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［第１６３回 近畿地方交通審議会 神戸船員部会議事録］ 

 

 １．日 時  令和４年４月２２日（金） １５時３０分から 

 ２．場 所  神戸運輸監理部 調停室 

 ３．出席者 

 （公 益 委 員）羽原部会長、奥見委員、櫻庭委員、渕委員 

 （労働者委員）浦委員、和田委員、中野委員 

 （使用者委員）南委員、加藤（潔）委員、加藤（琢）委員（欠） 

 （運輸監理部）馬谷海事振興部長、大山海事振興部次長、 

松村海上安全環境部調整官 

 （事 務 局）井澤船員労政課長、西田船員職業安定係長 

 ４．議 事 

 （１） 管内の雇用状況等について 

 （２） その他 

 ５．閉 会 
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［ 議 事 概 要 ］ 

 

海事振興部次長 

  若干定刻には早いですが、皆様お集まりいただいておりますので、第１６３回近

畿地方交通審議会神戸船員部会を開催させていただきます。 

  なお、このたび、４月１日付けの人事異動によりまして神戸運輸監理部長が替わ

りましたので、議事に入る前に若干お時間を頂き、委員の皆様方へ、ご挨拶を申し

上げます。 

 

運輸監理部長 －挨拶－ 

 

海事振興部次長 

  監理部長は、ここで退席をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  先月の部会において、事務局メンバーも総替えとお伝えいたしましたが、今回、

ご参考までに、お手元に配席図をお配りしておりますので、ご覧ください。 

  前回、出席できておりませんでした神戸運輸監理部メンバーにつきまして、紹介

させていただきます。 

 

海事振興部長 －挨拶－ 

 

海上安全環境部調整官 －挨拶－ 

  

海事振興部次長 

  それでは、部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

部会長 

  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 

  本日の出欠状況につきまして、使用者委員の加藤琢二委員が所用により欠席され

ております。船員部会運営規則第９条の規定により定数は満たしておりますので、

本船員部会は有効に成立していることをご報告いたします。 

  続きまして、資料の確認に入らせていただきます。 

  ・議事次第 

  ・資料１ 「第１６２回近畿地方交通審議会 神戸船員部会 議事録（案）」 

  ・資料２ 「神戸管内職業紹介実績（３月分）」 

  ・資料３ 「全国版船員職業紹介実績一覧表（２月分）」 

  ・神戸船員部会情報 
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  以上となっております。過不足等ございませんでしょうか。 

  ありがとうございます。 

 

部会長 

  それでは、議事に入ります。 

  まず初めに、第１６２回船員部会の議事録の承認について、お諮りします。 

  お手元に配付されています資料１の議事録をご確認ください。（案）のとおり承

認してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

部会長 

  異議なしで、承認されたものといたします。 

  続きまして、議題について審議したいと思います。 

  まず、議題（１）、管内の雇用状況等について、船員労政課長から、ご説明をお

願いします。 

 

船員労政課長 

それでは、資料２に基づいて、神戸管内の船員の雇用状況等について簡単にご説

明いたします。 

   ３月期の新規求人件数は４０件で、前月比＋１０件、前年同月比では＋１８件で

した。月間有効求人件数は１２９件で前月比＋２９件です。 

新規求職件数は１６件で、前月比＋１件、前年同月比は同数でした。月間有効求

職件数は５６件で前月比＋４件です。 

ちなみに新規求職者の平均年齢は４８．９歳、月末有効求職者の最高年齢は７４

歳の方でした。 

次に、求人側から見た成立件数が６件、求職側から見た成立件数が７件、月間有

効求人倍率は２．３０倍で前月比＋０．３８ポイント、前年同月比では＋１．３２

ポイントと大幅な増加・回復となっています。 

 

１ページ飛ばしていただきまして、求人・求職・成立の内訳（管内）をご覧くだ

さい。 

新規求人４０件は、その内訳として甲板部の求人が１７件、機関部の求人が２１

件、司厨部の求人が２件です。船種別では、外航のケミカル船が２件、内航がタン

カーを含む貨物船が３１件で、フェリーを含む旅客船が２件の併せて３３件、その

他船舶はタグボート等が５件、漁船の求人はございません。 

新規求職者１６名は、内訳が甲板部の求職者が１１名、機関部の求職者が５名、

司厨部の求職者はございませんでした。 
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年齢構成としては６０歳以上の方が３名、５０代の方が３名、４０代が８名、３

０代は１名、２０代が１名で、半数の方が４０代の方です。 

船種別では、タンカーを含む貨物船の希望が１１名、タグボートや作業船などの

その他船舶の希望が５名です。 

 

次のページ新規求職者年代別離職理由をご覧ください。 

  求職者の離職理由のうち会社都合の方が３名いらっしゃいます。お一人は転船を

断りほかに転船できる船が無いとのことで会社と話し合いの結果会社都合で退職と

なられました。もうお一人はご自身で探された会社に航海士で採用が決まっていた

のですが、乗船前に会社から断られたとのことで、会社は船長ができる方を求めら

れていたとのことです。最後の方は船内のトラブルで下船、退職されたとのことで

す。トラブルの理由までは把握できておりません。 

  また今月はお一人倒産による退職の方がおられます。会社は神戸管外の会社です。 

  事業縮小で離職された方も１名いらっしゃいます。こちらも神戸管外の会社で海

外売船により退職されています。 

  未経験の方はお二人とも陸上で運転手をされていて給与面で海上職を希望されて

おられます。 

コロナに関連した求人・求職者ですが先ほどの未経験の方お一人がコロナで収入

が減ったとのことです。 

 

次のページ成立一覧表をご覧ください。先ほど簡単に触れましたが３月は求人成

立数、求職成立数併せて１３件となっております。二桁の成立は昨年８月の１３件

以来７ヶ月ぶりでした。 

紹介状況、新規求人、求職者数、月末未済求人・求職者数の表は後ほどご確認を

お願いいたします。 

 

次に失業等給付の支給状況です。３月は新規増加が２名、減少が１名となったた

め前月末現在受給資格者数４名を合わせまして１名増の５名です。減少理由がその

他となっていますが、海技大学校での受講が終了しご自宅に戻られたため移管とな

ったものです。３月末現在の受給資格者は実人員で１名増の５名です。基本手当の

支給額は919,098円で、他に高年齢求職者給付金612,950円を支給しております。 

 

次に、資料３の、本省海事局が取りまとめた全国の船員職業紹介実績についてご

説明いたします。 

全国の船員の１月期の実績は、新規求人件数が１，１４８件、新規求職件数が２

４９件、有効求人倍率は３.４６倍で、前月比＋０.３０ポイントでした。 

これに対し、厚生労働省がとりまとめた陸上職２月の有効求人倍率の全国値は１.

２１倍で前月比＋０．０１ポイントです。全都道府県別の有効求人倍率（就業地）
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では、青森、秋田、富山、愛媛、高知、福岡県は前月を下回りました。 

また、兵庫労働局発表の就業地別の有効求人倍率では、兵庫県が１．０８倍 で

前月と同数です。ちなみに、近畿２府４県全体では１．０６倍で前月比＋０．０１

ポイントでした。 

  簡単ではありますが、私からの説明は以上です。 

 

部会長 

  ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いします。 

 

労働者委員 

  会社都合による３名の退社という、今、お話があったところですが、分かる範囲

で、転船による退職の件ですが、Ａ丸からＢ丸に転船しなさいという話ですね？そ

れが嫌だから辞める、転船がなければ逆に言うと退職しないで済む話で、Ａ丸に乗

り続けたいから辞めるなら自己都合になるでしょうし、会社都合による退職にする

理由が分からない。 

仮に、陸勤の人を船に乗せるので辞めるという話であれば、ちょっと理解はでき

るのですが、転船により辞めたい人は自己都合になる、その背景を分かる範囲で教

えて下さい。 

 

船員労政課長 

  その方がおっしゃられたことが、あくまでも会社との話合いの結果、会社都合と

なったという報告をいただいていまして、あくまでも転船を会社から言われました。

ただ、転船するのが嫌だったので断ったのですが、会社との話合いの結果、会社の

都合で降りましたと。 

 

労働者委員 

  おかしいですね、別に転船させなければいいだけなので。辞める必要はないのか

なと。陸勤の人がよく船に乗ることになったら、辞めたいと言うことはあります。

また、船から陸勤となったら辞めるという話もよくあるのですが、転船ですか？ 

 

船員労政課長 

  転船とお聞きしております。 

 

労働者委員 

  分かりました、ありがとうございました。  
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労働者委員 

  私も１点。先ほどの会社都合の話ですけど、報告の２点目だったと思いますが、

雇入れの会社の役職と実際が違ったので会社都合による退職。これはどのようなパ

ターンですか。その方が失業保険をもらいながら求職し、入った会社がそういう話

で、聞いていた話と違う、それだったら会社都合で辞めると言ったのか、ある程度、

失業保険の半年内、権利が発生した上で、それを待って辞めたのか、いずれにして

も会社都合の場合、失業保険は待期期間が無いですよね。その対象になったのかど

うか。 

会社都合は、その会社が会社の都合による退職と認めたら、失業保険的には会社

都合という話ですね？ 

 

船員労政課長 

  はい、そうです 

 

労働者委員 

  こういう理由の場合は会社都合とは違いますよ、船員労政課で退職理由について

おかしいですねという話はないですか？やはり船員にとって退職事由の自己都合と

会社都合の違いは失業手当の待期期間の有無が大きいので、どのような理由で会社

都合となったのかなと。 

 

船員労政課長 

  この方は、以前も失業保険を受けていない状態で、当課に求職票をいただいてい

ましたが、その方ご自身が自力で会社を見つけられまして、求職票を取り下げられ

ました。その会社の船に乗るため会社から正式に雇用されて、乗る直前に会社との

話合いで、会社はどうやら船長を探されていたみたいです。ところが、その方が航

海士でないと駄目だということで、いろいろ会社との話合いの結果、会社都合で退

職になったとお聞きしております。 

 

労働者委員 

  その人、失業手当を受給されていなかったのですね。 

 

船員労政課長 

  受給されていませんでした。 

 

労働者委員 

  いわゆる会社都合で辞めたということは、一旦雇入れした後ですか。 
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船員労政課長 

  いえ、雇入れする前でした。 

 

労働者委員 

  それで会社都合ですか？ 

 

海事振興部次長 

  船社には雇用されて、船舶の乗組みの雇入れはされてない。会社には雇われて、

在籍はされており、乗船前の待機期間という状態であったと。 

 

労働者委員 

  保険はかけた後だったということですね？ 

 

海事振興部次長 

  そういうことです。 

  

労働者委員 

  ということは退職理由が会社都合なので、その人は権利がすぐ発生するのです

ね？  

 

海事振興部次長 

  その会社単独では受給資格としては発生していませんが、それ以前の経歴を足せ

ば最終の退職理由は会社都合となります。 

 

労働者委員 

  分かりました。 

 

部会長 

  そのほか、何かございませんか。 

 

（なし） 

 

部会長 

  ほかにないようでしたら、議題（２）、その他に移ります。 

  皆様から何かございましたら、ご発言をお願いします。 

  まず、公益委員としてございますか。よろしいですか。 

 

（公益委員なし） 
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部会長 

  では、労働者側から何か。 

 

労働者委員 

  国土交通省海事局から出ている、「子の養育または家族の介護を行い、または行

うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための事業

主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案」について、概要ですが、

最終的には、公布日が今年の６月末、施行は１０月１日ですが、雇用主が何をしな

ければならないのかという調査が入っております。 

概要の最後の（３）の中に、当該船員またはその配偶者が妊娠または出産したこ

となどを申し出たときは、当該船員に対して育児休業に関する制度をお知らせする、

こういう内容で休業ができますというお知らせですが、ここまではこれまでの法律

の中であった話なので事業主が講じなければならない措置と理解したわけですが、

もう一つ、休業中の就業の仕組みについて知らせる、その内容を教えるときには、

休業、育児休業中及び育児休業期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日

数によっては、その要件を満たさなくなる可能性があることについても併せて説明

するよう、新たに規定するとあります。 

  仮に船員さんが「いついつから取りたい」と言った場合に、「いや、そこで取っ

たら保険料の免除にならないから、もう少し前にしろ、後にしろ」と、余計なお世

話ですが、そこまで会社が具体的に説明しなければいけないのか調べていただきた

い。 

この制度について、会社が従業員に中身を周知するのはこれまでの項目にあるの

ですが、保険料率が免除になるのか、ならないのか。船員の希望するする日程では

免除にならないのでやめておきなさいというところまで踏み込んで会社が説明をし

ないといけないのか。それをまた規定するとなっているので、どこまで踏み込んで

会社としては説明が必要なのか分かれば、また教えてください。 

  以上です。 

 

部会長 

  ほかにございませんか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

部会長 

  それでは、使用者側から何かございませんでしょうか。 

 

（使用者委員なし） 
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部会長 

  私からは、４月１９日から２２日までの間、「Ｓｅａ Ｊａｐａｎ」が、東京のビ

ッグサイトで開催され、２０日と２１日に行ってまいりました。主たるテーマとし

ては、自動運航船です。「Ｓｅａ Ｊａｐａｎ」の開催も４年振りですが、出展は以

前と同じような状況でした。 

特に「ＭＥＧＵＲＩ２０４０」で、２０４０年には内航船の５０％が自動運航に

なることを目指して取組まれていましたが、それがまず大きなテーマで、他に、環

境問題対策とＧＨＧガスの削減、安全管理の問題が主たる対象となっていました。

とりわけ自動運航船に向けてのいろいろな検証と対応がなされていることを認識し

てまいりました。 

また、船員に関するフォーラムで用いられていた言葉で、元の言葉は「タイムマ

ネジメント」ですが、日本語では「勤怠管理」とされていました。これはデジタラ

イゼーションにかかわるマネジメントの中で取り入れられていたので、なぜこの

「怠」を使うのか聞いてみました。「労働作業管理」とか「労務管理」なら分かる

のですが、「怠」がなぜ入ったのかと聞いたのですが、分からないということで、

後日、また資料を収集していこうと思います。 

このように、船員の管理も、いろいろ新たなデジタルトランスフォーメーション

の中でＡＩを使うなど、ますます進んできていると認識をした次第です。少し雑駁

ですが、ご報告させていただきました。 

  行政からは、いかがでしょうか。 

 

海事振興部次長 

  先ほど、労働者委員から頂戴しました意見につきましては、本省に確認します。

どの程度回答ができるかは分かりませんが。 

 

労働者委員 

  会社として、どこまで説明義務が必要になってくるのかを教えていただけました

ら。 

 

海事振興部次長 

  はい。どの辺まで説明義務が発生するかというところをポイントに確認します。 

 

労働者委員 

  そうですね。「新しく規定する」になっておりますので、会社としてどこまで説

明責任があるのか。船員が「４月１日から取りたい」と言ったら、「それでは保険

料が安くならないからこの日程にしなさい」みたいな余計なお世話になってしまう

ような気がするので。 
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海事振興部次長 

  次回の部会で回答させていただきます。 

 

労働者委員 

  了解しました。 

 

海事振興部次長 

  ありがとうございます。 

  あと、私から若干説明をさせていただきたいところがございます。 

  神戸運輸監理部内の業種別の船員最低賃金につきましては、ご承知のとおり、４

月１０日から発効されております。皆様方にご審議等いただきましたことにつきま

して、改めまして、お礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  また、他局の情報となりますが、前回の船員部会の折りに決定しておりませんで

した部分について、ご参考までに報告をいたします。船員部会情報の冒頭を見てい

ただきたいと思います。 

  全国の審議状況につきまして、右端に赤字で標記しております、北陸信越、中部、

四国、九州の４局につきまして、いずれも４月８日に公示され、５月８日から発効

になっております。この部分が前回時には決まっていなかったと思いますので、こ

の場をお借りして報告いたします。 

  以降の資料につきましては、３月２８日にプレスリリースされました「令和４年

度船員災害防止実施計画」の概要並びに業界新聞のスクラップ、内航海運の輸送実

績、月例経済報告となっておりますので、また後ほど、改めてご覧いただけました

ら幸いです。 

  私からは以上です。 

 

部会長 

  ほかに何かございますか。 

 

公益委員 

  添付資料、国土交通省のプレスリリースの２枚目で、「船員の災害防止計画」が

書いてあって、右のほうの「重点を置くべき船員災害の種類に対応した取組」の中

の矢印の「中毒」は、中毒への対策とありますが、この「重点を置く」の意味が分

からなかったので教えてほしいなと思います。 

 

海事振興部長 

  酸欠とかですね。 
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部会長 

  そうです。酸欠とか有毒ガスへの対策です。 

 

公益委員 

  酸欠ですか。 

 

労働者委員 

  油などを運んだ後、空タンクの中に入ってタンクを拭いたり、掃除したりするの

で。 

 

公益委員 

  拭いたりする際に、空気が酸欠状態になった。 

 

部会長 

  有毒ガスの場合もあるし、酸欠の状況もあります。これは、本当は計測して、事

前に安全を確認して入るのですが、実作業では案外、酸欠で事故が発生し、タンク

クリーニングをしているときに、そういうガス類、有毒ガス類などを吸い込むこと

があります。 

 

公益委員 

  例えば清掃する際に、酸素を測るメーターがありますが、それを持って入るよう

に。 

 

部会長 

  事前に測ります。 

 

公益委員 

  事前に測っているのですが、清掃をしている間にガスが上がってきたり、酸素濃

度が下がってくることがあるのですね。 

 

労働者委員 

  上から大きな扇風機で風を送って、中の有毒ガスを抜くのですが、抜け切らない

場合があります。 

 

労働者委員 

よくあるケースで、一旦貨物室に入っていって、人が倒れた。助けに行った人も

また倒れた。有毒ガスが血中に入ったら駄目なので、その酸素濃度を調べる機械が

あるのですが、ホースでエアーを放り込んで、大丈夫な状態で作業をする。それか
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マスクをするという作業を行うための、安全確認をする必要があるということです。 

 

公益委員 

  これが、「重点を置くべき」ということは、結構な頻度で起こり得る話ですか。 

 

部会長 

  はい。この事故は割と多く発生しています。閉鎖空間の事故ですから。 

 

労働者委員 

  どうしてもＡ点からＢ点までは黒い油を持っていって、Ｂ点からＣ点までは白い

油を持っていくのに１回拭く必要があります。 

 

公益委員 

  拭いているときに。分かりました、ありがとうございます。 

 

部会長 

  そのほか、何かございますか。よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

部会長 

  なければ、進行を事務局にお返しします。 

 

海事振興部次長 

  羽原部会長、議事進行をありがとうございました。事務局、不慣れのため、ご迷

惑をおかけしました。 

  次回の船員部会につきましては、５月２７日１５時半から開催させていただきま

す。よろしくお願いいたします。なお、時節柄、クールビズでお越しいただければ

幸いかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の部会につきましては、これにて終了とさせていただきます。今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 


