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［第１０７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８月２４日（木） 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）羽原部会長、関根委員（欠）､渕委員、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、亀井委員（欠）、加藤委員（欠） 

 （運輸監理部）川路海事振興部長、戸井海事振興部次長、 

 （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） 部会長の選任及び部会長代理の指名について 

 （３）その他 

 ５．閉 会 
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［ 議 事 概 要 ］ 

 

海事振興部次長 

  ただいまから第１０７回の船員部会を開催します。 

  ８月９日付けで、古莊部会長が近畿地方交通審議会臨時委員を退任され、同１０

日付けで渕 真輝氏が近畿地方交通審議会臨時委員に任命をされました。つきまし

ては、部会長が選任されるまでの間、議事進行を務めさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、部会長の選出についてお諮りいたします。 

  神戸船員部会運営規則第３条において、部会長は公益委員のうちから互選により

選任することになっておりますが、推薦はございますでしょうか。 

 

委員 

  ご経験を踏まえ、羽原委員を推薦します。 

 

（異議なし） 

 

海事振興部次長 

  異議がないようですので、羽原委員に部会長をお願いすることといたします。 

  ここからの議事進行につきまして、羽原部会長にお願いいたします。 

 

部会長 

  部会長を拝任しました、羽原です。どうぞよろしくお願いします。 

  まず、８月１０日付けで公益委員に、渕 真輝氏が就任されましたので、渕委員か 

ら一言ご挨拶をお願いします。 

 

（渕委員 挨拶） 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  次に、部会長代理の件ですが、神戸船員部会運営規則第３条第２項で、公益委員

の中から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するとされております

ので、ご経験を踏まえ、関根委員を指名しますので、ご承知おきください。 

  それでは、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、亀井委員、加藤委員が欠席です。 

資料を確認します。 
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  ・議事次第 

  資料１「第１０６回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０７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（６月分）」 

  資料４「平成２９年度船員最低賃金資料」 

  資料５「平成２９年度船員労働安全衛生月間」 

  資料６「平成２９年度版内航海運の活動」 

  「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７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７月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数１５人、前月より１５人減、前年同月より３２人減。 

   職員部員別 職員   １４人、部員    １人。 

   船種別   内航船  １４人。 

          うち 沿海貨物船     １４人。 

         その他船舶 １人。 

   職種別   甲板部  １０人、機関部   ５人。 

   雇用期間別 常用雇用 １５人。 

   月間有効求人数５２人、前月より１６人減、前年同月より６２人減。 

 

  ☆新規求職数１７人、前月より２人増、前年同月より８人増。 

   職員部員別 職員   １０人、部員    ７人。 

   船種別   内航船  １５人。 

          うち 沿海貨物船     １４人、 

             旅客船        １人。 

         その他船舶 ２人。 
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   職種別   甲板部  １２人、機関部   ４人、事務部    １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     ４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６人、会社都合１人、その他１０人。 

   月間有効求職数３８人、前月より５人減、前年同月と同数。 

 

  ☆求人から見た成立数は０人、前月より４人減、前年同月より８人減。 

 

  ☆求職から見た成立数は４人、前月より１人増、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 

    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・コンテナ船）  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２５１件、うち求人者向け１６１件、求職者向け９０件。 

 

  ☆月刊有効求人倍率１.３７倍、前月より０．２１ポイント減、 

   前年同月より７．０ポイント減。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効有効求人数】０.０％、就職率１０.５％ 

 

  ☆失業等給付月末受給者数２人、前月より１人減。前年同月より２人増。 

    失業等給付２人、延べ２人、支給額約３６万円。 

    就職促進給付 なし。 

    高年齢求職者給付金 なし。 

    支給総額約３６万円、前月より約５０万円の減。 

   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。 

 

委員 

  新規求職の内訳で、部員７人のうち３人が未経験者との説明がありましたが、

希望している船種はなんでしょうか。 
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船員労政課長 

  お一人が、「貨物船又はガット船」、お一人が「貨物船」、そして最後のお一人が

「貨物船又はタンカー」をそれぞれ希望されています。職種は、甲板部２人、機

関部１人となっています。 

 

委員 

  事務部では、ないのですね。というのも、先日、陸上で調理師をされている方

から船の募集について問い合わせがあったので、お聞きしました。 

 

船員労政課長 

  もちろん、未経験の調理師の方からの求職もあります。ただ、現在は陸上の調

理師をされている方でも、過去に船で仕事をされた経験をお持ちであれば、経験

者として整理しています。 

 

委員 

  では、未経験の調理師の方からも、求職はあるということですね。 

 

船員労政課長 

  はい、あります。 

 

委員 

  全国の有効求人倍率が、非常に高いところがあると説明がありましたが、その

理由については、把握されていますか。 

 

船員労政課長 

  もともとが有効求人倍率の高い地域ということぐらいで、詳細な情報までは入

手できていません。 

 

委員 

  紹介状況のところで、「選考漏れ」で「技量不足」という説明がありましたが、

この方はどのようにすれば成立につながるのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  紹介した結果については、決められた様式でもって該当する部分に「〇」を入

れて報告を頂くこととなっています。確認がとれたところのお話ですと、紹介を

受けた船員が扱ったことのない貨物であったことから、「技量不足」に「〇」を入

れて報告したとのことです。 
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委員 

  そうしますと、経験のある貨物であれば、問題はないということですね。技量

が不足している方へ、アップするシステムがなにかあるのかと思いお聞きしまし

た。 

  

部会長 

  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 

  本年１１月６日から３日間、沖縄において「第７８回定期大会」が開催されま

すので、いつもお願いしています神戸船員部会からの祝電を賜りたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

部会長 

  事務局の方、お手配方よろしくお願いいたします。 

 

委員 

  先般、浜坂から香住、津居山にかけて「沖合底びき」の日本人を中心とした未

組織オルグ実践活動を行ってきました。各漁協では、海底清掃業務、９月１日か

ら始まる「漁」への積み込み作業等をちょうど行っている時期での実施でしたが、

各船主は、これからどうやって日本人船員の確保・育成をやっていけばいいのか、

また、人に集まってもらえるのか等の懸念を大分に示されていました。 

  ただ、本日の部会資料でもお分かりのように、これから「漁」が始まるのに

「沖合底びき」からの募集がでていないという疑問点もあり、大分、外国人実習

生がいる中で日本人後継者を確保しないと、これからの漁業の衰退を招かざるを

得ない状況に陥っているのかなという気がしました。なお、訪船は１５隻につい

て実施しました。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 
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委員 

  今朝の「日経新聞」に、内航海運の現状という記事が載っておりましたが、皆

さんご覧になったでしょうか。 

  大型船の社長へのインタビュー記事だったのですが、内容は、「用船料が全然上

がらない」というもので、大型船、４９９型船も含めたセメント、鋼材の船につ

いて書かれていました。 

  我が社が用船している船舶は、全て「ばら積み貨物船」（飼料）ですが、新聞記

事のままでいくと、大体４９９型船舶で、１ヶ月の用船料が１，０００万円前後

となり、これではオーナーの経営を圧迫し、船員の確保も出来ない事となります。 

  まして、ひどいところとなると、ＲＯ－ＲＯ船で８００万円程度と、これでは

全然立ち行かない状況となります。 

  また、陸上より海上（船員）の給料を上げないと、人は集まらないとも載って

いましたが、我々オペレーターとしても、荷主との折衝で運賃を適正に上げてい

くことが、大きな課題となっています。 

できましたら、日経新聞をはじめとする各新聞で、もっと積極的に取り上げて

いただければと思いますし、我々としてし魅力ある海上輸送という部分について、

各社が運賃を上げていく取り組みをしていかないといけないと感じたので、報告

させていただきました。 

   以上です。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  昨日の日経新聞では、外航の用船料が上がりだしたと書かれていましたが。 

 

委員 

  私も、外航船を用船している会社社長と話をする機会があったのですが、要は

バルチック海運指数（英国のバルチック海運取引所が算出・公表する外航不定期

船（外航ばら積み船）の運賃の総合指数）ではないが、もともとのチャーター料

が非常に安く、安いところに再用船しても意味がないということです。あとは、

為替関係になりますが、今ぐらいならいいのですが、一頃の７８円や８０円だと

厳しく、赤字だといっていました。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

 

委員 

  用船料が上がらないことが、問題なのです。 
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委員 

  用船料が上がらないということは、我々オペレーターが用船料を上げていない

ということになります。先ほど、「ばら積み貨物船」で用船料は１，０００万円前

後と話をさせて頂きましたが、各オペレーターによっても用船料の基準は違い、

新造船で１，３００万円とか１，５００万円とか金額の記事としてでてしまうと、

少しきつくなります。 

例えば、そこに付加価値をつけて運賃を上げようものなら、荷主は他の運送事

業者へと流れてしまうので、誠心誠意、正直ベースで言っていかないといけない

のかなと思っています。 

 

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 船員最低賃金 資料」について説明】 

  【資料５「平成２９年度 船員労働安全衛生月間」について説明】 

  【資料６「平成２９年度版 内航海運の活動」について説明】 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

  ただいまの資料４から資料６について、御質問、御意見等がありましたら、お願

いします。 

 

委員 

  平成２９年度の船員最低賃金改正スケジュール（案）で示されていますが、１０

月下旬に漁業の答申案決議、１１月下旬に内航・旅客の答申案決議、３月下旬に最

低賃金の効力発生というスケジュールですか。 

 

海事振興部次長 

  そうです。最終的にはそう考えています。 

 

委員 

  資料５の「船員労働安全衛生月間」に関してですが、インドネシア人技能実習生

の一部の方々が、８月１９日ぐらいに研修が終わり、９月から乗船していくことと

思いますが、彼らに対する指導はどのようになりますか。 
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海事振興部次長 

  過去、運航労務監理官として「但馬の訪船指導」を行ったことがありますが、イ

ンドネシ人に対する教育は、基本的には船長・漁労長がすることになりますので、

安全な作業ができるよう配慮・指導するよう訪船指導の際に言っております。 

ただ、実際どこまで出来ているかの確認はできていません。 

 

委員 

  できましたら、「ひらがな」も徐々に読めるインドネシア人も出てきていますの

で、わかるようなパンフレットをつくって頂けたらと思います。安全が第一で、け

がが起これば「実習制度」を続けていくこともままならなくなるかもしれませんの

で。 

 

海事振興部次長 

  検討させていただきます。 

 

部会長 

  御指摘ありがとうございました。 

 

委員 

  最低賃金に関する確認ですが、漁業については、８月末までに使用者側、労働者

側委員を決定すると言っておられましたが、恐らく例年どおり但馬地区で開催され

るわけですから、これまでどおり海員組合の委員を是非ともオブザーバーとして参

加させていただいきたい。なお、これまでは、神戸運輸監理部長宛の「意見書」を

提出させて頂いておりましたが、その過程を踏まずにお願いしたいと思います。 

 

海事振興部次長 

  セットかどうかの確認ですね。 

 

委員 

  はい。あの「意見書」は、兵庫県の最低賃金が全国１位だったのが、下がってき

たことから、ひとつには魅力回復に向けての要望と、労働者側委員として海員組合

から委員を出すということが合わさった「意見書」だったと記憶しています。恐ら

く使用者側の了承があれば、問題ないと思いますので、確認をお願いします。 

  本来であれば、神戸運輸監理部管轄の但馬地区でも、我々ユニオンの労働組合員

がいれば、当然、委員として出られるわけですが、組合員もインドネシア人の方し

か入っておらず、法律が変われば別かもしれませんが、インドネシア人の最低賃金

部分とは整合性がありません。 
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委員 

   たしか、「沖合底びき」の最低賃金部会の時ですが、オブザーバーとして参加さ

れ、且つ、意見を述べられていたと記憶しています。意見を述べられて、労使でお

話を進めるという話だったと思いますので、意見を述べる手順として、許可がもし

要るのであれば、手続き上のことかと思います。 

 

委員 

  最低賃金部会は、公開された協議ということが最初に確認されています。したが

って、漁協側からもオブザーバーが数名参加されていたものと認識をしています。 

 

部会長 

  事務局で、確認をして頂きますようお願いします。 

 

委員 

  最低賃金部会のスケジュールですが、各部会長になっている人は必ず出席しない

といけませんので、もし可能でしたら、早い段階で日程調整を行って頂けませんで

しょうか。２回の期日を前提に押さえておきたいので、メールでも構わないのでよ

ろしくお願いします。スケジュール（案）では、１０月か１１月ですね。 

 

海事振興部次長 

  まずは、１０月で調整をさせていただきます。 

 

委員 

  昨年、家族手当や１０数万円の「その他手当」が、最低賃金の一部に入っていて

どうかなという疑問など資料の懸案について、事務局の方で対処するという話があ

ったと思いますが。  

 

委員 

  最低賃金は、未組織船、未組織会社で就労している船員に対しての労働条件整備

にも繋がることなので、余り細かく言ってもしょうがないと考えます。 

 

委員 

  漁業の最低賃金について、普通、入れないような手当が入っているのは気になり

ますが、全部改定につながる恐れもあり、また、今までの慣行ということもあろう

かと思いますので、あまり詰めない方がいいのかなという気もしています。 
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部会長 

  ありがとうございました。 

  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。 

 

海事振興部次長 

  ９月１４日木曜日に、「内航未来創造プラン」説明会をこの庁舎５階海技試験場

で開催いたします。７０名程度のキャパがありますが、現在のところまだ空きが

ありますので、お時間が許す限りご参加を頂ければと思います。 

 以上です。 

 

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、９月２２日（金）、１５時３０分から、この調停室で行います。 

 


