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全国健康保険協会船員保険協議会（第39回） 

 

 

日 時：平成30年３月12日（月）14：58～16:14 

場 所：アルカディア市ヶ谷 ３階 富士 

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

内藤委員、中出委員、長岡委員、平岡委員、渡邊委員（五十音順） 

議 題： 

１．平成30年度事業計画（案）について 

２．平成30年度予算（案）について 

３．第２期船員保険データヘルス計画等について 

４．その他 

 

岩村委員長： 

それでは、委員の皆様もおそろいでございますので、ただいまから第39回船員保険協議会

を開催いたします。 

 本日の出席状況でございますけれども、委員全員の方がご出席となっております。 

 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存じます。そこにありますとおり、議題として

は４つ予定されているところでありますけれども、議題１の平成30年度事業計画（案）に

ついてと議題２の平成30年度予算（案）につきましては関連性が高いものでございますの

で、一括してご審議をお願いしたいと思います。 

 では、まず事務局から資料に基づいて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30年度事業計画（案）について 

議題２．平成30年度予算（案）について 

 

前島船員保険部次長： 

ご説明の前に、保険料率の認可についてご報告させていただきたいと存じます。 

 平成30年度の保険料率につきましては、前回の１月24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ってお

りました。２月９日付で認可されておりますので、ここ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

ていただきたいと思います。 

 資料１が平成30年度事業計画及び予算（案）でございまして、１ページ目から10ページ
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目までが事業計画案、11ページから12ページが予算案となってございます。平成30年度の

事業計画案につきましては、前回の船員保険協議会でその骨子についてご説明をさせてい

ただいたところでございまして、今回の内容につきましては、その内容を反映させたもの

になってございます。また、各業務の継続性等も踏まえた計画案となっておりまして、基

本的な考え方や取り組み事項等につきましては、29年度から大きな変更点はございませ

ん。 

 それでは、30年度の船員保険事業計画のまず基本方針につきまして、１ページ目をご覧

いただければと存じます。基本的な考え方につきましては、これまでと同様に、２行目か

らでございますけれども、船員保険事業を通じ、我が国の海運と水産を支える船員とその

家族の皆様の健康と福祉の向上に全力で取り組むという考え方に立って、加入者や船舶所

有者の意見を反映した、自主自律かつ公正で効率的な事業運営に取り組むこととさせてい

ただいております。また、30年度からは主な重点施策に沿った重要業績評価指標（ＫＰ

Ｉ）を設定することとしておりまして、その達成状況の検証等を含め、この船員保険協議

会における十分な議論を通じまして、船員関係者のご意見を適切に反映することとしてお

ります。また、30年度の事業計画につきましては、前回の協議会でもご説明をさせていた

だいたとおり、基盤的保険者機能、戦略的保険者機能、組織体制の強化、この３つに分類

をした上で計画を策定しておりまして、それぞれの基本方針については１ページ目の

(1)、(2)、(3)に記載をさせていただいているところでございます。 

 次に、重点施策についてご説明をさせていただきたいと思います。資料２といたしまし

て、事業計画（案）の主な重点施策について新旧対照表をご用意させていただいておりま

すので、そちらでご説明をさせていただければと思います。資料２をご覧いただければと

思います。 

 左側が平成30年度、右側が平成29年度でございまして、変更箇所を下線でお示しさせて

いただいております。 

 まず基盤的保険者機能についてでございます。①の保険給付等の業務の適正な実施に関

しましては、文言の整理等をしておりますけれども、引き続き給付の適正かつ迅速な支払

いの実施、給付の適正化に努めてまいることとしております。 

 それから②の効果的なレセプト点検の推進に関しましては、点検効果額の引き上げを図

るために、29年11月から実施をしております内容点検業務の外部委託を含め、効率的なレ

セプト点検業務を実施してまいります。１枚お開きいただきまして、２ページ目にＫＰＩ

を設定してございます。ＫＰＩにつきましては、社会保険診療報酬支払基金の査定額と協

会の査定額を合計しました額がどれだけ医療費総額に影響を及ぼしているかを示します査

定率というものを定めまして、対前年度以上とすることとしてございます。 

 ③の柔道整復施術療養費等の照会業務の強化に関しましては、引き続き多部位、頻回の

施術が行われている申請や、長期受診となっている申請に対しまして照会を実施するとと

もに、不適正な申請事例につきましては厳格に対応することとしてございます。ＫＰＩを
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設定してございまして、施術箇所３部位以上、かつ15日以上の施術申請の割合を対前年度

以下にするということで設定させていただいております。 

 ④の保険証の回収強化、債権回収業務の推進に関しましては、資格喪失後、早期に保険

証の回収を行いますために、現在、１カ月程度たってから協会のほうから催告をしておる

ところでございますけれども、ポツの１つ目でございますが、日本年金機構の資格喪失処

理後２週間以内に協会からも返納催告を実施することにさせていただいております。ま

た、債権回収業務につきましては、引き続き早期かつ確実な回収に努めることとさせてい

ただいております。３ページになりますけれども、こちらもＫＰＩを設定してございまし

て、資格喪失後１カ月以内の保険証回収率を対前年度以上、返納金債権の回収率を対前年

度以上、医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合を対前年度以下とす

るということで設定をしております。 

 それから⑤でございますけれども、サービス向上のための取り組みに関しましては、引

き続き加入者等のご意見を踏まえたサービスの向上に努めるとともに、給付申請の受け付

けから10営業日以内に振り込みを行うサービススタンダードの状況を適切に管理いたしま

して、着実に実施することとしてございます。また、３つ目のポツでアンダーラインを引

いてございますけれども、これまでもこれは実施してきたところでございますが、保険証

の交付につきまして、情報取得から３営業日以内に発行するという内容を今回追記をさせ

ていただいております。ＫＰＩにつきましては、サービススタンダードの達成を100％、

保険証の３営業日以内の発行を100％とするということで設定させていただいておりま

す。 

 それから１枚お開きいただきまして、４ページでございます。⑥の高額療養費制度の周

知、⑦の職務上の事由による休業手当金等の上乗せ給付等の申請勧奨、⑧の被扶養者資格

の再確認業務につきましては、引き続き着実に実施をしてまいります。⑥の高額療養費制

度の周知につきましてはＫＰＩを設定させていただいておりまして、限度額適用認定証の

使用割合を80％以上とすることとさせていただいております。それから被扶養者資格の再

確認につきましては、確認書の提出率につきまして対前年度以上とするということでＫＰ

Ｉを設定させていただいております。 

 ５ページになります。福祉事業の着実な実施でございます。福祉事業の着実な実施に関

しましては、引き続き船員労働の特殊性等を踏まえ、無線医療助言事業や洋上救急医療事

業の援護を行うとともに、保養事業の実施を通じ、加入者等の福利厚生の向上を図るとい

うことにさせていただいております。無線医療助言事業ですとか洋上救急医療につきまし

ては、関係委託機関と連携いたしまして、円滑かつ着実な実施に努めてまいる所存でござ

います。 

 また、保養事業につきましては、今年度につきましては旅行代理店の宿泊施設に関しま

して見直しを実施したところでございますけれども、30年度につきましては利用実態等を

踏まえて見直しの検討を行うなど、利用者の拡大に努めていくことにさせていただいてお
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ります。 

 ６ページをご覧ください。こちらからが戦略的保険者機能についてでございます。①で

ございますけれども、データ分析に基づいた第２期船員保険データヘルス計画及び第三期

特定健康診査等実施計画の着実な実施に関しまして、今年度で第１期データヘルス計画、

第二期特定健康診査等実施計画が終了いたします。30年度から新たな計画を着実に実施さ

せていただくということでございます。第２期データヘルス計画、第三期特定健康診査の

実施計画につきましては、後ほどご説明をさせていただく予定としております。 

 ７ページでございますけれども、特定健康診査等の推進でございます。特定健康診査等

の推進に関しましては、30年度から生活習慣病予防健診の個人負担無料化を実施させてい

ただくこととしております。また次のポツでございますけれども、オプショナル検査項目

といたしまして、前立腺がんを追加することとしてございます。そのほか、引き続き船員

手帳健康証明書データの提供を船舶所有者の方に依頼するとともに、健診実施機関から健

康証明書データの提供を受けられるような環境を整備することを検討したいと思ってござ

います。ＫＰＩを設定してございまして、被保険者の生活習慣病予防健診の受診率を40％

以上、それから次のページになりますけれども、船員手帳健康証明書データの取得率を

28％以上、被扶養者の特定健診受診率を20％以上ということで設定をさせていただいてお

ります。 

 ⅱ）特定保健指導の実施率の向上でございます。特定保健指導の実施率の向上に関しま

しては、30年度から健診結果のすべてがそろっていない場合でも、血圧や腹囲等のデータ

によりましてメタボに該当すると判断できる場合には、健診当日に初回面談を分割して実

施できることなどの運用方法の見直しが行われますので、それらを活用いたしまして保健

指導の実施率の向上を図りたいと考えております。こちらもＫＰＩを設定してございまし

て、被保険者の特定保健指導実施率を18％以上、被扶養者の特定保健指導実施率を12％以

上とするということで設定させていただいております。 

 次にⅲ）船舶所有者と協働した加入者の健康づくりに関しましては、船舶所有者単位で

被保険者の健康課題を見える化した資料を提供することによって、自社船員の健康課題を

船舶所有者の方にも認識していただき、協会と船舶所有者で協働して被保険者の健康づく

りを行う事業をパイロット的に実施していきたいとしてございます。 

 それからⅳ）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は、引き続

き健診結果に応じたオーダーメイドの情報提供を通じまして、生活習慣病等のリスクがあ

る方に対して、特定保健指導の利用や医療機関への受診が必要な方には受診勧奨を行うこ

となどを実施してまいります。また、船員手帳健康証明書データを提供いただいた方に関

しましては、健康づくりに関する情報提供等を行ってまいります。 

 ９ページになりますけれども、禁煙対策につきましては引き続き禁煙支援に関する情報

提供、啓発などを行うとともに、禁煙支援の具体的な方法について整理、検討するという

ことにしてございます。具体的な方法につきまして、前回の協議会では禁煙外来を受診さ
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れた方に対する支援を検討している旨、ご説明をさせていただいたところでございますけ

れども、禁煙外来を実施する医療機関が近くにないとか、そういったことで受診していた

だけないようなこともあることを考慮いたしまして、現在、健康保険組合等で活用されて

おりますスマートフォン等を活用したオンラインでの禁煙支援について実施できないか、

現在検討を進めているところでございます。 

 それから出前講座につきましては、今年度実施をいたしましたメンタルヘルス講座の内

容を加えて引き続き実施することにしてございます。船舶所有者、労使関係団体等による

研修会とか船員労働安全衛生月間におけるイベント等に際して開催をしていく予定として

おります。また、本年度実施をさせていただきました船員養成校等での若年層に向けた健

康づくり事業、それから地方自治体等が開催する港イベント等への参加につきましても引

き続き実施をしていくことにしております。 

 お開きいただきまして10ページでございますけれども、②として情報提供・広報の充実

に関してでございます。情報提供・広報に関しましては引き続きわかりやすく、時宜を得

た情報提供・広報を実施してまいります。船員の方には紙媒体の広報をよくご覧いただい

ているといったことを踏まえまして、パンフレット、チラシ、「船員保険通信」、関係団

体にご協力をいただいております船員関係機関誌ですとか海事関係機関誌、こういった紙

媒体による広報を中心として実施していきたいと考えております。そのほかホームページ

とかメールマガジンといった電子媒体も活用いたしまして、効率的な広報を行ってまいり

ます。また、30年８月に実施されます70歳以上の高齢者に係る自己負担限度額の見直しに

つきまして、しっかりと周知をさせていただきたいと思っております。 

 次に、③のジェネリック医薬品の使用促進でございます。ジェネリック医薬品の使用促

進に関しましては、引き続き年２回の自己負担の軽減額通知を実施するほか、普及啓発の

ための広報を実施していくこととしております。軽減額通知の送付対象者につきまして

は、これまで100円以上効果のある方に通知を送付しておりましたが、30年度につきまし

ては対象者を拡大するということで、50円以上の軽減額が見込まれる方に通知をさせてい

ただくことにしてございます。ＫＰＩを定めておりまして、ジェネリック医薬品の使用割

合を年度末に76.2％以上としてございます。 

 それから11ページになりますけれども、組織体制の強化につきましては、協会組織とし

て取り組む内容でございまして、健康保険と共通の事項となってございます。人事評価制

度の適正な運用、ＯＪＴを中心とした人 材育成、12ページになりますけれども、費用対

効果等を踏まえたコスト削減等、コンプライアンスの徹底、リスク管理につきまして所要

の見直しを行っておりますが、内容につきましては健康保険と同一となっております。 

 事業計画は以上でございまして、続きまして、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をご覧いただければと存じます。29年度との対比になってございま

す。こちらの予算につきましては、疾病部門、災害保健・福祉保険部門などを合わせまし

た船員保険勘定としての予算でございます。収入につきましては合計が約478億4,000万円
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でございまして、29年度と比較いたしますと約5,000万円の減少となってございます。 

 主な内訳でございますけれども、保険料等交付金につきましては、標準報酬月額の増加

等に伴いまして、保険料収入は約２億円ほど増加すると見込んでおるところでございます

が、その一方で住宅融資債権回収分等の減が見込まれますことから、トータルといたしま

して約2,000万円増の約365億5,000万円となっております。 

 それから職務上年金給付費等交付金につきましては、平成22年１月前から受給されてい

る経過措置分の職務上年金等の費用を労災保険から受けるものでございますけれども、受

給者の減等に伴いまして、約１億1,000万円減の54億1,000万円となっております。 

 一方、支出につきましては、累積収支への繰り入れを除いた合計額で約443億2,000万円

となってございます。29年度と比較いたしますと、約１億3,000万円の増加となってござ

います。 

 主な内訳でございますけれども、保険給付費につきましては、加入者１人当たりの医療

給付費の増加等に伴いまして、約３億9,000万円増の267億8,000万円となっております。

拠出金等につきましては、ほぼ前年度の約101億円2,000万円、介護納付金につきまして

は、約１億6,000万円減の約30億4,000万円となってございます。なお、船員保険勘定の収

支といたしましては、約35億2,000万円の黒字を見込んでおりまして、その額を累積収支

へ繰り入れることによりまして収支を均衡させているところでございます。 

 業務経費と一般経費の増減及びその内訳につきましては、資料４をご用意しております

ので、そちらをご覧いただければと存じます。資料４が業務経費と一般管理費の内訳にな

ってございます。29年度と比較いたしまして、大きく増減のある部分につきましてご説明

をさせていただきたいと思います。 

 まず業務経費でございますけれども、下のほうにございます保健事業費でございます

が、対前年度約２億4,000万円増の９億2,000万円を見込んでございます。 

 増加の主な要因でございますけれども、健診費の増につきましては、生活習慣病予防健

診の個人負担の無料化ですとか、前立腺がんのオプショナル検査項目の追加等によりまし

て、約１億3,000万円の増加を見込んでございます。次の健診関係事務費の増につきまし

ては、健診データ管理システムの老朽化に伴います刷新経費等の増によりまして、約

8,000万円の増加を見込んでございます。健康づくりに要する経費につきましては、船舶

所有者と協働した健康づくり事業とか、禁煙支援に関する経費等の増によりまして、約

3,000万円の増加を見込んでおるところでございます。 

 ２ページをご覧ください。こちらは福祉事業経費でございます。福祉事業経費につきま

しては、約8,000万円減の約18億円を見込んでいるところでございます。減少の主な要因

でございますけれども、特別支給金につきまして、こちらも平成22年１月前から受給され

ている方の特別支給金が主なものでございますけれども、受給されている方の減少など実

績を踏まえまして、約8,000万円の減少を見込んでいるところでございます。 

 それから３ページになりますけれども、一般管理費でございます。一般管理費につきま
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しては、一般事務経費に大きな増減がございまして、約１億1,000万円の減少を見込んで

おりまして、約７億9,000万円を見込んでいるところでございます。減少の主な要因でご

ざいますけれども、システム経費につきまして、29年度中にマイナンバー実施に向けたシ

ステム開発等が終了いたしますため、それらの経費の減によりまして約１億1,000万円の

減少を見込んでおります。 

 これらによりまして、業務経費と一般管理費の合計につきましては、一番下にございま

すとおり約41億6,000万円でございまして、29年度と比較いたしますと、約7,000万円の増

加ということになってございます。 

 事業計画、予算につきまして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。それでは、ただいまご説明いただきました来年度の事業計画、

予算案につきまして、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。 

 では、遠藤委員どうぞ。 

 

遠藤委員： 

それでは、資料２の平成30年度事業計画（案）新旧対照表のP.８の特定保健指導の実施率

の向上というところで、実施率の向上がパーセンテージに近づければいいかなと思うので

すが、それぞれ定期航路、不定期航路いろいろある中で、このパーセンテージをどういう

ふうにしてここの目標値まで近づけていこうと考えているのか、この辺をわかる範囲で教

えてほしいことが１点。 

 あと９ページにあります上から２つ目のポツに、若年層のヘルスリテラシーの向上に努

めるという部分があるのですが、若年層のヘルスリテラシーの向上というところで、国際

的には日本人のヘルスリテラシーについては若干低いというような報じられ方がなされて

いるという認識なのですが、この若年層のヘルスリテラシーの向上に努めるという中で特

別な講義を開催するという部分で、これは若年層に対し、どのような特別な講師を迎えよ

うとしているのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

事務局のほう、よろしいでしょうか。では、お願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

まず１点目の特定保健指導の実施率につきまして、目標値が高い、これをどうやって達成

しようとしているのかというご質問でございます。船員さんの場合、健診は受けられて

も、すぐに乗船してしまうような実態があって、なかなか特定保健指導に結びついていな
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いという実態があるとは承知をしてございます。そこで事業計画にも記載をしてございま

すとおり、船舶所有者の方にぜひ船員さんの健康についてご認識をいただいた上で、我々

と協働して保健指導まで結びつけていただけるような方策について検討して進めてまいり

たいと考えてございます。 

 それからもう１つのご質問で、若年層のヘルスリテラシーの向上に向けた特別な講義に

ついてのご質問でございます。今年度実施をしました船員養成校での特別な講義に関しま

しては、委託契約で外部の方にお願いしているところでございますけれども、臨床心理士

とか精神保健福祉士または看護師の方、こういった方々に講義をお願いして、メンタルヘ

ルス的な講義も含めて実施をさせていただいているところでございまして、来年度も引き

続きこういった形で実施をしたいと考えております。 

 

岩村委員長： 

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、平岡委員どうぞ。 

 

平岡委員： 

理解を深めるために教えていただければと思うのですけれども、30年度事業計画（案）の

９ページのところで禁煙の部分があるのですが、前回この部分につきましては、具体的な

対策ということで受診料の一部負担も考えてというようなお話があったのではないかと思

うのですが、今ご説明の中で禁煙外来を受診するのが難しいということで、スマートフォ

ンを活用した禁煙対策というようなお話なのですが、具体的にどういうことをイメージさ

れているのかわからないので、わかれば教えていただければと思います。 

 

岩村委員長： 

お願いできますでしょうか。では、事務局お願いします。 

 

前島船員保険部次長： 

前回、禁煙外来を受けた方の支援ということでご説明申し上げましたけれども、禁煙外来

といいますと、医療機関に行っていただいて受診をしていただいて、それも大体５回とか

６回受診をいただく、こういうことが必要なわけでございますけれども、乗船されたりと

かでなかなか難しいのではないかということも考えまして、スマートフォン等を活用した

禁煙支援につきまして、現在、健康保険組合さん等で実施をされていると伺っております

ので、そういったことを活用したほうが船員さんにとっては機会がより多く設けられるの

ではないかということで、今そういった方法を検討しているところでございます。 

 

岩村委員長： 
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そのスマートフォンでというのは具体的にどういう内容なのかということだろうと思うの

ですが、わかる範囲でお願いできればと思います。 

 

前島船員保険部次長： 

直接病院へ通院をしなくても、アプリをダウンロードしていただいて、それによって医師

の受診をしていただく。いわゆる遠隔診療のような形で受診をいただいて、それによって

禁煙のプログラムを実施していただくといったことを考え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： 

これは無料なのですか。 

 

前島船員保険部次長： 

はい。船員保険の加入者の方にご利用いただく場合は我々がご負担をするということで、

無料で受けていただけるということで考えております。 

 

岩村委員長： 

いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。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： 

資料２の７ページなのですけれども、生活習慣病予防健診の個人負担の無料化ということ

で、船員にとっては非常によろしいことと思っているところなのですが、この広報につい

てなのですが、一般的に生活習慣病予防健診を受けられる医療機関というのはかなり多く

の病院で実施されていると理解をしているわけですが、実際に無料化の対象となる医療機

関の数は幾つになるのだろうかということ。その数が一般の病院数とどのぐらい乖離して

いるのか、その周知をどうしていくのかというのをお伺いしておきたいと思うのですが、

よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

事務局、ではお願いします。 

 

前島船員保険部次長： 

船員保険の生活習慣病予防健診を受けていただける医療機関につきましては、我々のほう
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と契約をいただいている医療機関でしか受診ができないことになってございますけれど

も、29年４月時点の数ですが、契約医療機関が255機関となってございます。これは受診

の機会をふやすためにこれからもどんどんふやしていきたいとは考えておりますけれど

も、現在のところ255機関となってございます。 

 そのほか巡回健診なども無料で実施をさせていただきたいと考えておりまして、できる

だけ機会を設けたいと思っております。全国で同様の健診を行っている機関は多数あると

思いますけれども、どの程度あるかはこちらに今、資料はございませんで、申し上げるこ

とはできないのですが、周知につきましては、我々が契約している医療機関を被保険者の

方にすべて一覧表でお送りをするといったことで、間違いがないように広報していきたい

と考えております。 

 

岩村委員長： 

では、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

これは事前申し込みのようなものが何かあるのですか。 

 

前島船員保険部次長： 

利用に際しましては、利用券をお送りさせていただいているところでございますけれど

も、こちらは加入者の方にすべて年度当初にお送りをさせていただきます。ただ、受診に

際しましては、当然、医療機関でいついつ受診をするといった予約をしていただいてから

受診をいただくということでお願いをしたいと思っております。 

 

岩村委員長： 

立川委員。 

 

立川委員： 

なるべく前広に広報していただいて、利用の際にそごが生じないように、受けたけれども

無料にならなかったというような話が後で出てこないような広報をぜひお願いしたいと思

うところです。 

 それから今後の方向性として、生活習慣病予防健診を受けた方が船員手帳の健康証明が

受けられるような形の話もあるわけなのですが、今この255機関で健康証明が取れる機関

というのはどのくらいあるのでしょうか。 

 

岩村委員長： 

では事務局、お願いします。 
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前島船員保険部次長： 

255機関の中で健康証明が受けられる機関が246でございます。約97％が証明可能となって

おります。残りのところにつきましても、我々としてはできるだけ証明が受けられるよう

な体制をとってほしいということでご依頼は申し上げているところでございますけれど

も、まだ100％には至っていない、そういった状況でございます。 

 

立川委員： 

最後にお願いになりますけれども、255の機関をもっともっとふやしていただきたい。そ

うしませんと、こういう制度ができてもなかなか受診する機会が少ないのではないか。こ

れを多くするためには適用機関の拡大が必要でしょうし、それに伴って船員手帳の健康証

明も一緒に受けられるということを、今の255機関のうちの246を100％に近づけるように

していただけるとありがたいと思いますので、ぜひともその辺、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。ほかにはいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、平成30年度事業計画（案）及び平成30年度予算（案）につきましては、原案

どおり了承することにさせていただきたいと存じますけれども、それでよろしゅうござい

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した。それでは、事務局から今後の手続につきましてご説明をいただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

前島船員保険部次長： 

ありがとうございました。本日お諮りいたしました船員保険事業に係ります平成30年度事

業計画（案）及び平成30年度予算（案）につきましては、３月20日に予定をしております

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ってまいります。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 
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 それでは、次の３番目の議題に進みたいと思います。第２期船員保険データヘルス計画

等についてということでありまして、先ほどの事業計画案でも言及のあったものだと思い

ます。 

 まず事務局から、資料をいただいておりますので、それについて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。 

 

３．第２期船員保険データヘルス計画等について 

 

前島船員保険部次長： 

それでは、第２期データヘルス計画、第三期特定健康診査等実施計画についてご説明を差

し上げたいと思います。 

 具体的な計画等につきましてご説明する前に、データヘルス計画を策定することになっ

た経緯ですとか、特定健康診査、特定保健指導の法律的な位置づけにつきましてご説明を

させていただきたいと存じます。 

 まず参考資料１をご覧いただければと思います。こちらはデータヘルス計画についてと

いう資料でございます。 

 データヘルス計画についてでございますけれども、記載のとおり平成25年６月に閣議決

定されました日本再興戦略におきまして、効果的な予防サービスや健康管理の充実によ

り、健やかに生活し、老いることができる社会を目指し、予防・健康管理の推進に関する

新たな仕組みとして、健康保険組合等の医療保険者に対しまして、レセプトデータ等のデ

ータ分析に基づく、いわゆるデータヘルス計画の策定と計画に基づく事業の実施等を求め

ることが決定をされているところでございます。 

 真ん中あたりになりますが、同日で関係大臣の申し合わせ等もされておりまして、健

康・医療戦略でございます。こちらにおいても、医療費分析に基づく事業に関して国が定

める指針の内容を充実させることにより保険者の取り組みを推進することが合意されまし

て、健康保険組合等にデータヘルス計画の策定・公表、事業実施、評価等の取り組みを求

めるということが合意をされております。 

 これらを踏まえまして、一番下に指針がございますけれども、保健事業の実施等に関す

る指針が改正をされまして、保険者がデータヘルス計画を策定すること、計画に基づいた

保健事業の実施、評価を行うことが求められることになったわけでございます。 

 こちらがデータヘルス計画でございます。 

 次に、参考資料２をご覧いただければと存じます。こちらは特定健康診査・特定保健指

導についてという資料でございます。 

 特定健康診査、特定保健指導でございますけれども、一番上にございますとおり、平成

17年12月に政府・与党医療改革協議会で了承されました医療制度改革大綱において、糖尿

病等の患者・予備群の減少等、計画的な医療費適正化対策を推進する一環といたしまし
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て、生活習慣病予防に関して保険者の役割を明確化する、加入者に対する効果的・効率的

な健診・保健指導を義務づけるなど、本格的な取り組みを展開することが盛り込まれてお

ります。 

 こういった医療制度改革大綱を受けまして、平成18年６月に医療改革関連法が公布され

まして、具体的には高齢者の医療の確保に関する法律に特定健康診査及び特定保健指導の

実施が保険者の義務として規定されまして、平成20年４月から施行されたということでご

ざいます。特定健康診査、特定保健指導では、身体活動、食生活、喫煙等に関する不適切

な生活習慣が引き金となって、肥満とか血糖高値、動脈硬化症から起こります虚血性心疾

患とか脳血管疾患、糖尿病等で保健指導により疾病の発症や重症化が予防できるものを対

象としているということでございます。 

 ２ページをご覧いただければと思います。具体的には高齢者の医療の確保に関する法律

の第20条に特定健診、第24条に特定保健指導を保険者が行うべしと規定がされているとこ

ろでございます。 

 ２．でございますけれども、特定健診の検査項目につきましては、厚生労働省が定めま

した特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に検査項目が規定をされておりま

して、腹囲を含めた身体測定、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査

などを実施することにされているところでございます。 

 また、法律の第20条には、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果

を証明する書面の提出を保険者が受けたときは、法律に規定する特定健康診査を受けたも

のとみなすといった規定がございまして、その場合には保険者が改めて健診を行わなくて

もよいということにされているところでございます。協会が実施しております生活習慣病

予防健診ですとか、船員手帳健康証明書につきましては、３ページに概念図をお示しして

おりますけれども、特定健康診査の検査項目をすべて網羅しておりまして、法律に規定し

ている特定健康診査に相当する健康診査に該当するところでございます。船員手帳健康証

明書データを提供いただくことによりまして、保険者が義務づけされている特定健康診査

を受けたものとみなされるということでございますので、データの提供をお願いしている

ところでございます。 

 ４ページ目には具体的な検査項目について記載をしておりますので、後ほどご覧いただ

ければと存じます。 

 ５ページでございますけれども、特定保健指導につきましては、健診の結果によりまし

て健康の保持に努める必要がある方を対象に、真ん中の表でお示ししております区分によ

りまして、積極的支援ですとか動機付け支援で保健指導を実施しているところでございま

す。保健指導が必要なリスクに該当するかどうかといったことを確認するためには、健診

結果が必要となります。協会が実施しています生活習慣病予防健診とか特定健康診査を受

診していただいた方につきましては、協会が健診結果を保有してございますので、リスク

がある方に保健指導のご案内を差し上げているところでございます。 
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 一方で、船員手帳健康証明書の健診を受けた方につきましては、協会では健診結果がす

ぐにはわかりませんので、手帳の写しをいただくようにご依頼をしているところでござい

ます。健診結果の証明書写しをいただいた方については、リスクのある方に対して保健指

導のご案内をさせていただいているところでございます。 

 最後、６ページでございますけれども、特定健診ですとか特定保健指導の基本的な考え

方についてお示しをさせていただいております。食べ過ぎですとか運動不足などの不健康

な生活習慣が糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症といった生活習慣病の発症を招くと

言われております。不健康な生活習慣の改善をしないと、これらの疾患が重症化いたしま

して、虚血性心疾患とか脳卒中等の発症に至ってしまいます。これらの生活習慣の改善の

ために健診を受けていただいて、リスクがある方に保健指導を受けていただいて、そのリ

スクを減らしていただく、こういったことを基本に実施をさせていただいているところで

ございます。 

 それでは、具体的な計画についてご説明をさせていただきたいと思います。資料５をご

覧いただければと思います。 

 まずお開きいただきまして、目次にございますように、こういった項目で資料を記載し

てございます。基本情報、基本分析における現状の把握によって船員保険の健康課題の抽

出をいたしまして、それに基づくデータヘルス計画を立てさせていただいているところで

ございます。 

 ２ページをご覧いただければと存じます。こちらは被保険者の年齢構成をお示ししたグ

ラフでございます。上が健康保健組合とか協会けんぽと比較をした年齢構成の割合でござ

います。健康保健組合、協会けんぽと比べまして、50代後半から60代の被保険者が船員保

険の場合は非常に多いといった状況になってございます。 

 下のグラフは、平成24年３月と平成29年３月の時点で船員保険の年齢階層別の比較をし

たものでございます。24年に比べて、最近は50代後半から60代の被保険者の数が減少はし

ているところでございますが、その他の被用者保険に比べまして、こういう年齢が高い被

保険者が多いということで、リスクをお持ちの方が非常に多いという状況にあるところで

ございます。 

 少し飛んでいただいて、７ページをご覧いただければと存じます。こちらは生活習慣病

に罹病されている方を年齢階層別にお示しさせていただいたものと、それにかかる医療費

をグラフでお示しをしたものでございます。55歳から69歳のところが山になってございま

して、特に60歳から64歳のところがピークとなってございます。また、35歳ぐらいから

徐々に増加が始まっているというところも見てとれるために、こういったところから対策

が必要ではないかと考えておるところでございます。 

 次に、８ページをごらんいただきたいと思います。こちらは協会けんぽと船員保険のメ

タボリスクの保有率等の比較をしたものでございます。グラフをご覧いただくとおわかり

のように、協会けんぽと比較いたしますと、各リスクの保有率はすべて船員保険が高い水
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準にございまして、結果的にメタボリスクの保有率は協会けんぽの２倍となってございま

す。 

 次の９ページには肥満の割合の年度推移をお示ししてございまして、徐々にふえている

という状況と、健診を受けていただいた方の６割強が肥満ということで判定されていると

ころでございます。 

 また次のページ、10ページでございますけれども、こちらは喫煙率の年次推移をお示し

したグラフでございます。喫煙率は、禁煙対策をこれまでもやってきたところでございま

すけれども、年々ふえているような状況でございまして、喫煙率は40％となっているとこ

ろでございます。 

 11ページは飲酒の頻度ということでお示しをしておりまして、毎日飲酒をされている方

が健診を受けられた方の４割以上いらっしゃる、こういった状況でございます。 

 12ページをご覧いただければと思います。こちらはメタボリスクとは直接は関係いたし

ませんけれども、精神疾患の患者さんが、数としてはそんなに多くはないのですけれど

も、船員保険でも徐々にふえつつあるような状況にあるといったところでございます。 

13ページでございますけれども、船舶所有者別に特定保健指導を実施していただけた

かどうかというグラフをお示ししてございます。グラフにありますとおり、全く保健指導

を受けていただけていない被保険者の方が所属している船舶所有者の方が85％以上いらっ

しゃる、こういった数字が出ているところでございます。 

 次に14ページでございますけれども、こちらは船員手帳健康証明書のデータをいただい

た方と、生活習慣病予防健診を受けていただいた方のリスク保有割合の推移を示したもの

でございます。手帳の証明データをいただいた方の半数以上がリスクを保有されていると

いう結果になってございまして、こういった方々に保健指導を実施しなければいけないと

いう状況でございます。 

 こういった状況を踏まえまして、15ページ以降でございますけれども、対策を検討すべ

き事項ということで、右側にまとめさせていただいております。まず被保険者につきまし

ては、男性を中心とした対策を検討。健診受診率の向上につきましては、ドラスティック

な対策を検討する。被扶養者との接点が船員保険の場合は非常に少ないことから、新たな

広報チャンネルを模索する必要があるのではないか。年齢構成に合わせた対策が必要で、

高齢者のみならず、若年層からの対策をする必要があるのではないか。また最後に、近隣

に特定保健指導実施機関がないといった場合もございますので、こういった対策も必要で

はないかということで考えているところでございます。 

 それから16ページでございますけれども、こちらは医療費分析等によってどういった対

策が必要かというところで書いてございます。被保険者の方、被扶養者の方、両方でござ

いますけれども、特に被保険者の方はメタボのリスクが高い水準にあるということで、そ

のことが医療費の増加にもつながっていくことが推測をされるところでございます。加入

者の方には健診を受診いただく、特に健診の項目が充実しております生活習慣病予防健診
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をぜひ受けていただいて、その結果、保健指導が必要な方はぜひ保健指導を受けていただ

いて、健康になっていただくことが必要ではないかということで考えております。また、

被保険者の方は肥満の方も多いという結果も出ておりますので、食生活ですとか喫煙に対

する対策も講じていかなければならないということで考えているところでございます。 

 このようなことを効果的に行っていくためには、被保険者の方だけの意識ではなくて、

船舶所有者の方の意識も重要だということで、ぜひ船舶所有者の方に船員さんの健康につ

いて認識をしていただいた上で、協会と協働して加入者の健康増進に努めていただけるよ

うな対策を講じていきたいと考えているところでございます。 

 17ページでございますけれども、データヘルス計画の概要についてお示しをさせていた

だいております。前回、骨子ということでお示ししましたけれども、基本方針につきまし

ては、第１期データヘルス計画に引き続きまして、メタボリックシンドロームリスクの保

有率、それから喫煙率の減少を２つの柱として事業を進めてまいりたいということでござ

います。 

 取り組みにつきましては、健康事業等の推進、船舶所有者等との連携、健康づくりに関

する情報提供・啓発活動、この３本柱で実施をしていきたいと考えてございます。 

 計画の期間につきましては、平成30年度から35年度までの６年間の計画ということで実

施をさせていただきます。中間年度の32年度に評価を行いまして、33年度以降の事業につ

いてまた検討していきたいと考えてございます。 

 18ページ以降が具体的な計画の内容でございます。18ページが健診事業等の推進でござ

います。こちらは生活習慣病予防健診につきまして個人負担の無料化、オプショナル検査

に前立腺がんの項目を追加いたしまして、ぜひ生活習慣病予防健診を受けていただくこと

を推進していきたいというところでございます。生活習慣病予防健診を受けていただけな

かった方については、船員手帳健康証明書データをいただくことを推進していくといった

ところでございます。 

 それから19ページでございますけれども、船舶所有者等との連携ということで、船舶所

有者の方と協会で協働して加入者の健康づくりに関する事業をパイロット的に実施してい

きたいと30年度は考えておりまして、その事業を推進していくということで考えておりま

す。出前健康講座、船員養成校での若年層の健康づくり支援については、引き続き実施を

していきたいと考えております。 

 次の20ページでございますけれども、健康づくりに関する情報提供及び啓発活動という

ことで、一番上にございます禁煙支援に関する対策でございます。情報提供、啓発活動に

ついてはこれまでも実施をしておりまして、引き続き実施をさせていただく予定でござい

ますけれども、事業計画でも申し上げた具体的な方策について、ぜひ30年度から実施をし

ていきたいと考えております。 

 健診結果に応じたオーダーメイドの情報提供、それから機関誌での広報活動、イベント

への参加、これらにつきましては引き続き実施をしていくということで計画を立てている
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ところでございます。 

 21ページ目以降につきましては、これまでの取り組み状況でございますので、後ほどご

覧いただければと存じます。 

 それから資料６をご覧いただければと思います。こちらが船員保険の第三期特定健康診

査等実施計画でございます。１枚お開きいただいて、目次をご覧いただければと存じま

す。 

 こちらは厚生労働省で定めております指針でどういうことをこの計画に記載をするかが

定められておりまして、第１章の実施率の目標、実施の対象者数、第２章の実施の方法、

第３章にあります個人情報の保護について、それから２ページにあります第４章のこの特

定健康診査等実施計画の公表とか周知について、第５章にありますこの計画の評価とか見

直しについて、この計画に盛り込まなければいけない、こういったことが定められている

ところでございます。 

 具体的な内容でございますけれども、４ページに実施率の目標と対象者数を表でお示し

させていただいております。実施率につきましては、前回の協議会で率だけはお示しをさ

せていただいたところでございますけれども、上は特定健診でございますが、35年度に

65％以上の実施率を達成するべきということで示されておりますので、それに向かって各

年度の実施率、対象者数を目標として立てたものでございます。 

 それから、下の表は特定保健指導の達成目標の表でございます。こちらは35年度に30％

以上という目標が設定されておりますので、それを達成すべく各年度の目標を設定したと

ころでございます。 

 次のページ以降は非常に事務的な実施方法等についてでございますので、こちらの説明

は割愛をさせていただきます。 

 最後のところで12ページをご覧いただければと思います。こちらは個人情報の保護につ

いて記載をしてございます。生活習慣病予防健診等につきましては、我々、船員保険会の

ほうに委託をしているという関係もございまして、その取り扱いについて規定等を定めて

しっかり管理をするということをこちらに記載しているところでございます。 

 それから次の13ページでございますけれども、計画の公表・周知について記載をしてお

ります。この計画の公表につきましては、協会のホームページに掲載をしまして周知を図

っていきたいというところでございます。それから、この計画の評価・見直しということ

で記載をしてございますけれども、各年度ごとに評価をしていくところでございますが、

中間評価といたしまして32年度においてそれまでの取り組み状況を評価いたしまして、必

要に応じて33年度以降も計画を見直していくということで記載をさせていただいていると

ころでございます。 

 長くなりましたが、説明については以上でございます。 

 

岩村委員長： 
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ありがとうございました。ただいま第２期船員保険データヘルス計画などにつきましてご

説明いただきましたけれども、これにつきまして何かご意見、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。 

 では、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

資料５の20ページ、禁煙支援に関する件ですけれども、具体的には実際に禁煙の医療を受

けられる時期というのは何年ごろになるのですか。中間評価で32年度、禁煙の取り組み参

加者60名とありますけれども、この32年度から実際の医療機関でのものが始まるという理

解なのですか。それとも31年度ぐらいから始まるのですか。これを見ますと、30年度では

検討の段階なので、まだ実施されないのかなというのがあるのですが、具体的なスケジュ

ール感というのはどうなのでしょうかというのと、この参加者というのは延べなのでしょ

うか、年度なのでしょうかというところを教えていただきたいと思います。 

 

岩村委員長： 

事務局、お願いします。 

 

前島船員保険部次長： 

実施時期につきましては、現在どういった方法で実施をするかという具体的な検討に入っ

ているところでございますけれども、30年度の早い時期から実施をさせていただきたいと

考えております。 

 取り組み目標の参加者の目標につきましては、年間でこの程度の人数の方にご参加いた

だきたい、それでぜひ禁煙に成功していただきたい、そういった目標で立てさせていただ

いているところでございます。 

 

岩村委員長： 

立川委員、いかがでしょうか。 

 

立川委員： 

そうしますと、実際の医療機関で受けられるという意味合いは、30年度の早い時期からと

いう理解でよろしいということになりますかね。31年度、32年度で目標値としては各年60

人ということになれば、32年度終了ぐらいまでで120人というような数字が出てくる。プ

ラスアルファ、30年度の早い時期ということですから、そういう理解でよろしいのです

か。 

 

岩村委員長： 
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いかがでしょうか。 

 

前島船員保険部次長： 

事業の実施に関しましては、医療機関の受診ということではなくて、今検討しているのは

スマートフォンを活用した禁煙の支援を実際には念頭に置いているところでございますの

で、30年度の早い時期から利用ができるような形で検討して、周知・広報を図っていきた

いと考えております。 

 

岩村委員長： 

もう１つ、人数の見通しということについてもお尋ねがあったと思うのですが。 

 

前島船員保険部次長： 

失礼いたしました。人数のほうですけれども、年間60名の方に参加をいただくということ

を目標にしたいと思っておりますので、累積していけばそういう人数になるところでござ

います。 

 

岩村委員長： 

立川委員、いかがでしょうか。 

 

立川委員： 

スマートフォンを利用したということで、例えば処方箋や指導といったものが受けられる

ということになるのでしょうか、それともあくまでも相談レベルであって、治療的なもの

はないという理解なのでしょうか。医療機関での治療を受けられるというのはいつごろか

らなのでしょうか。 

 

岩村委員長： 

では、事務局お願いします。 

 

前島船員保険部次長： 

具体的にはスマートフォン等を利用した遠隔診療のような形で禁煙治療を受けていただ

く、こういった内容になるのではないかと思っておりまして、処方が必要であれば禁煙薬

についても処方ができるような形になるのではないかと思っております。 

 

岩村委員長： 

恐らく乗船の前にお医者さんから指導を受けて、処方箋を発行してもらって薬を持ってい

くという形に場合によってはなるのかもしれないのですが。私も詳細はよく承知していま
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せんけれども、恐らくそういう形になるのかなと、あくまでも想像ですが、事務局のほう

はいかがですか。 

 では、安藤理事長お願いします。 

 

安藤理事長： 

私が以前おりました日通健保で実はトライアルをやりました。スマホを使った禁煙指導と

いう形で、禁煙パッチが実際にこの方は必要だなと判断された場合は、その方のご自宅に

禁煙パッチが届けられます。定期的にスマホで禁煙指導がアプリケーションを通じて行わ

れるという形なので、実際に行って診察を受けていただく必要はないやり方です。受けら

れる方にとってみれば、わざわざ行く必要もないというところが非常にメリットではある

ということなので、実際に日通健保で具体的にやった方たちの禁煙成功率は80％ありまし

た。それ以外の昔の通常のやり方でやっていた禁煙は25％から30％の成功率であったの

で、これは使ってみたらどうかということで導入を検討しているというしだいです。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。何か立川委員、ございますでしょうか。 

 

立川委員： 

今、理事長のほうからご説明いただきましてどうもありがとうございました。陸上の方で

したら自宅にパッチが届くとか、それで対応ができていくかと思うのですが、船員の場合

はどうしても乗船という形があって、自宅に送っていただいてもなかなか使えない部分が

出てきます。そういう意味では、どういう形で実施していくかというのを再考といいます

か、陸上と違う環境がございますので、その辺も配慮した中でスマートフォンの利用であ

るとかを今後の方策の中で検討していただければと思います。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。私も陸上と船上はちょっと違うのでということは気にはなった

ものですから、その辺、事務局のほうでもご検討いただいて、うまい形にしていただくと

いいかと思います。今、安藤理事長から成功率が非常に高いということだったので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

 

前島船員保険部次長： 

ご意見ありがとうございました。船員さんが使いやすいような形で実施をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 
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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： 

データヘルス計画のさまざまなアイデア、ご検討ありがとうございます。参考資料２の３

ページ目の図に沿ってお話ししたいと思います。船員の場合は船員手帳健診を必ず年に１

回は受けることが船員法で義務づけられております。したがって船員にとって船員手帳健

診を受けるというのは当たり前のことで、乗船前に必ずこれを受けるということは習慣づ

いております。そこで、生活習慣病予防健診の健診率を上げていこうというところで、こ

れの向上の方策として、自己負担をなくすということでありますけれども、であれば該当

者が船員手帳健診の受診をする際に、ついでに生活習慣病予防健診の項目を追加で受けれ

ば、当然全部それが網羅されているわけです。それらがワンストップというか、生活習慣

病予防健診と手帳健診とが結びつかないのですね。ですから、先ほど255医療機関の中で

船員保険の健診ができるのは246ということでしたけれども、すべての機関がそういう流

れを承知しておいてくれるのであれば、船員が健診を受診をしに行ったときは、基本的に

生活習慣病予防健診の受診対象者には、特に本人が嫌だと言わない限りは生活習慣病予防

健診を自然に受けられるような仕掛けを、医療機関、健診機関ともつくっていただければ

スムーズに行くのかなと思います。 

 船員の場合、殊さら生活習慣病予防健診がどうだということを説明されても、余りぴん

とこないのですね。とにかく乗船する前に早く健康診断に行かなければということで、そ

れをしないと仕事ができませんから、船員の場合はそこには意識は行っているのですが、

自分の生活習慣病予防のほうは、「その健診を受けることで全部網羅されていますよ」、

しかも、「費用負担がありませんよ」ということが流れとして生まれてくるような仕掛け

をぜひご検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

事務局、何かありますか。 

 

前島船員保険部次長： 

ありがとうございます。我々としてもそういった生活習慣病予防健診をなるべく受けてい

ただきたいと思っております。そういった広報なりをしながら頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

岩村委員長： 
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今の田中委員のご指摘は非常に重要なポイントだと思いますので、事務局のほうもよろし

くお願いしたいと思います。 

 ほかには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。 

 それでは、あともう１つ議題がありまして、４のその他でございます。事務局のほうか

ら説明をいただきたいと思います。 

 

４．その他 

 

前島船員保険部次長： 

参考資料３をご用意しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。 

 東日本大震災の被災者の方の一部負担免除の措置につきましてご報告をさせていただき

たいと思います。東日本大震災への対応といたしましては、原発事故に伴う警戒区域等の

被災された加入者に対しまして、医療機関を受診された際の窓口負担の免除を行っておる

ところでございますけれども、今般、資料にございますとおり、対象区分に応じまして免

除期間の延長をさせていただくことにいたしますので、ご報告を申し上げます。どちらの

区分の方も１年間、平成31年２月28日まで免除期間を延長させていただいておりますの

で、ご報告をさせていただきます。 

 なお、表の上にございますとおり、船員保険の免除の対象となられる方につきまして

は、10名の方がいらっしゃいまして、その方には新たな有効期限の免除証明書を２月末に

既に送付をさせていただいております。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。ただいまご説明いただきました件につきまして、何かございま

すでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、特にほかにございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 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いたしました。本日の船員保

険協議会はここまでとさせていただきたいと思います。 

 次回の日程などにつきまして事務局から説明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： 

本日はありがとうございました。次回の船員保険協議会につきましては、７月ごろに開催

を予定したいと思っております。議題につきましては、平成29年度決算を予定したいと思
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っております。詳細な日程につきましては、各委員と調整の上、また後日ご連絡をさせて

いただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、これで閉会とさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中をありがと

うございました。（了） 


