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［第９８回 近畿地方交通審議会 神戸船員部会議事録］ 

 

 １．日 時  平成２８年１１月２２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（欠）、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、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） 船員に関する特定最低賃金の改正について 

 （３） 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、羽原委員、加藤委員の２名が欠席です。 

  資料を確認します。 

  ・議事次第 

  資料１「第９７回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第９８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（９月分）」 

  資料４「船員に関する特定最低賃金の改正に係る調査・審議結果の報告」 

  資料５「平成２７年度最低賃金審議等状況」 

  資料６「めざせ海技者セミナーｉｎ ＫＯＢＥ」 

  「神戸船員部会情報」 

  「神戸船員部会日程表」 

  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２８年１０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２８年１０月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数２１人、前月より３４人減、前年同月より２６人減。 

   職員部員別  職員    １６人、部員     ５人。 

   船種別    内航船   １２人。 

             うち  沿海貨物船     ３人、 

                 平水貨物船     １人、 
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                 旅客船       ８人。 

          その他船舶  ９人。 

   職種別    甲板部    ９人、機関部  １１人、事務部   １人。 

   雇用期間別  常用雇用  ２１人。 

   月間有効求人数１０３人、前月より２０人減、前年同月より５人増。 

 

  ☆新規求職数２０人、前月と同数、前年同月より４人減。 

   職員部員別  職員    １５人、部員     ５人。 

   船種別    外航船    ２人。 

             うち  遠洋貨物船     ２人。 

          内航船   １１人。 

             うち  近海非国際貨物船  １人、 

                 沿海貨物船     ９人、 

                 旅客船       １人。 

          その他船舶  ５人。 

          漁船     ２人。 

   職種別    甲板部   １２人、機関部    ８人。 

   年齢別    ３０歳未満            ３人、 

          ３０歳以上５０歳未満       ８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   ９人、会社都合    ４人、その他  ７人。 

   月間有効求職数４８人、前月より７人増、前年同月より５人減。 

 

  ☆求人側から見た成立数は２人、前月より４人減、前年同月より７人減。 

   甲板部 その他船舶（沿海・清掃船）    甲板員 期間雇用 

              漁   船（第１種乙・沖合底びき）甲板員 期間雇用 

 

  ☆求職側から見た成立数は４人、前月と同数、前年同月より１人減。 

   甲板部 内航貨物船（近海非国際・貨物船） 一航士 常用雇用 

       内航貨物船（沿海・貨物船）    一航士 常用雇用 

   甲板部 その他船舶（沿海・清掃船）    甲板員 期間雇用 

              漁   船（第１種乙・沖合底びき）甲板員 期間雇用 

 

  ☆紹介件数２４３件、うち、求人者向け１７２件、求職者向け７１件。 

   成立数のうち、１件はハローワークとの連携による成立。 

 

  ☆月間有効求人倍率２.１５倍、前月より０.８５ポイント減。 
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   前年同月より０.３０ポイント増。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】１.９％、就職率８.３％。 

 

  ☆失業等給付月末受給者実数２人、前月と同数、前年同月より２人減。 

    失業等給付  ２人、延べ３人、支給額 約４４万円。 

    就職促進給付 １件、約３０万円。 

    高年齢求職者給付金 なし。 

    支給総額 約７４万円。前月より約１１７万円減。 

 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きまして、御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

  管内取扱求人者成立一覧表に、航行区域が第１種乙とありますが、漁船の区分の

概略はどうなっていますか。 

 

船員職業安定係長 

  船種の種類によって、第１種、第２種、第３種と分けられ、航行区域の広さによ

って甲乙丙と分けられており、「乙」であれば若干違いますが、大体、近海区域に

近似です。この船は「第１種乙」ですので、近海区域程度の航行を認められている

大きな「底びき網」の漁船です。 

 

部会長 

  漁船の区分は、今後、「ＳＴＣＷ－Ｆ」で、変わる可能性はあるのでしょうか。

情報はありますか。 

 

委員 

  船舶の航行区域の設定までは聞いていないです。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  ハローワークとの連携での成立は、今回が初めてですか。 

 

船員労政課長 

  今回が初めての成立です。 
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部会長 

  職種はなんですか。 

 

船員労政課長 

  底びき網の漁船で、職種は甲板員です。 

 

部会長 

  先ほどの「第１種乙」の漁船ですね。この甲板員の人は、ハローワークから情報

を得て、神戸運輸監理部へ問い合わせをしたということですね。 

 

船員労政課長 

  はい。求職者がハローワークの掲示を見て、神戸運輸監理部に問い合わせがあり、

成立に至ったものです。 

 

部会長 

  今後、このような形で広がっていくのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  求人票に「未経験者でも可」とあれば、まず、求人者に対して、ハローワークへ

の掲示の要否を確認することになっています。そして、求人者の了解があればハロ

ーワークへの掲示をすることとなりますが、求人者の了解が得られなかった場合は、

ハローワークへの掲示はできません。また、ハローワークへ掲示となっても、私ど

も地方運輸局側の窓口で成立する場合もありますので、何ともいえません。 

 

委員 

  求人側がハローワークの掲示を、断ることは多いですか。 

 

船員労政課長 

  現在のところ、半々くらいです。 

 

委員 

  半々くらいですか。憶測ですが、ハローワークに掲示することで、対象外の人達

からたくさんの応募がきてしまうからでしょう。 

 

船員労政課長 

 それは、一概にはいえません。 
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 委員 

  ハローワークとの連携が始まってから、ずっとこういうスタイルですか。 

 

船員労政課長 

  平成２６年の通達に定められています。まだ２年ぐらいしか経過をしていません

ので、取扱が浸透するのはこれからかと思います。 

 

部会長 

通達が出ているのですか。職を探している人にとっては、情報がたくさんある方

がいいと思いますが、何でそのような制限があるのでしょうか。 

 

委員 

  未経験者でも可といっているものの、できることなら経験者が欲しいということ

ではないでしょうか。 

 

委員 

  誰でも彼でも応募してほしくないということですね。ハローワークは、月々７万

人もの方が利用していますから、管理しきれない数の求職者が来てしまうと思って

いるのではないでしょうか。 

 

委員 

  極端な事を言えば、求人側に、船員になりたい人でなければもたないという考え

があるのではないですか。 

 

部会長 

  以前に比べると求人数が随分と増えていますが、求職者が増えないということで、

ますます人材不足になっていくということですね。 

 

委員 

  神戸管内で、定年になった人や、５０歳後半以上で内航船に乗っていた方が、地

元の神戸に戻ってきて、年金をもらいながら、１０日間でも働けるようなところは

ないかというような方はいますか。 

 

船員職業安定係長 

  いますが、実際にマッチする求人がないので、相談だけでも終わるケースもあり

ますし、話を聞いて求職票まで書かれる方もおられます。 
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部会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、議題の２に入りたいと思いますが、「船員に関する特定最低賃金の改

正について」で、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業、神戸海上旅客運送業、神戸

漁業沖合底びき網の３業種について、最低賃金専門部会を設置し、調査審議を行っ

ておりました。 

  資料の４に基づいて、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業専門部会における調

査・審議の結果について御報告をいただいた上で、答申（案）の審議を行いたいと

思います。 

  それでは、内航の最低賃金専門部会長より御報告をお願いいたします。 

 

委員 

  先週木曜日、１１月１７日に第１回「神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃

金部会」を開催しました。御参加いただきました委員の皆様、本当に長い時間、御

協力いただき、ありがとうございました。 

  神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金の改正について、下記のとおり結論

とするという形で御報告いたします。 

  １、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金（平成９年神戸海運監理部最低

賃金公示第１号）については、適用する船員に係る最低賃金の職員「２４５，１５

０円」を「２４６，５００円」に、ただし書きの職員「２２８，７００円」を「２

３０，０５０円」に、はしけ長「２４５，１５０円」を「２４６，５００円」に、

部員「１８６，５５０円」を「１８７，９００円」に、ただし書きの海上経歴３年

未満の部員「１７７，２５０円」を「１７８，６００円」にそれぞれ改正すること

が適当であるとしたいと思います。 

 

部会長 

  それでは、ただいま、報告がありました件について、審議をお願いいたします。

御意見、御質問ございませんでしょうか。 

 

委員 

  特に質問はありません。本当に、使用者側の委員の方にご理解をいただきありが

とうございました。今後、若い人達が、神戸の船会社や、海運を希望することを切

に願っております。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  他にございませんでしょうか。使用者側からいかがでしょうか。 
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委員 

  異議は、ございません。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  それでは、以上報告のとおり御承認をいただいたということで、特にないようで

したら、次に、資料４の答申（案）について事務局より御説明をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  ［資料４「船員に関する特定最低賃金の改正に係る調査・審議結果の報告」を 

説明］ 

 

   なお答申は、「神戸海上旅客運送業」が１１月３０日、「神戸漁業（沖合底びき 

網）」が１２月１４日に予定されている専門部会で調査・審議の結果を得て、直近で 

開催される船員部会で確定する各答申案と合わせて処理したいと考えています。そ 

の点もあわせてご審議下さい。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  答申（案）についての説明をいただきましたが、御意見、御質問ございませんで

しょうか。 

   

  それでは、特にないようでしたら、最低賃金の改正に関する答申（案）について

は資料４のとおりとして、旅客、漁業の答申（案）とあわせて、近畿地方交通審議

会長へ御報告を申し上げたいと思います。 

 

  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、１１月８日から８日間、開催しました「第７７回定期全国大会」に際し、

神戸船員部会長から祝電を賜り、御礼申し上げたいと思います。同大会も無事終え、

向こう２年間の活動の基調が決定されましたので、船員政策にかかわる部分では、

皆様のお力添えを賜りながら、力強く活動していきたい思っていますので、そのと

きはぜひ御協力をお願いしたいと思っています。 
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部会長 

  行政側からいかがでしょうか。 

 

船員労政課長 

［資料６「めざせ海技者セミナーｉｎ ＫＯＢＥ」を説明］ 

 

海事振興部長 

  当日神戸港に寄港する練習船には、商船高等専門学校の４年生が乗っていまして、

４月に進級した後に就職活動が始まるということで、その前段でのこのセミナーは、

会社の話を聞けるちょうどいい機会だと思っています。 

 

部会長 

  高等専門学校は、新しい乗船のスタイルに変わっているということですか。 

 

海事振興部長 

  はい。４年生で５ヶ月の実習の最後です。 

 

部会長 

  ４年生が５ヶ月と、５年生が最後の６ヶ月とシステムが変わったことに対し、い

い評価は出ていますか。 

 

海事振興部長 

  まだ、直接学校から聞いていませんが、「海に向かう心構え」が変わり、やる気

のある学生が出てきたという話は聞こえています。 

 

委員 

この海技者セミナーに関し、専攻科がある水産高校等にはアプローチはしますか。 

 

部会長 

  どの範囲までお知らせをされる予定ですか。 

 

船員労政課長 

  周知先は、神戸港に寄港する練習船に乗船している実習生、国の機関である各地

方運輸局、兵庫労働局、ハローワーク、海技大学校を含む海事系の学校、水産系高

校とともに、兵庫県内の工業高校や調理師学校です。 
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部会長   

ありがとうございました。 

  それでは、安全総点検等について海上安全環境部調整官、よろしくお願いします。 

 

海上安全環境部調整官 

  ［「年末年始の輸送等に関する安全総点検、安全運航講習会（小型漁船乗組員対 

象）」を説明］ 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  御質問等ございませんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

部会長 

  その他にありますでしょうか。 

 

海事振興部長 

  海技大学校の寮の一時閉鎖について情報を得ました。同校には、「西寮（定員約

70名）」と「東寮（定員約150名）」の２つの寮がありますが、「西寮」は、かなり

早くから耐震基準を満たさないということで予算要求がされていました。今年度、

補正予算が措置され、まもなく工事に入る予定とのことです。また、「東寮」につ

いて、今年に耐震審査を実施したところ、かなり厳しい診断結果が出ました。 

  海事教育機構は、「西寮」の工事に着工し、「東寮」は使用しないと方針です。

その結果、外航船社、内航船社の研修生に貸与できる寮がない状態が、来年以降続

く見込みです。このため、研修に派遣される会社等に研修生の寮を確保できない等

のご迷惑をおかけするので利用各社に説明に上がる予定とのことです。 

  なお、各海上技術学校や海上技術短期大学校を出て、３級海技免状を取得する２

年間在学するコースについては、工事期間は近くの住宅を借り上げて対応する予定

とのことです。 

 

部会長 

  ゆくゆくは改修するということですね。 

 

海事振興部長 

  機構としては、今後も予算要求をしていくことと聞いています。 
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部会長 

    それでは、最後、事務局から連絡事項等がありましたらお願いします。 

 

（連絡事項） 

 

部会長 

  ほかになければ、本日の部会はこれで終了します。 

  次回は１２月２０日第３火曜日１５時３０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。 


