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全国健康保険協会 船員保険協議会（第 29 回） 

 

日 時：平成 27 年 11 月 16 日（月）15:00～15:55 

場 所：全国町村議員会館 会議室（2 階）  

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、田付委員、田

中委員、内藤委員、長岡委員、箱井委員、平岡委員（五十音順） 

議 題 

1. 平成 28 年度の保険料率について 

2. その他 

 

 

岩村委員長： 

定刻となりましたので、ただいまから第 29回船員保険協議会を開催することにいたします。 

 本日の出席状況でございますけれども、委員の皆様全員にご出席いただけることになっ

ております。なお田付委員については、もう少しされると到着されるかと思います。 

 次に委員の交代、そして協会の役員の異動があったということでございますので、事務

局のほう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。 

 

松下船員保険部次長： 

委員の交代につきまして、7 月 29 日付で厚生労働大臣より任命されておりますので、名簿

順にご紹介いたします。 

新見委員の後任の、全日本海員組合の浦委員でございます。 

 

浦委員： 

浦といいます。よろしくお願いします。 

 

松下船員保険部次長： 

次に、三木委員の後任の、日本内航海運組合総連合会の内藤委員でございます。 

 

内藤委員： 

内藤です。よろしくお願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

次に、大谷委員の後任の、早稲田大学法学学術院の箱井委員でございます。 
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箱井委員： 

箱井でございます。よろしくお願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

最後に、大内委員の後任の、全日本会員組合の平岡委員でございます。 

 

平岡委員： 

平岡でございます。よろしくお願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

次に、協会の役員の交代についてご紹介いたします。 

 船員保険担当理事の長門理事が退任し、10 月 2 日付で篠原理事が就任しておりますので

ご紹介いたします。 

 

篠原理事： 

篠原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

本日もオブザーバーということで、厚生労働省からご出席をいただいておりますが、こち

らもやはり 10月 1日付で人事異動があった、ということでございますのでご紹介いたしま

す。 

 まず、宮本保険課長でいらっしゃいます。 

 

宮本保険課長： 

宮本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

次に友田全国健康保険協会管理室長でいらっしゃいます。 

 

友田全国健康保険協会管理室長： 

友田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速議事に入りたいと思います。お手元の議事次第をご覧ください。最初の議

題は、平成 28年度の保険料率についてということになっております。事務局のほうで資料
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を用意していただいておりますので、まずその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。 

 

松下船員保険部次長： 

資料 1-1から資料 1-4、及び参考資料 1によりましてご説明させていただきます。 

 資料 1-1 をご覧いただきたいと思います。前回 7 月 15 日に開催いたしました第 28 回船

員保険協議会においてご了承いただきました平成 26年度決算につきましては、7月 28日開

催の第 67回運営委員会での議を経まして、7月 31日、厚生労働大臣の承認を得ております。

それを踏まえまして、協会会計と国会計との合算ベースでの 26年度決算を作成してござい

ます。 

 資料 1-1 につきまして、まず 3 ページをご覧ください。26 年度決算の全体像を、図でお

示ししております。7月 15日の協議会で審議いただきました 26年度協会決算につきまして

は、下の太枠で囲っております収支でございます。こちらの収支のうち、保険料等交付金

348億円につきましては、国が収納した保険料等が、交付金として協会のほうに交付されま

すが、上の「【国】年金特別会計健康勘定」と書いてございます太枠の中にございますよう

に、26年度に収納した保険料等のうち 4億円が、26年度では未交付であり、27年度での交

付となっているということ等もございまして、今回、保険料率を議論いただく上で、協会

会計と国の会計との合算ベースによる収支をお示しさせていただいております。 

 資料の 1ページにお戻りください。合算ベースにおける船員保険全体での 26年度決算に

つきまして、下の表の太枠で囲んだ(b)の部分でございますが、収入といたしましては、保

険料収入が 359 億円、国庫補助金等が 30 億円、職務上年金給付費等交付金が 61 億円、そ

の他 24億円によりまして、合計が 473億円となっております。また、支出といたしまして

は、保険給付費が 259億円、拠出金等が 117億円、介護納付金が 34億円、業務経費、一般

管理費等のその他 36 億円によりまして、445 億円となっております。これによりまして、

26年度は 29億円の黒字となり、26年度末での準備金残高は 404億円でございます。 

 1枚おめくりいただいて、2ページをご覧ください。船員保険全体のうち、疾病部門と災

害保健福祉部門の収支についてでございます。船員保険全体といたしましては、これ以外

に介護分と職務上年金給付等の国からの交付金を財源とする経過措置分の収支がございま

すが、今回は保険料率についてご議論いただくために、疾病部門と災害保健福祉部門の収

支をお示しさせていただいております。 

疾病部門でございますが、26 年度決算につきましては、保険料収入が 295 億円でござい

まして、25 年度決算に比べますと、被保険者数が減少した一方で、平均標準報酬月額が高

くなったこと等によりまして、7億円の増となっております。これに国庫補助金等 30億円、

被保険者保険料率軽減のための準備金戻入 15億円、その他 1億円を加えまして、収入計 341

億円となっております。 
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 支出でございますが、保険給付費が 195 億円。こちらは 25 年度決算より、1 人当たり保

険給付費は高くなっておりますが、加入者数の減少等によりまして、対 25年度決算で 1億

円の減となっております。また、拠出金等につきましては、精算額の影響等による前期高

齢者納付金の 4億円の減などがございまして、対 25年度決算 7億円減の 117億円となって

おり、その他業務経費等の 6億円と合わせまして、支出計が 318億円となっております。 

 収支差につきましては、準備金からの戻入 15億円を含んだ上ではございますが、23億円

でございまして、準備金残高は 228 億円、そのうち被保険者保険料軽減分が 148 億円でご

ざいます。 

 災害保健福祉部門につきましては、39億円の収入に対しまして、支出が 33億円でござい

まして、収支差 6億円の黒字、準備金残高が 174億円となってございます。 

 これを踏まえまして、27年度、28年度の収支見込みを出しておりますが、収支見込みを

ご説明するに当たりまして、直近 3 年の被保険者数等の動向につきまして、参考資料をご

覧いただきたいと思います。資料 1-4 の次にあります参考資料 1「被保険者数の月次推移」

としている資料をご覧ください。 

まず 1 ページ目が、被保険者数の推移でございます。船員保険の被保険者につきまして

は、同一年度内におきましても、季節によりまして増減が大きいところですが、年度平均

をとらえますと、下の矢印の中ですが、24 年度平均が 5 万 8,996 人で、対前年度マイナス

0.7 パーセント、25 年度が 5 万 8,404 人で、対前年度マイナス 1,0 パーセント、26 年度が

5万 8,218人で、対前年度マイナス 0.3パーセントとなっておりまして、緩やかにはなって

おりますが、まだ減少傾向が見られるところでございます。 

 1枚おめくりいただきまして、2ページが平均標準報酬月額の推移でございます。矢印の

中の年度平均をご覧いただきますと、24年度平均 39万 605円で、対前年度プラス 0.5パー

セント、25 年度平均が 39 万 3,339 円で、対前年度プラス 0.7 パーセント、26 年度平均が

39万 9,171円で、対前年度プラス 1.5パーセントと、こちらは増加傾向が見られます。 

 続いて 3 ページをご覧ください。加入者 1 人当たりの医療費の推移についてでございま

すが、こちらも平成 24年度平均が 1万 4,178円で、対前年度プラス 1.5パーセント、25年

度平均が 1万 4,304円で、対前年度プラス 0.9パーセント、26年度平均が 1万 4,498円で、

対前年度プラス 1.4パーセントとなっており、1人当たり医療費は増加傾向にございます。 

 それでは収支見込みにつきまして、資料 1-2 をご覧いただきたいと思います。資料 1-2

「船員保険の収支見込み」をご覧ください。1 ページが疾病保険分でございます。26 年度

の決算を踏まえまして、27 年度、28 年度の見込みでございます。見込みに当たりまして、

保険料収入、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ございます。

28 年度の前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金につきましては、国の

概算要求時点で、国のほうから船員保険に提示されている額を計上してございます。その

上で、27年度収支見込みにつきまして、収入では、26年度決算と比較すると、平均標準報

酬月額の伸びに伴う保険料収入の増が見込まれること、また、支出では、1人当たり給付費
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の伸びに伴い、保険給付費の増が見込まれる一方で、経過措置とされている退職者医療制

度への新規加入が 26年度で終了したことによる、退職者給付拠出金の減などがございまし

て、収支差としては約 36億円の黒字を見込んでございます。結果、準備金残高は被保険者

保険料負担軽減分、約 133億円と、それを除いたものが約 116億円となってございます。 

 この 27年度の見込みを踏まえまして、28年度を見込みますと、保険料率を 9.6パーセン

トに据え置き、被保険者保険料負担軽減分として 0.5パーセント相当の約 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 350 億円の収入に対しまして、約 310 億円の

支出が見込まれるところでございます。結果、単年度収支は約 40億円の黒字となり、28年

度末時点における準備金残高は、被保険者保険料負担軽減分が約 117 億円、それを除いた

ものといたしまして、約 156億円が見込まれるところでございます。 

 裏面、2 ページに、災害保健福祉保険分をお示ししてございます。疾病保険分と同様に、

基本的に過去 3 年の実績をもとに見込んでおります。27 年度の見込みにつきましては、約

36億円の収入に対し、約 38億円の支出を見込んでおりまして、収支差といたしましては 2

億 2,500 万円の赤字となり、準備金残高は 172 億円となっております。ちなみに収入の中

で福祉医療機構国庫納付金等とございますが、こちらは年金住宅融資に係る債権の一部が

回収されたことによる収入などでございますが、26 年度に限りましては、船員保険会に委

託しておりました船員保険病院の委託契約を解除したことによる解除時の清算金約 4 億円

が含まれております。28 年度につきましては、収入面で、年金住宅融資に係る債権回収金

の減少等に伴う福祉医療機構国庫納付金等の減少が見込まれる一方で、支出面では上乗せ

給付や特別支給金の過去勧奨を 27年度中に終える予定ですので、それらに要する保険給付

費、及び福祉事業経費の減少を見込んでおりまして、収支差としては約 1 億 6,300 万円の

赤字となり、準備金残高は約 170億円となる見込みでございます。 

 続きまして、資料 1-3で中期的収支見通しについてご説明させていただきます。資料 1-3

をご覧ください。 

29 年度以降の見込みでございます。極めて粗い試算ではございますが、直近の実績を取

り込みまして、33 年度までの収支見通しを行ったものでございます。今回の推計における

前提といたしまして、まず保険料率は 27 年度と同じ保険料率で試算してございます。2 つ

目として、診療報酬の改定につきましては見込んでございません。3 つ目として、29 年度

に予定されている消費増税の影響につきましては、26年 4月に消費税が 5％から 8％に引き

上げられた際の影響を参考といたしまして、機械的に見込んでございます。4 つ目に、28

年度以降に行われる制度改正につきまして、後期高齢者支援金の保険者間の負担割合につ

きましては、全額を総報酬按分として見込んでございます。なお、船員保険の場合、全額

が総報酬按分となることによりまして、後期高齢者支援金の負担金は、現在より若干では

ございますが軽減する見込みでございます。 

 1 枚おめくりいただきまして、2 ページ目でございます。制度改正関係の 2 つ目として、

標準報酬月額と標準賞与額の引き上げに関してですが、標準報酬月額が現行の 121 万円か
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ら 139万円に、標準賞与額が 540万円から 573万円に、28年 4月から引き上げられますが、

こちらにつきましては推計に反映させております。また、入院時食事療養の標準負担額の

改正につきましても、考慮しております。5つ目に、業務経費等につきましては、災害保健

福祉部門の福祉事業経費のうち、特別支給金につきましては、保険給付費等と同様に実績

を踏まえて計上しております。また、保険給付等業務経費、レセプト業務経費、保健事業

経費、その他事業経費、一般管理費につきましては、27 年度の予算額をもとに計上してお

りまして、任意継続保険料還付金につきましては、実績を踏まえて計上しております。 

 3ページ目でございます。疾病部門の見込みでございます。下段の基礎係数に記載してご

ざいますが、収入の面では、平均標準報酬月額は増加の傾向でございますが、被保険者数

の減少によりまして、保険料収入は減少傾向を想定しております。また、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、毎年 15億円程度の繰り入れを行

う前提としております。支出につきましては、加入者は減少の傾向でございますが、1人当

たり保険給付費の増加によりまして、保険給付費は増加傾向を想定しております。その結

果といたしまして、収支につきましては年々黒字幅が減少し、33 年度で約 6 億 5,000 万円

の赤字となり、被保険者保険料負担軽減のための繰入額を除いた場合では、31 年度以降、

赤字になる見込みでございます。 

 裏面 4 ページをご覧ください。災害保健福祉部門の見込みでございます。疾病部門と同

様に、保険料収入は減少傾向にありまして、福祉医療機構国庫納付金も減少いたします。

一方、支出に当たる保険給付費は微増を見込んでいるところでございます。収支差は現行

の保険料率を前提とした場合、毎年赤字の見込みでございまして、準備金を取り崩して対

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に、このような見通しと

なりますが、28 年度収支見込み、また今回の中期的収支見通しの内容を踏まえまして、28

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 1-4「平成 28年度における保険料率の方向性（案）」をご覧ください。まず、船員保

険料率のこれまでの状況といたしましては、疾病保険料率を 24年度に 0,4パーセント、25

年度に 0.3 パーセント、それぞれ引き上げたところでございますが、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を引き上げておりまして、また、船

舶所有者が全額負担する災害保健福祉保険料率が、疾病保険料率が引き上げられたのと同

じ率で、引き下げられたことによりまして、下の表の網かけの部分にありますように、保

険料率合計の実質的な負担率につきましては、21年度以降、被保険者負担率は 4.55パーセ

ント、船舶所有者負担分は 6.10パーセントで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が、疾病部門

につきましては、現行の保険料率を据え置いた場合、28年度単年度収支の見込みは、約 40

億円の黒字となっておりまして、中期的収支見通しにおきましても、32 年度までは継続し

て黒字となる見込みでございます。 
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 しかしながら、この黒字につきましては、被保険者の保険料負担軽減のための準備金か

ら、毎年約 15億円を繰り入れることを前提としたものでございまして、この繰り入れを除

きますと、28年度の収支差は約 24億円にとどまりまして、中期的収支で見た場合には、31

年度以降、単年度赤字となる見込みでございます。 

 さらに①といたしまして、医療費につきましても、今後も増加していくことが見込まれ

ます。また、近年の実績を見ましても、表にございますように一貫して増加傾向にありま

すが、その伸び率につきましてはばらつきがございまして、23 年度の 6.1 パーセントは東

日本大震災による影響と考えられますが、今後も予期せぬ医療費が急増するリスクがある

こと。②といたしまして、拠出金に関しましては、拠出金は他制度の医療費を負担すると

いう性質上、協会において、今後の拠出額を正確に見込むことは困難でございますが、ベ

ースとなります医療費は、他制度においても増加しておりまして、特に後期高齢者の医療

費は、今後ますます増加していくことが考えられます。また、3ページの表の、主な拠出金

の推移の一番下の行、①＋②の合計欄にありますように、26年度、27年度の拠出金は、対

前年度で減少しておりますが、拠出金につきましては、当年度分を見込みにより概算納付

し、2 年後に確定額と概算額の差額を精算する仕組みとなっておりまして、26 年度、27 年

度は、精算額、いわゆる戻り分が大きいということもございまして、今後も予期せぬ拠出

金が急増するリスクがあること。③といたしまして、27 年 5 月に成立した医療保険制度改

革に伴う財政影響は試算に含めておりますが、個人または保険者による予防・健康づくり

の促進や、負担の公平化などが、患者の受療行動等に及ぼす影響が不透明であること。④

に、28 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と、といったようなリスク

が存在するところでございます。 

 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きてはいるもの

の、中長期的な観点から慎重な財政運営を図る必要があり、28 年度の保険料率は現行と同

率の 10.10パーセントとしたいと考えております。 

 次に、災害保健福祉保険料率について、4ページをご覧ください。災害保健福祉部門につ

きましては、現行の保険料率を据え置いた場合、28 年度単年度収支の見込みは、約 2 億円

の赤字が見込まれるところではございますが、27 年度末の準備金残高が、約 172 億円見込

まれることを踏まえますと、赤字が発生した場合には、準備金を取り崩すことにより対応

することとして、平成 28 年度の保険料率は、現行と同率の 1.05 パーセントとしたいと考

えております。 

 最後に、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及び介護

保険第二号被保険者の総報酬額により、機械的に算出されるものでございまして、現時点

では、平成 28年度は 1.69パーセントになる見込みでございます。 

 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、保険料率の今後のことにつきまして、多方面からの

ご説明をいただいたところでございますので、これについてご意見、ご質問がありました

ら、お出しいただきたいと思います。なお、平成 28年度、つまり来年度の保険料率でござ

いますけれども、これにつきましては、今後、政府予算編成の動向なども見極めた上で、

最終的に決めるということになりますけれども、できるだけ方向性のほうは明確にしてお

きたい、というふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、ご意見あるいはご質問ありましたら、お願いしたいと思いますが、いかがで

ございましょうか。 

 特にございませんか。立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

事務局のほうから、今後の収支見込みということで、疾病部門、災害保健福祉部門につい

ての収支見込みが示され、災害保健福祉部門については、既に赤字ですが、準備金を取り

崩していっても何とか持ちこたえられる状況が続くようです。疾病部門については、早け

れば 31年度あたりから、赤字経営に陥ってくるということですが、労働者側としては、船

員の不足が非常に危惧されているところから、船員増に向けての施策や活動により船員を

増やしていかなければなりません。そういう面で、船員というか、被保険者の数がこれか

らどう動くか、若返っていただければ、疾病率も下がってくるでしょう。そういう意味で

も、今後、何年か状況を見ていったほうが、方向性が見えてくるのかな、というふうに思

います。そういう意味では、少しこのままの形で行ければな、というふうに思っていると

ころでございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。船主側、何かございますか。よろしい

ですか。 

 それでは今、組合側からご意見がございましたけれども、それによりましても、このま

ましばらく安定的に運営していくということでいかがかというご意見だったように思いま

す。そうしますと、平成 28年度の保険料率の方向性につきましては、今日、事務局のほう

からもいろいろご説明があったところでありますが、それに従う形になって、疾病保険料

率、そして被保険者負担軽減控除率、それから災害保健福祉保険料率のいずれにしまして

も、現行の率を据え置く、ということにさせていただきたいと思います。ただ、最終的な

保険料率につきましては、次回のこの船員保険協議会で決定させていただきたい、という

ふうに思います。それでよろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 それでは次の議題です。お手元の議事次第にございますように、「2. その他」というこ

とになっております。これにつきまして、また事務局のほう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： 

それでは資料 2 をご覧ください。船員保険事業の実施状況等についてご報告させていただ

きます。上半期の事業実施状況でございます。まず、目標指標を定めているものといたし

まして、サービススタンダードにつきまして、傷病手当金や出産手当金などの 6 種別の船

員保険職務外給付につきましては、申請書の受け付けから振り込みまでの日数を 10営業日

以内としているところですが、27 年度上期におきましては 100 パーセントの達成率となっ

ております。振り込みまでに要した日数は、平均いたしますと 5.51日でございました。 

 2、保険証の交付に関しまして、資格情報の取得から保険証送付までの平均日数は、前年

度同期と同様に 2.00日でございました。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、こちらは資格取得申請の受け付け、または勤務していた船舶所有者における資

格喪失情報の取得の、いずれか遅いほうから、保険証送付までの平均日数でございますが、

平均 1.94日となっております。なお、サービススタンダード及び保険証の交付関係に関し

ましては、いずれもかっこ書きでお示ししております目標指標をクリアしているところで

ございまして、引き続きサービスの維持向上に努めてまいります。 

 次に、4番目のレセプト点検についてですが、内容点検に係る加入者 1人当たり診療報酬

等査定効果額につきましては、27年度上期が 74円となっております。なお、船員保険の総

加入者数が約 12 万人ですので、1 人当たりではなくて、全体の効果額といたしましては、

約 920 万円でございまして、対前年同期と比べますと、1 人当たりで 20 円、全体で約 240

万円の増となります。また、この診療報酬等査定効果額は、4月からの毎月の効果額が累計

で積み上がってくるものですので、年度末では年度目標の 123 円以上は達成できるものと

考えておりますが、引き続きレセプト点検の効果的な推進に努めてまいります。 

 保健事業につきまして、特定健康審査実施率につきましても、毎月の健診実施数が累積

で積み上がってくることになりますが、こちらは 4 月から 8 月までを集計したものでござ

いまして、被保険者が 16.64パーセント、被扶養者が 7.02パーセントと、被保険者、被扶

養者ともに、今年度の目標数値の半分までには至っていない状況ですが、前年同期よりは

若干改善しているところでございます。また、特定保健指導における、初回面談の実施率

は、被保険者 22.38 パーセント、被扶養者 16.58 パーセントでして、こちらも前年同期よ

りは改善している状況でございます。 

 続いて 6 の福祉事業ですが、無線医療助言事業につきましては、通信数が 548 件となっ

ております。なお、1事案で複数回の通信が行われますので、船員数は、27年度上期は 205
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人でございます。ちなみに 26年度上期は 207人でございました。また、洋上救急医療援護

事業につきましては、出動数が 9件でございました。保養事業は、5,129泊で、前年度同期

比で 135 泊の増加。契約保養施設利用補助事業が 1,418 泊で、前年度同期比で 414 泊の増

加。旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業は 628 泊で前年度同期比で 534 泊の増加

となっております。 

 この旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業につきましては、26 年 4 月からの新た

な取組みということもございますので、今後もさらなる利用拡大が図れるよう、関係団体

の皆様のご協力もいただきながら、周知広報等をしていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは 1 枚おめくりいただきまして、上半期の主な取組みをまとめてございます。ま

ず被扶養者資格の再確認についてですが、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、被扶養者の再確認を実施しておりまして、今年度も船舶所

有者のご協力を得て実施いたしました。結果として、9月末現在で 3,668船舶所有者様から

の提出をいただいておりまして、提出率は前年度同期比で 2.0パーセント上回る 93.0パー

セント、被扶養者削減数が 237名となっております。 

 次に、25 年度より年 2 回の通知を継続して実施しておりますジェネリック医薬品軽減通

知につきましては、今年度は対象者を、昨年までの 25歳以上の加入者から、20歳以上の加

入者に広げまして、1回目の通知を 9月 18日に、9,485人に送付いたしました。なお、2回

目につきましては、28年 3月に送付することとしております。 

 （3）のお客様満足度調査につきましては、8 月 3 日より、疾病任意継続被保険者の保険

証、傷病手当金、高額療養費、休業手当金の支給決定通知書を送付する際に、アンケート

はがきを同封しておりまして、28年 3月 31日まで同封することとしております。アンケー

ト結果につきましては、とりまとめた後、ご報告させていただきます。 

 続いてデータヘルス計画関連業務といたしまして、「出前健康講座」につきましては、周

知・広報等に関係団体の皆様のご協力をいただいているところですが、27 年度は船員災害

防止協会とも連携しながら、利用者の拡大を図っているところでございまして、9月末現在

で 20回の開催となってございます。また「健康度カルテ」を活用した船舶所有者訪問を昨

年度末より実施しておりまして、9月末までに 9船舶所有者様への訪問を実施いたしました。

③の「加入者一人ひとりの健康状況に応じたオーダーメイドの情報提供」につきましても、

27年度からは対象とする健診の範囲を 7カ月から 12カ月に拡大した上で、9月から順次送

付しております。 

 3ページ目ですが、下船後の療養補償に関しまして、療養補償証明書により受診する場合

は、療養補償証明書を受診する医療機関と船員保険部の双方に提出していただく必要があ

りますが、船員保険部への提出が確認できないものが一部ございますことから、確認でき

なかったもの約 500 件について、船舶所有者様に交付状況について一斉照会を行ったもの

でございます。 
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 （6）の「船員保険総合福祉センターにおける宿泊助成及び無料日帰り入浴の提供」につ

いてです。24年 10月以降休業していた神戸の「みのたにグリーンスポーツホテル」につき

ましては、入浴施設が 26 年 12 月から、27 年 7 月からは宿泊施設がリニューアルオープン

しております。ちなみに船員の利用状況といたしましては、7月から 9月の間の宿泊は 7人

でございますが、入浴利用は 4月から 9月までで、4,823人のご利用があったところでござ

います。 

 次に、「下半期の主な取組み予定」といたしまして、船員保険の 26 年度の事業状況、決

算状況等をお知らせする「船員保険通信」を、全ての被保険者及び船舶所有者に対して、

11月 30日に発送することとしております。 

 また、業務案内リーフレット、「船員保険のご案内」を作成いたしまして、28年 3月を目

途に、労働基準監督署及び船員保険を取り扱う年金事務所に配置いただくよう、配布する

予定としております。また、協会支部の窓口にも配置いたします。医療費通知につきまし

ては、26年 10月から 27年 9月までのレセプトをもとに作成し、28年 3月に船舶所有者様

を通じて、該当の加入者の皆様に配付することとしております。 

 最後にデータヘルス計画関連業務として、4つ記載させていただいております。まず健康

づくりに対するアンケート調査票を、約 4,500 の船舶所有者様と、8,000 人の被保険者に、

11 月 4 日に送付いたしまして、健診等の保健事業に対する被保険者及び船舶所有者様の意

識やニーズ、また船員の生活習慣や、船員労働に特有の健康上の課題等の実態の把握に努

めるとともに、アンケート結果等を踏まえ、保健事業のより効果的、効率的な実施方法等

を検討することとしております。 

 4ページをご覧ください。船員保険の二大健康課題は、喫煙率の高さとメタボの保有率の

高さでございますが、喫煙対策として、喫煙が健康に及ぼす影響や、禁煙の効果、職場に

おける喫煙対策の必要性等に関する「禁煙啓発冊子」を、今月末に送付する「船員保険通

信」に同封いたしまして、35 歳以上の喫煙者及び全ての船舶所有者に配付いたします。ま

た、ホームページにおきましても、たばこの害等について、継続的な情報発信を行い、禁

煙の必要性等について訴えることとしております。3つ目として、船員手帳健康証明書デー

タ提供者への、健康づくり支援といたしまして、当該年度分のデータ提供者には、オーダ

ーメイドの情報提供冊子をお送りすることといたしまして、前年度分のデータ提供者には、

健診から時間が経過していることから、船員手帳健診結果の見方に関する小冊子を送付す

ることとしております。 

 「健康度カルテ」を活用した働きかけにつきましては、対象を保健指導の実施率の改善

が必要な船舶所有者に加えて、喫煙者の割合が高い船舶所有者及び健康リスクを有する船

員の割合が高い船舶所有者様に拡大して、実施することとしております。資料 2 の説明は

以上です。 

 次に参考資料 2 をご覧ください。こちらは 10 月 2 日に開催されました第 89 回社会保障

審議会医療保険部会での、マイナンバー制度の施行に関する厚生労働省作成の資料でござ
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います。表紙をおめくりいただきまして、1ページに、社会保障・税番号制度のロードマッ

プ案が示されてございますが、本年 10月までに政省令等の整備が行われ、現在、個人番号

の通知が始まっておりまして、28 年 1 月から順次、個人番号の利用が開始されることとさ

れております。 

 また、医療保険者等が行う番号利用事務といたしましては、3ページをご覧ください。こ

ちらに番号法別表第 1 に基づく主務省令で規定されている医療保険関係の事務等が記載さ

れております。なお、船員保険の場合、加入者等個々のマイナンバーにつきましては、日

本年金機構を通じて取得することを想定しておりますが、2 ページ目にございますように、

日本年金機構におけるマイナンバーの利用に関しましては、マイナンバーの利用が 29 年 5

月 31 日までで、政令で定める日までの間。また情報連携が 29 年 11 月 30 日までで、政令

で定める日までの間、それぞれ延期することとされております。いずれにいたしましても、

マイナンバーの利用に関しましては、それらも踏まえまして、今後検討を進めた上で、適

宜ご報告、お諮りしていきたいと考えているところでございまして、本日は医療保険部会

に提出された資料を、参考資料として配付させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました内容につきまして、

ご意見あるいはご質問などがありましたら、お出しいただければと思います。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

意見とご質問を 1 件ずつしたいと思います。資料 2 の船員保険事業の実施状況と上半期の

主な取り組みの中で、福祉センター、神戸みのたにグリーンスポーツホテルについて記載

があり、ご説明がありました。7月から 9月における船員の利用が 7人というところで、非

常に少ないなと感じたところでございます。今後、この福祉センターの運営につきまして

は、効果的といいますか、効率的といいますか、そういった運営に向けた取り組みをお願

いしたいと思いますけども、そのためには、船員ないしはその関係者に対する周知を改め

て行っていただくとか、利用促進に向けた取り組みを引き続きお願いしたいと思います。 

 また、ご質問なんですけども、私の過去の記憶というか、調べたところですと、昨年の

12 月末に入浴施設がオープンして、その後間もなく宿泊施設もオープンという形で伺って

いたのかなと思うのですけれども、12 月から 8 カ月ですか、7 月 1 日にずれ込んだ理由と

いうのは何か理由があったでしょうか。分かれば教えていただきたいと思います。 

 

岩村委員長： 

事務局のほう、いかがでしょうか。ではお願いいたします。 



13 

 

 

松下船員保険部次長： 

それではこちらでお答えさせていただきます。当初予定していた改装工事といいますか、

室内の壁面ですとか、また管回りのほうが長期使用していなかったということで、改修の

ほうが予定以上の時間が必要であったということから、リニューアルオープンのほうが遅

延したと聞いているところでございます。 

 

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。 

 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： 

資料 2のほうの「船員保険事業の実施状況等」で、「下半期の主な取り組み予定」というと

ころで、「（4）データヘルス計画関連業務」の「②喫煙対策推進に向けた情報発信」という

ところがありますけれども、ここで 35歳以上の喫煙者ということですが、これは、たばこ、

禁煙を促すということで、多分行われていることと思います。なぜ 35 歳以上にするのか。

もっと年齢を下げれば、もう少し禁煙率が上がるんじゃないかと思うんですが、その辺の

ところ、35歳にした根拠を教えていただければと思います。 

 

岩村委員長： 

では事務局のほうでお願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

35 歳以上の喫煙者という部分についてですが、喫煙者の把握の仕方につきまして、健診等

の問診票によりまして把握している、というのが主なところでございまして、そのため、

生活習慣病予防健診の受診者が 35 歳以上ということがございまして、現段階では 35 歳以

上の喫煙者という形にさせていただいているところでございます。 

 

岩村委員長： 

つまり一般的にやるのではなくて、私はたばこを吸っていますというふうに申告した人に

対して、こういう形で活動しますというやり方ですね。そうすると把握できるのが、この

35歳からでないと、現行の仕組みでは把握できないという、そういうことですね。 

 平岡委員、いかがでございましょうか。 

 

平岡委員： 

分かりました。ありがとうございます。 
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岩村委員長： 

そのほか、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： 

お礼を申し上げながら、１つ２つ質問をさせていただければと思います。まず第 1 点目で

すけれども、無線医療の関係で、実績を見てみますと、今年度も前年度と同じぐらいとい

うことで、これは増えて喜ばしいものではないのですが、うまく引き継いでいただきたい

というふうに思っているところでございます。ありがとうございました。そういう面では、

横浜と東京でやっていただいておりますけども、今度とも継続的、安定的な無線医療のサ

ービスを、洋上の船員に対してお願いしたい、というふうに思っておるところでございま

す。 

 それから、先ほど浦委員のほうからも話がありましたが、船員の総合福祉センター「み

のたに」ですけれども、ちょっと遅れが出たようでございますけれども、無事に船員の保

養施設としての確立をしていただきまして、ありがとうございました。今後とも、安定的

に船員が利用できるようになればというふうに思っているところでございます。しかしな

がら船員の宿泊利用者が７人というのは、件数なのか実員数なのかを教えていただければ

と思いますし、やはり 2 か月で 7 人というのは余りにも少ないので、さらなる広報に向け

てお願いをしたい、というふうに思っているところでございます。そういう面を含めまし

て安定的な運営をしていただければというふうに思います。 

 それから、旅行代理店を利用した保養施設利用補助の関係でございますけれども、これ

もまだまだ六百何件というのは、当初予定よりかなり少ないのではないかと思っていると

ころでございまして、そういう意味での新たな広報について、どのようにお考えなのか、

考えがあればお伺いしておきたいと思います。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す。1つは「みのたに」の宿泊者の内訳というところまで、事務局のほ

うでお分かりかどうかということだと思いますが、そちらはいかがですか。ちょっと分か

りませんか。 

 

松下船員保険部次長： 

船員が 7 人ということはお聞きしているのですが、ご家族が一緒だったかどうかというと

ころは、ちょっと不明でございます。 

 

岩村委員長： 

立川委員どうぞ。 
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立川委員： 

確認でございますが、そうすると 7件ということでよろしいのでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

そうです。 

 

立川委員： 

分かりました。 

 

岩村委員長： 

そうしたら旅行代理店を活用した保養施設のほう、今後の何かＰＲ施策、その他について

いかがかということですけれども、 

 

松下船員保険部次長： 

こちらのほうにつきましては、先ほど申しましたように、26 年 4 月から実施しているとこ

ろでございますが、予算のときにご説明させていただいたように、予算上の宿泊数よりは

全然少ないというか、見込みを大幅に下回っているところでございまして、やはり周知広

報ということで、この事業があるということを知っていただくことが、まずは一番なのか

なと思いますので、引き続き関係団体等のご協力をいただきながら、まず事業の周知広報

等を進めていきたい、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： 

数字を見ますと、保養事業も、それから契約保養施設も、前年度の同じ時期に比べて増え

ているということもありますので、また、もちろん数は十分ではないにしても、この契約

代理店を利用した事業も、昨年同期に比べるとずいぶん増えているということもあります

から、積極的にＰＲをしていただくということによって、より利用は増えるのかなという

ように思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 本日こちらで用意していた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。 

 それでは特にないようでございますので、本日の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。次回の日程等につきまして、事務局のほう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： 
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次回の船員保険協議会につきましては、平成 28年 1月下旬ごろに開催し、28年度の保険料

率について最終決定する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

岩村委員長： 

それでは、次回は来年の 1 月下旬ごろということでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

本日はお忙しい中ありがとうございました。これで閉会とさせていただきたいと思いま

す。（了） 


