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［第１０５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６月３０日（金） １６時００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、奥見委員、関根委員 

 （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、加藤委員（欠） 

 （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、加藤委員が欠席です。 

  資料を確認します。 

  ・議事次第 

  資料１「第１０４回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０５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（４月分）」 

  資料４「平成２８年度香住高校海洋科学科 進学合格先」 

  資料５「平成２８年度神戸大学海事科学部卒業者の進路状況」 

  資料６「船員教育機関卒業生の求人・就職状況等」 

  「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」の確認をしますが、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５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５月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数３７人、前月より２８人増、前年同月より１人減。 

   職員部員別 職員   ３１人、部員    ６人。 

   船種別   内航船  ２７人。 

          うち 近海非国際貨物船   ５人、 

             沿海貨物船     １７人、 

             旅客船        ５人。 
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         その他船舶１０人。 

   職種別   甲板部  １７人、機関部  １９人、事務部   １人。 

   雇用期間別 常用雇用 ３７人。 

   月間有効求人数７５人、前月より３人増、前年同月より２４人減。 

 

  ☆新規求職数１１人、前月より２人減、前年同月より６人減。 

   職員部員別 職員    ８人、部員    ３人。 

   船種別   内航船  １０人。 

          うち 近海非国際貨物船   １人、 

             沿海貨物船      ６人、 

             平水貨物船      １人、 

             旅客船        ２人。 

         その他船舶 １人。 

   職種別   甲板部   ４人、機関部   ６人、事務部    １人。 

   年齢別   ３０歳未満          １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     １人、 

         ６０歳以上          ７人。 

   離職理由別 本人都合２人、会社都合３人、その他６人。 

   月間有効求職数３９人、前月より５人減、前年同月より１０人減。 

   

  ☆求人から見た成立数は５人、前月より３人増、前年同月より２人減。 

   甲板部 内航貨物船（ガット船）      二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（貨物船）       一航士 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（貨物船）       一機士 常用雇用 

   機関部 その他船舶（ハーバータグ）    一機士 常用雇用 

   事務部 近海貨物船（ＬＰＧ船）      通信長 常用雇用 

 

  ☆求職から見た成立数５人、前月より３人増、前年同月より１人増。 

   甲板部 内航貨物船（ガット船）      航海士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（貨物船）       一航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（液化ガスばら積船）  甲板手 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（曳船）        甲板員 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（RO-RO船）       機関長 常用雇用 

 

  ☆紹介件数１９１件、うち求人者向け１４９件、求職者向け４２件。 
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  ☆月間有効求人倍率１．９２倍、前月より０．２８ポイント増、 

   前年同月より０．１０ポイント減。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】６．７％、就職率１２．８％。 

 

  ☆失業等給付月末受給者数３人、前月より１人減、前年同月より１人増。 

   失業等給付４人、延べ４人、支給額約７３万円。 

    就職促進給付 なし。 

    高年齢求職者給付金 なし。 

    支給総額 約７３万円。前月より約２４万円増。 

   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いて、御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

  ４月の新規求人数が、結構記録的な９人という数字でしたが、５月は戻ったよ

うな感じですね。 

 

委員 

  ５ページの紹介状況で、「選考漏れ」という項目がありますが、これはライセン

スの条件が合わない、年齢的に整合しない等の理由によるものですか。 

 

船員労政課長 

  紹介結果は、様式(該当する項目にチェック)に基づく報告があり、当運輸監理

部から改めて照会はしていないので、詳細は分かりません。 

 

委員 

  ５８件という数字を見ますと、求人票は出しているものの本当は採用をする気

がないのでないかという疑問があります。 

 

船員労政課長 

  窓口では、一度に複数件紹介する場合もありますので、必然的に数も多くなっ

ています。 

 

委員 

  ただ、「選考漏れ」というのは、その理由がわかりにくいものとなっています。 
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部会長 

  今回、通信の方が１人いますが、外航船の通信長ですか。また、このような求

人は結構あるものですか。 

 

船員労政課長 

  数的には、少ないと思います。 

 

部会長 

  その方の年齢が６５歳と高齢で、健康管理がすばらしいと思います。一応、健

康診断をクリアされて乗船するということですが、どうなのでしょうか。 

 

委員 

  健康であれば乗っていただきたいと思いますが、リスクもあろうかと思います

ので、その辺は注意しておく必要があると考えます。 

 

部会長 

  「Ｒｅ」ということは海技士の電子通信で乗るということですか。「ＧＭＤＳＳ」

関連の資格でこういう条件は、逆に少ないですか。 

 

委員 

  ほとんど、ありません。 

 

部会長 

  極めて珍しい例ですね。 

  ほかにございませんか。 

 

委員 

  求人の状況ですが、商船系は人数が出ていますが、水産系は一切出ていません。

労働者は足りていないはずなのに、求人はどのようにされていますか。 

 

海事振興部次長 

  兵庫県の底引き網の漁期は、９月から翌年の５月末までで、６月から８月は休

漁期です。したがって、この時期の求人はありません。あるとすれば、７月から

８月あたりからと思います。 

  ご指摘は、その穴埋めをインドネシア人(技能実習生)で穴埋めしているのでは

ないのかということだと思います。私どもで、今年の３月に但馬地区の漁協に船

員関連のヒアリングを行いました。ご指摘のとおり、若干、インドネシア人(技能

実習生)は増加基調であるとの情報を得ており、日本人の足らないところをインド
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ネシア人(技能実習生)で埋めていくという指摘は当たっているのかなと思います。 

 

委員 

  本年１１月頃に「技能実習制度」が改正・施行され、より管理が厳しくなって

きますので、あまりにも頼りすぎてしまうと、今後の漁業自体が危ぶまれます。

一定数を確保するためには前もって求人が行われるべきなのに、なぜ出てこない

のだろうかということです。 

 

委員 

  もともと水産関係は、縁故関係の中で探すというのが結構昔からあって、余り

求人としては出てきませんが、若手育成に逆行する恐れもあり、非常に危惧して

いるところです。 

 

部会長 

  そのあたり、国の施策として何かあるのでしょうか。特に、カボタージュの問

題があって、技能実習生とはいうものの基本的には労働力になっていますので、

そこのところは水産からなし崩し的に、商船の内航に入ってくるとカボタージュ

云々の話になってしまい、一抹の不安を感じています。 

  ありがとうございます。 

  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 

  まず外航ですが、今般、退職年齢に関する雇用の延長で、平成３０年から平成

４２年までの間で、段階的に６１歳から６５歳まで雇用確保を行う。それに絡め

て、平成３９年以降から徐々に退職金等々の改定を行うことが決まっています。

中央における交渉は、定年延長が主となっており、賃金関係については最低額が

決まっている中での各社交渉となります。外航は全て妥結しています。 

  次に内航ですが、内航２団体(内航労務協会、一洋会)が、基本的にベースアッ

プとして９００円、そして臨時ボーナスを０．１割上げる。そして、全内航がベ

ースアップ９００円、家族手当の配偶者を１００円アップの３，０００円、子ど

もが２５０円アップの１，７００円に、そして臨時ボーナスを０．１割上げるこ

とで妥結しています。 

  最後に大型カーフェリーですが、ベースアップとして９００円、さらに船内衛

生作業手当を、第１欄適用会社が６，０００円アップの１万８，０００円、第２
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欄適用会社が３，０００円アップの９，０００円。合わせて、船長水先慰労金と

して第１欄適用会社が３，７５０円アップの７万８，８３０円、第２欄適用会社

が２，８９０円アップの６万６４０円になっております。それで中央交渉は妥結

したということです。 

  以上です。 

 

部会長 

  船長水先慰労金とありますが、どういうものですか。 

 

委員 

  本来、１万トン以上の船舶であれば、狭水道や出入港時には水先人を乗せる必

要がありますが、航海実歴の認定を受けた日本人船長は、水先人に代わって船舶

を航行できますので、その慰労金として支払われています。 

  

部会長 

  いつごろから、このような手当がついているのですか。だいぶ昔からでしょう

か。また、０．１割アップというのは結構大きいですね。 

 

委員 

  大体、３０万円ぐらいです。 

 

委員 

  大型カーフェリーです、第１欄適用会社、第２欄適用会社とありますが、どう

いったものか教えていただけませんでしょうか。金額も大分違うみたいですので。 

 

委員 

  簡単に言えば、航路別、船体の大きさ、長距離フェリー、短距離フェリーなど

で、仕分けをしています。 

 

部会長 

  標齢給表のＭＡＸが５９歳というのは、６０歳が一応の定年だからということ

ですか。今、６５歳までの雇用延長という話がありますが、将来的には６４歳に

なるということですか。 

 

委員 

  今回、退職年齢を６１歳まで延ばしましたが、その時点での本給でもってスラ

イドとなりますので、標齢給が上がることはありません。 
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委員 

  ６０歳が定年なので、再雇用のときに賃金を下げるのではないですか。 

 

部会長 

  再雇用は再雇用です。 

 

委員 

  ６０歳時点の賃金でスライドしますので、下がりません。 

 

部会長 

  そのままで、ずっといくということですか。 

 

委員 

  同一職種、同一労働、同一賃金という考えです。 

 

部会長 

  使用者側としては大変じゃないですか。 

 

委員 

  どうして下げないのですか。 

 

部会長 

  なかなかその辺が難しくて、だから交渉して折り合いをつけるということです。 

 

委員 

  外航は個人賃金で、数十項目にわたる評価制度の中で下がることはなく、上が

る一方だろうと思います。中央交渉は、例えば外航は公的年金の受給開始年齢の

延長というところだけなのです。若干、規約の中にいろいろな選択定年制度が出

てきましたが、給料については各社、個別賃金です。 

ただ、大型カーフェリーについては、６０歳以降については個々に年齢に応じ

ての延長となりますので、６５歳の方もおられれば、６１歳の方もおられるとい

うことで、リタイアするときが必ずしも全員が同じ条件ということではありませ

ん。例えば、退職年齢を６５歳としてしまうと全員が６５歳までいくのですが、

要求妥結内容は公的年金に合わせた延長という形ですので、なかなか賃金をそう

いうふうに整合するのは難しいです。 

 

委員 

  退職年齢が６５歳となると、退職金の支給時期も６５歳ということですね。 
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委員 

  そうしてほしいのですが、定年年齢は６０歳だけど、退職する年齢は６５歳ま

で段階的になると言うことです。 

 

委員 

  あと、大型カーフェリーの場合は、また難しく、定年までというのではなく、

勤続３２年というものもあります。したがって、２０歳で入ったら５２歳で退職

ということになります。 

 

委員 

  過去の経緯から、年齢が延びてもなかなか整合できないという実情です。 

 

委員 

  したがって、内航は５５歳が定年なので、５５歳からずっとスライドになりま

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２８年度 香住高校海洋科学科 進学合格先」について説明】 

  【資料５「平成２８年度 神戸大学海事科学部卒業者の進路状況」について説 

明】   

 

部会長 

  私、今、航海コースの４年生の担任をしておりますが、大手への就職試験がほ

ぼ終わって、大手３社で計１０人が採用されるという近年まれに見る良好な結果

となっています。これから、第２弾、第３段と入社試験が始まります。 

  従来は、同じような時期に各船会社は就職試験を実施していたのですが、この

頃は大手３社が一段落した時点で、次の会社の試験が始まるという流れとなって

いますので、学生に対し、最初はだめでもまだ求人を出してない会社も実はあっ

て、さまざまな時期に求人を出される会社もあるので、最後まであきらめないで

やりなさいと言っています。できれば、船会社の方も、１人じゃなく、５、６人

とたくさん採用していただけるとありがたいです。 

続いて、資料６の説明をお願いします。 
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海事振興部長 

  【資料６「船員教育機関卒業生の求人・就職状況等」について説明】 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

  海上就職率が大学を抜いて極めてよくなっているのに、入学者が４００人近く

下がっているのは大きいですね。この先、就職の状況を見ながら入学者が増える

といいのですが、何となく上向いてきたら、冷水をがばっとかけられるような、

ちぐはぐなような気がします。 

 

海事振興部長 

  専修科の倍率で一番高いのは清水の２.９倍で、次いで波方の２．３倍、宮古の

２．１倍となっています。 

 

部会長 

  ２倍あれば何とかレベルを維持できると言われていますが、２倍を切るとちょ

っと不安です。 

  何か御質問、御意見ございませんか。 

 

委員 

  資料の１ページですが、卒業者数と就職、進学数、その合計数が一致していま

せんが、合致しない理由を教えてください。 

 

海事振興部長 

  途中で、退学した学生がかなりいた学年だったということを聞いております。

３年生になると高卒の資格認定となるので、そこで学校をやめて、ほかの大学に

入り直したという学生もおります。 

 

 

委員 

  ３年生の時に、一般大学とか普通に神戸とか東京に行かれる方もいるのはわか

っていますが、これだけ人が足りない時に無職が毎年こんなにたくさんいたら、

船に乗るのだろうかという思いです。 

 

部会長 

  それでは、次をお願いします。 
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海事振興部次長 

  【資料 女性船員の活躍促進に向けた女性の視点による検討会」について説 

明】 

 

 部会長 

国際的に見ると、船員の女性キャプテンのフォーラムがＷＭＵ（世界海事大 

学）を中心にできているのですが、関連はどうなっていますか。  

 

海事振興部長 

  まだこの資料だけなので、もしかしたら議事の中に上がるかもしれません。 

 

部会長 

  そうですね。たまたま先週、ポーランドでTransNav2017という国際学会があっ

て、その中でも女性の船員が今後活躍していくためには何が必要か等の議論があ

りました。日本でもそういった論点を踏まえてやっていくのかなと思う反面、す

でにオーストラリアとかガーナの海事大学では、女性の船長が船をおりて陸上で

教鞭をとっておられますので、今後そういった国際的な女性の視点、女性船員の

活躍、そういったものが少し話題になっていくと思います。 

  ありがとうございました。 

  では、次の話題提供をお願いします。 

 

海事振興部長 

  【「内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会」について説明】 

  【「船員税制」に関する説明】 

 

委員 

  船員税制についての話ですが、神戸市に行かれたということですか。 

 

海事振興部長 

  みなと総局経営企画部の総務課長に対して、お話をさせていただきました。 

 

委員 

  先般、６月の定例がありまして、全日本海員組合関西地方支部の参与から、若

手船員の育成・確保、そして船員の拡充のための船員税制を取り入れるべきでは

ないのかという話を神戸市で行っていただきました。市からも答弁をいただきま

したが、何もわかっていないのが現実で、今後、神戸市の議会の答弁が出てくる

と思いますので、是非見ていただきたいなと思います。 
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部会長 

  ありがとうございます。 

 

委員 

  毎年、海員組合でも、外航、内航、大型カーフェリーなど各部門の女性船員の

方と１回御参集いただき、船員政策についてのいろんなテーマで話し合っていま

す。ことしも７月の中旬頃に開催する予定ですので、情報がはいりましたらお知

らせしたいと思います。 

 

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、７月２８日（金）１５時３０分から、この調停室で行います。 

 


