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［第９９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１２月２０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）、関根委員、奥見委員 

 （労働者委員）鴨頭委員、除補委員（欠）、山原委員 

 （使用者委員）南委員（欠）、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） 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、除補委員、南委員の３名が欠席です。 

  資料を確認します。 

  ・議事次第 

  資料１「第９８回近畿地方交通審議会神戸船員部会議事録（案）」 

  資料２「第９９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（１０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「答申（案１）（案２）」 

  資料６「平成２８年度最低賃金審議等状況」 

  資料７「ＩＭＯの概要」 

  資料８「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（国土交通省関係）」 

  資料９「小型漁船員向け安全運航講習会」 

  「神戸船員部会情報」 

  「神戸船員部会日程表（案）」 

  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 

  ありがとうございました。 

  続いて、平成２８年１１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１１月の、管内の雇用状況等を説明します。 

  ☆新規求人数２２人、前月より１人増、前年同月より９人減。 
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   職員部員別  職員   １９人、部員     ３人。 

   船種別    外航船   １人。 

             うち 近海貨物船     １人。 

          内航船  １５人。 

             うち 沿海貨物船    １３人、 

                旅客船       ２人。 

          その他船舶 ４人。 

          漁船    ２人。 

   職種別    甲板部  １５人、機関部  ５人、無線部  ２人。 

   雇用期間別  常用雇用 ２２人。 

   月間有効求人数８８人、前月より１５人減、前年同月より５人減。 

 

  ☆新規求職数５人、前月より１５人減、前年同月より１０人減。 

   職員部員別  職員    ２人、部員     ３人。 

   船種別    内航船   ４人。 

             うち 沿海貨物船     ３人、 

                旅客船       １人。 

          その他船舶 １人。 

   職種別    甲板部   ３人、機関部  １人、事務部  １人。 

   年齢別    ３０歳以上５０歳未満      ４人、 

          ５０歳以上６０歳未満      １人。 

   離職理由別  本人都合  ３人、会社都合 １人、その他  １人。 

   月間有効求職数３９人、前月より９人減、前年同月より７人減。 

 

  ☆求人から見た成立数は９人、前月より７人増、前年同月より２人増。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・タンカー）   一航士 常用雇用 

       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）    二航士 常用雇用 

       その他船舶（沿海・清掃船）    航海士 常用雇用 

       旅 客 船（沿海・旅客船）    甲板員 常用雇用 

       漁   船（第一種丙・沖合底びき）甲板員 常用雇用 

   機関部 内航貨物船（沿海・ガット船）   一機士 常用雇用 

       その他船舶（平水・警戒船）    一機士 常用雇用 

       その他船舶（沿海・清掃船）    機関士 常用雇用 

 

  ☆求職から見た成立数は３人、前月より１人減、前年同月より１人減。 

   甲板部 内航貨物船（沿海・貨物船）    一航士 常用雇用 

       その他船舶（沿海・曳船）     航海士 常用雇用 
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   機関部 その他船舶（沿海・清掃船）   機関士 常用雇用 

 

  ☆紹介件数２０４件、うち、求人者向け１７１件、求職者向け３３件。 

 

  ☆月間有効求人倍率２．２６倍、前月より０．１１ポイント増、 

   前年同月より０．２４ポイント増。 

 

  ☆充足率【成立数（求人）／月間有効求人数】１０．２％、就職率７．７％。 

 

  ☆失業等給付月末受給者数１人。前月より１人減、前年同月より１人増。 

    失業等給付  ７人、延べ１１人、支給額 約１１１万円。 

    就職促進給付 ５件、約９１万円。 

    高年齢求職者給付金 なし。 

    支給総額 約２０２万円。前月より約１２８万円増。 

 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 

  成立一覧表に、「清掃船」とありますが、どのような船でしょうか。 

 

船員労政課長 

  船舶航行の安全確保のため、海面に浮遊するゴミや流木の清掃・回収を行って

いる船です。 

 

委員 

  この船は、行政からの依頼に基づいて、海の清掃をされているのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  船舶所有者は国土交通省（近畿地方整備局港湾空港部）で、自らの業務として

海面清掃等を行っています。 

 

部会長 

  船名は、なんといいますか。 
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船員労政課長 

  船名は、「Ｄｒ．海洋」といいます。 

 

部会長 

  求人側の成立９というのは非常に多い数で、ここ１０年を見ても高い数字である

ことが分かります。一時期、７０歳の人も見受けられましたが、年齢も若返り４０

歳代から下の方ばかりですね。 

  造船の方でも、高齢の方は大体リタイヤして、平均年齢も若返ったというのが出

ていましたよね。 

 

海事振興部長 

  はい。しかし一方で造船は、若い人への技術の継承がうまくいっていない問題が

あるので、研修所などを造船所側で整備していると聞いています。 

 

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、神戸海上旅客運送業、神戸漁業沖合底びき網の２業種について、

調査審議を行っておりました。資料４に基づいて、神戸海上旅客運送業最低賃金専

門部会、神戸漁業沖合底びき網最低賃金専門部会の調査、審議の結果について、そ

れぞれ御報告をいただいた上で、答申案の審議をすることにしたいと思います。 

   

委員 

  それでは、神戸海上旅客運送業最低賃金専門部会における調査、審議の経過及び

結果について報告いたします。 

  １１月３０日に調査、審議を行いました。その結果、専門部会として資料４の１

のとおり、神戸海上旅客運送業の船員に係る最低賃金額の職員「２４１，４００

円」を「２４２，７００円」に、部員「１７９，６００円」を「１８０，９００

円」にそれぞれ改正することが適当であるとの結論に至りました。 

いずれも一律１，３００円のアップです。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  次に、神戸漁業沖合底びき網最低賃金専門部会における調査、審議の経過及び結

果について、私の方から御報告いたします。 

  １２月１４日香住町にて調査、審議を行いました。その結果、専門部会として資

料４の２のとおり、神戸漁業沖合底びき網の船員に係る最低賃金額「１９６，８０

０円」を「１９９，８００円」、３，０００円アップに改正することが適当である
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との結論に至りました。 

  以上です。 

 

  この２件、まとめて御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

  労働者側から御感想はどうですか。 

 

委員 

  念願であった神戸漁業沖合底びき網の最低賃金が、日本一に復活したということ

で、次年度も頑張っていくという気構えです。 

 

部会長 

  旅客船部会長より、何か補足説明はありますでしょうか。 

 

委員 

  旅客については、労使の委員の先生方が直接お話をしていただきまして、円満に

１，３００円アップをしてもらっています。１回で審議が終了しました。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  漁業については、大台の２０万円という話もありましたが、使用者側から、そこ

まで上げてしまうと地元の経営者に対する説明が非常に苦しくなるというお話があ

りました。ただ、中部局並みという金額を目安として議論がスタートし、公益と労

働者側、公益と使用者側、使用者と労働者とそれぞれ個別で議論を重ね、円満合意

の額であることを、合わせて御報告します。 

 

委員 

  旅客船ですが、次年度以降の課題になるかと思いますが、家族手当が慣習のもと、

最低賃金に含まれているとのことでした。陸上では家族手当は含まれていませんの

で、今後も、船員については、最低賃金に家族手当を含んでいくのかは、本省との

お話になるのでしょうか。 

 

船員労政課長 

  来年の１月１９、２０日に、本省において、全国の船員労政課長が集まる会議が

予定されており、そこで議論をしていただく案件として、神戸から上げています。 

 

海事振興部次長 

あと、旅客船の最低賃金調査の中で、離島航路の小型船舶の船長については、比

較的簡単に免許が取得できます。しかも、高度な船員教育を受けてない者でもなれ
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ることから、２４２，７００円の金額については、非常に実勢と合わなくなるので、

離島航路にかかわって、例えば内航船で設けられている「若年職員」、「若年部

員」のようなカテゴリーができないかという提案が調査の中でありましたので、こ

れについても課長会議で意見を上げたいと考えています。 

  

委員 

  離島航路といえども、それは如何なものかと思います。 

 

海事振興部次長 

  離島航路といっても、２０トン未満の小型船舶に限ってのことです。 

 

委員 

  ライセンスが違う小型船舶との事ですが、同じ船長職であり、尊い人命を預かっ

て運航しているわけですので、最低賃金に差が生じるのは、船員政策に逆行してい

るのではないですか。当然、組合側としては、最低賃金は同じであるべきものと考

えます。 

 

委員 

  今の賃金でさえなり手がない中で、さらに最低賃金を下げて、応募があるのかと

思います。船員の大半は、海技教育機関出身者の可能性が高く、海技免状とともに、

１級小型船舶操縦士免許まで取ってくる必要があるのかということです。 

  また、１級の小型船舶操縦士免許を持っていたとしても、すぐ船長として操縦で

きるかといえば、法律上もできないという形になっていますので、さらに底辺を下

げることは、実質上・制度上も得をしてないように聞こえます。 

 

委員 

  航行区域が、湖沼、河川の場合は労基法適用なので、船員最賃は無関係ですが、

適用されている船員の見直しはおかしいと思います。 

 

部会長 

  これは、課長会議の中で議論されていくということですね。 

  わかりました、ありがとうございました。 

 

（日程調整） 

 

部会長 

  それでは資料５の説明をお願いいたします。 
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海事振興部次長 

  先月に皆さんに諮っていただきました内航船も含めて、資料５の答申（案）１、

（案）２にまとめています。今回は旅客船と沖合底びき網ですので、上げていただ

いた１，３００円、３，０００円を加味して、近畿地方交通審議会に答申（案）と

して報告していきたいと思います。 

  今後の手続は、近畿地方交通審議会会長から私どもの神戸運輸監理部長に対して

答申され、意見公示、発効公示の１カ月後に発効という流れになっております。 

  以上です。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 

  資料５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 

  答申（案）という形で上げるのですか。 

 

海事振興部次長 

  神戸船員部会長の名前で、このような答申を出してくださいという（案）として

出します。したがって、宛名人は近畿地方交通審議会会長の名前になっています。 

 

部会長 

  神戸船員部会部会長から、近畿地方交通審議会会長宛に出て、最終的に、神戸運

輸監理部長宛にこの（案）で行くということですね。これには、別紙の委員名簿が

つくということでしょうか。 

 

海事振興部次長 

  名簿は、省略させていただいております。 

 

部会長 

  このスタイルは全国共通ですか。 

 

海事振興部次長 

  当運輸監理部が上申している過去の例を調べましたが、このスタイルでした。い

くら上がったとか、何％上がったとか、いつ審議したとかは書かれていませんでし

た。適用方の中に、先ほど指摘のあった最低賃金に算入しない賃金のうち、「家族

手当」が明文化されていません。 
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部会長 

  わかりました。 

  資料５の答申（案）、案１、案２で、内航船の答申（案）と合わせて、近畿地方

交通審議会会長へ報告するという形ですね。 

 

海事振興部次長 

  近畿地方交通審議会会長から行政に答申するという形になります。 

 

委員 

  最賃の広報はどのようになされるのでしょうか。発効になった後、例えばホーム

ページに載せるとか、あるいはチラシの配布とかは、しないのですか 

 

海事振興部次長 

  まず、答申に関する官報公示を１５日間行い、異議がなければ、発効に関する官

報公示を行います。官報公示を行った３０日後から発効となります。 

  広報は、１２月２８日に大臣決定の発効があり、それと同様の処理を行います。 

具体的には、船舶所有者、雇用主、関係機関などへは、直接文書で通知する手順

となっています。 

また、私どものホームページにも掲載する予定です。 

 

海事振興部長 

  神戸運輸監理部長からもプレス発表の話が出ていますので、最終的に決定した時

点で、行うこととなります。 

 

部会長 

  わかりました。ありがとうございます。 

  それでは、御異議がないようですので、これを答申（案）として、付託に基づい

て神戸船員部会長名で近畿地方交通審議会会長へ報告します。 

  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、使用者委員なし） 

 

委員 

  来年の１月１０日１６時から全日本海員組合関西地方支部で旗開きを開催します。

ご参加よろしくお願いします。 

 

 



 
-10- 

部会長 

  私も参加させていただく予定にしておりますので、よろしくお願いします。 

  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６「平成２８年度最低賃金審議等状況」を説明 ］ 

  

委員 

  一点、お願い事です。各最低賃金専門部会には、参加している委員、参加してい

ない委員がおられますので、参加していない委員に対しても資料配付の検討をお願

いします。 

 

部会長 

  各最賃部会委員の方は資料があって経過もわかりますが、出られてない方も、次

年度以降に委員の可能性もあるので、経過を知っておくという意味では、資料を配

布することはいいことだと思います。ただ、議事録については、全部非公開ですの

で、ご了承願います。 

 

委員 

  それは、旅客船協会にもいただけるということですか。配れるのであれば配って

おきたいと思いまして。 

 

部会長 

  情報としては、シークレットなものではなく、議論のための資料ですから、よろ

しいのではありませんか。 

 

海事振興部次長 

  承りました。では、次回しかるべく対応します。 

 

部会長 

  ありがとうございます。 

  それでは、資料７について説明をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  ［資料７「ＩＭＯの概要」について説明］ 

   

 部会長 

  私が前回に、この情報が間違っているのではないかと指摘したのですが。 
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海事振興部次長 

  ご指摘のあった「機関」と「機構」の差違は の確認はできませんでした。 

 

部会長 

  その当時は、政府間海事協議機構だったので、そこはきちんとした用語で書いて

もらったほうがいいかなと思います。もう一度、確認だけお願いいたします。 

  また、ＩＭＯという言い方は日本の政府提案で、通常は「イモ」というのですが、

「イモ」というのはあまりいい言い方ではないということで、日本政府から「アイ

エムオー」という言い方をすべきという提案をしたという話を聞いたことがありま

す。  

 

ありがとうございました。 

  それでは、資料８について説明をお願いします。 

 

船員労政課長 

 ［資料８「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（国土交通省関係）」につい 

て説明］ 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

  次に、資料９の説明をお願いします。 

 

海上安全環境部調整官 

  ［資料９「小型漁船員向け安全運航講習会」について説明］ 

   

部会長 

  ありがとうございました。 

  救急救命講習のＣＰＲは何の略ですか。 

 

海上安全環境部調整官 

  心肺蘇生法です。 

 

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。 
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海事振興部次長 

  １２月１４日、来年２月９日に開催予定の「めざせ！海技者セミナーｉｎ ＫＯ

ＢＥ」についてのプレス発表を行い、神戸船員部会情報の５ページに掲載された記

事を添付しています。過去最大級の参加規模で、私どもも力を入れてやっていきた

いと思っております。 

 

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１月２７日第４金曜日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。 

 


