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［第１０４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５月２３日（火） 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（欠）、亀井委員（欠）、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。 

  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、南委員と亀井委員が欠席です。 

  資料の確認をします。 

  ・議事次第 

  資料１「第１０３回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０４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（３月分）」 

  資料４「平成２９年度海事人材確保事業について」 

  資料５「内航海運業法施行規則等の一部改正について」 

  資料６「公職選挙法の一部改正について」 

  「神戸船員部会情報」 

  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 

  続いて、平成２９年４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４月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数９人、前月より２６人減、前年同月より２０人減。 

   職員部員別  職員     ９人、 部員    ０人。 

   船種別    内航船    ７人。 

             うち  近海非国際貨物船  １人、 

                 沿海貨物船     ６人。 

          その他船舶  ２人。 
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   職種別    甲板部    ４人、 機関部   ５人。 

   雇用期間別  常用雇用   ８人、 

          期間雇用   １人。 

   月間有効求人数７２人、前月より１０人減、前年同月より２５人減。 

 

  ☆新規求職数１３人、前月より７人減、前年同月より８人減。 

   職員部員別  職員    １１人、部員     ２人。 

   船種別    内航船    ９人。 

             うち  近海非国際貨物船  １人、 

                 沿海貨物船     ５人、 

                 平水貨物船     １人、 

                 旅客船       ３人。 

          その他船舶  ３人。 

          漁船     １人。 

   職種別    甲板部   １０人、 機関部   ３人。 

   年齢別    ３０歳未満            ３人。 

          ３０歳以上４０歳未満       １人。 

          ４０歳以上５０歳未満       １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  １人、会社都合  ２人、その他  １０人。 

   月間有効求職数４４人、前月より８人減、前年同月より１７人減。 

 

  ☆求人側から見た成立数は２人、前月より８人減、前年同月より５人減。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）  二航士  常用雇用 

       内航貨物船（沿海・貨物船）  二航士  常用雇用 

 

  ☆求職側から見た成立数は２人、前月より８人減、前年同月より４人減。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）  二航士  常用雇用 

   機関部 内航貨物船（沿海・貨物船）  機関員  常用雇用 

 

  ☆紹介件数１８６件、うち、求人者向け１００件、求職者向け８６件。 

   神戸運輸監理部の紹介による成立件数４件。 

 

  ☆月間有効求人倍率１.６４倍、前月より０.０６ポイント増、 

   前年同月より０.０５ポイント増。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）/月間有効求人数】２.８％、就職率４.５％。 
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  ☆失業等給付月末受給者実数４人、前月より２人増、前年同月より３人増。 

     失業等給付  ３人、延べ３人、支給額 約４９万円。 

     就職促進給付 なし。 

     高年齢求職者給付金 なし。 

     支給総額 約４９万円。前月より約３１０万円減。 

 

   ☆平成２９年３月の全国有効求人倍率は２.２５倍。 

    前月より０.１２ポイント減、前年同月より０.０９ポイント増。 

   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。 

  新規求人数が１桁となっていますが、何十年ぶりのことなのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  平成２３年当時まで遡って資料を調べることができましたが、平成２６年１０

月の１０件というのが最低でした。 

 

部会長 

  何か特別な要因があったのでしょうか。それとも、たまたまなのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  たまたまであったと思います。求人・求職の有効期限は提出のあった翌々月の

末日ですが、ちょうどそのはざまにあったということが考えられます。 

 

部会長 

  来月の状況を見ないと、なかなか何とも言えないところがあると思います。 

 

委員 

  ３４件がまだ求職継続中ということですが、有効期限が過ぎると、新たに出し

直しされるということですね。たとえば、最終的にどこにも決まらなかったとい

う人はおられますか。 

 

船員労政課長 

  有効期限内に決まらないという人もいます。有効期限内に成立しなければ、新 

たに求職票を出していただくこととなりますが、求職票が途切れる方もおられま
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す。ただ、この場合も、窓口を通さないだけで、先輩や船員仲間からの情報を得

て、就職されている可能性はあります。 

 

委員 

  有効期限が過ぎ、新たに求職票を提出される方へのアドバイスは、ありますか。 

 

船員労政課長 

  窓口では、求職者の希望を尊重し求人企業を探していますが、希望条件を少し

下げていただくことで、紹介できる船会社もあることをお知らせしています。 

 

部会長 

  依然、６０歳以上の方がおられますが、最高齢は何歳の方ですか。 

 

船員労政課長 

  ４月では、７０歳の方が求職票を出されました。 

 

部会長 

  その方は、収入というよりは生きがいのような感じがしますが、収入を目的に

している方は多いですか。 

 

船員労政課長 

  高齢求職者の大部分は、収入を目的とされています。 

 

部会長 

  ありがとうこざいました。 

  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） 

 

委員 

  以前、ＳＯｘ規制の関係で、国土交通省、資源エネルギー庁、石油連盟、船会

社の関係者が集まり会議を開催したとお話をしましたが、その後、協議会の下に

タスクフォースがつくられ、４月２８日、担当者レベルの会議が、資源エネルギ

ー庁で開催されました。今後、旅客船を含めた船会社側で、これまでどおりＣ重

油を使って船に脱硫装置をつけていこうという会社、適合したＡ重油を使いたい

会社、適合したＣ重油を使いたい会社等がどれだけあるのか、それに伴い、どれ

ぐらいそれぞれの油が要るのか積算することになりました。 
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  さらに、石油連盟は、適合するＣ重油、Ａ重油の供給能力(時期・量)の見積を

することとなりました。供給側と需要側とマッチングを行い、供給と需要のバラ

ンスを調べ、問題点の抽出と需要推計を行い、秋までに問題点を整理する流れに

なっています。 

  私ども船会社側としては、とにかく適合した油がこれまでのＣ重油と変わらず

に安くて、たとえ上がるとしても、それほど大幅に上がらない範囲で供給してい

ただきたいという願いをこれからも粘り強くお願いして、うまく道筋がつけばと

考えているところです。 

  ぜひ、海員組合の皆様におかれましても、行政側に安価な油を供給するよう、

お力添えのほどよろしくお願いします。 

 

委員 

  行政は、どこまで支援を出せるのでしょうか。 

 

部会長 

  国土交通省側の方針は、どのように伝えられていますか。 

 

海事振興部長 

  もちろん地域温暖化対策のための税について、還付措置を求めていくことを継

続していきます。 

 

委員 

  適合した重油というのは、今までのとはかなり金額が違うのでしょうか。 

 

委員 

  金額は、現状の１．５倍ぐらいといわれています。ただ、燃料価格が安くなっ

たとはいっても、現在でも運航コストの３0％強は燃料油が占めており、１.５倍

になるということは４５％ぐらいになるということです。過去には、長距離フェ

リーの燃料コスト割合が５０％近くとなったことで、減便、航路廃止など非常に

辛い状況に追い込まれたこともありました。ただ、漫然として１．５倍になると

言われているだけですので、ちゃんと需要・供給を見積ってから実際の値段が出

ることになると思います。 

 

部会長 

  労働組合側で、エネルギー政策についての提言は、出さないのですか。 

 

委員 

  まだ、具体的な話はないです。 
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部会長 

  規制強化の討議の時期には、あまり真剣な議論はできなかったようですよ。あ

まり反対もなかったということで。 

 

委員 

  環境問題ですから、なかなか反対はしづらいです。供給ができないという物理

的な制約でもあれば反対も出来ますが、世界的に見れば供給力はあるということ

なので、日本だけ反対とはなかなか言えなかったのが、事実ではないかと思いま

す。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  労働者委員から何かありますか。 

 

委員 

  今年の労働協約改定交渉で一番の問題・課題であったのが、公的年金支給開始

年齢の段階的延長です。平成３０年４月から６１歳の支給になり、その後も段階

的に繰り上がり、平成４２年で６５歳となるということですので、この段階的引

き上げにあわせて、来年４月から６１歳までの雇用を確保することを確認すると

いうことで、中央並びに各支部で改定を行っているということです。 

 

部会長 

  公的年金の支給開始が、６０歳から６１歳になるということですか。 

 

委員 

  平成３０年４月より６１歳になります。来年４月１日を見据えて来年度協議に

しますと、遅れた場合に、その間の雇用・職場の確保をどうするのだという問題

が出てきますので、あらかじめ来年４月から６１歳ということを事前確認したと

いうことです。 

 

委員 

  船員の定年は、６０歳というところがほとんどですか。 

 

委員 

  中央でも、地方でも、部門部門で若干の差異があり、５８歳が定年であったり、

６０歳が定年であったりと、いろいろあります。 
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委員 

  中央の内航大型カーフェリーであったら、５５歳が定年となっています。 

 

委員 

  その後は、嘱託になるということですか。 

 

委員 

  いいえ、退職の延長ということになります。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  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２９年度海事人材確保事業について」説明】 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

小中学校の学習指導要領の中に海洋の文言が追記されて、やっと子供たちへの 

教育が定着するだろうという答申が出たのですが、随分時間がかかりますね。 

 

海事振興部次長 

  これからマニュアル作成に入っていきますが、まだまだ時間はかかります。た

だ、詰め込みではなく、しっかり浸透するような形で行政も関与できればと思っ

ています。 

 

委員 

  旅客船協会の本部からの情報ですが、新しい学習指導要領がせっかく通ったの

で、なんとかこれを活用して積極的に動こうとしています。 

  今後のスケジュールとしては、教科書ができあがるまでに２～３年という時間

がかかるので、この間を利用して提案を行っていこうというものです。 

  是非、運輸監理部や海運組合とも連携を図りながら、教育委員会側に働きかけ

を行っていければと考えています。 

 

海事振興部次長 

  実は神戸市教育委員会とはパイプがあり、小学校、中学校ともに社会科を中心

とした教師の集まりがあって、夏休みを中心に研修をやっておりまして、海事施

設見学などの調整作業しているところです。 
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内容としては、旅客船、港湾運送事業などいろいろな海事クラスターの見学会

を交えながら、先進的な海事教育のため、今の段階から意識づけをしようと思っ

ております。 

  残念ながら、繋がりがあるのは神戸市教育委員会だけで、兵庫県教育委員会は

エリアが広いため、躊躇しているところです。実施せねばならない現状にあると

の認識は持っております。 

 

部会長代理 

  指導要領に関しましては、この間、実際に、船主協会、造船工業会から依頼が

あり、案を出すのにとにかく数が出ないといけないので、文部科学省で平打ちし

ていくということで出しました。 

その後、指導要領を作成する時に、テキストとか資料づくりの必要性が出てく

ると思いますので、そういうときにしっかりと場を得て関与していくことを、機

会を使ってやっていく取り組みになってくると思います。 

 

部会長 

  夏休みを短くして、ゴールデンウイークと９月の休みに割り振ってキッズウイ

ーク、９連休にしようという話があって、子供たちだけではなく、親も含めた海

洋への興味と親しみをふやしていこうという動きがあります。 

  また、大学の統一試験も変わります。試験方法が記述式に変わり、採点するほ

うも大変だろうと思います。 

 

部会長代理 

  海事産業については、まず、海洋教育に関する記述を盛り込んだ小・中学校指

導要領が告示された。さらに、高等学校学習指導要領で定められる工業化の造船

工業が復活することになる。したがって、教育の現場では、海事教育の充実に向

けた取組みが進みつつある。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  では、続いて、「資料５」の説明をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  【資料５「内航海運業法施行規則等の一部改正について」説明】 

 

部会長 

  住民票で確認するという手続きの規制緩和ですが、マイナンバーは出てこない

のですか。 
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海事振興部次長 

  マイナンバーの積極的な活用はしていません。 

 

部会長 

  何となく、一歩遅れている気がします。施行は、６月の上旬からになるわけで

すね。ありがとうございます。 

  では、続いて、「資料６」の説明をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  【資料６「公職選挙法の一部改正について」説明】 

 

 部会長 

   ありがとうございました。 

   その他になにかありますか。 

 

 海事振興部次長 

  【「神戸船員部会情報」説明】 

 

部会長 

  ６級航海士という言い方は、何か違和感があります。 

 

海事振興部次長 

  法令上は、６級海技士（航海）です。 

 

部会長 

  ６級海技士（航海）なので、資格として６級のことを言っているだけであって、

航海士に級があるわけではないので、専門紙が違ったイメージを植えつけるような

気がして、あまりよくないと思います。 

  あと、この資料の中の船員費や用船料の話題は、最賃の資料に反映してくるとい

いますか、ベース的ないろんな資料になっていくのかなということですので、その

辺の状況判断の一材料では非常に貴重な資料だと思います。 

 

委員 

  追加的な意見ですが、エンゲル係数が高いという点について、高級食材が増え、

「食」にお金を使う傾向があるのですが、そもそもエンゲル係数を今の時代に用い

続けること自体が、合っていないかもしれないという指摘もあり、一方で確かに低

所得者が全体的に増えているとの論もあります。 
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海事振興部次長 

   エンゲル係数は、貧困化の側面を表すものと捉まえていましたが、そういう側面 

  もあるのかと情報提供した次第です。 

   また、資料にはありませんが、新型「ＥＣＤＩＳ」の発表がありました。チャー 

トワークと同じように扱える「ＥＣＤＩＳ」のプロトタイプができて、今後、製品 

化されていくということです。 

 

部会長 

  どこが出されたのですか。 

 

海事振興部長 

  日本無線が、海図サイズのディスプレイに手書きで入力もでき、キャプテンから

の指示も書き込めるというもので、船社と共同開発したことが海事新聞に掲載され

ていました。 

 

 部会長 

   ありがとうございました。 

   ほかになければ、本日の部会はこれで終了します。 

   次回は６月３０日第５金曜日１６時００分から、この調停室で開催します。 

   本日は、御苦労さまでした。 


