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［第１０９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１０月２７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）羽原部会長（欠）、関根委員、渕委員（欠）、奥見委員 

 （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、戸井海事振興部次長、 

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 ］ 

 

部会長代理 

  それでは、船員部会を開催いたします。 

  本日は羽原部会長が欠席のため、私が議事の進行を行います。 

  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、羽原部会長、渕委員、鴨頭委員が欠席です。 

  資料を確認します。 

  ・議事次第 

  資料１「第１０８回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第１０９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（８月分）」 

  資料４「第６１回船員労働安全衛生月間 活動実績報告」 

  「神戸船員部会情報」 

  資料は、以上でございます。 

 

部会長代理 

  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） 

 

部会長代理 

  続いて、平成２９年９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９月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数３１人、前月より１７人減、前年同月より２４人減。 

   職員部員別 職員   ２６人、部員    ５人。 

   船種別   内航船  ２８人。 

           うち 近海非国際貨物船  ２人、 

              沿海貨物船    １８人、 

              旅客船       ８人。 

         その他船舶 ２人。 
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         漁船    １人。 

   職種別   甲板部  １１人、機関部  ２０人。 

   雇用期間別 常用雇用 ２７人、期間雇用  ４人。 

   月間有効求人数９１人、前月より６人増、前年同月より３２人減。 

 

  ☆新規求職数１１人、前月より８人減、前年同月より９人減。 

   職員部員別 職員    ９人、部員    ２人。 

   船種別   内航船   ６人。 

           うち 沿海貨物船     ６人。 

         その他船舶 ４人。 

         漁船    １人。 

   職種別    甲板部   ５人、機関部   ５人、事務部   １人。 

   年齢別   ３０歳未満          ４人、 

         ３０歳以上４０歳未満     ２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          ３人。 

   離職理由別 本人都合  ４人、その他   ７人。 

   月間有効求職数３９人、前月より１０人減、前年同月より２人減。 

 

  ☆求人側から見た成立数は８人、前月より６人増、前年同月より２人増。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・液化ガスばら積み船）    二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・ガット船）         二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・ガット船）         航海士 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（平水・ハーバータグ）       甲板員 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（沿海・貨物船）          一機士 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（沿海・貨物船）          一機士 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（近海非国際・液化ガスばら積み船） 二機士 常用雇用 

   機関部 旅 客 船（平水・旅客船）          機関長 期間雇用 

   

☆求職側から見た成立数は８人、前月より１人増、前年同月より４人増。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・セメント船）       二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・ガット船）        二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・ケミカル船）       二航士 常用雇用 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）         甲板員 常用雇用 

    甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）         甲板員 常用雇用 

    甲板部 その他船舶（平水・ハーバータグ）      甲板員 常用雇用 

    機関部 内航貨物船（沿海・ガット船）        機関長 常用雇用 
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    機関部 旅 客 船（平水・旅客船）         機関長 期間雇用 

    ＊ハーバータグ、旅客船は、神戸の求人者と神戸の求職者との間の成立。 

 

   ☆紹介件数２９３件、うち、求人者向け２４８件、求職者向け４５件。 

 

   ☆月間有効求人倍率２．３３倍、前月より０．６０ポイント増、 

    前年同月より０．６７ポイント減。 

 

   ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】８．８％、就職率２０．５％。 

 

   ☆失業等給付月末受給者数２人。前月、前年同月と同数。 

    失業等給付  ３人、延べ４人、支給額約２９万円。 

    就職促進給付 ２件、約８１万円。 

    支給総額 約１１０万円、前月より約６９万円減。 

  以上です。 

 

部会長代理 

  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。 

 

委員 

  月間有効求人倍率が高いのは、本当に船員が不足している会社が求人票を出さ

れているのか、それとも、とりあえず出されたということなのかが不鮮明で、実

数として合うのか合わないのかが懸念されます。あくまで、今のところは想像に

すぎませんが。 

 

部会長代理 

  合致していないということですか。仮に、それがわかった場合は何か指導を行

うのでしょうか。 

 

船員職業安定係長 

  基本的には、求人票がでてくる度に、ある程度の指導はしています。一件の求

人票に対して、５人・１０人というような沢山の求人が出されても、船員側も警

戒をしますので、やみくもに求人票をだしたとしても船員は来ないということを

船会社には伝えています。 
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部会長代理 

  不成立の内訳の中で、「連絡をしたら乗船中とのことで断られた」という説明が

ありましたが、すでに他社で決まったということですか。 

 

船員労政課長 

そういうこともあるかもしれませんが、乗船中の会社と比較をされて判断され

ているのだろうと思います。 

 

部会長代理 

  もっといい条件だったら、転職も考えたということですね。 

 

船員労政課長 

  そこまでは、はっきりと断言はできませんが。 

 

海事振興部長 

最近、乗船中の方からの求職が多い傾向にあり、９月の新規求職でも１１名中

６名が乗船中の方からでした。現状より少しでもよい条件のところに移りたいと

いう方が最近増えてきているという感じです。 

 

部会長代理 

  失礼にならないように、「乗船中」という理由でもってご返事されたということ

でしょうね。 

  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 

   小学校４年生４６名を対象に、船員の人材育成、子供達に海に親しんでもらうこ

と等を目的とした、「ロープワーク」や「京都大学水族館の見学」を１０月２６日

に和歌山県の南紀白浜で実施しました。なお、当日は風の影響もあって、予定し

ていたグラスボードができませんでしたが、「船のエンジンの大きさ等」の説明会

を開いたところ、かなりの盛況でした。 

 

委員 

  合わせて、大阪の夢洲のホテルで、若年船員（男女）による「コミュニティ・

スクールin大阪」を１０月３日及び４日に開催し、親睦を深めていただきました。
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また、１０月１７日には、四日市の小学生６００名を対象とした「体験乗船」を

実施したことも報告します。 

 

部会長代理 

  ありがとうございました。 

  行政側からいかがでしょうか。 

 

海上安全環境部調整官 

  【資料４「第６１回船員労働安全衛生月間 活動実績報告」について説明】 

 

部会長代理 

  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、御意見がありましたらお願いします。 

 

委員 

  水質検査に関してですが、不適切があった場合どうなるのですか。また、不適切

であっても、再検査により適合した場合はどうなりますか。 

 

海上安全環境部調整官 

  船員労働安全衛生規則では、飲用水について、少なくとも１年に一回、地方公共

団体等の行う水質検査を受けなければならないと明記されています。この水質検査

の結果、当該飲用水の水質が飲用に適さないと判断された場合は、速やかにタンク

内の飲用水の交換その他必要な措置を講じなければなりません。なお、適合してい

れば、この証明が１年間は有効となります。 

 

部会長代理 

  ありがとうございました。 

  最後に、事務局から連絡事項がありましたら、お願いします。 

 

海事振興部次長 

  前回の船員部会で、委員から旅客船の最低賃金の中に「３年未満の事務部員」を

設定できないだろうかというお話がありましたので、事務局から国土交通省船員政

策課労働環境対策室に照会をしていましたが、現在、室内において検討中とのこと

で、明確な回答をいただけていない状況です。中央でまだ設定がされていないこと

も含めて、なかなか地方では現在のところできそうにない状況であるということを

ご報告させていただきます。 
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部会長代理 

  ありがとうございました。 

 

委員 

  今、最低賃金の話がありましたが、各最低賃金部会の予定はどうなっていますか。 

 

海事振興部次長 

  神戸の最低賃金専門部会の開催につきましては、神戸漁業（沖合底引き網）最低

賃金専門部会を１１月１５日、神戸海上旅客運送業最低賃金専門部会を１１月２０

日に開催する予定ですが、内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金専門部会につい

ては、次回１１月３０日の船員部会と同じ日に実施できるかどうかを、決着がつか

なかった場合のことも想定し、日程調整をしているところです。 

   

委員 

  各最賃専門部会の資料は、当日にいただけるということでよろしいですか。 

 

海事振興部次長 

  各委員の皆様には、できるだけ早い段階で資料をお渡しさせていただきます。 

 

部会長代理 

  できましたら、打合せも１回は行いたいです。 

 

 委員 

   資料は、メールでの配付となりますか。 

 

 海事振興部次長 

   はい、そうですが、各委員の皆様へはご説明にお伺いする予定です。 

 

部会長代理 

  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１１月３０日第５木曜日１５時３０分から、この調停室で開催します。 

  本日は、ご苦労様でした。 


