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全国健康保険協会船員保険協議会（第32回） 

 

 

日 時：平成28年７月20日（水）９：57～10:55 

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27年度決算について 

２．船員保険就学等援護費の改定について 

３．その他 

 

岩村委員長： 

おはようございます。定刻より少し早いのですけれども、皆様おそろいでいらっしゃいま

すので始めたいと思います。 

 ただいまから第32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、委員の皆様全員にご出席をいただいておりま

す。また、オブザーバーとして厚生労働省より保険課長にご出席をいただいておりますけ

れども、所用によりまして途中で退席されるということでございます。 

 それでは早速ですが、議事に入りたいと思います。 

 まず事務局から議題１．平成27年度決算につい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。 

 

議題１．平成27年度決算について 

 

松下船員保険部次長： 

それでは、資料１－１から資料２－２までによりましてご説明させていただきます。 

 まず決算報告書につきまして、資料１－２が船員保険勘定の平成27年度決算報告書でご

ざいまして、27年度の収入、支出を科目ごとにお示ししておりますが、その概要をまとめ

たものを資料１－１としてご用意しておりますので、本日は概要のほうでご説明させてい

ただきたいと思います。 

 資料１－１をご覧ください。平成27年度収支の状況につきまして、予算と決算を対比し

てお示ししてございます。収入金額は475億円となっております。その内訳といたしまし

て、保険料等交付金が354億円で、予算に対しまして約６億円の減少となっております

が、その要因といたしましては、27年度の予算を策定する時点で26年度の未交付額が国の

支出枠との関係で約10億円程度発生する見込みでございましたが、実際には約４億円にと
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どまりまして、その差６億円が予算額より減少したものでございます。 

 また、疾病任意継続被保険者保険料が13億円で、予算に対しまして２億円増加しており

ます。こちらは被保険者数及び平均標準報酬月額がともに予算策定時の見込みより高くな

ったことによるものでございます。国庫補助金等30億円、職務上年金給付費等交付金61億

円につきましては、ほぼ予算額どおりでございました。その他２億円につきましては、運

用収入や返納金収入等でございます。 

 次の累積収支からの戻入16億円につきましては、被保険者保険料負担の軽減相当分を準

備金から繰り入れているものでございますが、こちらにつきましてもほぼ予算額どおりで

ございました。 

 一方の支出につきましては435億円となっておりまして、保険給付費が261億円で、予算

と比べまして４億円減少しております。その主な要因といたしましては、経過措置分の医

療給付費が予算額を下回ったことによるものでございます。拠出金等108億円、介護納付

金31億円につきましては、ほぼ予算額どおりでございまして、業務経費24億円と一般管理

費８億円の合計32億円につきましては、予算額から約８億円減少しております。その主な

内訳といたしましては、保健事業経費が約１億円、特別支給金が約３億円、保養事業経費

が約１億円それぞれ予算額を下回ったことによるもののほかに、一般事務経費としてマイ

ナンバーに係るシステム開発費用約1.4億円が未執行となったことによるもの等でござい

ます。その他の３億円の主なものといたしましては、職務上年金給付費等交付金の前年度

分の返還金となってございます。 

 結果、収支差が40億円となっているところでございまして、この40億円を累積収支に繰

り入れさせていただきます。 

 続きまして、財務諸表につきまして資料１－３をご覧ください。貸借対照表の前に損益

計算書についてご説明させていただきたいと思います。３ページ、４ページをご覧くださ

い。 

 経常費用、経常収支等の詳細を記載しております。経常費用の合計につきましては、４

ページの右上にございます430億円となっております。また、経常収益の合計につきまし

ては、４ページ右端の欄の上から４番目にございます456億円となってございまして、先

ほどの経常費用の合計430億円との差26億円が経常利益となります。 

 なお、一番下にございます当期純利益が26億円となってございますが、先ほど決算報告

書の概要でご説明した収支差40億円と異なるところでございますけれども、その主な要因

といたしましては、被保険者の保険料負担軽減分として準備金より戻入しております約16

億円につきまして、決算報告書上では収入として計上しておりますが、損益計算書上では

収益に計上されないこと等によるところでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、資産と負債とをあらわしました貸借対照表でござい

ます。資産の部の流動資産の合計は１ページ右端の欄の上段にございます167億円となっ

ておりまして、その内訳である現金及び預金が140億円でございます。また、未収入金29
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億円につきましては、３月までに国で収納された保険料等で４月に保険料等交付金として

国から交付されるものや、未収の返納金債権などでございます。下から２段目の固定資産

合計290億円につきましては、そのほとんどが準備金の一部を22年度から運用しておりま

す金銭信託でございまして、資産合計は457億円となってございます。 

 右側２ページが負債の部でございます。流動負債の合計は35億円となっておりまして、

その主なものが未払金でございますが、これは４月当初に支払います前期高齢者納付金な

どの拠出金、また３月以前に申請を受けまして４月以降にお支払いする現金給付などにつ

いて33億円を計上しているところでございます。また、前受収益といたしまして、３月に

納付された疾病任意継続の前納保険料約１億円がございます。 

 純資産の部では資本金は全額が全国健康保険協会が船員保険を承継した際の政府出資と

なってございます。準備金が388億円、また括弧書きになっております当期純利益は損益

計算書上で計上しております26億円でございます。これによりまして、純資産合計は418

億円となります。 

 なお、負債と純資産の合計が資産の部の資産合計とバランスいたしまして、457億円と

なります。 

 次に、キャッシュ・フロー計算書につきまして５ページをご覧ください。こちらは現金

の出入りを示したものでございますが、下から３段目の資金の増加額が36億円でございま

して、資金期首残高103億円に対しまして資金期末残高は140億円となっております。貸借

対照表の現金及び預金の額とこちらの期末残高が一致するところでございます。 

 右側６ページが利益の処分に関する書類でございます。３月末時点では当期未処分利益

となっております当期純利益26億円につきまして、欄外にございますとおり利益処分を行

った場合、準備金の残高は414億円となるところでございます。 

 ７ページ以降につきましては注記事項等になりますので、ご説明は省略させていただき

たいと思います。 

 引き続き資料１－４、船員保険の平成27年度事業報告書（案）についてご説明させてい

ただきます。資料１－４をご覧ください。 

 まず４ページをご覧ください。加入者数及び船舶所有者数の状況でございます。図表２

－１にございますとおり、27年度の被保険者数は５万7,919人となっておりまして、船員

保険の被保険者につきましては、昭和46年の26万8,000人をピークに毎年減少を続けてき

たところでございますが、27年度は44年ぶりに169名増加いたしました。なお、被扶養者

数は６万5,842人で1,505人減少しておりまして、加入者数といたしましては1,336人減少

して12万3,761人となっております。また、平均標準報酬月額は39万9,534円で４年連続で

増加しており、昨年に引き続き過去最高水準になっております。 

 なお、最近の加入者数の推移や図表２－２、図表２－３でお示ししております年齢構成

等につきましては、この後のその他の議題の中で少しお時間をいただ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。 
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 １枚おめくりいただきまして、６ページからが医療費と保険給付費の動向でございま

す。図表３－１のとおり医療費総額、医療給付費とも３年ぶりに増加しておりまして、加

入者数の減による影響を上回って医療費が増加したことになります。そのことから図表３

－２でお示ししている加入者１人当たりの医療費総額と医療給付費につきましても約３％

程度増加しておりまして、現時点での粗い分析ではございますが、そのうちの約２％程度

が調剤費の伸びの影響であると見られるところでございます。 

 図表３－３から８ページの図表３－５までが職務外、職務上等の内訳でございます。ま

た、８ページの一番下の図表３－６が年金給付費の動向でございまして、そのほとんどが

平成22年前の職務上の事由に起因するものということで、年金受給者数につきましては

年々ほぼ同水準で減少しているところでございます。 

 ９ページからが保険料率関係でございます。船員保険の保険料率につきましては、24年

度と25年度の２回改定しているところですが、疾病保険料率の引き上げとあわせて被保険

者負担軽減のための控除率の引き上げと災害保健福祉保険料率の引き下げを行ったこと

で、実質的な負担率につきましては図表４－１の網かけ部分でございます被保険者負担

率、船舶所有者負担分ともに据え置かれてきております。 

 なお、14ページまで、28年度保険料率の方向性をお諮りした11月16日の船員保険協議会

及び28年度保険料率についてご了承いただいた１月29日の船員保険協議会の資料から抜粋

して掲載してございます。 

 15ページをご覧ください。15ページが決算の状況でございまして、先ほど決算報告書の

概要としてご説明させていただいたとおりでございます。また、16ページに準備金の金銭

信託について記載しておりますが、28年度に入りましてから金銭信託を解約したこともご

ざいますので、ここで資料２－１と資料２－２によりまして準備金の運用状況についてご

報告させていただきたいと思います。資料２－１、資料２－２をご覧ください。 

 ご案内のとおり、船員保険の準備金の一部につきましては、５年国債の満期保有を原則

とした運用を行ってきたところでございまして、資料２－１の表の一番左にございますと

おり、26年度末運用資産残高は303億3,600万円でございましたが、27年度につきまして

は、28年２月16日から導入されたマイナス金利政策の影響で２月後半から５年国債の利回

りもマイナスとなっていたことから、３月に満期を迎えて償還された資金15億200万円に

つきまして国債を再購入せずに一部解約し、払い戻しを受けたところでございます。 

 なお、27年度の信託報酬控除後の実現利益は7,100万円でございまして、これによりま

して27年度末運用資産残高は289億400万円となったところでございます。また、当期未収

利息が1,100万円ございまして、当期総利回りは0.223％、当期実現利回りは0.233％でご

ざいました。 

 次に、資料２－２をご覧ください。27年度末運用資産残高約290億円に係る28年度での

取り扱いについてでございます。マイナス金利政策の影響等によりまして、今後、満期償

還される資金で国債を再購入できる時期等の予測が立たない中で、２つ目の丸の部分でご
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ざいますが、国債の利回りが低下したことによりまして、３月末時点で保有していた国債

に約2.5億円の評価益が出ており、引き続き満期保有した場合の今後得られる利息等の合

計額よりも約１億5,000万円の収益増が見込まれたことから、保有する全ての国債を売却

の上、金銭信託を解約することといたしました。 

 結果といたしましては、５月18日付で売却し、約２億6,000万円の実現益を見たところ

でございます。なお、金銭信託は５月20日付で解約いたしまして、実現益を含めまして解

約した資金につきましてはほかの準備金と同一口座において一元管理しております。 

 準備金の運用につきましては以上でございます。 

 それでは、資料１－４にお戻りください。資料１－４の17ページをご覧ください。17ペ

ージからが船員保険事業の概況ということで、基本的に27年度事業計画で記載した事項に

沿ってご報告しております。 

 まず保険運営の企画・実施に関しまして、17ページ下の図表５－１、次のページの図表

５－２のとおり船員保険の加入者はメタボリックシンドロームの保有率及び喫煙率が高い

ということで、そのことに着目した船員保険データヘルス計画の初年度の取り組みを実施

したこと等を総括的に記載した上で、18ページから情報提供・広報の充実等についてご報

告しております。 

 情報提供・広報の充実につきましては、19ページの図表５－４の右側の図にございます

ように、ホームページへのアクセス件数は約113万5,000件となっておりまして、図表５－

３に閲覧サイトの内訳をお示ししております。また、紙媒体の広報物について、20ページ

に船員保険のしおり、21ページに船員保険通信、22ページに船員保険のご案内をそれぞれ

掲載しておりまして、23ページに関係団体に多大なご協力をいただいて実施している関係

団体の機関誌等による広報についてご報告しております。27年度は新たに日本海事広報協

会を加えまして７つの関係団体の機関誌等に広報チラシ等を掲載していただきました。 

 ジェネリック医薬品につきましては、27年度も軽減額通知を２回送付しておりまして、

24ページの図表５－５のとおり、１回目通知の効果額といたしましては単純推計で年間

5,268万円が見込まれるところでございます。また、船保のジェネリック医薬品の数量ベ

ースでの使用割合といたしましては、図表５－６にございますように28年３月で66.2％と

なっております。 

 続いて、26ページからが保険給付費等の円滑な実施に関してでございまして、26ページ

から28ページに現金給付の支給状況を記載しております。27ページの図表５－７の一番上

にございます高額療養費の件数、金額ともに増加しておりますが、現物給付分が増加し現

金給付分が減少していることから、限度額適用認定証の使用は進んでいるものと言えるか

と思いますが、引き続き周知広報に努めていくこととしております。 

 29ページをご覧ください。サービススタンダードにつきましては25年度から引き続き

100％を達成しています。また、お客様満足度調査につきましては、全体としては比較的

高い評価をいただいておりますが、一番下の図表５－11にありますように適用関係の事務
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処理に要した期間に対する満足度が低く、それに伴いましてサービス全体としての満足度

も低かったところでございます。こちらにつきましては、喪失届が処理されていないこと

で疾病任意継続の手続をされた方の保険証が届くのが遅くなったというのが不満の主な要

因でございまして、30ページ中段の１つ目のポツにございますとおり、喪失届の早期届け

出や早期処理について船舶所有者及び年金事務所への依頼要請を行ったところでございま

す。 

 31ページに医療費のお知らせの送付、高額療養費制度の周知、職務上の上乗せ給付等の

申請勧奨について記載しておりますが、上乗せ給付の過去分の申請勧奨につきましては27

年８月までに終了したところでございまして、勧奨分の受付率といたしまして、法定給付

である休業手当金が40.6％とまだ低い受付率となっておりますが、その他の法定給付特別

支給金、経過的特別支給金につきましてはおおむね90％を超える受付率となっておりま

す。 

 なお、28年度に入りましてから、休業手当金の添付書類につきまして、労災の書類保存

期限の範囲内で労災請求時の添付書類を活用できるよう労働基準局の協力も得ながら改善

を図りまして、再勧奨を行っているところでございます。 

 32ページをご覧ください。(6)レセプト点検につきましては、33ページ上段にございま

すとおり、26年度に反映されるべき査定効果額が27年度にずれ込んだこともございます

が、自動点検システムを本格稼働させたこと等によりまして、対前年度17.7％増の133円

となっております。また、被扶養者の再確認につきましては93.2％の回収率でしたが、

239人の未提出者の処理を行ったことで、支援金等約1,600万円の適正化が図られていま

す。 

 なお、32ページの(5)保険給付等の業務の適正な実施に関しましては、次ページ、34ペ

ージ、35ページに下船後の療養補償、柔整に関して配付等した周知用チラシを掲載してお

ります。 

 続いて、36ページからが保健事業の推進、強化に関してでございまして、36ページにご

ざいますとおり、船員保険データヘルス計画の実施初年度に当たる27年度の主な取り組み

といたしましては、健康づくりの支援に関するアンケートの実施、健診結果データ、レセ

プトデータ等の収集、分析体制の整備強化、喫煙対策の３つでございましたが、健康づく

り支援に関するアンケート調査につきましては、３月３日の協議会でその結果等について

ご報告させたいただいたところでございまして、85ページから96ページに参考資料として

調査結果を添付しております。いただいたご意見等を取り組み等に反映させていくことで

有効に活用させていただきたいと考えております。 

 37ページのレセプト・健診等データの分析につきましては、27年度にその実施方法等を

検討した結果、外部機関を活用するほうが効率的だとの結論に至りまして、28年度から本

格的に実施していくこととしております。また、喫煙対策につきましては、38ページに掲

載している小冊子を作成し、送付いたしまして、読んでいただいた直後の意識の変化とい
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たしましては、一定の効果がうかがえたところでございます。 

 40ページからが健診関係でございまして、健診実施機関数につきましては、協会けんぽ

の生活習慣病予防健診の実施機関でかつ船員手帳健康証明も行うことができる医療機関に

個別に契約締結の働きかけをした結果、41ページ、図表５－19にございますように着実に

増加してきております。また、巡回健診につきましては、これまでの漁協等に加えて、駅

周辺等でも実施することといたしましたが、図表５－20のとおり実施回数は増やしたもの

の受診者数は減少した結果となりました。 

 健診実績につきましては、43ページの図表５－21をご覧ください。受診者数、実施率と

もに着実に増加しておりますが、被保険者に関しましては手帳、健康証明等の兼ね合いも

あってか余り大きな変化とは言えないところでございます。なお、被扶養者につきまして

は、25年度から被扶養者も生活習慣予防健診を受けられるように見直した効果があらわれ

てきているようでございまして、その相乗効果的に特定保健指導もふえてきております。 

 加入者の健康増進等を図るための取り組みにつきましては、44ページにオーダーメイド

の情報提供冊子の配付、45、46ページに健康度カルテを活用した船舶所有者への情報提

供、47ページに出前健康講座の実施状況等を記載しておりまして、出前健康講座につきま

しては船員災害防止協会の協力等もございまして、船員労働安全衛生月間に多く実施でき

たこと等によりまして、47ページの図表５－22のとおり、実施回数、参加人数ともに大き

く増加いたしました。 

 48ページが福祉事業に関してですが、こちらにつきましては無線医療や洋上救急医療援

護事業等を確実に実施してきたほか、保養事業につきましては、神戸の船員保険総合福祉

センターのリニューアルオープンに伴い、当該センターにおける宿泊助成事業を再開いた

しました。また、旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業の周知、広報に努めてきた

ところでございます。なお、28年度も人命に直接つながる無線医療や洋上救急医療援護事

業について地域医療機能推進機構、または日本水難救済会と連携し、確実に実施するとと

もに、保養事業の利用促進に努めていくこととしております。 

 49ページから51ページは協会全体として組織運営、業務改革の取り組みについて整理し

てございますので、後ほどご一読いただければと思います。 

 52ページは東日本大震災への対応といたしまして、原発事故に伴う警戒区域の被災者の

方に医療機関における一部負担金の免除、健診の自己負担の還付を引き続き行ってきたと

ころでございます。 

 53ページ、54ページに、28年度ではございますが、熊本地震への対応につきまして記載

させていただいております。内容につきましては後ほどのその他の議題の中でご説明させ

ていただきたいと思います。 

 55ページ、56ページに総括と今後の運営といたしまして、ただいまご説明してきたこと

を改めて総括的に記載させていただいておりますが、56ページにございます今後の運営と

いたしましては、船員保険データヘルス計画の内容等についてＰＤＣＡサイクルにのっと
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った見直し及び更新をしていきながら、加入者の健康づくりを効果的かつ効率的に支援促

進するための取り組みを着実かつ確実に実施していくことが重要であると考えておりま

す。 

 なお、56ページの下から２段に記載させていただいておりますとおり、船員保険部とい

たしましては、医療費や傷病手当金等の現金給付の主体としてだけではなく、加入者が将

来にわたって安心して健康に暮らすことができるよう、その健康づくりを支援するという

役割を積極的に果たすことができる存在感のある保険者となることを目指して業務に励ん

でまいる所存でございます。また、今後とも船員労働の特殊性を十分考慮した事業実施を

図るとともに、各種指標の動向、中長期的な財政見通し等を踏まえながら安定的な事業運

営に努めてまいりますので、引き続きご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 ご説明につきましては以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明いただきました各種資料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： 

何点かございますけれども、まず最初にお伺いをしておきたいのは、職務上の事由による

給付というところで８ページですか、医療費給付がずっと減少してきている中、今回増加

に向かったような形が出てきているのですけれども、これは何か原因がございますのでし

ょうか。もしおわかりでしたらお話をいただければと思います。 

 それから、予算のほうの話を含めまして、職務上の事由による上乗せ給付や経過的な職

務上の事由による給付につきまして、未執行の部分といいますか、予算までには到達しな

かったというお話があったのですが、支給金の支給率、平成22年までさかのぼってやると

いうお話の中でずっと勧奨していただいてきたわけなのですけれども、あとどのぐらいの

部分が残っているのかについて、もしおわかりでしたらご説明をいただきたいと思うとこ

ろでございます。 

 それからマイナンバーで事業が未執行ということでしたけれども、どの辺がシステム化

の計画に入っていて、どの辺ができなかったのかという部分についてお話をいただければ

と思います。 

 以上、３点ですけれども、よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 
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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： 

まず８ページの職務上の事由による医療給付費の増加の理由でございますけれども、継続

療養での療養の給付を受けていらっしゃる方が、いわゆる症状固定された場合は、継続療

養による給付が終了いたしますが、協会が船員保険を引き継ぎまして一定の期間が経過し

たこと等もあってか、症状固定に該当する状態になられる方が少なくなってきているとい

ったことなどもございまして、増加しているところでございます。 

 また、上乗せ給付の申請勧奨の状況でございますけれども、先ほど申し上げましたとお

り、法定給付のうちの休業手当金の受付率が40.6％とまだ少なくなっているのですけれど

も、そのほかの法定給付では、障害年金につきましては100％でございまして、遺族の一

時金につきましては91.3％、また特別支給金は全体で97.6％、経過的特別支給金につきま

しては92.4％ということで、休業手当金以外はかなりの申請が出てきているのかなという

ところでございます。休業手当金につきましては、前回の協議会で少しお話しいたしまし

たが、古い部分の勧奨に対して添付書類がそろわないという理由での未申請になっている

ものが多いように見受けられることから、労災の書類保存期限内の範囲においては労災請

求時の添付書類を活用をできるよう労災側と調整いたしまして、申請書を提出いただきま

したら、添付書類を労災から情報提供してもらえるものについては、その情報に基づいて

支給するという方向で見直しをいたしまして、28年度に入ってからでございますが、改め

て再勧奨をしているところでございます。未執行額ということでは、申しわけございませ

んが今手元にございませんので、率ということでご了承いただければと思います。 

 マイナンバーにつきましては、実施自体に変わりはないところでございますけれども、

27年度からシステム開発に着手するということで27年度にシステム開発経費を予算計上し

たところでございますが、開発の着手時期が28年度にずれ込んだということで27年度は未

執行となりまして、28年度に改めて予算計上をさせていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

いかがでしょうか。 

 

立川委員： 

どうもありがとうございました。職務上の疾病の関係はわかりました。 

 それから、職務上の事由に関係するところの上乗せないしは経過的特別支給金につきま

しては、年数がかなりたってきておりますので、対象の方も自分として書類がなかった

り、そういうことができること自体が不明になってきている時期にもう入ってきているの
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ではないかと思います。そういう面では、過去の資料を掘り起こすことになるかと思うの

ですが、しっかり確認をしていただいて、再勧奨支援をよろしくお願いしたいと思うとこ

ろでございます。 

 マイナンバーのところにつきましては、28年度の予算で改めてまたとり直すということ

になるのでしょうか。そこだけ確認させていただければと思います。 

 

松下船員保険部次長： 

事業報告書、資料１－４の12ページをご覧いただければと思います。こちらで28年１月の

協議会でお示ししたときの今後の収支見込みということでお示ししておりまして、下のほ

うの災害保健福祉保険分の28年度の単年度収支差が６億円の赤字となっているところに、

※印として少しご説明を入れさせていただいておりますけれども、当初11月でお示しした

ときには、ここの部分が約２億円の赤字を見込んでいたところでございますが、マイナン

バーに係るシステム開発時期の遅れ等から、28年度に改めてシステム開発経費を予算計上

させていただくということで、見直しをさせていただいた結果、６億円の赤字の見込みと

なったところでございまして、28年度予算の中で既にマイナンバーの開発経費を計上させ

ていただいているところでございます。 

 

岩村委員長： 

よろしいでしょうか。 

 

立川委員： 

はい、わかりました。 

 

岩村委員長： 

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： 

冒頭の決算報告の説明の中で、支出の業務経費・一般管理費の中で保養事業が予算対比、

決算額でマイナス１億円というご説明がございました。そういう状況で、１－４の資料の

48ページ、福祉事業の着実な実施という部分におきまして、下の表の中で旅行代理店を活

用した保養施設利用補助事業の利用者のところは、まだ極めて低調だなと思います。予算

に対するこの執行率が極めて低いというところで、被保険者に対する認知度がまだ低いと

いうことが想定されるわけです。この制度が始まってまだ３年目で確実にふえてきている

というところはございますが、今後さらに被保険者に対する周知という部分について注力

いただきたいというところと、あと参考に、今の27年度の段階で予算に対する執行率はど
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れぐらいであったのかというところも教えていただければと思います。 

 以上です。 

 

松下船員保険部次長： 

周知等については努めさせていただきたいと思います。 

 旅行代理店を活用した保養事業の27年度予算に対します決算の執行率でございますが、

こちらは約５％程度ということになっております。 

 

岩村委員長： 

よろしいでしょうか。 

 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： 

関連してということではないのですけれども、今の報告の中に金銭信託の解約についてと

いうことで、現状の資金運用につきまして、全て、国債ないしは金銭信託で運用してきた

ということで解約というご報告を受けました。結果的にはマイナス金利政策ということ

で、現状の判断としてはこれで正解なのかなと、よろしいのかなという判断ができるかと

は思っているのですが、金利政策が変更された場合、どのくらいのタイミングないしはど

のくらいのレベルになったときにどういう運用をするのかというような、今後の見通しと

いう部分について何かお考えがあればお伺いをしておきたいと思うのですが。 

 

岩村委員長： 

では事務局、いかがでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

まずマイナス金利政策の影響と申しますか、国債の利回りがマイナスになったことから、

いわゆる持ちきり運用をしておりますので、改めて国債を購入すると、購入した時点で損

失が発生するということの判断で解約等をさせていただいたところでございます。 

 今後の見通しでございますが、少なくとも信託報酬以上の運用収益が見込まれる状況

で、かつ安全確実な運用をしていくことができると判断し得る環境になれば、また金銭信

託等による資金運用について、改めてご相談させていただければと考えております。 

 

岩村委員長： 

立川委員、いかがでしょうか。 
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立川委員： 

イメージ的には大体理解いたします。そうしますと、現在持っていた部分を解約して、こ

れは現金及び預金への計上ということで来年度から増えてくるという理解になることでよ

ろしいのですね。 

 

松下船員保険部次長： 

おっしゃるとおりでございます。普通預金として預け入れをして、準備金一括で管理をし

ているところでございます。 

 

岩村委員長： 

いかがでしょうか。ほかにはよろしいでしょうか。 

 では、菊池委員どうぞ。 

 

菊池委員： 

１点ございます。資料１－４の７ページの図表３－２でございますが、27年度、医療給付

費が３％の増ということでございました。加入者数が1.1％減の中での３％増ということ

で、要因は２％分が調剤費というお話がございました。加入者数が減少していて、先ほど

お話がありましたようにジェネリックの推進、それから長期的には薬価基準が引き下げ傾

向にある中で、ちょっとここの数字が気になるところであります。最近いろいろマスコミ

等でも言われていますが、オプジーボですとか非常に高額な医薬品が日本の国民皆保険を

揺るがす事態になるのではないかと言われているところで、その中でこの２％の増の要因

分析が可能なのか、あるいはなされているのか、そして昨今言われているようなことと関

連がありそうなのかどうなのか、こういうあたりをお聞きしたいと思います。とりわけ船

員保険加入者の方、被保険者の方の中で喫煙率の高さということも言われておりますの

で、そのあたりを、日本の医療全体の問題でもありますけれども、船員保険にとっても関

心を持つべきことではないかと思いまして質問させていただきます。 

 

岩村委員長： 

船員保険特有というよりは、全国健康保険協会全部の問題という気もしますが、いかがで

ございましょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

調剤費が増加いたしました要因といたしまして、現時点では船員保険におきましても27年

度中に新たに保険承認されたＣ型肝炎新薬であるソバルディまたはハーボニーの影響が大

きいということがわかっているところではございますが、その具体的な影響額等を含めま

して、ご指摘の詳細等につきましては、今年度に実施しているレセプトデータの分析委託
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の中で今後分析していきたいと考えております。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 そのほかいかがでございましょうか。 

 事業報告書につきましては以上のようなところでよろしいでしょうか。 

 それでは、平成27年度決算につきましては本協議会として了承することとしたいと思い

ますが、いかがでございましょうか。 

 

（「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、事務局から今後の手続についてご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： 

本日お諮りいたしました平成27年度決算につきましては、７月26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承認の申請を行うこととなります。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

では、承認されたということを前提にして、菊池委員からご発言ということでございま

す。 

 

菊池委員： 

おくれて申しわけありません。私も承認で結構でございますが、せっかく協会けんぽの理

事長以下の皆様、それから保険課長もいらっしゃっているので、この船員保険の今の調剤

費の傾向というのは、ほかの保険者との関係でも同じような傾向なのか、そのあたり少し

参考までに伺えればと思うのですが。 

 

高橋理事： 

船員保険の方はデータがそろっていなかったのですが、健康保険本体の方の事業報告書で

は、参考資料の中で、今、菊池先生がおっしゃった医療費の中身の分析を特別にやってお

ります普通は入院と外来、入院外と薬局という分類で医療費の中身の分析をしていくので

すけれども、27年度に関してはそういった施設別というよりも物と人という観点からもう
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一回切り分けて、物といいますと薬剤は物そのものですので、それが27年度にどれぐらい

増えたか実際に分析をしております。数字は個別の医薬品について取り上げてどうこうと

いうのはやっていないのですけれども、普通、薬剤といいますと薬剤師さんの調剤料も全

部一緒に入ってきて、人間のフィーと物そのもののお金が全部一緒くたに出てきますの

で、そこを分けて、物としての薬、物自体が幾ら動いたかというのを調べたのですが、27

年度は秋、10月前後から急激に薬剤費が伸びています。ですから、これは明らかに承認さ

れたいろいろな新薬の影響だということは見ればすぐわかるということでございまして、

そこは分析は終わっております。船保はまた追ってやるということになります。 

 

岩村委員長： 

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、次の議題に入りたいと思います。議事次第にあります議題２でございまし

て、船員保険就学等援護費の改定についてということでございます。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．船員保険就学等援護費の改定について 

 

松下船員保険部次長： 

それでは、資料３及び参考資料１をご覧いただきたいと思います。 

 資料３のほうでございますが、船員の就学等援護費につきましては、資料３の１ページ

にございますとおり、職務上の事由により亡くなった船員の家族及び重度の障害により障

害年金を受けることになった船員またはその家族の教育費の負担の軽減を図るため、遺族

年金または障害年金の受給者に対して支給しているものでございますが、22年１月以降は

労災保険の社会復帰促進等事業として実施しておりまして、21年12月以前の職務上の事由

による、いわゆる旧船員保険法の規定による遺族年金または障害年金の受給者につきまし

ては、経過措置的に船員保険の福祉事業のほうで船員保険就学等援護費として支給してい

るところでございます。 

 支給月額といたしましては、２ページをご覧ください。在学されている学校等によりま

して決定しているところでございまして、４月と10月に６カ月分をまとめてお支払いして

おります。 

 なお、現時点で船員保険のほうで支給している人数をそれぞれ右側に記載させていただ

いております。 

 今回の改正内容といたしましては、文部科学省によります子供の学習費調査における平

均教育費等を踏まえまして、中学生につきまして支給金額を月額１万6,000円から１万
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7,000円に、現在、該当される方はいらっしゃいませんが、通信制の中学の支給金額を月

額１万3,000円から月額１万4,000円にそれぞれ改定し、今年度の４月分から９月分までお

支払いする28年10月支給分から適用することとして考えております。 

 なお、参考資料１につきましては労災就学等援護費の改定に関してでございますが、労

災のほうにおきましても同様な改定が行われていることをご参考までにお示しさせていた

だいております。 

 ご説明につきましては以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ただいまの船員保険就学等援護費の改定につきましてご意見、あるいはご質問はございま

すでしょうか。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

本件につきましては実態に基づいて改善いただくということで非常にありがたいことだと

思います。以前にこの就学等援護費が改定された際に意見、お願いという形で出たと思う

のですけれども、学校教育法上やむを得ないというところだったと思うのですが、国土交

通省ないしは農水省所管である教育機関に対してはこの支援の適用外だというところであ

ったと思います。これを適用を拡大していただきたいというところに対して、厚生労働省

の担当課に対して問い合わせたところ、教育内容を把握するために時間を要する、検討し

たいという回答があったという説明を受けたと記憶しておりますが、その後の進捗等につ

いてご説明いただける部分がございましたらお願いしたいと思います。 

 

岩村委員長： 

では、事務局のほうでいかがでございますか。 

 

松下船員保険部次長： 

以前ご要望というか、ご意見をいただいたところは重々踏まえておりますけれども、その

後、見直しはされていないところでございます。 

 

岩村委員長： 

では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

今後も引き続き、適用拡大に向けた動きをお願いしたいと思います。 
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岩村委員長： 

ご意見ということで承っておきたいと思います。 

 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。 

 それでは、この船員保険就学等援護費の改定につきましては、事務局から説明をいただ

いた見直しの内容のとおりに実施したいということにいたします。事務局におかれまして

は支給事務を適切に行っていただくようお願いをしたいと思います。 

 それでは、議事次第では議題としては３．その他ということになっておりますけれど

も、事務局から報告があるということですので、お願いいたします。 

 

３．その他 

 

松下船員保険部次長： 

その他の議題といたしまして、熊本地震に係る対応と加入者数の推移についてご報告させ

ていただきたいと思います。 

 まず資料４をご覧ください。本年４月14日に震度７を観測し、16日に再度震度７の地震

がありました熊本地震に係る対応といたしまして、東日本大震災への対応も参考にいたし

まして、住宅の全半壊などの被害を受けた加入者の一部負担金につきまして、医療機関窓

口での徴収の猶予及び免除を７月31日まで行うこととしております。また、疾病任意継続

保険料につきまして、被保険者からの申請に基づきまして、28年５月分及び28年６月分の

保険料の納付期限を28年７月11日まで延長いたしました。 

 なお、熊本県内に住所を有しておられる船員保険の被保険者の方は約1,900名ほどいら

っしゃるところでございまして、その多くの方が天草地方にお住まいということもあって

か、現時点で確認できている範囲では一部負担金等の徴収猶予及び免除の利用状況等につ

きましては、５月診療分までで数名ほどにとどまっております。また、疾病任意継続の納

付期限延長につきましては１名の方から申し出があり、納付期限を延長したところでござ

います。 

 熊本地震に係る対応につきましてのご報告は以上でございます。 

 続きまして、加入者数の推移につきまして参考資料２をご覧ください。表紙をおめくり

いただきまして１ページの上の折れ線グラフが、被保険者数の年次推移につきまして平成

18年度からお示ししたものでございます。27年度は44年ぶりに増加してございます。 

 なお、被保険者数の汽船等と漁船ろとの内訳が下のグラフでございますが、汽船のほう

は25年度から増加傾向に転じてきておりますが、漁船につきましては減少傾向が続いてい

るところでございます。27年度と26年度を対比いたしますと、汽船等が531人増加し、漁

船ろが269人減少しておりまして、このほかに漁船いが93人減少していることから、全体

といたしましては169人の増加となっております。 
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 また、２ページ、３ページに被保険者の年齢構成割合と年齢別の人数をお示ししており

ます。２ページが汽船等についてでございますが、55歳から59歳の年齢構成割合が５年前

の22年度末では19.4％だったものが27年度末では13.5％となっておりまして、これまで構

成割合が高かった年代が60歳以上になられて一部定年を迎えられたこと等もあり、各年代

層の平準化が図られてきております。 

 これを人数で見てみますと、２ページ下のグラフでございますが、50歳以上60歳未満の

年代層が５年前に比べて約3,200人減少しております。一方、30歳未満の年代層につきま

しては５年前より約1,200人増加しておりまして、平均年齢は0.2歳若くなっております。 

 ３ページが漁船ろについてでございまして、汽船等と同様の傾向が見てとれますが、20

歳から24歳の構成割合が10.2％となっており、人数で５年前より約300人ふえてございま

して、平均年齢も0.9歳若返ってございます。 

 なお、汽船等、漁船ろとも55歳から59歳の年齢構成割合が一番高いといった特徴に変わ

りはないところでございまして、今後の被保険者数の動向を予測するという意味では、あ

と５年ほどは実態を見てみないとまだ難しいところがあるものと考えております。 

 続きまして、被扶養者につきまして４ページ、５ページをご覧ください。４ページの上

のグラフにございますように、被扶養者数につきましては年々減少しておりまして、その

年齢構成割合といたしましては下のグラフのようになってございます。なお、５ページの

棒グラフで人数を５年前と比べてみていただきますと、左の丸で囲った部分でございます

が、10歳から14歳、15歳から19歳の年代層が大きく減少しております。一方、ゼロ歳から

４歳までの人数は約600人ほど増加しているところではございますが、被扶養者数の減少

の一因としては、いわゆる少子化の影響があると思われるところでございます。 

 また、右側の丸で囲んだ部分でございますが、こちらはこの年代を配偶者にお持ちの被

保険者の方が定年等を迎えられて減少したことに伴い、被扶養者数も減少したものと考え

られるところでございまして、この２つが被扶養者数が減少している主な要因として考え

られるところでございます。 

 いずれにいたしましても、船員保険を安定的に運営していく上でも被保険者数の推移等

につきまして今後も注視、分析していきたいと考えております。 

 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資料４、資料５につきまして、

何かご質問あるいはご意見は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、本日、こちらのほうで用意した議題は以上でございますけれども、この際と

いうことで何かご発言等ございますでしょうか。 
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 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日予定しておりました議題は全て終了いたしましたので、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。 

 最後に、次回の日程などにつきまして事務局からご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。 

 

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、10月末ごろに平成29年度の保険料率の方向性等に

ついてお諮りする予定でございます。詳細の日程は各委員と調整の上、後日ご連絡させて

いただきます。 

 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ます。本日はお忙しい中、またお暑い中をあり

がとうございました。（了） 


