計で８回予定をさせていただいております。 

 最後に、自治体との連携強化の取り組みで、健康づくりに関する取り組みのＰＲで、協

会の支部と共同でイベントにブースを出展いたしております。10月に全て終了いたしてお

りまして、10月８日に萩、10月15日に石巻、10月22日に長崎、これらに参加をしてきたと

ころでございます。 

 続きまして、参考資料３をご覧いただければと存じます。「労災就学等援護費の支給対

象校の拡充について」でございます。 

 船員に対する就学等援護事業につきましては、22年１月以降、原則的には労災保険の社

会復帰促進等事業で実施をされているところでございます。一部、22年１月前に支給事由

が発生したものにつきましては、船員保険の福祉事業として実施をしているところでござ

います。 

 この件に関しましては、これまでも就学援護事業について、船員の養成校についても支

給対象校としてほしいという内容のご意見をいただいてきたところでございまして、その

都度、労災保険の担当部局にその旨をお伝えしてきたところでございます。前回の７月24

日の協議会におきまして、船員代表の委員の方、船舶所有者の代表の委員の方、それぞれ



17 

 

の委員から同様のご意見をいただいたところでありましたので、今般、改めて文書により

労災部局に要望を行ったところでございます。 

 以上、ご報告をさせていただきます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、ただいま資料２、参考資料３についてご説明をいただいたところであります

けれども、ご意見、ご質問等がありましたらお願いをしたいと思います。 

 では、平岡委員どうぞ。 

 

平岡委員： 

船員保険の事業の実施状況の(1)のところのジェネリック医薬品の使用促進で、これまで

医薬品の軽減額通知を実施しているということでございます。実際にこれを通知して効果

としてどのぐらいあったのかがわかれば教えていただきたいということと、先ほど参考資

料の中で、支給対象校の拡充で申し入れをされたということでございます。これに対して

厚労省の見解はなかなか難しいということであれば、引き続きこの問題については継続し

て取り組んでいってほしいと思っております。 

 

岩村委員長： 

では、ご質問ということですので、お願いをいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

まず１点目のジェネリック医薬品の使用促進でございます。28年度の数値になりますけれ

ども、28年度は２回通知をしてございまして、１回目が通知対象が１万4,288人、２回目

が１万280人の方にご送付をしてございます。切りかえていただいた率といたしまして

は、１回目が25.4％、２回目が25.6％、25％強の方に切りかえをいただいておりまして、

年間の軽減の推計でございますけれども、約１億2,800万円の効果があったのではないか

ということで推計をしてございます。 

 ２点目の就学等援護費の支給対象の拡大でございます。労災担当部局に要請をしてきた

ところでございますけれども、労災の現在の就学等援護費の支給対象につきましては、学

校教育法や職業能力開発促進法に指定する教育施設に限って、この就学等援護費を支給し

ていることもございまして、現状では、その範囲でない船員の養成学校についてはなかな

か厳しい状況だと伺っております。ただ、受け取っていただいて、検討はしていただける

ということでございましたので、引き続き当方といたしましても要望していきたいと考え

ております。 
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岩村委員長： 

平岡委員、いかがでしょうか。 

 

平岡委員： 

はい。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 それでは、ほかにいかがでございましょうか。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

私も、労災就学等援護費の拡充について要望ということで、まさに我々の意見を酌んでい

ただいて要望していただき、まことにありがとうございます。しかしながら、これはまだ

スタートラインに立ったところで、今後、具体的な拡充に向けて取り組みをぜひ進めてい

っていただきたいと思います。 

 １件、質問というか、確認ですけれども、船員保険事業の実施状況等の上半期のところ

の(3)の保健事業に関する取組みのところで、メンタルヘルス講習の開催という部分がご

ざいます。まさに昨今は、これは不適切であれば、議事録を修正していただきたいと思う

んですけれども、精神的な病に冒されるというか、かかる方が非常に多いと認識しており

ます。船という閉鎖的な環境の中で１人で抱え込んでしまって、精神的な病にかかってし

まう状況はかなり想定されるわけで、そこでこういう講習があって、第三者からのある程

度講習を聞いて、こういう場合はこうなんだと認識することによって、またそれを事前に

防げるのかなと思います。これにつきましては、下半期のところには具体的な記載がない

んですけれども、下半期については具体的に実際行われていないのか、上半期で終わりな

のか、また、次年度については今後継続してやるのかという質問です。これをぜひ継続し

てお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

では、ご質問ですので、事務局、お願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

メンタルヘルス講習につきましては上期の事業で、船員災害防止大会において実施をさせ

ていただいたところでございます。下期につきましては、若干対象は違うんですけれど

も、船員教育機関におきまして、同様といいますか、メンタルヘルスケアを含んだ内容の
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講習を実施したいということで考えております。次年度以降の取り組みにつきましては、

またご相談をさせていただきながら考えていきたいと思っております。 

 

岩村委員長： 

浦委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

浦委員： 

ぜひ継続的に実施していただければと思います。 

 

岩村委員長： 

ほかにはいかがでございましょうか。 

 では、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

ちょっと数字的な面と、もし情報があれば教えていただきたいというところで質問をさせ

ていただければと思います。 

 １点目は、保険証の交付については非常にスムーズに行われているということですけれ

ども、保険証の回収の部分について、この数字はどういうベースででき上がってきた数字

なのか。93.9とか95.9というのはどのような基準の数字なのかを教えていただきたい。 

 それから保健事業で、特定健康診査実施率とか指導とかあるわけですけれども、なかな

か受けられる方がふえていかない問題がありまして、これは、ふえない理由はどういう形

で分析されているのか。例えば、実施機関がなかなか、そこまで行けないというのか、近

くに来てくれれば行けるというのか、何かそういう情報がありましたら教えていただきた

い。被保険者から何か要望みたいなものが出されていないのかということです。 

 それから福祉事業についても、以前からございました契約保養施設の部分と旅行代理店

を使った部分で、旅行代理店を使った部分が実際問題としてふえてこないという問題があ

ります。利用者側からして、何かいろいろ手続を踏まなければいけないということで、協

会のほうも努力していただいて、制度を変えるなりという形でしてきていただいているわ

けですけれども、さらなる要望は何か入っているんでしょうか。もし情報があれば教えて

いただきたいと思います。 

 この制度については、長期航海をしている船員、ないしはその家族がリフレッシュする

ため、それこそメンタルヘルスの部分の対応も出てくるわけですから、そういう面では非

常に重要な制度だと思っております。いかにこの制度を充実したものとして、皆さんに使

っていただけるかが非常にポイントになると思いますので、拡充に向けて何か良い方策は

ないか、ヒントになればということで教えていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 
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岩村委員長： 

では、大きく３つのご質問だと思いますが、事務局、お答えできる範囲でよろしくお願い

します。 

 

前島船員保険部次長： 

それではまず、保険証の回収の関係でございます。95.9％の数値の計算の仕方でございま

すが、29年９月末までに１万3,959名の方が資格喪失をされております。全部回収できれ

ば100％ということですが、１万3,393枚の保険証を回収しておりますので、95.9％という

数字でございます。保険証の回収につきましては、何回か督促をさせていただきながら、

回収率の向上に努めているという状況でございます。 

 ２点目の健診受診率がなかなか伸びない理由というところでございます。船員保険の被

保険者の方、船員さんにつきましては、必ず乗られる前に手帳健診を実は受けられている

のではないかということがございます。我々といたしましては、これに加えまして、手帳

健診のデータの提供を皆さんにご依頼もさせていただいて、その結果も含めてトータルと

して健診の受診率ということで、結果としては、今後カウントさせていただくこともござ

いまして、そういった方法もございます。船員保険のがん検診等を含めた生活習慣病につ

きましては、確かに実施機関が少ないといったことがネックになっているところもござい

ますので、我々といたしましては、健診機関の増加に努めるといった努力もさせていただ

いているところでございます。 

 最後に、福祉事業の保養事業の関係でございます。大変申しわけありません。現時点で

要望等があったか等について、今手元に資料がないものですから、その点につきまして

は、また改めて確認をさせていただいて、ご報告をさせていただければと思います。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 立川委員、いかがでございましょうか。 

 

立川委員： 

保健事業であるとか福祉事業は非常に重要な事業でございますので、多くの船員が利用で

きる形でぜひとも実施をしていただければと思います。 

 それから、保険証の回収ですけれども、これは１年分の喪失者と取得者の関係だけとい

うことになると、従前からのものの累積が残っていることになるんですか。 

 

岩村委員長： 

いかがでしょうか。最終的には１年たっても回収できない人が残っているとすると、で
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も、その人は、例えば27年度中に喪失した人で未回収の人は、28年度の数値には上がって

きていないということになるんでしょうか。それとも27年度中は未回収だったけれども、

28年度に返してもらえたということだと、そこは回収されたというカウントになるのでし

ょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

時点によって数値が異なってくるといいますか、過去の分も、時間がたってから回収され

るケースもございます。その時点では確かに数値に反映されていないケースもあります

が、後になって回収した部分はちゃんと管理をしているところでございます。 

 

岩村委員長： 

数字としては、年度ごとの数字というか、年ごとの数字という理解でよろしいでしょう

か。 

 

前島船員保険部次長： 

そういうことでございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 立川委員、いかがでしょうか。 

 

立川委員： 

そういうことですので、もしかすると、過去の累積分がいろいろありましてという部分が

あるのかなということがございます。といいますのは、医療機関に行って保険証を出しま

すと、何のチェックもなく、保険証と書いた情報が合っていれば保険適用になるんです。

実際に病院から保険請求がされて、その番号を見ると、資格を持っていないよ。持ってい

ないとどういうことが起こるかというと、保険給付されたものをもとの保険証の持ち主の

ところに返金しなさいという話が出てくるんです。そういう事故的なものが起こる可能性

があるので、発給もしっかりしなければいけませんけれども、回収もしっかりしていただ

いて、適正制度といいますか、健全な制度にしていっていただきたいと思いますので、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す。その問題は船員保険に限らず、各医療保険において常に発生して

いる問題でありまして、それぞれ保険証の回収と適正な資格確認で苦労をされています
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し、厚労省でも最近いろいろ対策を考えられているところだと思います。 

 ほかにはいかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日予定しておりました議題は以上となります。 

 そこで、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。 

 

前島船員保険部次長： 

次回の船員保険協議会につきましては、平成30年１月24日水曜日でございます。10時から

アルカディア市ヶ谷にて開催をしたいと考えております。次回は平成30年度の保険料率に

ついて最終決定をいたしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、本日はお忙しい中を大変ありがとうございました。第37回船員保険協議会は

これで閉会とさせていただきたいと思います。（了） 

 


