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全国健康保険協会船員保険協議会（第35回） 

 

 

日 時：平成29年３月13日（月）14：56～15:36 

場 所：アルカディア市ヶ谷 ５階 穂高 

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年度事業計画（案）について 

２．平成29年度予算（案）について 

３．その他 

 

岩村委員長： 

まだ定刻より少々時間がございますけれども、出席予定の委員の方々は皆様おそろいとい

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。 

 ただいまから第35回船員保険協議会を始め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、田付委員及び長岡委員よりご欠席というご連絡

を頂戴しております。 

 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ください。議題としては３つ予定されているところでございま

すけれども、議題１．平成29年度事業計画（案）と議題２．平成29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、一括してご審議をいただきたいと思いま

す。 

 最初にまず事務局から資料に基づいての説明をいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

議題１．平成29年度事業計画（案）について 

議題２．平成29年度予算（案）について 

 

松下船員保険部次長： 

ご説明の前に、保険料率の認可につきましてご報告させていただきます。 

 平成29年度保険料率につきましては、前回１月25日の船員保険協議会でご承認いただ

き、その後、１月31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い、２月

７日付で認可されておりますの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

ていただきます。 
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 資料１が平成29年度事業計画及び予算（案）でございまして、１ページから11ページま

でが事業計画案、12ページ、13ページが予算案になります。なお、資料２といたしまして

事業計画案について、また資料３といたしまして予算案について、それぞれ28年度との新

旧対照表を作成しておりますので、本日はそちらでご説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず事業計画につきまして、全国健康保険協会が船員保険の運営を担うようになってか

ら８年目に当たります29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させていただいたところでございます。そのときに改または新として

お示しした８項目12事項につきましては、全て反映させております。また、29年度事業計

画案の作成に当たりましては、各業務の継続性等を踏まえた検討を行ってきたところでご

ざいまして、基本的な考え方や取り組み事項等につきましては28年度からの大きな変更等

はございませんが、事業計画の実効性を高められるよう、各取り組みの事項内での優先順

位等も勘案し、定式と申しますか、記載の順序、構成等を見直しさせていただいておりま

す。 

 資料２をご覧ください。資料左側が29年度案、右側が28年度でございまして、変更箇所

を下線でお示しし、記載の順序、構成等を見直ししたものは矢印または吹き出し等でお示

ししております。変更箇所を中心に、文言修正等は省略させていただいてご説明させてい

ただきます。 

 １ページから３ページまでが事業運営の基本方針でございます。保険者として船員保険

事業を運営するに当たっての基本的な考え方をお示しした上で、基本方針を大きく３つ、

第１、第２、第３に区分する構成に見直しております。なお、第２の中で、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１期の最終年度に当

たりますことから、まずは第１期の取り組みを着実に実施させていただいた上で、１ペー

ジの一番下の下線部分でございますが、第１期の実施状況の検証と船員保険における健康

課題を踏まえ、第２期の船員保険データヘルス計画を策定する旨を追加しております。 

 また第３の中で、３ページの最後、「なお、」以下でございますが、マイナンバー制度

につきまして平成29年度から他機関との連携が開始されることに伴いまして、関係機関と

の調整を行い、安定的な運用を図る旨に見直しております。 

 ４ページからが重点事項でございます。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り組みの推進につきましては、４行目でございますが、基本方

針と同様に、ＰＤＣＡサイクルに則り、第２期のデータヘルス計画を策定する旨を追加し

ております。 

 また、(2)情報提供・広報の充実につきましては、船員の方は紙の広報媒体をよくご覧

いただいていることを踏まえまして、５ページにございますように①にパンフレット、チ

ラシ、②に「船員保険通信」、③に関係団体にご協力いただいている船員関係機関誌や海

事関係機関誌等といった紙媒体による取り組みをお示しし、④で電子媒体による取り組み
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をお示ししております。 

 ６ページをご覧ください。ジェネリック医薬品の使用促進に関しまして、文言といたし

ましては「一層の」を追加しているのみでございますが、ジェネリック医薬品軽減額通知

サービスにつきまして、28年度は３カ月分のレセプトによる通知サービスを年２回実施い

たしましたが、29年度は４カ月分のレセプト×２回ということで、８カ月分のレセプトに

よる通知サービスを行うなど、ジェネリック医薬品のさらなる使用促進に努めることとし

ております。 

 また(4)健全かつ安定的な財政運営の確保につきましては、文言の見直し等は行ってお

りませんが、準備金の運用に関しまして、マイナス金利の影響等を踏まえ、28年５月に金

銭信託を解約したところでございまして、引き続き金利動向なども観察しながら適切に管

理してまいります。 

 ６ページ下段からが船員保険給付等の円滑な実施に関してでございますが、７ページの

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、28年度にございます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いて

おりますが、制度改正等が行われる場合には情報提供、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枚おめくりいただいて８ページをご覧ください。(4)保険給付等の業務の適正な実施

のうち、③柔道整復施術療養費につきましては、適正受診に向けた取り組みといたしまし

て、これまで多部位かつ頻回の施術が行われている申請等について文書照会等を実施して

おりましたが、それに加えまして、長期受診となっている申請につきましても文書照会等

を行うこととしております。 

 ９ページのレセプト点検、被扶養者資格の再確認、債権の発生抑制及び早期回収につき

ましては、引き続き着実に実施してまいります。 

 10ページからが保健事業の推進、強化に関してでございます。(1)保健事業の効果的な

推進といたしまして、特定健診及び特定保健指導につきましては、特定健康診査等実施計

画を策定し実施してきておりますが、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、第一期船員保険データヘルス計画と同様に29年度が最終年度

に当たりますので、下線の部分でございますが、健診データ及びレセプトデータ等の分析

結果を踏まえ、30年度からの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策定する旨を追加しております。 

 次の特定健康診査等の推進につきましては、11ページ①でございますが、受診者の利便

性の向上を図るための施策といたしまして、生活習慣病予防健診の実施機関数の増加に努
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めることに加えて、巡回健診に関しまして、健診の受診者が多く居住されていて健診実施

機関がない地域など巡回健診の必要性が高いと考えられる地域を地理情報システムを活用

して割り出しまして、そういった地域に優先的に健診車を配置していくこととしておりま

す。 

 また、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

いて検討する旨を追加しております。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、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。 

 ②が被扶養者に対する健診についてでございます。被扶養者に関しましては、特定健診

と市町村が実施するがん健診との同時受診の機会を増やせるよう、被扶養者が多く居住さ

れている市町村等と協議していくこととしておりますが、船員保険単独でというのは地理

的にも難しい面がございますので、協会支部と連携しながら健康保険のほうで設けている

がん検診との同時受診の機会に船員保険の加入者も受診できるように働きかけまして、同

時受診の機会を増やしていきたいと考えております。 

 ③の船員手帳健康証明書データの取得に関しましては、船舶所有者等への提供依頼を引

き続き実施していくほか、提供いただいたデータを特定保健指導の必要な方への利用勧奨

に結びつけられるよう、船員手帳健診受診後、早期に提供いただく取り組みを推進するこ

ととしております。 

 12ページをご覧ください。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。 

 続きまして、加入者の健康増進等を図るための取り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、28年度は健診を受診された方全員に情報提供冊子をお送りいたしまし

たが、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、13ページ⑤でございますが、新たな取り組みといたしまして、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

考えております。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１～２時間

ほどお時間をちょうだいいたしまして、これから船員になられる方等を対象として、セミ

ナー講師による健康講座等を行うこととしております。 

 なお、⑥の海事イベントへの参加につきましては、29年度は４月９日の焼津みなとまつ

りを初めといたしまして、現時点で４つのイベントにブース出展をする予定でございま
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す。 

 １枚おめくりいただいて、14ページが福祉事業の着実な実施に関してでございます。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。また、(2)の「特に、」以下でご

ざいますが、保養事業のうち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実

施４年目を迎えることになりますが、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もできるようにすることとあわせまして、年間の補助上

限宿泊数を現在の２泊から４泊に引き上げさせていただきまして、利用促進につなげてい

きたいと考えております。 

 なお、申請の流れ等につきまして参考資料をご用意しておりますので、予算案のご説明

の後にご説明させていただきたいと思います。 

 次ページ、15ページから17ページの組織運営及び業務改革につきましては、協会組織と

しての取り組みということで健康保険と共通の事項として、組織風土・文化の定着、人材

育成の推進につきまして所要の見直しを行っておりまして、文言等も含めまして健康保険

と同一となっております。 

 事業計画本文につきましては以上でございまして、18ページ以降が目標指標等でござい

ます。18ページ、19ページをご覧ください。 

 18ページのサービス関係指標につきましては28年度からの変更はございませんで、19ペ

ージにございます保健事業関係指標につきまして、特定健診実施率、船員手帳健康証明デ

ータの取得率、特定保健指導実施率の目標指標をそれぞれ第二期特定健康診査等実施計画

に基づきまして引き上げております。 

 なお、この目標指標を達成することで、厚生労働省が29年度までに達成すべき実施率目

標として特定健康診査等基本指針において定めた被保険者、被扶養者合わせた船員保険全

体の健診実施率65％、特定保健指導率30％が達成できるところではございますが、27年度

の健診実施率が被保険者36.5％、被扶養者17.4％といったように実績とは少し乖離のある

ところでございまして、少しでも実績が伴うよう努めさせていただいた上で、30年度から

の第三期特定健康診査等実施計画を適切に策定していきたいと考えております。 

 次に、医療費適正化関係目標指標といたしまして、レセプト点検効果額につきましては

93円以上でございます。28年度の133円以上から40円低くなっておりますが、28年度の目

標指標としての査定効果額につきましては、下の欄外に記載させていただいておりますよ

うに、保険者による内容点検で再審査請求をしたことによる査定効果額85円と厚生労働省

による医療機関への指導、監査等で返還金となった査定効果額48円とを合わせて133円と

設定したところでございます。しかしながら、保険者の目標指標といたしましては、後者

を含まずに保険者の内容点検による査定効果額のみを対象とすることがより適切だと考え

られることから、29年度から見直しをさせていただいて、28年度の85円以上に対するもの

として93円以上とさせていただきました。 
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 ジェネリック医薬品使用割合につきましては、船員保険加入者の使用割合は既に70％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して、27年６月に閣議決定

された新たな数量シェア目標、32年度に80％以上に向けて、現在の使用割合を踏まえ、29

年度の目標指標を72.4％といたしております。 

 20ページが検証指標、21ページから25ページが事業体系でございまして、事業体系とい

たしましては、21ページ最下段の保険証の交付に係る被扶養者数、また22ページのレセプ

ト点検のレセプト件数について、それぞれ29年度の見込み数に見直しております。 

 事業計画につきましては以上でございます。 

 続きまして、このような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

ご覧ください。疾病部門、災害保険部門などを合わせました船員保険勘定といたしまして

の予算案でございます。収入につきましては合計が479億円でございまして、28年度と比

べますと５億1,000万円減少しています。その主な要因といたしましては、上から３つ目

の国庫補助金がマイナンバーのシステム開発に係る補助金の減によりまして１億6,000万

円減じること、また、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の受給者の

減に伴います職務上年金給付費等交付金２億8,000万円の減、金銭信託の解約に伴います

運用収入6,000万円の減などでございます。 

 なお、一番上にございます保険料等交付金が365億円でございまして、28年度とほぼ同

額となってございますが、単年度での保険料収入自体につきましては、28年度に比べます

と平均標準報酬月額の増等によりまして約６億円ほど増加しておりますが、国の歳出予算

の関係で27年度に未交付となった保険料約６億円が28年度に交付されたといったことがご

ざいまして、保険料等交付金といたしましては28年度とほぼ同額となっております。 

 一方の支出につきましては、保険給付費が264億円でございまして、１人当たり医療給

付費の増加等によりまして、対28年度４億円増加し、拠出金等が101億円で、精算額の影

響等によりまして拠出金全体で１億9,000万円増加しております。 

 なお、保険給付費から予備費までの合計が約441億円でございまして、収入479億円との

差、約37億円の黒字を見込んでおりまして、これを累積収支へ繰り入れることとなりま

す。 

 なお、部門別といたしましては疾病保険部門が約42億円の黒字、災害保健福祉部門が約

１億6,000万円の赤字を見込んでございます。また、業務経費が500万円減少し、一般管理

費が３億2,000万円減少しておりますが、その内訳等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きたいと思います。 

 資料４をご覧ください。28年度と大きく増減のあるものといたしましては３項目ほどご

ざいまして、業務経費につきまして１ページの一番下にございます保健事業経費が６億

8,000万円でございますが、そのうち健診費が健診実施率の増によりまして2,300万円、健

康づくりに要する経費が健診・レセプトデータ等の分析経費の増等によりまして1,600万

円それぞれ増加しております。 
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 １枚おめくりいただきまして、２ページの真ん中にございます福祉事業経費のうちの特

別支給金につきましては、22年１月前から受給されている方の減など実績を踏まえまして

4,600万円ほど減少する見込みでございます。 

 また、一般管理費につきましては一般事務経費のうちの３ページの真ん中にございます

システム経費が、マイナンバー制度の実施に伴うシステム開発が終了することにより約５

億7,000万円が削減されます一方で、災害対策としての体系・システムの構築のための経

費約２億6,000万円を計上させていただいていること等によりまして、３億円の減となり

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

すように41億円でございまして、対28年度予算といたしましては３億2,300万円の減でご

ざいます。 

 予算につきましては以上でございます。 

 最後に、先ほどの旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業に関しまして、参考資料

１をご覧ください。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、ご利用

に当たっての船員保険部への申請方法と年度上限宿泊数とを見直しさせていただくことと

しておりますが、申請方法の見直しといたしましては、利用手続の煩雑さを少しでも軽減

できるよう、船員保険ホームページからの申請を可能といたします。 

 なお、利用の流れ図をお示ししております。１泊3,000円の補助を受けていただくため

には、契約旅行代理店は現在、近畿日本ツーリストと日本旅行の２社でございますが、こ

の窓口か電話で宿泊予約をしていただいて、宿泊日や宿泊施設を記載した利用申込書を旅

行開始の10日前までに船員保険部のほうにご提出いただき、旅行代理店で料金をお支払い

いただく際に、船員保険部から返送した承認済みの利用申込書をご持参いただくことで割

引が受けられる仕組みとなってございますが、船員保険部への利用申し込みをこれまでの

郵送に加えて、右側にございますように船員保険ホームページ上に利用申込フォームを設

けることによりまして、ホームページから申請できるようにするものでございます。な

お、スマホからもアクセスいただけますので、利用申込書の印刷や郵便ポストへの投函の

手間が少しでも省略されればと思っております。 

 裏面が年度上限宿泊数の見直しについてでございますが、年度上限宿泊数を４泊に見直

しさせていただいて、４泊連続の宿泊でも結構ですし、２泊の旅行を２回とか年度内４泊

の範囲内で複数回ご利用いただければと考えております。なお、現在、国内旅行のみを対

象としておりますが、４泊にすることにあわせまして、契約代理店を通しての海外旅行時

も対象とさせていただきます。 

 なお、同様の事業を実施している健康保険組合による補助内容等を調べてみましたとこ

ろ、40組合、ホームページ等で見ることができました。補助金額につきましては、左側の

棒グラフにございますように3,000円としているところが一番多く、平均をとってみます

と3,225円でございました。また、年度上限泊数といたしましては２泊が一番多く、次い
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で３泊、４泊がございまして、平均といたしましては3.6泊でございます。年度上限補助

金額といたしましては１万2,000円が一番多く、平均では１万1,438円となっております。 

 船員保険といたしましては、まずは3,000円×４泊、１万2,000円に上限を見直すことと

させていただきたいと思います。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。 

 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資料１、２、３等につきましてご意見、ある

いはご質問がありましたらお出しいただきたいと思います。 

 では、浦委員どうぞ。 

 

浦委員： 

質問が１件と意見が２つほどです。 

 まず質問からです。資料２の12ページの一番上、特定保健指導の推進のところで、保険

給付費を軽減していく上でこの特定保健指導の実施というのは非常に重要だと思っており

ます。その上で、保健指導の実施体制を拡充と記載されておりますので、昨年対比ではど

ういうところを拡充していくのか、具体的に教えていただければと思います。 

 また意見といたしましては、同じ資料２の18ページのところに協会の運営に関する各種

指標が出ております。これにつきましては、次回の船員保険協議会の中で提示されると思

うのですけれども、28年度の実績も含めてご提示いただければと思っております。よろし

くお願いします。 

 もう１点、最後は参考資料１の旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業の見直しと

いうところで、申請方法の見直しは非常にありがとうございます。確かに手続の煩雑さが

利用の増加につながらないのではないかと考えておりました。ここで２度郵送しなければ

いけないところが１度はネット上で処理できるというところで非常にありがたい話だと思

います。しかしながら、昨今の旅行状況を見てみますと、宿泊予約というのはインターネ

ットで全て完結して終わるという状況だと思っております。今回の見直しは非常にありが

たいと思っていますけれども、ここで満足することなく、できる、できないはあると思い

ますが、全てネット上で完結できれば利用者の手続も簡単になって、利用率も上がってい

くのではないかと考えておりますので、ぜひ今後も引き続きの検討をお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 
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岩村委員長：ありがとうございました。 

 では、後の２点がご意見ということでありまして、ご質問のほうのお答えを事務局から

お願いいたします。 

 

松下船員保険部次長： 

特定保健指導の実施体制の拡充といった点でございますけれども、まず特定健診及び特定

保健指導は、大きくは船員保険会のほうに委託をする形で実施しているところでございま

すけれども、特定保健指導に関しましては、これまで健診実施機関に特定保健指導も委託

をすることで、健診実施機関に来ていただいて保健指導を受けていただいて実施してきた

ところでございますが、28年度下期から健診実施機関に限らず、保健指導を全国的に実施

している機関にも保健指導を委託することといたしまして、事業所への訪問による保健指

導の実施も開始させていただいたところでございます。これらを満年度化させる等を行い

まして、29年度はさらなる保健指導の実施の強化を図っていきたいと考えているところで

ございます。 

 また、実績等につきましては、次回、決算のご報告とあわせましてご報告させていただ

きたいと思っております。 

 保養事業につきましては、引き続き検討させていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

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： 

ジェネリック薬品の使用の拡大に関してなのですけれども、私どものところにもこの薬品

はジェネリックに変えられますよ、というような情報をいただいているところです。とこ

ろが、今、院外処方の関係で、行く医療機関の近くの薬局にそういうジェネリックが存在

しないという場合があるのですね。これが扱っていただけるようになると、ジェネリック

の使用がかなり進むのではないかと思うのですが、その辺、協会さんとしてはなかなか難

しいかもしれないのですが、制度的といいますか、政府のほうでそういうような尽力、な

いしはそういうことが促進できるようなことは何か考えられないのでしょうか、というお

伺いをしておきたいと思います。 

 

岩村委員長： 

医薬分業体制の問題でもあるのですが、では篠原理事、お願いします。 
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篠原理事： 

ジェネリックの関係は、今お話があったようにジェネリックの促進ということの中で１つ

ネックになっているのは、その流通というか、本当に出回っているのかという問題がしば

しば指摘されておりまして、これは保険者として直接どうこうというのは難しいのですけ

れども、必ず80％の目標を達成しろというお話もありますので、保険者としては厚生労働

省のほうにジェネリックの流通をしっかりしていただきたいということを要請していると

いうことでございます。 

 

岩村委員長： 

立川委員、いかがでございましょうか。 

 

立川委員： 

厚労省の方もお見えになっていると思いますので、ぜひともその辺のところをご配慮いた

だいて、ジェネリックの使用推進に向けた体制がより一層進むようにお願いできればと思

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、立川委員どうぞ。 

 

立川委員： 

13ページに船員教育機関の協力を得てセミナー講師を船員養成校に派遣するというところ

があります。これにつきましては、両方の局面があると思うんですね。１ついい形であれ

ば食生活の改善ができるという話もありますけれども、逆に偏ってしまうという部分もあ

ろうかと思います。これは船内の環境によっていろいろ変化する部分かと思います。そう

いう面では、養成機関の学生時代からこういうことをやっていただいて、基本的な知識を

得ておくということは非常に重要なことだと考えております。ぜひとも進めていただきた

いと思います。 

 そのような中で、例えば実際にもう計画されている部分ですとか、どのぐらいという予

定があります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： 



11 

 

まず海上技術学校４校と海上技術短期大学校３校、また海技大学校１校、計８校に、セミ

ナーの開催等につきましてご了解をいただいているところでございまして、各学校のご意

見等も踏まえてこれから内容等を準備していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

立川委員： 

よろしくお願いいたします。 

 

岩村委員長： 

その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29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）につきましては、原案

どおりご了承いただくということでよろしいかと思いますが、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、事務局からこの後の手続についてのご説明をいただきたいと思います。 

 

松下船員保険部次長： 

本日お諮りいたしました船員保険事業に係る平成29年度事業計画及び予算（案）につきま

しては、３月23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

認可申請を行うこととなります。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題３．その他ということでございまして、事務局からまず説明をいただき

たいと思います。 

 

３．その他 

 

松下船員保険部次長： 

東日本大震災及び熊本地震による被災者の方の一部負担金等の免除措置につきましてご報

告させていただきたいと思います。参考資料２をご覧ください。 
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 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

者につきまして、医療機関で受診された際の窓口負担の援助を行っておりますが、今般、

資料にございます３つの区分に応じて免除の期間を延長いたしました。延長期間につきま

しては、28年度に居住制限区域、避難指示解除準備区域の指定が解除された区域の上位所

得層に該当する方は29年９月30日まで、28年度までに帰還困難区域、居住制限区域、避難

指示解除準備区域が解除されない区域の方、また旧緊急時避難準備区域の方、特定避難勧

奨地点の指定を受けていた方、27年度までに居住制限区域、避難指示解除準備区域の指定

が解除された区域の方であって上位所得層に該当されない方は30年２月28日まででござい

ます。 

 なお、船員保険では現在、免除の対象となられる方が12名いらっしゃいまして、全て30

年２月28日までの延長に該当される方でございますが、その方々には２月末までに新たな

有効期限の免除証明書を送付させていただきました。 

 また、熊本地震への対応といたしましては、熊本地震による住宅の全半壊などの被害を

受けられた加入者の方につきまして窓口負担の免除を行っておりまして、現在、船員保険

の加入者で対象となられる方が26名いらっしゃいますが、こちらにつきましても29年９月

30日まで免除措置を延長いたしまして、２月末までに新たな有効期限の免除証明書を送付

させていただきました。 

 以上、ご報告させていただきます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。今ご報告いただきました件につきまして、ご意見あるいはご質

問がありましたらお出しいただければと思います。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。 

 ありがとうございます。 

 それでは、こちらで用意した議題は以上でございますけれども、何かこの際ということ

でご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、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。したがい

まして、本日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。 

 次回の日程等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ので、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７月ごろに開催し、議題は平成28年度決算を予定し

ております。詳細な日程等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。 
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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。本日はお忙しい中をどうもありがとうご

ざいました。（了） 

 

 

 


