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［第１０３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４月２１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（欠）、羽原委員（欠）、関根部会長臨時代理、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（欠） 

 （運輸監理部）吉田運輸監理部長 

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 ］ 

 

関根委員 

  それでは、船員部会を開催いたします。 

  本日は、古莊部会長、羽原副部会長ともに御欠席のため、４月１０日に古莊部

会長から神戸船員部会運営規則第３条第２号に基づき、部会長職務の代理指名を

受けましたので、私が、本日の部会を運営させていただきます。よろしくお願い

します。 

 

（吉田運輸監理部長挨拶） 

（岸本労政係長挨拶） 

 

関根委員（以下「部会長臨時代理」と略す） 

  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、古莊部会長、羽原副部会長、加藤委員が欠席です。 

  資料の確認をします。 

  ・議事次第 

  資料１「第１０２回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０３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（２月分）」 

  資料４「地域別最低賃金の状況（陸上）」 

  資料５「平成２８年度最低賃金審議等状況（船員）」 

  資料６「平成２９年度船員災害防止計画」 

  資料７「平成２９年度海上交通監査計画」 

  「神戸船員部会情報」 

  「船員部会運営規則・委員名簿」 

  「１０４回～１１１回船員部会開催日程（案）」 

  以上です。 

 

部会長臨時代理 

  それでは、前回の「議事録」の確認をしますが、特に問題はありませんでしょう

か。 

 

（異議なし） 
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部会長臨時代理 

  続いて、平成２９年３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３月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数３５人、前月より２人増、前年同月より１人減。 

   職員部員別 職員   ２７人、部員     ８人。 

   船種別   外航船   １人。 

            うち 近海貨物船     １人。 

         内航船  ３０人。 

            うち 近海非国際貨物船  ３人、 

               沿海貨物船    ２１人、 

               旅客船       ６人。 

         その他船舶 ４人。 

   職種別   甲板部  ２３人、機関部   １１人、事務部    １人。 

   雇用期間別 常用雇用 ３４人、期間雇用   １人。 

   月間有効求人数８２人、前月より１人減、前年同月より３０人減。 

 

  ☆新規求職数２０人、前月より４人増、前年同月と同数。 

   職員部員別 職員   １７人、部員     ３人。 

   船種別   外航船   １人。 

            うち 遠洋貨物船     １人。 

         内航船  １３人。 

            うち 近海非国際貨物船  ２人、 

               沿海貨物船     ９人、 

               旅客船       ２人。 

         その他船舶 ６人。 

   職種別   甲板部  １２人、機関部    ６人、無線部    １人、 

         事務部   １人。 

   年齢別   ３０歳未満           １人、 

         ３０歳以上４０歳未満      ５人、 

         ４０歳以上５０歳未満      ５人、 

         ５０歳以上６０歳未満      ３人、 

         ６０歳以上           ６人。 

   離職理由別 本人都合   ３人、会社都合   ４人、その他   ９人。 

   月間有効求職数５２人、前月より７人増、前年同月より６人減。 
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  ☆求人から見た成立数は８人、前月より６人増、前年同月より５人増。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）    二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）    船 長 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（沿海・ハーバータグ） 船 長 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（沿海・清掃船）    甲板員 期間雇用 

   甲板部 内航貨物船（平水・タンカー）   甲板員 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（平水・タンカー）   甲板員 常用雇用 

   機関部 その他船舶（沿海・清掃船）    機関員 期間雇用 

   機関部 その他船舶（沿海・清掃船）    機関員 期間雇用 

   ＊うち、１名が未経験者。 

 

  ☆求職から見た成立数は１０人、前月より８人増、前年同月より８人増。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）    二航士 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（沿海・清掃船）    甲板員 期間雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・タンカー）   甲板員 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）    二航士 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（沿海・曳船）     航海士 常用雇用 

   機関部 近海貨物船（近海・RO-RO船）    一機士 常用雇用 

   機関部 その他船舶（沿海・清掃船）    機関員 期間雇用 

   機関部 その他船舶（沿海・清掃船）    機関員 期間雇用 

   機関部 その他船舶（沿海・曳船/押船）   機関員 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（沿海・コンテナ船）  一機士 常用雇用 

 

  ☆紹介件数３３６件、うち求人者向け２３２件、求職者向け１０４件。 

 

  ☆月間有効求人倍率１．５８倍、前月より０．２６ポイント減、 

   前年同月より０．３５ポイント減。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】９．８％、就職率１９．２％。 

 

  ☆失業等給付月末受給者数２人。前月より４人減、前年同月と同数。 

   失業等給付  ７人。延べ９人、支給額約１９０万円。 

   就職促進給付 ２件、約７３万円。 

   高年齢求職者給付金 ３件、約９６万円。 

   支給総額 約３５９万円、前月より約１８７万円増。 

  以上です。 
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部会長臨時代理 

  ありがとうございました。 

  ただいまの説明について、御質問、御意見がありましたらお願いします。 

 

委員 

  成立一覧表の清掃船が期間雇用なのは、清掃期間が限られているということで

すか。 

 

船員労政課長 

  いいえ。この清掃船は国の機関の船で、非常勤職員として、今年の４月～来年

の３月までの１年間採用するということです。 

 

委員 

  更新はされるのですか。 

 

船員労政課長 

  予算定員との兼ね合いでどうなるかは分かりかねますが、更新される方もいる

とは思います。最終的に全員を正規職員として雇用する方針であると聞いていま

す。 

 

委員 

  今月は、成立が多い印象ですが、たまたまなのでしょうか。それとも、何か考

えられる要因があったのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  求職者が希望する船種等とうまくマッチする海運事業社からの求人があったた

めと考えます。 

 

委員 

  未経験者の年齢、前職などがわかれば、教えていただけますか。 

 

船員労政課長 

  ３３才の営業職の方、２９才の食品製造業の方、２７才の釣具製作業の方など

です。３月に入ってからは、未経験者は来られていません。これは、各職安等に

配付した海技者セミナーのポスター・チラシの効果があったものと考えます。 
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委員 

  見方が全然違うのかもしれませんが、窓口に来られている職員の方は、結構、

高齢の方が多いように見受けられます。ライセンスを持っている若い人は少ない

ということですか。 

 

船員労政課長 

  若い人も、窓口に来られることもありますが、大半は年齢の高い方で、先日も、

７０歳の方が求職のため窓口に来られていました。 

 

委員 

  ライセンスを持っている若い人は、あまり窓口に、来られないという感じです

か｡ 

 

船員労政課長 

  年齢には関係ありませんが、若い人は船員同士の個人的な情報のやり取りによ

って、窓口を通さずに成立している可能性はあります。 

 

委員 

  資料と直接関係ありませんが、但馬地区の沖合底びき網については、すでに外

国人実習生が多数乗船しています。漁協の組合長と話をすると、なかなか地元の

若い人が来てくれず、労働力として外国人に頼らざるを得ない状況にあるという

ことです。 

  こういう状況にありながら、求人が出ていないということは、すでに労働力の

シフトを外国人ばかりに頼ってきてしまっている安易な雇用環境ができているの

ではないかと非常に危惧します。 

 

海事振興部長 

  先日、香住高校の先生と話す機会がありました。海洋科学科１年生４０名は、

２年生に進学するときに、オーシャンコース、アクアコース、シーフードコース

の３コースに分かれるわけですが、今年は半数以上の２４名が将来船員を目指す

オーシャンコースに進学をされたということでした。練習船に乗り切れるか心配

されていました。 

 

委員 

  おそらく、地元であれば漁業関係になりますが、商船に乗りたいために短期大

学校に進学という生徒もいると思います。以前、地元の漁協の組合長と話をした

際には、香住高校から何名かを採用したが、すぐに辞めていったという話でした。 

  全日本海員組合関西地方支部としても、年一回、奨学金の説明で訪問した際に、
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教諭の方々とお話をしていますが、カリキュラムの中でどこまでできるのか、な

かなか難しいという話をされていました。 

 

委員 

香住高校の教師の方からすれば、どうやって就職先を探そうかと懸念をされて

おり、高校生は扱いが難しいところはあるとは思いますが、神戸運輸監理部の訪

問などなんらかの形づくりを、お願いしてほしいとのことでした。 

 

委員 

  先日、管外の能登の高校に行き、先生と話したところ、地元は定置網漁業しか

なく、大海原を駆け巡りたい生徒は、商船に乗るため清水・波方・宮古の海上技

術短期大学などへ進学しているとの事でした。 

 

海事振興部長 

  今週の朝のニュースでは、波方海上技術短期大学校を４６歳で卒業された学生

が紹介されていました。 

 

委員 

  長年の夢がかなったということですね。 

 

部会長臨時代理 

  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 

  「船員部会資料」にある労働協約改訂交渉の中央における妥結状況です。３月

３１日に内航２団体、船主団体、全内航並びに大型カーフェリーと調印式を行い、

基本給９００円のベースアップで、おおむね妥結しました。 

各々状況に応じて諸手当の改善を行っています。 

 

委員 

  全日本海員組合関西地方支部には、外航管理会社を含めて６７社ありますが、

そのうち妥結していない会社２２社については、会社の決算期等が終わる４月・

５月に締結すべく交渉しています。 
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委員 

  今年は賃金のベースアップもさることながら、来年４月２日から公的年金の受

給開始年齢が６１歳となり、雇用延長を求める部分もあって、中央で理解を得ら

れても、地方となると、陸上との比較もあって、なかなか合意に達しないとの印

象があります。 

 

部会長臨時代理 

  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「地域別最低賃金の状況（陸上）」について説明】 

  【資料５「平成２８年度最低賃金審議等状況（船員）」について説明】 

 

海上安全環境部調整官 

  【資料６「平成２９年度船員災害防止計画」について説明】 

  【資料７「平成２９年度海上交通監査計画」について説明】 

 

部会長臨時代理 

  ありがとうございます。 

  資料４から７までの説明に対する御質問、御意見等ございますか。 

 

委員 

  資料７｢平成２９年度海上交通監査計画｣に、小型船安全パトロールとして漁協

にも赴くとありますが、当然プレジャーボートだけじゃなくて、漁船に対しても

行うということでよろしいか。 

 

海上安全環境部調整官 

  はい。小型漁船とか小型船舶を対象としています。 

 

委員 

  沖合底びき網にも２０トン未満の船舶が結構いますので、彼らにライフジャケ

ットを着用するよう啓発活動をしたいと思います。 

 

部会長臨時代理 

  ほかにございませんか。 
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委員 

  資料６「平成２９年度船員災害防止計画」にメンタルヘルスケアの周知啓蒙と

ありますが、近年、精神疾患の方が増えているための対応でしょうか。 

 

海上安全環境部調整官 

  本省とりまとめの平成２２年度以降の数字では、年間１３人から１５人位の発

症数で推移していたものが、平成２７年度には約３割増え、特に若い船員の割合

が増えていることから、今後若年船員を育成・確保していくことが重要視されて

いますので、新たに掲げたものではないかなと思います。 

 

委員 

  業務内容が、厳しくなったという話でしょうか。 

 

海事振興部長 

  内航船員の割合は５０歳以上が半数を占めているため、若い人が入ってきたと

きに世代間の格差が大きいため、なかなか年上の方と話題が合わず、コミュニケ

ーションがとりにくいという話はよく聞きます。 

 

部会長臨時代理 

  ほかに、何か船員の業務に特有のメンタルヘルスの問題はありますか。 

 

海事振興部長 

  業務内容は、昔と比べるといろいろと機械化が進み、省力化が図られていると

思います。 

メンタルヘルスケアについては、４級海技士の社船実習を、内航船社にお願い

して実施していただいております。３ヶ月間、海上技術短期大学校とか海上技術

学校の学生を船社に預けて指導してもらっています。海技教育機構の練習船とは

また違いますので、その船で指導していただく方々には、必ずメンタルヘルスや

傾聴法についてを学んでいただくことを社船練習船における指導者の条件として

います。こういった取組が少しずつ広がっていけばと願っています。 

 

部会長臨時代理 

  ありがとうございます。 

  最後に事務局から連絡事項等ありましたらお願いいたします。 

 

海事振興部次長 

  １２月までの部会開催日程を提案します。最賃部会の開催日設定の参考とした

いので、次回には確定したいと考えています。次回までに調整をお願いします。 
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部会長臨時代理 

  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、５月２３日１５時３０分から、この調停室で行います。 

   


