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［第１０６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７月２８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、奥見委員、関根委員 

 （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、 

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、鴨頭委員が欠席です。 

  資料の確認をします。 

  ・議事次第 

  資料１「第１０５回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０６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（５月分）」 

  資料４「内航未来創造プラン～たくましく日本を支え進化する～（抄）」 

  資料５「内航船「省エネ格付」制度（暫定運用）の概要」 

  資料６「神戸運輸監理部船員部会関係職員異動情報」 

  「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６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６月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数３０人、前月より７人減、前年同月より１５人減。 

   職員部員別  職員  ２３人、部員   ７人。 

   船種別    外航船     １人。 

             うち   近海貨物船     １人。 

          内航船    ２３人。 

             うち   近海非国際貨物船  ２人、 
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                  沿海貨物船    １６人、 

                  平水貨物船     １人、 

                  旅客船       ４人。 

          その他船舶   ４人。 

          漁船      ２人。 

   職種別    甲板部  １８人、機関部  １２人。 

   雇用期間別  常用雇用 ２９人、期間雇用  １人。 

 

  ☆新規求職数１５人、前月より４人増、前年同月より２人減。 

   職員部員別  職員  １０人、部員   ５人。 

   船種別    内航船    １１人。 

             うち   沿海貨物船     ８人、 

                  平水貨物船     ２人、 

                  旅客船       １人。 

          その他船舶   ３人。 

          漁船      １人。 

 

  ☆求人側から見た成立数は４人で、前月より１人減、前年同月より３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・ガット船）   二航士 常用雇用 

       その他船舶（沿海・ハーバータグ） 一航士 常用雇用 

   機関部 旅館船  （平水・旅客船）    機関長 常用雇用 

 

  ☆求職側から見た成立数は３人で、前月より２人減、前年同月より２人減。 

   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）    次席一航士 常用雇用 

   機関部 旅客船  （平水・旅客船）    機関長 常用雇用 

 

  ☆紹介件数２４７件、うち、求人者向け１７１件、求職者向け７６件。 

   神戸運輸監理部の紹介による成立５件。 

 

  ☆月刊有効求人倍率１．５８倍、前月より０．３４ポイント減、 

   前年同月より０．８３ポイント減。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】５．９％、就職率７．０％。 

 

  ☆失業等給付月末受給者実数３人、前月と同数、前年同月より２人増。 

    失業等給付 ４人、延べ４人、支給額 約６６万円。 
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    就職促進給付 １人、支給額 約２０万円。 

    高年齢求職者給付金 なし。 

    支給総額 約８６万円、前月より約１３万円増。 

 

  ☆平成２９年５月の全国有効求人倍率は２．２８倍。 

   前月より０．０４ポイント増、前年同月より０．２７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いて、御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

  昨年は、有効求人倍率が、全国より神戸のほうが高かったのですが、今年は全

国のほうが高く、２倍で推移しているのは初めての事ではないでしょうか。 

  たしか、船員労政課の窓口には、「キオスク端末」が設置されていたと思います

が、それを求職者が操作して成立している例が多いのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  通常、求職者が、「キオスク端末」を操作し、どのような会社から求人が出てい

るのかを調べられます。気になった会社があれば窓口に申し出て、私どもから求

人を出している会社に求職者を紹介しています。数字的には多いということはあ

りません。 

   

部会長 

  窓口に来なければ、扱えないということですね。 

 

船員労政課長 

  一応、そうなりますが、インターネット上に簡易版の「船員求人情報ネット」

があり求人を出している会社名・求人職名等もわかりますので、求職者が会社と

直接やり取りをされ、成立することもあります。 

 

部会長 

  そうしますと、窓口に来なくても情報は手に入るというわけで、実際には成立

に至っているものの、資料に出てこない数字が幾らかはあるということですね。 

 

船員労政課長 

  はい。成立に至れば求人を出している会社から取り下げの連絡をするのが基本

ですが、一部の求人者は、さらに船員を雇いたいためか、「求人票」の有効期限が

終わるまでそのままにされている場合もあります。 
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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。 

 

部会長代理 

  二点報告します。 

７月１９日、部会長の代理で、「海フェスタ神戸記念式典」に出席しました。神

戸での開催は１４年ぶりのことで、神戸開港１５０年と相まって非常に盛況なも

のでした。 

  もう一点は、最低賃金の交渉問題にも関わるのですが、最近、海外のクルーズ

船で女性労働者が多数乗船されていますが、彼女らは船員ではなく、地上のホテ

ル従業員としての立場であることから、過酷な低賃金労働者として扱われている

場合もあるのではないかと、世界的に指摘がなされています。 

  また、フィリピンの例ですが、収入を得るために家族を国に残して長期的に離

れていることから、家族関係が上手くいかなくなったという例があります。これ

は送り出す国の問題ですが、受入国としての日本の対応が問われる可能性もある

ことを認識しておく必要があるかと思います。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  労働者委員のほうで、その辺の情報はありますか。 

 

委員 

  部員から船長まで、金額に一定のラインがあり、各社、それ以上の賃金を支払

っているのが実態です。ただ、日本から見て１,０００ドルが高いのか安いのか、

フィリピンから見て１,０００ドルが高いのか安いのかが比較出来ないのと同じで、

各国のベースで見ても、それぞれ相応の賃金をもらっていますので、そんなには

過酷ではないと考えます。 

  一方で、指摘のとおりマグロ漁船とかの技能実習生が問題になっており、全日

海としてはできる限り実習生の賃金について、相応に支払うべきと思っています。

ただ、日本人同様、１人歩なのか何人歩なのか、そこのところを勘案した後で検

討しないといけません。１１月の制度改正を注目しています。 

  「技能実習生」、「研修生」というように、含みを持たせていますが、それを労

働者という扱いとして見るのか、また「技能実習生」は運輸面なのか、入管面で

の課題なのか、多面的に見ていく必要があると思います。合わせて、人権の問題、

国対国の問題もあり、政策の方向性で微妙なところです。 
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部会長 

  ありがとうございました。ほかにありますか。 

 

（公益委員なし） 

（使用者委員なし） 

 

委員 

  労働協約改定交渉ですが、陸上の最低賃金がどんどん上がっている中、昨年度

から今年度にかけて、公的年金開始年齢延長に対する雇用の枠で、各社の理解を

得てベアについては実施でき、全日本海員組合関西地方支部では全社妥結で終了

しました。 

  以上です。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  独立行政法人海技教育機構の退職年齢は６３歳でしたが、統合により６０歳に

なった理由をご存じですか。 

 

海事振興部長 

  いいえ、初めて聞きました。 

 

部会長 

  独立行政法人海技教育機構に新しく入る人は、退職年齢が６０歳です。ただし、

今まで働いていた人はそれぞれの組織の退職年齢が適用されますから、今、６５

歳まで延ばそうとしているところなのに、なぜ６０歳になるのかがよくわかりま

せん。 

 

海事振興部長 

  ２年前の統合の議論をしているときには、そのほかのところでの条件のすりあ

わせが厳しく、退職年齢まで議論されていない面があります。 

 

部会長 

  大学から練習船の航海士、機関士で入る人は、当然その条件にかかわってくる

ので、定年が短くなっているのはなぜかなという疑問です。 

 

海事振興部長 

  国家公務員も定年延長の話が始まったところですから、いずれ独立行政法人海

技教育機構も同じような状況になると思います。 
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部会長 

  企業の場合は、ただ単に定年延長をすると、トータル的にみれば、給料を多く

持ち出さないといけなくなりますね。 

 

委員 

  公的年金が支給されるまでの間は、あくまでも同一労働、同一賃金をベースに

検討・話をさせてもらいます。船長であれば年齢に関係なくその対価を支払うと

いうことです。したがって、陸上勤務の事務職として働く場合は、同一労働では

なくなるため、ここをどうするかが課題です。 

 

部会長 

  これから話し合いが始まるということですか。 

 

委員 

  大枠は決まっていますので、その中で関係会社がどういうレベルで足並みをそ

ろえていけるかが課題です。 

 

部会長 

  わかりました。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。 

 

海事振興部長 

  【資料４「内航未来創造プラン ～たくましく 日本を支え 進化する～ 

（抄）」について説明】 

  【資料５「内航船「省エネ格付け」制度（暫定運用）の概要」について説明】  

  

部会長 

  ありがとうございます。 

  今の御説明について、御意見、御質問ございませんか。 

  外航海運の税制優遇はあっても、内航海運の税制優遇はありませんね。 

 

海事振興部長 

  外航海運は世界標準で考えなければいけないので、日本だけが割高な税制とな

っているため是正の要望が強いのですが、国内であれば同じ内航事業者のため、

外航と同等の要望は考えられていません。 

 

部会長 

  というのも、海上技術学校、技術短期大学校の定員を５００人にするときに、
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練習船が足らず、そうすると、今走っている内航船をある程度、練習船として認

定する必要がありますので、税制優遇も含めると促進されるのではないかという

１つのアイデアです。 

 

委員 

  これからの後継者育成の取り組みも含めて、我々オペレーターも検討していか

なければいけない課題だと思っています。ただ、我々も抜本的にどう改革してい

くかという具体的な施策等々がまだ見えてこない状況なので、上部団体である内

航海運組合総連合会等々の考えに合わせていくというところです。 

 

部会長 

  人材不足で待ったなしの状況になっている中、人材を確保するためにはどうし

たらいいのか、教育定員を５００人に増やすのはもちろんいいのでしょうが、５

００人でも足らないではないのかなという気がします。 

 

海事振興部長 

  今、考えられているのは、独立行政法人海技教育機構の４級海技士養成課程は、

航海・機関の両方の免状が取得できますが、これを選択制にすることも１つの考

えかもしれません。 

また、乗船期間の９か月を少し短くすることで、その空いた期間を利用する方

法もあります。 

部会長 

  それと、船内で調理できる者の確保も、非常に重要な施策だと思います。今、

食べることが疎かになり、健康問題等も表面化してきていることから、調理士を

乗船させてほしいという要望があります。 

 

委員 

  確かに、調理士を乗船させることについては、船員の健康管理の面からは非常

に大切なことだと思います。ただ、現状を踏まえると、船舶に多くの船員を乗せ

る流れにはなく、まずは、荷主との運賃是正等々をしていかないといけないとい

う課題があります。 

先般、トラックの部門で大手企業が過重労働ということで、ようやく、全国的

に、運賃是正を図るべく取り組んでおり、その効果が内航海運業界の適正な運賃

や用船料に反映されることを期待しています。 

船員の健康問題、処遇問題等も大きい課題でありますので、我々としても魅力

ある内航海運業するために、全体でもっとＰＲしていかなければならないと思っ

ています。 
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部会長 

  ありがとうございます。 

  資料４の「３．船員の安定的・効果的な確保・育成」に、働き方改革による生

産性向上で、船員の配乗のあり方の検討（Ｈ２９～）とありますが、具体的には

どういうことですか。 

 

海事振興部長 

  機械化・自動化が進み、機関部職員も少し減らせるのではないかという、時代

にあった船員の配乗のあり方を検討していくということです。 

 

委員 

  船員の仕事が、楽になる方向で進むのですか。 

最初に、「働き方改革」と聞くと、最初は私たちのワークライフが快適なものと

なっていく方向の話だとイメージとして抱いているものの、どっちかというと、

ＡＩ（人工知能）が進むことによって失職する様な話に議論が行っているような

気がします。船員にも仕事が楽になるという議論をされているのでしょうか。 

 

海事振興部長 

  現在は、荷役のほとんどは自動か船員の関与しない形で行われています。船員

の負担軽減としては、自動・自律運航の実現だと思いますが、ただ、実現するの

はもう少し先のことだと思います。 

部会長 

  人に優しいのはいいのですが、逆に優しさが職場を奪ってしまうような方向で

は、組合も大反対ですよね。 

「パイオニアシップ」とかいわゆる先進船舶を導入した際、人に優しい船舶で、

人を減らす方向じゃなくて、現状の労働の負担が軽くなる形で、組合さんに議論

に入っていただいたという経緯があります。職域が減ると、本末転倒になると思

います。 

  したがって、ＡＩが進んでも船員はなくならない、基本的なコンセンサスとい

うか事前の皆さんの共通理解がないと、便利になれば人は要らないのだという発

想は非常に危険だと思います。 

  ありがとうございました。 

  ほかにございませんか。 

 

委員 

  ７月２２日、２３日に開催された、「みらいへ」の海洋教室の話題をお願いしま

す。大学の事務方の子供さんも参加されたそうで、最高に楽しかったと言ってお

られました。 
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海事振興部長 

  練習帆船「みらいへ」で、家島諸島の西島に１泊２日の体験航海に行ってきま

した。対象は、小学校４年生から中学校２年生の５０名で、子供たちは１泊２日

の短い期間でしたが、生き生きした面持ちで、チームワークを少しずつ醸成しな

がら、最後には班ごとに団結が図られるような、体験教育プログラムでした。 

 

部会長 

  費用的には、どのぐらいかかるのでしょうか。 

 

海事振興部長 

  詳細は解りませんが、約２００万円だったと思います。 

 

部会長代理 

  方法としては、日本財団等に訴えて、日本海事センターが資金を出すようなこ

とが考えられるでしょうか。、 

 

委員 

   お母さんの中には１万円を払ってでも参加させたかったと言っておられました。 

 

 

海事振興部次長 

  運営した一般財団法人グローバル人材育成推進機構では、「みらいへ」を使って

の一泊二日の航海訓練というプログラムもあり、誰でも参加できます。金額は、

概ね１万円後半ぐらいの金額です。 

  ちなみに、７月１５日にロシアや韓国の帆船も参加した「帆船パレード」があ

ったのですが、朝の７時に出港し、パレードに参加後、夕方の４時に解散という

内容でした。 

金額は１万８,０００円でしたが、一生に１回ものの行事であったことから、フ

ァンの方が多数乗っておられました。 

 

部会長 

  フェリーに乗った方は、乗船料９，０００円と聞いています。 

  ありがとうございました。 

  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「神戸運輸監理部 船員部会関係職員異動情報」について説明】 



 
-11- 

 

（海事振興部次長・戸井広報対策官挨拶） 

 

部会長 

   ありがとうございました。 

   それでは、最後に事務局から連絡事項等がありましたらお願いします。 

 

（辞令交付） 

 

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８月２４日第４木曜

日１５時３０分からこの調停室で開催します。 

 

  最後になりますが、私、本日をもちまして部会長を退任いたします。平成１９

年８月、当時の神戸船員地方労働委員会から、もう１０年が経ったのかなという

非常に感慨深いものがあります。途中から、部会長として皆様の協力のもと滞り

なく任期終了したことを嬉しく思っております。 

  特に事務の方々には本当に議事録から、いろんな資料の準備から、大変な御苦

労をおかけしましたが、特に私が取り組んだのは事務の簡素化で、手間暇とらせ

ずに省力化になったのかなという思いがあります。 

今後は、新たなメンバーで船員部会を盛り立てていただいて、「船員部会」、「最

低賃金」等も含めて、全国のリーダーという気概で、他の船員部会に負けないよ

う頑張っていただきたいと思います。 

   どうもお世話になりました。ありがとうございました。 

 

渕 

  後任で、神戸大学大学院海事科学研究科の渕と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。大学の方では、海技教育の実習を中心にやっており、まだまだ

色々とわからないところもありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 


