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全国健康保険協会船員保険協議会（第34回） 

 

 

日 時：平成29年１月25日（水）13：58～14:44 

場 所：都道府県会館 ４階402号室 

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

藤委員、箱井委員、平岡委員（五十音順） 

議 題： 

１．平成29年度の保険料率について 

２．平成29年度事業計画（骨子案）について 

３．経過的特別支給金の取扱いについて 

 

岩村委員長： 

それでは、定刻より少し早いのですが、ご出席予定の方が皆様おそろいということでござ

いますので、始めさせていただきたいと思います。第34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、菊池委員、そして長岡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。 

 次に、協会の役員の交代があったということですので、事務局からご案内をいただきた

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： 

企画担当理事の伊奈川が退任し、12月１日付で藤井が就任しております。なお、本日は所

用で欠席させていただいております。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは早速ですけれども、議事に入りたいと存じます。お手元の議事次第に沿って進

めてまいりたいと思います。 

 最初の議題は、平成29年度の保険料率についてということでございます。 

 まず、事務局から資料もお出ししていただいておりますので、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年度の保険料率について 

 

松下船員保険部次長： 
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資料１－１及び資料１－２によりましてご説明させていただきます。 

 資料１－１をご覧ください。29年度の船員保険の保険料率につきましては、昨年11月21

日に開催いたしました第33回船員保険協議会におきまして、その方向性についてお諮りさ

せていただき、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率、被保険者負担軽減控除率のいずれ

につきましても、現行の保険料率を据え置くことを方向性とするということでご確認いた

だいたところでございます。 

 今回、改めまして、その後に示されました政府予算案等も踏まえ、29年度の船員保険の

保険料率案を作成させていただいております。一般保険料率につきましては、方向性とし

てご確認いただいておりますとおり、28年度と同じく疾病保険料率は被保険者負担率

4.55％、控除率0.50％、船舶所有者負担率5.05％の合計10.10％、災害保健福祉保険料率

は1.05％でございまして、合計11.15％でございます。 

 なお、疾病保険料率の被保険者負担率と船舶所有者負担率を合わせました9.60％の内訳

となります特定保険料率と基本保険料率につきましては、※として下線を引いている部分

でございますが、前期高齢者納付金や後期高齢者支援金に充てる保険料率である特定保険

料率がそれぞれの納付金等の金額と収入とに基づき2.86％となりまして、9.60％から特定

保険料率を差し引いた基本保険料率が6.74％となります。28年度と比較いたしますと、

0.02％特定保険料率が減、基本保険料率が増することとなります。また、疾病任意継続被

保険者、独立行政法人等被保険者、後期高齢者医療被保険者に係る保険料率につきまして

も、28年度と同じく疾病任意継続被保険者が9.93％、独立行政法人等被保険者が0.33％、

後期高齢者医療被保険者が0.88％でございます。 

 介護保険料率につきましては、介護納付金の額及び介護保険２号被保険者の総報酬額に

より算出することとなりますが、28年度の1.68％から0.09％引き下がりまして、1.59％に

変更することとなります。 

 なお、保険料率が変更される介護保険料率の変更時期につきましては４月に納付いただ

く３月分保険料から、任意継続被保険者は４月分保険料から変更させていただく案でござ

います。 

 当該案による保険料率に基づきました各部門の収支見込みが資料１－２でございます。

資料１－２をご覧ください。１ページ目が疾病保険分についてでございます。各部門の収

支見込みにつきましては、前回の協議会でもお示しさせていただいたところでございます

が、前回お示ししたものから収支見込みを算出するもととなります直近の実績値を27年度

実績値から28年度上期実績値に、また、国から示される数値を概算要求ベースから政府予

算案ベースにそれぞれ置きかえまして見直しをさせていただいたものでございます。 

 それによりまして、備考欄にございます29年度の基礎係数が被保険者数が５万7,007

人、加入者数が12万1,226人、平均標準報酬月額が42万64円、加入者１人当たり医療給付

費が14万4,916円となっております。これらの基礎係数に基づく29年度の収支見込みとい

たしましては、356億円の収入に対しまして支出が314億円でございます。 



3 

 

 なお、平均標準報酬月額、医療給付費ともに28年度上期実績値の対27年度伸び率が過去

３年間の平均伸び率を上回る結果となっておりまして、11月の協議会時と比べますと基礎

係数としての平均標準報酬月額が2,585円増加し、１人当たり医療給付費が4,319円増加い

たしておりまして、収入に当たります保険料収入が約１億4,000万円増加した一方で、支

出の保険給付費が約５億6,000万円増加いたしております。 

 また、11月の協議会時は約47億円の黒字と見込んでおりました29年度の単年度収支差に

つきましては、約42億円の黒字と見込まれるところでございまして、29年度末の準備金残

高といたしましては295億5,000万円を見込んでおります。 

 裏面２ページをご覧ください。災害保健福祉保険料率の収支見込みでございます。こち

らにつきましては、29年度の単年度収支差として見込まれる１億5,000万円の赤字を準備

金を取り崩して対応することによりまして、29年度末の準備金残高といたしましては171

億1,300万円が見込まれるところでございます。 

 なお、11月の協議会時には、収支がほぼ均衡する見込みである旨をお示しさせていただ

いたところでございまして、11月の時点より単年度収支が悪化している主な要因といたし

ましては、29年度の支出のうちの一般管理費につきまして、11月の協議会時には28年度の

予算額から28年度中に終了するマイナンバー制度の導入に伴うシステム開発経費等を差し

引いた約５億円を計上していたところでございますが、今回の見直しの際に船員保険シス

テムの災害対策のための経費１億6,000万円を新たに計上させていただいたこと等によ

り、一般管理費が６億7,000万円となっていることによるものでございます。 

 具体的には、船員保険の適用給付情報等の記録管理につきましては、現在、東日本にあ

るデータセンターで一括して管理しているところでございまして、仮に東日本のデータセ

ンターが被災し、建物やシステムが損壊等をした場合に、建物への立ち入りの解除や船員

保険システムが復旧するまでの間、業務を遂行することができなくなることから、事業継

続を可能とするように、現在、主に健康保険の業務で使用している西日本のデータセンタ

ーに船員保険の待機系のシステムを構築させていただきたいというものでございます。 

 なお、船員保険の29年度予算案につきましては、次回３月13日に予定させていただいて

おります協議会でお諮りさせて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。 

 続きまして、３ページが介護保険分についてでございます。介護保険料率につきまして

は、介護納付金の額を介護保険２号被保険者の総報酬の総額の見込額で除することによっ

て算出いたします。 

 資料真ん中あたりにございます29年度介護保険料率（案）の内訳の(1)としてお示しし

ておりますとおり、29年度単年度に当たる介護保険料率といたしましては1.657％でござ

いますが、28年度末時点の積立金残高が保険料率に換算すると0.075％相当ございまし

て、これを(1)の1.657％から減じまして、29年度の介護保険料率は1.59％となります。 

 なお、下の収支見込みにございますように、28年度の単年度収支が平均標準報酬月額の
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伸び等から約１億8,000万円の黒字となりまして、27年度末の残高不足3,900万円を解消し

た後の28年度末時点での準備金残高が保険料率0.075％に相当する１億3,900万円となる見

込みでございます。これを29年度に取り崩すこととして算出いたしました介護保険料率が

1.59％でございます。これら各部門の収支見込みを踏まえまして、29年度の船員保険の保

険料率（案）を作成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。 

 平成29年度の保険料率の方向性につきましては、前回の船員保険協議会でご議論いただ

いてご確認いただいているところであります。事務局からのただいまの提案というのは、

これに沿ったものになっていると思いますけれども、何かご意見、あるいはご質問がござ

いますでしょうか。 

 では、平岡委員どうぞ。 

 

平岡委員： 

３ページなんですが、単純に計算の間違いなのかわかりませんけれども、27年度決算で単

年度収支差ということで9,400万円となっていますが、9,500万円ではないんでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

10万円単位で四捨五入をしていますので、端数処理の関係で計数が一致しない場合が出て

くるところでございます。 

 

平岡委員： 

では、この数字で正解なんですね。 

 

松下船員保険部次長： 

はい。 

 

岩村委員長： 

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： 

確認できればのお話なんですが、資料１－２で先ほど加入者１人当たりの医療給付費が
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4,319円ですか、アップしたと。非常に大幅なアップと考えられるんですけれども、原因

がわかれば教えていただきたいと思います。 

 

岩村委員長： 

では、事務局お願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

28年度上期の医療費で入院医療費が大幅に増加しておりまして、その影響と考えられると

ころでございますが、その増加した要因につきましては現在分析中でございます。なお、

入院者数についてはそれほど大幅な増加がないというところまで確認できておりますの

で、１日当たりの入院医療費が増加したことが想定されますが今後、決算時期等に合わせ

て分析等を進めさせていただいて、ご報告させていただければと思います。 

 

岩村委員長： 

立川委員いかがでしょうか。 

 

立川委員： 

はい、わかりました。１人当たりの給付費が4,000円アップというのはかなり大きな額だ

と思うので、原因がわかりましたら教えていただければと思います。ぜひよろしくお願い

します。 

 

岩村委員長： 

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。よろしいでしょうか。 

 それでは、平成29年度の保険料率につきましては、事務局から提案いただいたとおりで

本協議会としては了承するということにしたいと存じます。それでよろしいでしょうか。 

 

（「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： 

本日お諮りした平成29年度の保険料率案につきましては、１月31日に予定しております運
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営委員会の議を経まして、厚生労働大臣に対し認可申請を行うこととなります。また、特

定保険料率、基本保険料率及び介護保険料率の変更に伴いまして、協会の定款を変更する

こととなります。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に入りたいと存じます。 

 議事次第の２番目ということでありまして、平成29年度事業計画（骨子案）についてと

いうことになっております。これにつきましても、事務局からまず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．平成29年度事業計画（骨子案）について 

 

松下船員保険部次長： 

資料２によりましてご説明させていただきます。 

 船員保険事業につきましては、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基本的な考え方のもとで実施し

てきているところでございまして、各業務の継続性等も踏まえ策定した29年度事業計画を

次回の協議会で29年度予算とあわせましてお諮りさせていただきたいと考えております

が、今回は29年度の事業計画を策定する上での重点的な事項の骨子につきましてお示しさ

せていただいております。 

 資料に記載してございますそれぞれの事項につきましては、28年度事業計画の中で位置

づけられております事項を抜き出したものでございまして、29年度の事業計画の策定に当

たり、〔改〕とつけております事項につきまして、その取り組み内容等について若干の見

直し等を行いたいと考えております。それ以外の事項に関しましては、28年度の考え方及

び取り組み内容等を引き続き踏襲していくこととしております。〔改〕または〔新〕とつ

けております事項につきましてご説明させていただきます。 

 まず、保険運営の企画・実施に関しまして、保険者機能の発揮による総合的な取組みの

推進につきましては、３カ年計画で策定しております船員保険データヘルス計画につきま

して、29年度が第一期の最終年度に当たりますことから、まずは第一期の取り組みを着実

に実施させていただいた上で、30年度からの取り組みを第二期船員保険データヘルス計画

といたしまして、29年度中に策定することとしております。 

 また、ジェネリック医薬品の使用促進について、船員保険加入者のジェネリック医薬品

使用割合につきましては、28年９月の数量ベースでの使用割合が70.1％に達するなど、他

の保険者と比べましても高いところでございますが、27年６月の閣議決定で新たな数量シ
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ェア目標として30年度から32年度までの間のなるべく早い時期に80％以上にすることが定

められたことなども踏まえまして、ジェネリック医薬品軽減額通知サービスの対象範囲を

さらに拡大するなど、その使用促進を図ることとしております。 

 次に、船員保険給付等の円滑な実施に関しまして、高額療養費制度の周知につきまし

て、29年８月と30年８月に２段階で実施される70歳以上の高齢者に係る自己負担限度額の

引き上げについて周知するほか、高額療養費の支給申請をされた方に限度額適用認定の申

請をご案内するなど、限度額適用認定証のさらなる利用促進を図ることとしております。 

 なお、ご説明は割愛させていただきますが、４ページに高齢者の自己負担限度額の引き

上げ額等を参考としてつけさせていただいておりますので、後ほどご確認いただければと

思います。 

 また、制度改正の周知につきましては、現時点では高額療養費制度以外に大きな制度改

正が予定されていないことから、項目としては削除させていただくこととしております

が、制度改正等が行われる場合につきましては、情報提供、広報の充実における制度周知

の取り組みの中で適宜適切に周知等を行っていくこととしております。 

 １枚おめくりいただきまして、２ページをご覧ください。保健事業の推進、強化に関し

まして、保健事業の効率的な推進につきましては、第一期船員保険データヘルス計画と同

様に、５カ年計画で策定しております第二期特定健康診査等実施計画につきましても、29

年度が最終年度に当たりますので、第二期船員保険データヘルス計画及び第三期特定健康

診査等実施計画を一体的に29年度中にそれぞれ作成することとしております。 

 次の特定健康診査及び特定保健指導の実施体制等の強化につきましては、特定健康診査

と特定保健指導それぞれに項目を分割させていただきまして、まず特定健康診査等の推進

につきましては、28年度に外部機関を活用して実施しております健診レセプトデータ等の

分析の中で地理情報システムを使った分析も行っておりまして、その分析結果に基づいて

健診機関の少ない地域に対して効果的に健診車を配置することで健診受診率の向上につな

げていきたいと考えております。 

 また、被扶養者の健診受診率の向上に向けまして、協会支部とも連携しながら市町村が

行うがん検診と特定健診の同時受診の機会を提供していくこととしております。 

 なお、27年度に行いました健診に関するアンケートで、健診費用の自己負担額の軽減や

検査項目の充実に対するご要望が見られたことを踏まえまして、これらの実施の可否等に

ついて、29年度は検討期間とさせていただき、可能であれば30年度からでも実施していけ

ればと考えております。具体的には、現在、肺がん、胃がん、大腸がんのがん検査を生活

習慣病予防健診のいわゆるオプショナル検査として実施してございますが、前立腺がんの

検査も加えられないか等を検討していきたいと考えております。 

 特定保健指導の推進につきましては、28年度の下期から外部機関を活用した事業所への

訪問による保健指導を開始したところでございまして、29年度は、それを満年度化させる

とともに、特定保健指導の受診勧奨も強化していくこととしております。 
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 続きまして、加入者の健康増進等を図るための取組みの推進につきまして、23年度から

適宜内容等を見直しながら実施し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

につきましては、29年度は生活習慣病のリスクがある加入者の方の早期受診に着目いたし

まして、重症化予防に重点を置いて実施することとしております。 

 また、初めての取り組みとなりますが、船員教育機関にご協力いただくことによりまし

て、若年層に向けた健康づくりの啓発等を行っていきたいと考えておりまして、具体的に

は海上技術短期大学校や海上技術学校におきまして、一、二時間ほどのお時間を頂戴いた

しまして、これから船員になられる方等を対象として保健師による健康講座等を行うこと

とを予定しております。 

 続きまして、３ページの福祉事業の着実な実施に関しまして、保養事業の見直しについ

てでございます。保養事業のうち、26年度から実施しております旅行代理店の契約施設を

活用した保養事業につきましては、利用者数がまだまだ少ないような状態にございまし

て、実施４年目を迎えるに当たり利用促進を図るため、利用方法及び宿泊補助内容の見直

しをさせていただきたいと考えております。 

 見直し内容といたしましては、利用者数が増えない原因として宿泊補助を受けるための

手続等が少し煩雑であるといったようなことがございますので、現在郵送で受け付けてお

ります利用前の船員保険部への申請を協会ホームページから直接できるようにすること

と、年間の補助上限宿泊数を現在の２泊から３泊または４泊に引き上げることを想定して

おりますが、具体的な補助上限宿泊数等につきましては、次回の協議会で改めてお示しさ

せていただければと考えております。 

 なお、当該保養事業の利用促進に当たりましては、引き続き検討するとともに、適宜ご

相談させて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。 

 また、福祉事業といたしましては、無線医療助言事業や洋上救急医療事業など、船員保

険特有の福祉事業を引き続き着実に実施していく所存でございます。 

 このような方向で29年度事業計画を引き続き検討させていただき、具体的な事業計画を

次回の協議会でご提示させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。 

 それでは、ただいま説明いただきました29年度の事業計画（骨子案）につきまして、ご

質問等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： 
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意見です。２ページの特定保健指導の推進というところでございます。この部分におきま

しては、船員という部分において特殊な労働環境の中で、例えば成人病を若干患っている

年配の方、健康な若者を含めて、同じ出されたものを食べなければいけないという環境に

ございます。そういう特殊な環境から、それぞれ各船に訪問して保健指導を行うというこ

とは、船員保険を健全に運営していく上でも非常に大切なことだと思いますので、この部

分については強化していただくということはまさに賛成でございます。よろしくお願いし

ます。 

 

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。 

 では、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

保養事業の見直しということで、４年目を迎えたわけですけれども、なかなか実績が上が

っていないという報告が前回も今回もあったかと思います。そういう意味の中では、事務

手続の簡素化であるとか、２泊から３泊という泊数の増ということで検討願うということ

で、保養事業を多くの方に利用していただくための方策としての考え方かと思いますの

で、いいことではないかと考えております。 

 ただ、２泊が３泊で結果的にどのくらい予算がかかるのか、ないしはどのぐらい増加を

見込んでいられるのか、そういうようなシミュレーションがもしございましたらお教え願

えないかなと思っております。他の機関でも、こういう制度を持っているところがあろう

かと思いますので、それと比してどうなのかというところを含めてお伺いできればと思い

ます。 

 

岩村委員長： 

事務局のほう、いかがでしょうか。 

 

松下船員保険部次長： 

27年度実績から申し上げますと、27年度の利用者数が753人で1,100泊ほどでございまし

た。それを１泊延ばすことによりまして、影響額といたしましては300万円弱、実績だけ

から見ればそれぐらいかなというところでございますが、利用促進を図って件数等がふえ

れば、それに見合った増加額ということになると考えております。 

 

岩村委員長： 

いかがでしょうか。 
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立川委員： 

全保険者数から見た割合というのは非常に少ないのですけれども、他の団体等で行ってい

る場合の部分と比べてはいかがなんでしょうか。もしデータがあればお教え願えればと思

います。 

 

岩村委員長： 

その辺、事務局いかがですか。 

 

松下船員保険部次長： 

健康保険組合等が行っているものをインターネット等で調べられる限り調べてみました

が、利用件数については出ておらずわからないところですけれども、補助内容といたしま

しては、平均いたしますと３泊から４泊が多いところでございます。また、補助の金額と

いたしましても、3,000円というところが最も多いといったような状況でございました。 

 

岩村委員長： 

よろしいでしょうか。 

 

立川委員： 

今後とも利用促進に向けて検討していただけたらというふうに思います。 

 

岩村委員長： 

私もそのように願っておりますので、よろしくご尽力をいただきたいと思います。 

 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： 

２ページの船員教育機関との連携で若年層に向けた健康づくりの啓発というのは非常にお

もしろい取り組みの１つであると思います。船員という職業というのは、極めて特定の教

育機関の卒業生が非常に多いので、確かに入り口のところを押さえていくというのは非常

におもしろい取り組みかなというふうに思います。いろんな教育機関がありますけれど

も、多分海上技術学校がまず取り組まれると思うんです。うまく効果があるということに

なってくれば、教育機関の種類とか数もふやしていただいて、若いうちに、船内における

健康管理について教育することは重要だと思います。先程、浦委員が発言されたように、

船乗り独特の食生活とか生活習慣、自分で食事のメニューを選択できない生活環境という

のがあります。そういう意味では、船内供食で、自分の健康管理はどうするんだというよ
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うなことは、私もそういう教育を受けた記憶は余りないです。 

 乗船中に個人でもできる健康管理とか、船の種類にもよりますけれども、休暇、下船中

にどういったことができるのか、また乗船中にどういうことができるのかということがあ

る程度体系的に指導していただければ、すぐに効果はないまでも、そういう教育を受けた

か、受けていないかというのは、長い目で見れば健康維持に大変効果が出ることだと思い

ますので、ぜひ即効性がなくてもトライしていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。貴重なご意見だと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 そのほか。 

 では、内藤委員どうぞ。 

 

内藤委員： 

内航商船では１船の中で船員の構成年齢、高齢と若年が二極化しばらつきがあるため、船

舶調理師等がカロリー計算をし、生活習慣病等の予防に注意を払っている。 

 また、船員の出身地も北から南へと様々であるため、味の好みにも違いが出てくる。田

中委員が仰ったように、船員にとって食事は船内生活での楽しみである。そのため、我が

社では司厨員にカロリー計算をした献立の情報を提供している。我々のような船舶調理師

を雇っている会社では、美味しい食事を提供することが船員に対する想いであると考えて

いる。 

 ただし、若い船員は運動量もあり沢山食べるが、栄養バランスには気を付けるように本

人に伝えている。この度、海技教育機構では練習船カレーを開発したそうだが、美味しい

からと沢山食べるのではなく、それをコントロールするように訪船の際には指導してい

る。 

 

岩村委員長： 

貴重なご意見をありがとうございます。事務局におかれましても、そういうご意見など

も、ご経験とか、そういったものも伺った上で、また、この特定保健指導の件、とりわけ

若年者のところなどについてご検討いただければと思います。 

 ほかにはいかがでございましょうか。この骨子については、この程度でよろしゅうござ

いましょうか。 

 それでは、事務局におかれましては、きょう頂戴したご意見も踏まえて、平成29年度の

事業計画の案を作成いただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、議題の３番目に移りたいと思います。経過的特別支援金の取扱いについてと

いうことでございまして、これにつきましても、まず事務局から説明を頂戴したいと思い
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ます。よろしくお願いいたします。 

 

議題３．経過的特別支援金の取扱いについて 

 

松下船員保険部次長： 

資料３によりましてご説明させていただきます。 

 経過的特別支給金につきましては、22年１月に船員保険の職務上給付が労災保険に統合

されたことに起因するものでございまして、１ページ下の図にございますように、旧船員

保険におきましては、職務上の事由による障害または死亡に伴う年金給付または一時金を

支給する際に、法定給付とあわせて第一種特別支給金と網かけの部分でございます第二種

特別支給金が漏れなく支給されていたのに対しまして、労災保険におきましては、第二種

特別支給金に相当するものが特別年金または特別一時金となりますが、賞与が支給されて

いる方にのみ特別年金または特別一時金が支払われることから、賞与が支給されていない

方などの一部に従前の支給水準を下回るケースが生じることへの対応といたしまして、船

員保険の福祉事業として経過的特別支給金を支給しているものでございます。 

 具体的には、２ページにございますように、制度改正前後の激変緩和を図り、給付水準

の差を補塡するという観点から、24年度の協議会におきまして、22年１月１日から27年３

月31日までの間に発生した支給事由により労災の障害補償年金、遺族保障年金等を受給す

る方のうち、一定の要件を満たす方に対して経過的特別支給金を支給することとして、そ

の後の取り扱いは支給実績を見た上で改めて検討することとされたものでございます。ま

た、その後の取り扱いを検討する時期に当たる27年３月の協議会におきまして、その時点

で少なくとも25年度及び26年度に事故が発生した方については、いまだ申請に至っていな

い方がいらっしゃることが見込まれたこと等によりまして、29年３月31日までの間、引き

続き経過的特別支給金を実施することとされ、現在に至っているところでございます。 

 支給対象者につきましては、３ページにございますとおりでございまして、従前の支給

水準を下回るケースに該当される方となります。支給額につきましては、年金を受給され

る方につきましては、旧船員保険の法定給付額に８％を乗じた額の12.5年分とされており

まして、法定給付額の１年分に相当する額となります。また、一時金を受給される方につ

きましては、旧船員保険の法定給付額に８％を乗じた額でございます。 

 ４ページに経過的特別支給金の28年12月現在での支給実績等をお示ししております。４

ページをごらんいただきまして、１番目の表が経過的特別支給金の勧奨対象者数及び支給

決定件数、２番目の表が労災の支給決定件数、３番目の表が勧奨対象者に対する予定支給

額及び支給決定額でございまして、事故の発生年度ごとに取りまとめさせていただいてお

りますが、労災の支給決定が事故発生後１年程度かかることもあること等から、27年度、

28年度に発生いたしました事故に対する件数、金額につきましては今後増加するものと考

えております。 
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 支給実績といたしましては、５ページに現時点での評価として記載しておりますよう

に、おおむね申請が完了していると考えられる22年度から25年度の間で見ますと、支給件

数では平均的には障害年金が数件、障害一時金が数十件、遺族年金が10件程度、遺族一時

金が数件となっております。また、労災保険において支給決定が行われた事案の３分の１

程度が支給対象となっておりまして、今後とも支給対象者が一定数出現することが見込ま

れます。また、支給金額では、年間の平均支給額は4,400万円でございまして、災害保健

福祉保険部門の支給額の1.4％に当たりますことから、現行の支給水準であれば、当分の

間は船員保険財政に及ぼす影響は限定的であると考えられるところでございます。 

 なお、見直し等の考え方といたしましては、24年度の協議会におきまして、給付水準に

つきましては支給開始時期がおくれていたこと等もございまして、一定期間経過後に給付

実績や船員保険全体の財政状況を見た上で激変緩和を図るという給付の性格を十分に踏ま

え、所要の見直しを行うべきであることが提示されておりまして、その見直しの時期とい

たしましては、対象期間を27年３月31日までに労災年金の支給事由が発生したものとされ

ておりましたが、27年３月時点での支給実績に対しまして、将来的な財政影響等を検証

し、制度のあり方を検討する上では、なお十分なものとは言いがたいとの認識のもと、見

直すことなく既に一度延長されているところではございます。 

 ６ページをごらんいただきまして、経過的特別支給金の対象期間の始期は22年１月では

ございますが、実際に支給が開始された時期からは現時点で４年を経過したにすぎないこ

と、また年金額の１年相当分に当たる支給金の見直しを行うことは、個々の受給者にとっ

ては大きな影響があると考えられることから、支給金の見直しを議論し、実施に移してい

くためには、10年程度の実績を踏まえた検討、かつ変更を行う場合には詳細かつ丁寧な広

報が必要であると考えております。 

 さらに、短期間の延長を繰り返すことは、被保険者等に不安を与えるおそれもある等も

踏まえまして、経過的特別支給金の今後の取り扱いの事務局案といたしましては、財政上

の問題が大きくならないことが大前提ではございますが、当分の間、現行の給付水準を維

持することといたしまして、支給水準の見直しにつきましては対象期間の始期及び支給開

始のそれぞれ10年後に当たります32年度から35年度をめどに、被保険者数の推移や船員保

険の財政状況等を勘案した上で見直しの議論を開始することとする旨をご提案させていた

だくものでございます。 

 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この経過的特別支給金の扱いにつきまして、

ご意見あるいはご質問がありましたらお願いをしたいと思います。 

 では、立川委員どうぞ。 
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立川委員： 

今、事務局から説明がございましたけれども、実際に行われたのはたしか平成25年度から

の支給ということで４年経過した。その途中に一度延長をしていただいておりますけれど

も、そのときには実績がそれほど出てきていない。実績を見計らいながら出てきたという

ことで報告があったと理解しています。その大もとといたしましては、旧の船員保険制度

の中で、こういう支給金が船員保険の中にはあった。それが陸上の災害関係の保険に、労

災関係の保険に移行されたときに制度上漏れてしまったがゆえに、この経過的支給金が設

けられたということでございます。そういう意味ではなるべくといいますか、継続的にこ

の制度を運用していただきたいということを思っているところでございます。 

 かつ、今、事務局から報告がありましたように、現行の支給水準であれば、船員保険財

政に及ぼす影響は限定的であるということや、この支給額が１年分に相当するということ

で、支給を受ける方にとっては、制度改正されるということになりますと非常に大きな影

響を受けることになりますので、ぜひ継続的に事務局の方向でご結論といいますか、方向

性をまとめ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す。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 では、江口委員どうぞ。 

 

江口委員： 

旅客船協会ですけれども、私、この財政上の問題が大きくならないことは大前提である

が、当分の間、現行の給付水準を維持することとしてはどうかということに対しては賛成

でございます。しかしながら、船員保険を社保庁がやっておったときには、労災認定には

そう大した時間がかからなかったような記憶がございます。事務方といろいろ話をしたと

ころ、労災の給付は、認定に関して非常に時間がかかっており、給付が相当遅くなってい

るということを事務方から聞いております。労災保険給付の決定には一定の時間を要する

とありますが、これはどれくらいかかるのでしょうか？船員保険協議会からもう少し労災

認定を短くできないか、とかいうふうなご相談ができませんでしょうか？という要望が１

つであります。よろしくお願いします。 

 

岩村委員長： 

何か今の点で現時点で事務局のほうでお答えいただけるものがあればお願いします。 

 

松下船員保険部次長： 
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労災決定がされた場合に、船員保険部のほうにその決定状況等の、データをいただいて申

請勧奨等をしているところでございますけれども、そのデータを見てみますと、３カ月か

ら４カ月程度、また長いものにつきましては１年少しかかっているものが見られるところ

でございます。また、支給決定の時期が早くできないかといったようなところにつきまし

ては、所管が厚生労働省になりますので、そういったご意見があったことはお伝えさせて

いただきたいと思いますけれども、この場でのご議論ということでは、申しわけございま

せんが、できないのかな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： 

事務方のほうから、また労災保険のほうにご要望ということでお伝えいただければと思い

ます。 

 ほかにはいかがでございましょうか。この件については、事務局の案である経過的特別

支給金の取り扱いについてということの原案を了承するということ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す。 

 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 その他は特にこちらで議題としては用意しておりませんで、以上が本日のこちらで用意

した議題ということになりますが、何か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。よろしゅうございましょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の船員保険協議会はここまでということに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： 

次回の船員保険協議会につきましては、３月13日月曜日15時からアルカディア市ヶ谷にて

開催いたします。議題は29年度事業計画及び予算案の予定でございます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。 
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 それでは、きょうの船員保険協議会は閉会とさせていただきたいと思います。本日はお

忙しい中をどうもありがとうございました。（了） 


