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［第１００回 近畿地方交通審議会 神戸船員部会議事録］ 

 

 １．日 時  平成２９年１月２７日（金） １５時３０分から 

 ２．場 所  神戸運輸監理部 調停室 

         （神戸第２地方合同庁舎 ６階） 

 ３．出席者 

 （公 益 委 員）古莊部会長、羽原委員、関根委員、奥見委員 

 （労働者委員）鴨頭委員、除補委員、山原委員 

 （使用者委員）南委員、亀井委員、加藤委員 

 （運輸監理部）川路海事振興部長、筒井海事振興部次長、 

長澤海上安全環境部調整官 

 （事 務 局）西澤船員労政課長、熊澤船員職業安定係長 

 ４．議 事 

 （１） 管内の雇用状況について 

 （２） その他 

 ５．閉 会 
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［ 議 事 概 要 ］ 

 

部会長 

  それでは、船員部会を開催いたします。神戸船員部会は、本日、第１００回目の

節目を迎え、今後とも各委員および事務局皆様のご支援とご協力をお願い致します。 

  事務局から出欠状況及び資料の確認をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  本日は、欠席者はありません。 

  資料の確認です。 

  ・議事次第 

  資料１「第９９回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１００回近畿地方交通審議会神戸船員部会資料」 

  資料３「全国版船員職業紹介実績一覧表（１１月分）」 

  資料４「平成２８年度最低賃金審議等状況」 

  資料５「政府間海事協議機構条約（抄）」 

  資料６「船員最低賃金意見公示（１月１７日付）」 

  資料７「平成２９年度海事局関係予算の概要」 

  「神戸船員部会情報」 

  「平成２８年度最低賃金専門部会（旅客・内航・漁業）配布文書・資料」 

  以上です。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、前回の「議事録」の確認をさせていただきますが、特に問題はありま

せんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  続いて、平成２８年１２月における管内の雇用状況等について、船員労政課長か

ら説明をお願いします。 

 

船員労政課長 

  平成２８年１２月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数３２人、前月より１０人増、前年同月より４人増。 

   職員部員別  職員   ２７人、部員     ５人。 
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   船種別    外航船   １人。 

             うち 近海貨物船     １人。 

          内航船  ２１人。 

             うち 近海非国際貨物船  ３人、 

                沿海貨物船    １３人、 

                旅客船       ５人。 

          その他船舶 ８人。 

          漁船    ２人。 

   職種別    甲板部  １９人、機関部  １３人。 

   雇用期間別  常用雇用 ３２人。 

   月間有効求人数７１人、前月より１７人減、前年同月より１５人減。 

 

☆新規求職数１５人、前月より１０人増、前年同月より３人増。 

   職員部員別  職員   １１人、部員    ４人。 

   船種別    内航船   ６人。 

             うち 沿海貨物船    ６人。 

          その他船舶 ８人。 

          漁船    １人。 

   職種別    甲板部   ７人、機関部   ６人、事務部   ２人。 

   年齢別    ３０歳未満          ４人、 

３０歳以上５０歳未満     ７人、 

          ５０歳以上６０歳未満     ２人、 

          ６０歳以上          ２人。 

   離職理由別  本人都合  ４人、会社都合  ３人、その他   ８人。 

   月間有効求職数３５人、前月より４人減、前年同月より９人減。 

 

   ☆求人から見た成立数は４人、前月より５人減、前年同月と同数。 

    甲板部 内航貨物船（沿海・タンカー）   一航士 常用雇用 

        内航貨物船（沿海・貨物船）    一航士 常用雇用 

内航貨物船（沿海・貨物船）    二航士 常用雇用 

        内航貨物船（沿海・ガット船）   航海士 常用雇用 

 

   ☆求職から見た成立数は０人、前月より３人減、前年同月より３人減。 

 

   ☆紹介件数２２２件、うち、求人者向け１８８件、求職者向け３４件。 

 

   ☆月間有効求人倍率２．０３倍、前月より０．２３ポイント減、 

    前年同月より０．０８ポイント増。 
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   ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】５．６％、就職率０．０％。 

 

   ☆失業等給付月末受給者数６人。前月より５人増、前年同月より２人増。 

    失業等給付  ７人、延べ１３人、支給額 約７５万円。 

    就職促進給付 １件、約３１万円。 

    高年齢求職者給付金 なし。 

    支給総額 約１０６万円。前月より約９６万円減。 

 以上です。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

 

委員 

  東京オリンピックに向けて、さまざまなインフラが整備される中、ガット船に

対する求人・求職状況は、ある程度、顕著にあらわれてきているのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  家島のみならず、ガット船の求人数は増えている状況にあります。 

 

部会長 

  有効求人倍率の年間平均が２．２７倍となっていますが、どのように算出され

ましたか。 

 

職業安定係長 

  単に、各月の有効求人倍率を平均化したものではなく、各月毎の数字を、足し

上げて計算したもので、算出しています。 

 

委員 

  要望ですが、９ページの資料「月末未済求職数（期間・年齢別）」では、２０歳

未満、２０歳以上３０歳未満、３０歳以上４０歳未満・・・・という具合に、細

分されていますが、２ページの資料「求人・求職・成立数の内訳（管内）」では、

３０歳未満、３０歳～５０歳未満、５０歳～６０歳未満、６０歳以上と、わりと

大ざっぱに整理されており、９ページの資料と同様にしていただきたい。 

 

船員労政課長 

  わかりました。検討させてください。 
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部会長 

  新規求職者で大学院生の話が出ましたが、どのような内容ですか。 

 

船員労政課長 

  当該者が現役の大学院生であることから、そもそもが離職に当たらないため、

新規求職者の年代別離職理由の「その他」というくくりで整理したものです。 

 

部会長 

  海事関係の大学院生ですか。 

 

船員労政課長 

  いいえ、一般大学の大学院生です。 

 

部会長 

  一般大学の大学院生が、求職票を出しているということですが、最初から海事

関係の大学には入学をせずに、求職票を出すというのは、初めてのことですね。 

 

委員 

  エンジン系ですか。 

 

船員労政課長 

  機械工学です。 

 

委員 

  余計わかりませんね。 

 

部会長 

  エンジン系なら、興味があってというのがあると思います。 

 

委員 

  北陸の例ですが、大学の卒業生が、沖底の漁師になりたいということで、１９

トンの小さな船に乗っています。 

 

部会長 

  そういった意味では、少しずつ海上の仕事も見直され、広く宣伝がされてきて

いるのかなという気がします。 
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船員労政課長 

  他にも、未経験者の中には、不動産業の営業マンや、コピーライターなどの職

種の方も求職に来られています。 

 

部会長 

  そういった人は、ハローワークから神戸運輸監理部を紹介されて来られている

ということですか。 

 

船員労政課長 

  そういった場合もありますが、直接、神戸運輸監理部のホームページを見られ

て来られる方もいます。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  ほかにないようでしたら、「その他」に入ります。 

  皆様から何かございましたら、お願いします。 

 

（公益委員なし） 

（使用者委員なし） 

 

委員 

  １月２５日、神戸地区外航船社（前中小労協加盟）との労使懇談会を開催しま

した。本来であれば、学校の先生方や神戸運輸監理部の職員の皆さんにもお越し

いただいてやりたかったのですが、急遽決まったもので、ご案内を送れませんで

した。また来年も実施する予定ですので、その節はよろしくお願いします。 

  以上です。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  それでは、行政側からいかがでしょうか。 

 

海事振興部次長 

 ［資料４「平成２８年度最低賃金審議等状況」について説明］ 

 ［資料６「船員最低賃金意見公示（１月１７日付け）」について説明］ 

   

部会長 

  ありがとうございます。 

  通常は「意見なし」という形だと思いますが、仮に何らかの意見があった場合
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は、どのような手続になりますか。 

 

海事振興部次長 

  少し、調べてみましたが、わかりませんでした。国土交通本省や近畿地方交通

審議会とも話をして、もう一度、この場で緊急的に会議を持つのかどうかの手順

が必要だと思います。そのときは、部会長にご相談します。 

 

部会長 

  今まで、そのような事例は、全国でありましたか。 

 

海事振興部次長 

  私も経験が浅く、本省でそういう動きがあったとかどうかは、わかりません。 

 

部会長 

  あまり聞かないですね。 

官報公示をするという意図は、審議・検討して決めたということを広く一般に 

お知らせして、パブリックコメントを募るという流れと考えていいですか。 

 

海事振興部次長 

  公示は全部で３回行います。１回目が、諮問により今年の最低賃金に関する話

し合いが始まるというお知らせについて意見を求める公示。２回目が、答申がで

たので、答申額に対する意見を求める公示。最後が、最低賃金額が決定し、３０

日後に発効するという決定の公示です。 

  部会長のご指摘のとおり、この額で決まったけれど、労働者側、使用者側双方

とも本当にこれでいいのかという意思確認の場になろうかと思います。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  それでは、次の情報をお願いします。 

 

海事振興部次長 

 ［資料５「政府間海事協議機構条約（抄）」について説明］ 

  

部会長 

  ありがとうございました。 

  私の記憶では、明らかにＩＭＣＯは政府間海事協議機構と習いましたので、そ

れを信じていました。このように示されると、やはり機関なのだなと改めて勉強

になりました。ありがとうございます。裏づけとなったのは、外務省の資料です
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か。 

 

海事振興部次長 

  外務省の資料です。議事次第にホームページのアドレスを記載していますので、

お改めください。 

 

部会長 

  当時、なぜ、機構という言い方をしていたのか疑問です。 

 

委員 

  そもそも、機構と機関の違いは何ですか。 

 

海事振興部次長 

  「Organization」の訳し方です。 

 

部会長代理 

  ＮＡＴＯ（North Atlantic Treaty Organization）の影響を受けて、そうしてしまったも

のだと思います。一般のマスコミも、北大西洋条約機構といっています。 

 

委員 

  では、「Organization」でも機構と訳す場合もあるということですね。 

 

部会長 

  勉強になりました。ありがとうございます。 

それでは、次、お願いします。 

 

船員労政課長 

  ［資料７「平成２９年度海事局関係予算の概要」（１．船員計画雇用促進等事業、 

２．内航船員就業ルート拡大支援事業）について説明］ 

 

 海事振興部長 

   ［資料７「平成２９年度海事局関係予算の概要」（３．外航基幹職員養成事業） 

について説明］ 

   

部会長 

  ありがとうございます。 

  御意見、御質問ございませんか。 

  ２８ページの「船員計画雇用促進助成金」と、新設の「事業者連携・雇用促進
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助成金」との違いは何ですか。船員が直接、助成を受けるというものですか。 

 

船員労政課長 

  船員計画雇用促進助成金は、認定を受けた個々の事業者が、計画的に若年内航

船員を雇用・育成した場合に助成されるもので、事業者連携・雇用促進助成金は、

事業者間の連携や合併など規模拡大に取り組む事業者が船員を試行雇用した場合

に助成されるものです。いずれも事業者に対するものです。 

 

部会長 

  船員が直接、受け取るわけではないということですね。 

 

船員労政課長 

  そういうことです。 

 

海事振興部長 

  免許取得のために、いろいろと研修を受ける必要があり、その研修の受講費用

を会社が負担することになりますから、それを助成するというものです。 

 

部会長 

  事業者から、支給期間の延長や助成金の増額といった声はありますか。また、

制度の結果について、効果があったというような検証は、どのようにされていま

すか。 

 

船員労政課長 

  予算の額が決まっていますから、認定申請事業者数や雇用船員数が増えれば、

助成額は一律に減らされることとなり、事業者からもう少しどうにかならないの

かといった声も聞かれます。 

  参考ですが、「海事レポート」によりますと、２０１６年度は２２８事業者が認

定を受けられています。なお、検証については、聞いておりません。 

 

部会長 

  事業者連携・雇用作新助成金が新設になったといのは、組合からそういう要求

をされたからでしょうか。 

 

委員 

  そこまではないと思います。一般教育機関出身者には船員教育機関を卒業され

た女性や退職自衛官が含まれるということですね。 

   



 
-10- 

船員労政課長 

  はい。含まれています。 

 

委員 

  事業者間の連携や規模拡大に取り組む事業者とありますが、どういったものを

いいますか。 

 

船員労政課長 

 合併とかを考えている事業者とかが該当すると考えられますが、現時点では、

まだ、平成２９年度の実施要領が示されていません。 

 

部会長 

  平成２８年度には、予算化されていなかった「海洋教育推進モデル実証事業」

が、平成２９年度予算（案）に盛り込まれていますが、この中身はなんですか。 

 

海事振興部長 

  平成３０年度より、小学校の学習指導要領の改正が予定されています。その中

に、「海洋教育」を盛り込もうという動きがあって、そのモデルとなる市をピック

アップして、そこで実際に海洋教育を行うための予算措置をするというものです。 

 

部会長 

  モデル事業で、結構大きなお金ですよね。 

  あと、ＳＴＣＷ条約の資質基準の運用に係る経費とありますが、具体的にどん

な経費になるのか。ＳＴＣＷの監査がそろそろ始まりますが、その監査費用なの

かまた教えてください。 

 

委員 

  船員になるのに必要な経費とかは、予算の中に盛り込まれていないのですか。 

  例えば、今年の１月１日から、基本訓練は具体的にやるというのが発効されま

した。今まではプールで泳がなくてもよかったものを、実際にすることとなりま

した。当然それに関して、トレーニング施設ができていくと思いますが、トレー

ニングをつくるためのサポートであったり、トレーニングを受ける人たちへのサ

ポートであったり、予算の中には盛り込まれていかないのですか。 

 

船員労政課長 

  平成２９年度の予算（案）には盛り込まれていません。 

 

委員 
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  今後、盛り込まれる可能性はありますか。 

 

海事振興部長 

  ５年ごとの基本安全訓練は、これ迄もその実施についてアナウンスしています

が、現状では、事業者が証明をすることとなっています。 

 

委員 

  事業者のほうで証明してきたのは、分かっています。ただ、これまで日本では、

そういうものを含んだトレーニングで良かったのですが、今年の１月１日からは

具体的な訓練でなければ認めないとなっていますから、今後はそういうことをサ

ポートしていただけるのかどうかです。私としては、ぜひお願いしたいと思って

います。 

 

海事振興部長 

  船員になられた方に対する補助は難しいです。 

 

委員 

  いや、船員個人にということでなくてもいいと思います。トレーニングするた

めの施設、あるいはそういう事業や訓練に関する支援も考えられているかなと思

ったものですから。 

 

海事振興部長 

  この間、ニュースが出ていたのが、海技教育機構が横須賀のプールで訓練をし

たという記事が載っていました。また、北九州のニッスイマリンさんがＮＫの承

認を受けたようです。東と西でそういった設備を整えておりますので、今後、事

業者様がそこを利用していただければと思います。 

 

委員 

  国の指導側の立場として、ただ、それでいいのか疑問です。 

 

海事振興部次長 

  船員部会情報の２ページに「日刊海事通信の情報」として、若干載せさせてい

ただいています。 

 

委員 

  消火訓練とか、どこまで乗組員に義務があるのかというのは非常に危険です。

特に火の手が上がって、どこまで消火に頑張ったらいいのか、どの時点で退船す

るのか等、非常にケースバイケースで難しい感じがします。 
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部会長 

  救命艇の振り出し・着水等も、以前はルールで実施することとなっていました

が、訓練中に死亡する事故が起きて、何のための訓練かよくわかりません。実際、

訓練中に亡くなる事故が、多数が発生しています。そのため、ルールが最初に比

べると緩和されています。 

  明日から参加するＨＴＷ（人的因子訓練当直小委員会）、昔のＳＴＷ（訓練当直

基準小委員会）で議論するのですが、ＩＭＯ（国際海事機関）の人は現場を知ら

ない人が参加しており、実情を知っている人がいろいろと意見を言うものの、な

かなか通らないです。実際の飛び込み訓練は、日本政府も絶対必要ないと主張し

ましたが、世界の大勢は必要だということになってしまいました。 

  そういった意味では、何のためにそういった訓練をやらないといけないのか、

もう一度考え直す必要があると思います。 

 

委員 

  補助金制度ですが、厚生労働省が一番多く、１，０００以上あると思いますが、

海事関係は少ないです。それと、陸上であれば市とか地区によっては補助金制度

がありますが、海運業、海事では地域の補助金制度もありません。 

  

部会長 

  そういう声を吸い上げる手段・手順については、あまりないですよね。 

 

委員 

  陳情ぐらいしかありません。ただ、陸は地域地域に沢山ありますが、どこの地

域においても海事関係は全くありません。 

 

部会長 

  訓練の話は、基本的に国がやるべきだと思います。韓国では、４年前に海洋大

学校の前に、一元的に船員の再教育や訓練を行う訓練施設をつくっています。ど

うして、日本でやらないのか、よくわかりません。 

 

委員 

  昨日、テレビを見ていると、エドテック（インターネットなどオンラインシス

テムを活用した教育サービス）がはやっているらしいです。アメリカ各地では、

全部ＡＲ（拡張現実）技術を活用して技術者の養成も複雑な機械も全部３Ｄ（３ 

Dimensions）でできています。 

   さきほどの、飛び込むのは危険というのも、もっとＡＲやＩＴ技術を活用して、 

現場に火の手が上がったときにどう消火活動をするか等を、３Ｄで消火体験がで
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きないものでしょうか。お金がかかりそうですけど。 

 

部会長 

  実際に火をつけなくても、燃えているような状況を経験できるという発想は必

要だと思います。 

  ただ、シミュレータートレーニングは今の流行かとは思いますが、シミュレー

タートレーニングで困るのは、実際の場面となかなか合わないということで、や

りすぎるとみんな画面ばかりを見て、前を見なくなってしまうということです。

たとえば、前方に漁船がいても、レーダーの画面ばかりを見ていて、レーダーに

映っていないから大丈夫と思ってしまうと困るので、非常に難しい。上手く組み

合わせる工夫が必要なのかもしれません。 

 

委員 

  ＥＣＤＩＳの関係で新制度が１月１日から始まっていますが、現状、きちんと

船舶への指導はできていますか。 

  また、前回、最低賃金の家族手当についての話がありましたが、全国の船員労

政課長会議の結果はどうなりましたか。 

 

海上安全環境部調整官 

  ＥＣＤＩＳの関係については担当の窓口に確認しまして、また現状どうなのか

の報告を、次回させていただきます。 

 

船員労政課長 

  船員課長会議は、１月１９日～２０日に開催されましたが、会議の時間上、議

論にまで至っていません。その他、旅客船の若年職員の設定、船員の生計費の調

査についても同様で、本省の考え等、情報収集ができ次第、ご報告させていただ

きます。 

 

 

委員 

  すぐに次年度になり、最低賃金の話もそこまで来ていると思っていますので、

よろしくお願いします。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、本日の部会は、１００回目の部会はこれで終了します。 

  次回は、２月２４日１５時３０分から、この調停室で開催します。 


