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全国健康保険協会船員保険協議会（第33回） 

 

 

日 時：平成28年11月21日（月）15：00～15：50 

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29年度の保険料率の方向性について 

２．その他 

 

岩村委員長： 

定刻になりましたので、ただいまから第33回船員保険協議会を開催いたしたいと思いま

す。 

 本日の出席状況でございますけれども、予定では委員全員ご出席いただけるということ

になっておりますが、内藤委員が少しおくれられるということのようであります。 

 それでは早速ですが、議事に入りたいと存じます。お手元の議事次第をご覧ください。 

 最初の議題は、平成29年度の保険料率の方向性についてでございます。資料を事務局の

ほうで用意していただいておりますので、まず、その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。 

 

議題１．平成29年度の保険料率の方向性について 

 

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、参考資料２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。協会会計と国会計との合算ベースでの27年

度決算を作成してございます。なお、前回７月20日開催の第32回船員保険協議会において

ご了承いただきました協会会計船員保険勘定の27年度決算につきましては、７月26日開催

の第76回運営委員会での議を経まして、７月29日、厚生労働大臣の承認を得ておりますこ

とをご報告させていただきます。 

 資料１－１につきまして、まず３ページをご覧ください。27年度決算の全体像を図でお

示ししております。７月20日の協議会で審議いただきました27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。こちらの収入のうち、保険料等交付金

354億円につきましては、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



2 

 

に、26年度に収納した保険料のうち、未交付となった保険料等４億円が27年度に交付され

たこと、一方、27年度に収納した保険料等のうち、１億円が27年度では未交付であり、28

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、保険料率をご議論いただ

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27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、収入合計472億円に対しま

して、支出合計が436億円でございまして、収支差といたしましては36億円の黒字とな

り、27年度末での準備金残高は424億円でございます。 

 １ページ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

れ以外に介護保険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、27年度決算につきましては、保険料収入が297億円でござい

まして、26年度決算に比べますと平均標準報酬月額が高くなったこと等によりまして２億

円の増となっております。これに国庫補助金等30億円、被保険者負担軽減のための準備金

戻入16億円、その他１億円を加えまして、収入計344億円となっております。 

 支出でございますが、保険給付費が199億円、こちらは被扶養者数の減少によりまして

加入者数が減少したところではございますが、26年度決算より１人当たり医療給付費が

3.8％増加したこと等によりまして、対26年度決算で４億円の増となっております。ま

た、拠出金等につきましては、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

度で終了したこと等により、退職者給付拠出金の減などがございまして、対26年度決算８

億円減の108億円となっており、その他業務経費等の７億円と合わせまして支出計が314億

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16億円を含んだ上ではございますが、30億円

でございまして、準備金残高は243億円、そのうち被保険者保険料軽減分が133億円でござ

います。 

 災害保健福祉部門につきましては、36億円の収入に対しまして支出が32億円でございま

して、収支差３億円の黒字、準備金残高が178億円となってございます。 

 これを踏まえまして、28年度、29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１を

ご覧いただきたいと思います。資料１－４の次に入れております参考資料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数につきまし

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ございますが、
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年度平均を捉えますと、下の矢印の中ですが、25年度平均が５万8,404人で対前年度マイ

ナス1.0％、26年度が５万8,218人で対前年度マイナス0.3％、27年度が５万8,368人で対前

年度プラス0.3％となっておりまして、27年度は44年ぶりに増加が見られたところでござ

います。 

 裏面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、25年度平均が39万3,339円で、対前年度プラス0.7％、26年度平均が39万

9,171円で対前年度プラス1.5％、27年度平均が40万3,870円で対前年度プラス1.2％、こち

らは24年度から４年連続で増加しておりまして、過去最高水準となってございます。 

 それでは、収支見込みにつきまして資料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。 

 27年度の決算を踏まえまして、28年度、29年度の見込みでございます。なお、保険料収

入、保険給付金につきましては、過去３年間の実績をもとに見込んでございます。28年度

収支見込みにつきまして、収入では27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ます。また、支出では、１人当たり給付費の伸びが見込まれ

る一方で、被扶養者数の減により加入者数が減少していることから、保険給付費が27年度

より約１億円減じる見込みであることや船員保険の前期高齢者加入率と全国平均加入率と

の乖離の縮小による前期高齢者納付金の減などがございまして、単年度収支差として約47

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118

億円と、それを除いたものが約156億円となってございます。 

 この28年度の見込みを踏まえまして29年度を見込みますと、保険料率を9.6％に据え置

き、被保険者保険料負担軽減分として0.5％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355億円の収入に対しまして、約307億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29年度も約47億円の黒字となり、29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102億円、それを除いたものといたしま

して約203億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。災害保健福祉保険分でご

ざいます。こちらも保険料収入、保険給付費につきましては、疾病保険分と同様に過去３

年の実績をもとに見込んでおります。 

 28年度の見込みにつきましては、約38億円の収入に対し、約43億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約５億円の赤字となり、準備金の取り崩しにより対応

することによって準備金残高は172億円となっております。なお、28年度はマイナンバー

対応のためのシステムの開発を行っておりまして、収入の国庫補助にシステム開発に対す

る国庫補助金約１億6,000万円が、支出の一般管理費にその開発経費等約７億円が含まれ

ております。 

 29年度につきましては、当該システム開発が28年度中にほぼ終了することから、収入面

で国庫補助金が、また支出面でシステム開発経費がそれぞれ減少いたしまして、収入と支
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出がほぼ均衡す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。 

 30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、34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28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おります。４つ目として、

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

でおります。５つ目に、事務費につきましては、28年度の予算額をもとに計上しておりま

す。 

 ただし、災害保健福祉部門のうち、特別支給金につきましては保険給付費等と同様に実

績を踏まえて見直した上で計上しております。また、これまでの支給実績を踏まえて、29

年４月以降の取り扱いを検討することとしております経過的特別給付金につきましては、

29年４月以降も現行と同じ水準で継続して支給するものとして試算してございます。 

 なお、経過的特別支給金の29年４月以降の取り扱いにつきましては、次回の船員保険協

議会でお諮りさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 （イ）といたしまして、マイナンバー対応にかかるシステム開発経費につきましては、

先ほども触れましたが、28年度中にシステム開発がほぼ終了することから、ランニングコ

スト等のみに見直して計上しております。 

 １枚おめくりいただきまして２ページ目でございます。中期的収支見通しを作成するに

当たりまして、技術的な部分ではございますが、基礎係数となります被保険者数等の推計

方法を若干見直しておりますのでご説明させていただきます。 

 被保険者数につきましては、１年齢ごとの被保険者数に過去３年の平均伸び率を乗じる

ことにより算出したものを疾病保険部門及び災害保健福祉保険部門の保険料収入を算出す

る上での共通の基礎係数として用いてきておりまして、この算出方法自体に変更はないと

ころですが、当該被保険者数には疾病保険部門の保険料を負担しない独立行政法人被保険

者及び後期高齢者医療被保険者の数が含まれていることから、疾病保険部門の保険料収入

の算出に当たりましては、約1,200人いらっしゃいます独立行政法人被保険者及び後期高

齢者医療被保険者の数を除いたものを基礎係数として用いることといたしました。ちなみ

に、1,200人分の保険料収入相当額といたしましては約６億円となるところでございま

す。 

 次に、平均標準報酬月額につきましては、前年度の１年齢ごとの平均標準報酬月額に各

年度の１年齢ごとの被保険者数を乗じ、その総額を全被保険者数で除することにより算出

してきましたが、４年連続で平均標準報酬月額が上昇していること等も踏まえまして、さ
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らに過去５年の平均標準報酬月額の平均伸び率を乗じることといたしました。 

 なお、平均伸び率を乗じることによりまして、いわゆるベースアップ分といたしまし

て、保険料収入に30年度では約１億円が含まれることとなります。 

 １人当たり医療給付費につきましては、前年度の５年齢ごとの加入者１人当たり医療給

付費に過去５年の加入者１人当たり医療給付費の平均伸び率を乗じた上で各年度の５年齢

ごとの被保険者数を乗じ、その総額を全加入者数で除することにより算出してきておりま

す。 

 ３ページに23年度から27年度までの５年間の加入者１人当たり医療給付費の推移を記載

しておりますが、医療給付費の実績といたしまして、その伸び率の幅にはばらつきがある

ところではございますが、今後も１人当たり医療給付費は増加していくことが見込まれる

中で、25年度は対24年度でマイナス0.6％となってございます。この減じた具体的な原因

が明らかでないということもございまして、過去５年間のうち、25年度を除外した実質４

年間の平均伸び率を用いることといたしました。 

 なお、25年度を除外した４年間の平均伸び率と25年度を含めた５年間の平均伸び率との

差が0.8％でございまして、保険給付費に与える影響といたしましては、除外した場合の

ほうが30年度では約２億円、除外しない場合より高く算出されることになります。 

 それでは、４ページをご覧ください。疾病部門の見込みでございます。下段にただいま

のような方法で算出いたしました基礎係数をお示ししております。 

 被保険者数はほぼ横ばいを見込んでおりますが、被扶養者数の減少に伴いまして加入者

数は減少することとなります。また、平均標準報酬月額は微増、加入者１人当たり医療給

付費は各年度、対前年度比3.5％ほど増加するものと見込んでおります。これによりまし

て、収入の面では保険料収入が対前年度１億円未満ではございますが、若干の増加傾向を

示しながら推移するものと考えております。 

 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毎年17億

円程度の繰り入れを行う前提としてございます。 

 また、支出の面では、保険給付費、拠出金等ともに年々増加するものと見込んでおりま

す。その結果といたしまして、収支につきましては30年度では約35億円の黒字が見込まれ

ますが、年を追うごとに黒字幅が減少いたしまして、34年度で約２億円の黒字とほぼ収支

が均衡し、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33年度以降赤字にな

る見込みでございます。 

 ５ページが災害保健福祉保険部門の見込みでございます。収入では、保険料収入はほぼ

横ばいでございまして、過去に行った年金住宅融資に係る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が減少することから、収入合計といたしましては減少傾

向を示すこととなります一方、支出の保険給付費は増加傾向が見込まれます。 

 収支といたしましては、30年度以降赤字の見込みでございまして、収入が減じて保険給

付費が増加する分、赤字幅が増大し、現行の保険料率を前提とした場合、準備金を取り崩
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して対応していくこととなります。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、これらを踏まえまして29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29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％、25年度に0.2％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％、船舶所有者負担

分は6.10％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、中期的収支見通しとしてお示しさ

せていただきましたように、34年度までは継続して黒字となる見込みでございますが、被

保険者の保険料負担軽減のための準備金からの繰り入れ約17億円を除きますと、33年度以

降は単年度赤字となる見込みでございます。 

 さらに、見込みとの乖離が生じるリスクといたしまして、まず減少傾向にございました

被保険者数について、27年度は対前年度比で微増となっておりまして、将来の財政状況を

大きく左右する被保険者数、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

あること、また２つ目といたしまして、先ほども見ていただきました１人当たり医療給付

費につきましては、その伸び率にばらつきがございまして、今後も予期せず医療費が急増

するリスクがあること。③といたしまして、27年度の加入者１人当たり医療給付費が対前

年度比プラス3.8％と大きく増加しておりまして、これを診療種別ごとの伸び率で見たも

のが３ページの表でございますが、調剤が対前年度比で１割以上急増しております。 

 なお、この調剤医療費の伸びにつきまして、別に参考資料２をご用意しております。調

剤医療費の伸びについてと表題をつけております参考資料２をご覧ください。 

 １ページが調剤レセプト医療費の金額ベースでの伸びでございます。折れ線グラフでお

示ししておりますように、調剤レセプト医療費につきましては増加傾向にある中でも、特

に27年度は26年度から３億8,000万円と大幅に増加しております。増加の内訳といたしま

しては、棒グラフにございますように、薬剤費が対26年度比プラス10.7％の３億6,000万

円増加しております。 

 １ページおめくりいただいて２ページをご覧ください。この調剤の伸びがどの程度１人

当たり医療費の伸びに寄与しているかでございますが、円グラフにございますように、27

年度の加入者１人当たり医療費の伸び3.8％のうち、調剤費の伸びが2.1％を占めておりま

す。それをさらに分解いたしますと、27年度に保険適用されたＣ型肝炎新薬による薬剤費

の伸びが1.2％を占めておりまして、先ほどの金額ベースでの伸び３億8,000万円に対しま
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しては２億2,000万円に当たります。このように、27年度の医療費の伸びにはＣ型肝炎新

薬の影響が如実にあらわれているところでございます。 

 なお、船員保険におけるＣ型肝炎有病者数は27年度で約8,200名おられまして、そのう

ち27年度中に新薬を服用された方は40名でございました。ちなみに、40名で２億2,000万

円ですので、１人当たりにいたしますと約550万円でございます。 

 また、３ページでございますが、保険適用されている高額な新薬といたしましては、Ｃ

型肝炎新薬以外に抗がん剤であるオプジーボがございます。オプジーボは、もともと皮膚

がんの一種にのみ保険適用されたものが27年12月に肺がんにも保険適用されたことによ

り、対象患者数が拡大したことや１人当たり3,500万円かかるとの試算があるところでご

ざいまして、船員保険に限らず、医療保険財政に与える影響が懸念されております。 

 なお、オプジーボに関しましては、11月16日に開催された中央社会保険医療協議会にお

いて、29年２月から薬価を50％引き下げることが了承されたところではございますが、依

然高額であることに変わりはございませんで、27年度中における船員保険での使用者はお

られなかったところではございますが、このような高額新薬が今後も医療費を急増させる

一因になる可能性があるところでございます。 

 それでは、資料１－４にお戻りください。３ページでございますが、④といたしまして

拠出金に関しまして、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。５つ目に、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と

いったようなことが収支見込みが実際の決算から乖離する要素としてございます。 

 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、29年度の保険料率は現行と同

率の10.10％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、29年度収支はほぼ均衡する見込みでござ

います。30年度以降は単年度収支赤字となる見込みではございますが、一定の準備金を保

有しているところでもございまして、平成29年度の保険料率は現行と同率の1.0％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保険納付金の額及び

船員保険第２号被保険者の総報酬月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29年度は28年度から0.05％の引き下げに当たる1.63％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。 

 それでは、この後、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問などがありました

らお伺いしたいと思います。 

 ただ、平成29年度の保険料率につきましては、今後、政府予算編成の動きなども見きわ

めた上で最終決定をするということになります。そういうことでございますので、できる

だけ方向性は明確にしておきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

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： 

29年度における保険料率の方向性ということで今回出されているわけですけれども、今後

考えられる問題としましては、調剤関係の費用が非常に大きなウエートを占めていくとい

うことになろうかと思います。そのような中で今回見させていただきますと、実質的には

増額分が20億円というようなことになってきているかと。率でいきますと2.1％を占めて

おるということでございますけれども、この辺をこれから重要視していかなければいけな

いと思っておりますので、タイムリーな動向についてお知らせをいただきたいと思うとこ

ろでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 この件は、中央社会保険医療協議会での議論の影響が非常に大きい部分ですから、その

辺の情報がわかれば、なるべく前倒しで情報をいただきたいと思うところです。 

 それから、試算の基本ベースとなる基礎係数を出していただきましてありがとうござい

ました。今回、従前と変えたというのは何か要因があったのでしょうか、その辺を教えて

いただければと思います。 

 

岩村委員長： 

それでは、最後のご質問の点について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、情報提供につきましては順次させていただきますように心がけていきたいと思って

おります。 

 また、試算の基礎係数となります部分の見直しについてでございますが、特に被保険者

数の部分で独立行政法人等被保険者及び後期高齢者医療費保険者約1,200名を除かなかっ

た場合、６億円程過剰に見込まれるといったような状況でございますけれども、実は直近

の被保険者数が横ばいになったことと平均標準報酬月額が見込みよりも大きく伸びてきた

ことによりまして、この被保険者数を少し多目に見ていた部分がそちらに充当されると申

しますか、相殺されるような形でのみ込まれる結果となってございましたが、そちらのほ

うの伸びも一定程度過去３年間見えてきたところでございまして、ここをそのままにする
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と保険料収入が見込みよりも過剰に出て、今後の収支見通しに後年度になるほど大きな影

響を及ぼすということで今回見直しさせていただいたといったようなところでございま

す。 

 

岩村委員長： 

立川委員、いかがでしょうか。 

 

立川委員： 

ありがとうございました。シミュレーションですからなかなか厳密にとはいかないんです

けれども、できるだけ実態に即した数字を出していただいて、今後の保険財政に影響が出

ないように、しっかりした判断ができるような形で試算をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

岩村委員長： 

その点、事務局もどうぞよろしくお願いいたします。 

 そのほかいかがでございましょうか。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

平成29年度における保険料率の方向性ということで示されました。船員保険の中期的な収

支見通しの説明がございまして、疾病部門、災害保健福祉部門ともに中長期的に見れば楽

観視できる状況ではないということは十分わかります。しかしながら、単年度で言うと、

安定しているのかなというふうに思いますので、今、事務局から示された据え置きという

部分においては賛成いたします。 

 以上です。意見です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございましょうか。この点については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、平成29年度の保険料率の方向性でございますけれども、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ということに

させていただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、最終的な保険料

率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思います。よろしゅうござい

ましょうか。 

 



10 

 

（「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、議事次第では、次の議題としては２．その他ということになっております。

これについて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．その他 

 

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28年度上期の実施状況等についてご報

告させていただきます。 

 目標指標を定めているものといたしまして、１番の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10営業日以内にお支払いすることとしているところですが、28年度上期に

おきましても100％の達成率となってございます。振り込みまでに要した日数は、平均い

たしますと5.78日でございました。 

 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

同期と同じ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、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からの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、こちらも前年度同期と同じ平均1.94日でござ

いました。 

 次に、レセプト点検についてですが、内容点検にかかる加入者１人当たり診療報酬等査

定効果額につきましては、28年度上期が63円となっておりまして、船員保険の総加入者数

が約12万人ですので、１人当たりではなく全体の効果額といたしましては約770万円でご

ざいます。なお、前年同期と比べますと、マイナス10円となってございますが、この診療

報酬査定効果額は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133円以上を達成できるよう、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は、４月から８月までを集計したものでございまして、特定健康

診査実施率につきましても、毎月の健診実施率が累積で積み上がってくることになります

が、被保険者が16.98％、被扶養者が7.61％と被保険者、被扶養者ともに前年度同期より

若干改善しているところでございます。受診者数といたしましては、被保険者が6,644

人、被扶養者が1,898人でございます。一方、特定保健指導（初回面談）の実施率は、被

保険者17.75％、被扶養者12.62％でございまして、こちらは前年度同期より実施率が低下
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してございまして、初回面談を受けられた人数といたしましては、被保険者が352人、被

扶養者が26人でございます。 

 続いて福祉事業ですが、無線医療助言事業につきましては、通信数が493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、船員数では28年度上期は219人

でございました。ちなみに、27年度上期は205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15件でございました。保養事業は6,165泊で前年度同期

比で1,036泊の増加、契約保養施設利用補助事業が1,423泊で前年度同期比で５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411泊で、前年度同期比で217泊の減となっ

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、実施から

３年目を迎えたところでございまして、これまでもご利用方法等の周知に努めてきたとこ

ろではございますが、まだご利用者数が少ない状況にございまして、引き続き関係団体の

皆様のご協力もいただきながら、利用拡大が図られるよう周知・広報等を行っていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２ページをご覧ください。上半期の主な取り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、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すが、今年度も船舶所有

者様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3,661船舶所有者から

のご提出をいただいておりまして、提出率は昨年の最終提出率を0.3％上回る93.3％、被

扶養者削減数が272名となっておりまして、これによる高齢者医療制度への拠出金の削減

効果額といたしまして約1,600万円が見込まれるところでございます。 

 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薬品軽減額通

知につきましては、今年度は通知対象とするレセプトを２カ月分から３カ月分へと拡大い

たしまして、１回目の通知を８月22日に１万4,288人に送付いたしました。なお、２回目

につきましては、29年３月に送付することとしております。 

 お客様満足度調査につきましては、８月１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、29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、取りまとめた後、ご報告させていただきたいと思っております。 

 メールマガジンにつきましては、昨年６月に協会職員端末と外部との間で不信な通信が

行われたことを受けまして、27年７月以降一時中断していたところでございますが、本年

９月より再開いたしまして、毎月１日にお送りいたしております。 

 次に、毎年お送りさせていただいております「船員保険通信」につきましては、昨年よ

り２カ月早く９月末に全ての被保険者及び船舶所有者の皆様にお送りさせていただきまし

た。また、データヘルス計画関連業務といたしまして、狭い船内でもできる体操ＤＶＤを

添付した健康づくり冊子を作成いたしまして、「船員保険通信」に同封する形でお送りさ

せていただきました。なお、ご希望による健康づくり冊子の追加送付も受け付けておりま
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して、船に備えつけたいなどの理由で10月末までに928部の追加送付のご依頼をいただい

ております。 

 ３ページでございますが、「健康度カルテ」を活用した船舶所有者訪問を26年度より実

施しておりまして、９月末までに８つの船舶所有者様をご訪問させていただいたところで

ございます。なお、下期も引き続きご訪問させていただくこととしております。 

 23年度から継続して実施しております加入者１人１人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、今年度は健診を受診された全ての方を対象といたしまし

て、７月から順次送付いたしております。 

 また、関係団体等の連携強化の一環といたしまして、船員労働安全衛生月間に合わせま

して、船員災害防止協会のご協力も得ながら、船員の健康づくりに関するセミナーを実施

いたしました。なお、船員保険では初めて歯科セミナー・歯科検診を和歌山で実施したと

ころでございます。 

 地方自治体との連携強化といたしましては、健康づくり等に関する取り組みをＰＲする

ため、７月に岩手支部と共同で久慈みなと・さかなまつりに、９月に青森支部と共同で八

戸市環境・健康フェスタに参加いたしまして、こちらも船員保険では初めてブース出展を

させていただきました。 

 熊本地震への対応といたしましては、住宅の全半壊などの被害を受けた加入者の一部負

担金等の免除を29年２月28日まで行うこととしておりまして、28年９月末までに９世帯、

18件の免除証明書を交付しております。 

 ４ページをご覧ください。下半期の主な取り組み予定でございます。 

 医療費通知につきましては、27年10月から28年９月までのレセプトをもとに作成し、29

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。ま

た、今年度も船員保険制度の周知・広報のための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、29年３月をめどに協会支部の窓口に配置いたします。あわせま

して、労働基準監督署及び船員保険を取り扱う年金事務所の窓口への配置を依頼すること

としております。 

 データヘルス計画関連業務といたしましては、今年度取り組んでおりますレセプトデー

タ及び健診データ等の分析をもとに、知見を有する外部機関を活用しながら、健康課題の

整理及び解決に向けた検討を進めまして、年内をめどに一定の取りまとめを行った上で今

後のデータヘルス計画の取り組みに反映させることとしております。 

 ②の特定保健指導に関しましては、下期から新たに全国規模で特定保健指導を実施して

いる専門機関と委託契約を締結いたしまして、健診実施機関による特定保健指導に加え、

訪問による特定保健指導を実施することといたしました。 

 健康づくりに関する情報発信といたしましては、上期に作成いたしました健康づくり冊

子の内容を中心に健康保持増進及びメタボの予防・改善に役立つ情報をホームページに掲

載させていただきます。 
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 また、27年度受診分の船員手帳健康証明書データを提供いただいた約9,000名に対しま

しては、小冊子「船員手帳健診結果の見方」と歯周病に関するパンフレットを11月末に送

付させていただくこととしております。 

 最後に、マイナンバーへの対応でございますが、29年１月からマイナンバーの収集を行

うこととしております。船員保険では、原則といたしまして日本年金機構や住民基本台帳

ネットワークから収集することとしているため、船舶所有者の皆様から船員保険部に対し

て船員やそのご家族のマイナンバーをご提供いただく必要はございませんが、一部保険給

付関係の請求書等にマイナンバーの記入欄が追加される様式がございますので、周知に努

めさせていただきたいと考えております。 

 なお、29年７月からは他の保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定でございま

す。具体的には、高額療養費などの給付の申請におきまして非課税証明書の添付が必要と

なる場合に、ご本人様の申し出によりマイナンバーを利用しての省略が可能となる予定で

ございます。 

 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、今ご説明いただきました事柄につきまして、ご意見、あるいはご質問などが

ありましたらお出しをいただきたいと思います。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

１ページの６番の福祉事業のところの旅行代理店を活用したところですね。制度３年目と

いうところで、たしか前回27年度の実績として予算執行率が５％程度というところだと思

うんですけれども、それでさらに28年度は217泊減っているというところで、事務局とし

てなぜ減っているかという分析とか理由づけは何かされていますか。 

 

岩村委員長： 

事務局のほうでいかがでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

「船員保険通信」をお送りしたときなどのアンケートなどでもご記入があったところです

が、使い方が簡単なら利用してみたいといったようなご意見もいただいたところでござい

まして、利用方法等の周知を引き続き行っていきたいと思っております。 

 もう１つ、これを利用するためには、まず船員保険部のほうに紙で申請書を出して承認

を受けていただいて、その承認を受けた紙を旅行代理店に持っていくか郵送しなければい
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けないといったようなところがございますが、船員保険部への申請に対しましては、ホー

ムページからできるようにできないかといったところで少し手続の簡素化等も検討してお

りまして、今年度中あたりをめどに、ぜひそういったような形で簡素化も図っていった上

で利用拡大を図っていき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： 

いかがでございましょうか、よろしいでしょうか。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 では、平岡委員どうぞ。 

 

平岡委員： 

報告の中で地方自治体との連携強化というところで、２つの地方自治体とイベントに支部

と共同で船員保険で初めてブースを出展したということですけれども、その辺の反響はど

うだったのか。また、下期も地方自治体との連携をやっていくのか、その辺のところがわ

かれば教えていただければと思います。 

 

岩村委員長： 

事務局、いかがでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

まず、今年度につきましては岩手支部と青森支部との共同ということで２カ所参加させて

いただいたところでございまして、このイベント自体に来られた方につきましては、３ペ

ージにございますように、岩手のほうは約250名に出展ブースにお越しいただき、また、

青森のほうは360名が出展ブースにお越しいただいたといったところでございますが、船

員保険の加入者といたしましては、この１割程度なのかなといったようなところでござい

ます。 

 今年度につきましてはこの２カ所とさせていただきまして、来年度また６カ所あたり支

部と共同で出展できないかといったようなところで検討をさせていただいているところで

ございます。 

 

岩村委員長： 

平岡委員いかがでしょうか。どうぞ。 

 

平岡委員： 

船員保険の被保険者が約１割程度だということなので、船員保険の被保険者の数を増やす

にはどうしたらいいのかというようなことも考えられるのかどうか、その辺のところがあ
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れば検討していただければと思います。 

 

岩村委員長： 

では、事務局どうぞよろしくお願いいたします。 

そのほか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。 

 それでは、平成28年度の船員保険事業の実施状況等についてはここまでとさせていただ

きたいと思います。 

 その他、この際ということでご意見、あるいはご質問等はございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 ないようでございますので、本日の船員保険協議会はここまでとして閉会させていただ

きたいと思います。 

 では、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。 

 

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、平成29年１月25日水曜日15時から都道府県会館に

て開催いたしまして、平成29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、よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

では、日程のほうもどうぞよろしくお願いいたします。 

 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。これをもちまして第33回

船員保険協議会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。（了） 


