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［第１０１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２月２４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（欠）、奥見委員（欠） 

 （労働者委員）鴨頭委員（欠）、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、 

内山船員労働環境・海技資格課長 

 （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。 

  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、関根委員、奥見委員、鴨頭委員の３名が欠席です。 

  資料を確認します。 

  ・議事次第 

  資料１「第１００回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０１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（１２月分）」 

  資料４「平成２８年度最低賃金審議等状況（２月１５日現在）」 

  資料５「船員最低賃金発効公示（２月２１日付）」 

  資料６「国土交通省海事局広報（ＨＴＷ結果、休日試験、船員法等改正）」 

  資料７「神戸運輸監理部広報（海洋教室、安全対策、海技者セミナー）」 

  資料８「救命胴衣着用啓発ビラ」 

  「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（前回印刷不良

分）」 

  以上です。 

 

部会長 

  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 

  続いて、平成２９年１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２９年１月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数２６人、前月より６人減、前年同月より１４人減。 

   職員部員別  職員    ２２人、部員     ４人。 

   船種別    内航船   ２１人。 
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              うち 沿海貨物船    ２０人、 

                 平水貨物船     １人。 

          その他船舶  ５人。 

   職種別    甲板部   １７人、機関部    ９人。 

   雇用期間別  常用雇用  ２１人、期間雇用   ５人。 

   月間有効求人数７１人、前月と同数、前年同月より１９人減。 

 

  ☆新規求職数１８人、前月より３人増、前年同月より４人増。 

   職員部員別  職員    １１人、部員     ７人。 

   船種別    内航船   １４人。 

              うち 近海非国際貨物船  １人、 

                 沿海貨物船    １３人。 

          その他船舶  ４人。 

   職種別    甲板部   １１人、機関部    ７人。 

   年齢別    ３０歳未満            ２人、 

          ３０歳以上４０歳未満       ４人、 

          ４０歳以上５０歳未満       ４人、 

          ５０歳以上６０歳未満       ４人、 

          ６０歳以上            ４人。 

   離職理由別  本人都合  ６人、自己都合   ２人、その他   １０人。 

   月間有効求職数３９人、前月より４人増、前年同月より１人増。 

 

  ☆求人から見た成立数は５人、前月より１人増、前年同月より３人増。 

   甲板部 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）    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・タンカー）   甲板員 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（近海非国際・貨物船） 二機士 常用雇用 

 

  ☆求職から見た成立数は５人、前月より５人増、前年同月より１人増。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）    一航士 常用雇用 

       内航貨物船（沿海・タンカー）   甲板員 常用雇用 

   機関部 外航貨物船（遠洋・タンカー）   機関長 期間雇用 

       その他船舶（沿海・曳船）     二機士 常用雇用 

   事務部 内航貨物船（沿海・タンカー）   司厨長 常用雇用 

    

  ☆紹介件数２７９件、うち、求人者向け２１０件、求職者向け５９件。  
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  ☆月間有効求人倍率１．８２倍、前月より０．２１ポイント減、 

   前年同月より０．５５ポイント減。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】７．０％、就職率１２．８％。 

 

  ☆失業等給付月末受給者数７人。前月と同数、前年同月より５人増。 

   失業等給付  ７人、延べ１５人、支給額約１６８万円。 

   就職促進給付 １件、約８５万円。 

   高年齢求職者給付金 なし。 

   支給総額 約２５３万円、前月より約１４７万円増。 

 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。 

  有効求人倍率が、１点台というのは久しぶりですね。今後、どうなっていくか

はわかりませんが、いずれにしましても、以前に比べればかなりの高水準で推移

しているということに違いはありません。 

 

  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。 

 

部会長代理 

  東京の海事センター等の活動に関係することですが、最近、日本財団からの支

援が、海事から海洋開発へと方向転換していると言われています。したがって、

日本財団から支援がないと、公益事業法人の団体が何かやりたいという計画を持

っていても、支援がなければ出来ない状況になるのではないかと思っています。 

 

部会長 

  日本財団からは、積極的にかなりいろいろなところへ支援をしていただいてい

ますが、支援がなくなると、それなりの影響も避けられないのかなというところ

ですね。 

 

  それでは、私から、「資料６「国土交通省海事広報（ＨＴＷ結果）」についてご

説明します。先日、ＩＭＯ（国際海事機関）のＨＴＷ（人的因子訓練当直小委員

会）の第４回のセッションが行われ、私もそれに参加してきました。 

  ＳＴＣＷ－Ｆの条約が、包括的な改正作業が始まるということで、背景と審議

結果がここに書いています。それから、「ＳＴＣＷ条約で所持が要求される証明書
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等に関するガイドラインの策定」で、所持していない場合には出港停止の処分に

なることもあったのですが、それはおかしいのではないかと論議になり、行き過

ぎた指摘はなされなくなるという状況です。また、疲労に関する問題については、

２０１８年を見直しの期限として継続審議になりました。 

  これらが主な会議の概要ですが、次の第５回のセッションは来年の夏で、１年

半ぐらい開きます。ＨＴＷ（人的因子訓練当直小委員会）も、御存じのようにＳ

ＴＷ(訓練当直基準小委員会)の流れからマニラ改正がことしの１月１日から完全

施行になっていますので、そういった意味では一段落したということです。 

 

  それでは、使用者委員のほうで、何か話題提供はございませんか。 

 

委員 

  前にも少し申し上げましたが、ＳＯｘ（硫黄酸化物）対策のことについてです

が、２０２０年から全ての海域において、硫黄分が０．５％以下のものを使わな

ければならなくなります。これは、日本の内航船を含めてです。さらに、日本に

はありませんが、ＥＣＡ（排出規制海域）の特別な地域については０．３％未満

にするということにもなっています。 

  したがって、現在、大型フェリーが使っているＣ重油は、全く使えなくなりま

す。また、Ａ重油も同じですが、Ａ重油については少しだけ対応すればいいので、

それほどコストアップにはなりません。ただ、Ｃ重油を使っている大型船舶につ

いては、現在の燃料価格の１．４倍から１．５倍ぐらいという話も出てきており、

大変なコストアップになってくるということで、業界としては危機感を抱いてい

ます。 

  先般、旅客船協会は、国土交通省海事局長に対し、国の政策であるモーダルシ

フトを担うべき大型フェリー航路はこのままでは危機にさらされてしまうので、

万全の対策をお願いしたいというお話を申し上げてきました。 

国土交通省海事局長からは、１．４倍から２倍と色々な数字が錯綜して心配さ

れている方もおられますので、その辺の情報整理も兼ねた行政側と業界側との意

見交換会を設けるというお話をいただきました。その中で、いろいろ意見交換を

して、労働者側のお力もいただきながら、職場確保のために協力して当たってい

きたいと考えているところです。 

 

部会長 

  意見交換会は、いつごろの開催予定ですか。 

 

委員 

   設けますというお話でした。ただ、国土交通省の内航課長も、時間がない話と  

いう認識をお持ちで、急いで立ち上げたいとは言っていただきました。 
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部会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、労働者委員のほうで、いかがでしょうか。 

 

委員 

  ２月２８日に要求書が一斉に提出され、３月１日から平成２９年度労働協約改

定交渉が始まります。先ほど、使用者委員からコストの話が出ましたが、必要な

コストについては、是非お願いしたいというところです。 

 

委員 

   あと、前回の船員部会で、淡路市、南あわじ市、洲本市の３市に、陳情に行っ 

た旨の報告をさせていただきましたが、２月７日にも兵庫県と神戸市にも行きま 

したので、ご報告します。なお、内容については、前回と同じです。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、行政からはいかがでしょうか。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  【前回質問の「ＥＣＤＩＳの限定解除の状況」について説明】 

   

部会長 

  ありがとうございます。 

  日本の内航船が何隻あって、そのうちの何隻が「ＥＣＤＩＳ」を積んでいない

という、全体的な数はわかりますか。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  船舶検査等で確認ができればいいのですが、件名表には通常載っていませんの

で、把握はできません。 

 

部会長 

  明らかにするには、訪船をするしかないわけですね。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

 船舶所有者側から申し出があれば確認もできますが、やはり訪船時に確認する以

外に方法はないと思います。 
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部会長 

  それを、国土交通省として確認をするということはありませんか。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  今のところありません。 

 

 委員 

  去年までの数字であればあると思いますので、次回にお話させていただきます。 

 

部会長 

  大体どれくらいかを、教えていただければと思います。大学でも「ＥＣＤIＳ」

講習をやっています。私も、費用を払って４０時間みっちり１週間の講習を受け

ましたが、非常に難しく、内容的にも結構なボリュームでした。 

 

  それでは、資料４、資料５について、ご説明をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  【資料４｢平成２８年土最低賃金審議等状況(２月１５日現在)｣について説明】 

   【資料５「船員最低賃金発効公示（２月２１日付け）」について説明】 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

  効力日は、官報が出てから何日と決まっていますか。 

 

海事振興部次長 

  初日から数えて、３０日となります。 

 

部会長 

  初日をいれて３０日ということで、２月２８日までとうことになりますね。 

  それでは、資料６「休日試験」について、御説明をお願いします。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  【資料６「国土交通省海事局広報（休日試験）」について説明】 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

  新たに、海技士６級が休日試験になるということですね。また、海技士１級と

２級については、１回やめて再検討するという理解でよろしいか。 
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海技資格課長 

  いいえ。休日試験の検討ではなく、７月定期試験あたりだと思いますが、学生

の夏休みとうまくリンクできないかという検討を、国土交通省海事局では考えて

います。 

 

部会長 

  神戸大学の場合、学生の休みは８月からですが、東京の大学は少し事情が違っ

ており、そこらあたりがなかなか難しいと思います。ただ、学生からの要望とし

ては、やはり休日に行ってほしいというのがあると思います。大学側も、平日の

実施になりますと、実験実習をやめてまで国家試験にというわけにもいかず、な

かなかそのあたりは苦しいところもあります。できれば、土日・休日で試験をや

っていただくのが非常に我々としてはありがたいと思っています。 

  現在、海技士１級と２級は、休日には試験をしてないということですね。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  それでは資料６「船員法改正」について、ご説明をお願いします。 

 

海事振興部長 

  【資料６「国土交通省海事局広報（船員法改正）」について説明】 

   

部会長 

  ありがとうございます。 

  法律案の閣議決定というのは、国会はどうなりますか。 

 

海事振興部長 

  今後、国土交通省委員会での審議が始まるところです。 

 

部会長 

  閣議は通っていて、これから国会で審議するということですね。 

  関連する話ですが、実は先週、日本財団で、日本海難防止協会主催の検討会が

あって、将来的には水素輸送をしようという話です。今後、煮詰めていくことと

なりますが、中身は、神戸市が主体となって水素ガスのターミナルをつくるとい

う話です。神戸船員部会の地元ですので、あながち関係がないわけではありませ

ん。その検討会には、神戸市みなと総局、神戸海難防止研究会、大阪湾水先人か

らみえておられました。水素については、車では既に水素ガスステーションが陸

上のいろいろなところにできていますが、やはり船となるとかなり大きなものと
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なってしまいます。   

  計画では、ポートアイランドⅡ期、空港島の北東側に川崎重工業㈱が基地を建

造するというものです。 

 

部会長代理 

  大きさは、３万トンや５万トンクラスの船舶が対象ですか。 

 

部会長 

   いいえ、そんなに大きなものでなく、内航のケミカルタンカーを想定していま

すので１０６メートル程度かと思います。現在のＬＮＧの内航船を、一部修正し

て試作船にするらしいです。 

 

  それでは、資料７「海洋教室」について、ご説明をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  【資料７「神戸運輸監理部広報（海洋教室）」について説明】 

  

部会長 

   何がミステリーかなと思っていましたが、どこに行くかがわからないというこ 

とが、ミステリーというわけですね。 

 

海事振興部次長 

   海事振興部長が主催者として乗船予定です。 

 

部会長 

  それでは、資料７「安全対策」について、ご説明をお願いします。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

   【資料７「神戸運輸監理部広報（安全対策）」について説明】 

 

部会長 

  続いて、資料７「海技者セミナー」について、ご説明をお願いします。 

 

船員労政課長 

  【資料７「神戸運輸監理部（海技者セミナー）」について説明】 

  

部会長 

  そのセミナーで、何人か就職が決まった方がおられますか。 
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船員労政課長 

  いいえ、ほとんどが訓練中の高専４回生であるため、企業説明だけで終わって

います。 

 

部会長 

  参加人数が２０５名とうことですが、毎回このぐらいの人数の参加があるので

すか。 

 

船員労政課長 

  今回は、３隻の練習船が寄港していましたので、前年度と比べれば多かったと

思います。来年も同じ時期に練習船が寄港するとは思いますが、何隻になるかに

よって、参加人数も変わってくるものと思います。 

 

部会長 

  企業の方にとっても、学生にとっても、お互いにそういう場が設けられるのは

非常にいいことですので、ぜひ今後も続けていってほしいと思います。 

 

委員 

  今回は３９社の企業が参加したということですが、募集はもっと沢山あったの

でしょうか。 

 

船員労政課長 

  沢山の応募をいただきましたが、スペースの関係で、泣く泣くお断りをしまし

た。 

 

部会長 

  断ったのですか。 

 

船員労政課長 

  断らざるを得ませんでした。予定では２５ブースでしたが、受付開始後３０分

で３９社から応募があり、配置をやりくりして参加していただきました。 

 

委員 

  セミナーを２日間に分けて、開催するというのは難しいですか。 

 

船員労政課長 

  予算の制限があり、大きな会場を用意することもままならず、また、参加さ 
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れる企業も全国から来られるので、難しいと思います。なお、今年度、使用し

た会場が取り壊されることが決まっています。現在、その代替え施設(みなとオ

アシス)として新港第３突堤に建築中で、この施設にも会議室がもうけられるこ

ととなっていますが、実際のところ会議室のスペースがどれくらいあるのか心

配をしています。 

 

委員 

  参加企業を見ますと、かなりの大手が参加されていると見受けられます。これ

だけでも、大手でさえ船員不足であることがよく分かります。 

 

船員労政課長 

  ただ、今回は、近隣の常連企業の多くが参加できなかったのも事実です。 

 

部会長 

  場所として、新港第４突堤の「ポートターミナル」なんかはどうですか。 

 

船員労政課長 

  スペース的に広いのでしょうか。 

予算配布額との兼ね合いという課題もあります。 

 

部会長 

  料金ということですが、神戸市の関連施設でしょうから、そう高いものではな

いのではないですか。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  当該施設の奥のスペースは、民間が運営しています。 

 

海事振興部次長 

  その上（独）海技教育機構の練習船の停泊場所にも関係しますので、あまり距

離が離れるのも問題です。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  続いて、資料８「救命胴衣着用啓発ビラ」について、ご説明をお願いします。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  【資料８「救命胴衣着用啓発ビラ」について説明】 
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部会長 

  小型船が対象ということなので、例えば「カッター」とかは除外になるという

理解でよろしいですか。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  ろかいをもって運航するのは、法律の適用除外船となります。 

 

部会長 

  ろかい船も除外になるということですか。 

 

船員労働環境・海技資格課長 

  例えば、外国籍船のヨットの場合、たまたま日本に来ているような際は適用除

外となります。一方、海上保安部を中心に、どんな小型船に対しても船上ではラ

イフジャケットを着用するようにとの啓発が引き続き行われています。 

 

部会長 

  根拠規定を教えてください。 

 

海技資格課長 

  船舶職員及び小型船舶操縦者法になります。 

 

部会長 

  船長の義務ですね。 

 

委員 

  もともと、ライフジャケットの着用義務はありまして、ただ、点数が引かれる

のは、「水上オートバイ」だけだったと思います。それが、今回、全ての小型船舶

に適用されるという事です。 

 

部会長 

  ただ法律としては、船舶職員及び小型船舶操縦者法。 

 

海事振興部次長 

  着用してない人間に義務を課すのではなく、乗船している船舶の船長に課せら

れるということです。 

 

部会長 

  船長の義務ですね。ありがとうございました。 
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  以上、いろいろと話題が豊富だったのですが、御意見、御質問はございません

でしょうか。 

 

委員 

  【資料６】国土交通省海事局広報の「海上運送法及び船員法の一部を改正する法

律案」についての意見です。外国人についても承認船員で、日本籍船に乗るのも

承認が必要ですし、どこが運航しているのかなど、いろんな面で確認をされてい

るかと思います。 

  結局、準日本国籍船といったって、トン税の兼ね合いまで入ってくるのか、単

純にシーレーンを守るためにそういったことをするのか。 

  海外子会社保有船であれば、全て外人のはずです。それをすぐ日本籍船に変え

られるといっても、日本人が乗れるわけではありません。そこにオール外国人で、

それを管理して、シーレーンを守れるような状況なのかといったら、非常に疑問

です。   

東日本大震災の際、本邦に関係する航路の船が、原子力被害の中、日本入港を

拒否する外国人船員が多くいました。同程度の危機状況であれば、同じことにな

るのではないでしょうか。日本籍船になったからといって、船員が拒否し場合は

どうなのか、大いに疑問です。 

 

委員 

  単に船をふやすだけでなく、日本人船員も増さなければならないと思います。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、本日の部会は、これで終了します。次回は日程調整を別途行います。 


