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［第１６４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５月３０日（月） 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（欠） 

 （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 

  定刻となりましたので、第１６４回近畿地方交通審議会神戸船員部会を開催いた

します。 

今回の部会開催に当たりましては、委員の皆様方に日程調整のご協力をいただき、

誠にありがとうございました。議事に先立ち、お礼を申し上げます。 

  それでは、羽原部会長、よろしくお願いいたします。 

 

部会長 

  では、皆様、本日も簡潔な議事運営にご協力をお願いします。 

  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は、公益委員である渕委員、使用者委員である加藤

琢二委員が所用のため、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旨、ご報告いた

します。 

  続きまして、本日の配付資料について、ご確認をお願いいたします。 

  ・議事次第 

  ・資料１ 「第１６３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（４月分）」 

  ・資料３ 「全国版船員職業紹介実績一覧表（３月分）」 

  ・神戸船員部会情報 

  ・「閉鎖区画入域の事故」 

  資料のほうは以上となっております。おそろいでしょうか。よろしいですか。 

 

部会長 

  それでは、議事に入ります。 

  まず初めに、第１６３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。 

  気づかなかったのですが、９ページのところ、印刷の問題で、削除するところが

２か所残っておりましたので、これは横棒のところだけ取り除いていただければと

思います。別に内容に関係するところではございません。 

 

海事振興部次長 

  申し訳ございませんでした。 
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部会長 

  よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

部会長 

  それでは、異議なしということで、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、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。 

   ４月期の新規求人件数は３６件で、前月比－４件、前年同月比では＋１０件でし

た。月間有効求人件数は１０９件で前月比－２０件です。 

新規求職件数は２５件で、前月比＋９件、前年同月比は＋９件でした。月間有効

求職件数は６４件で前月比＋８件です。 

ちなみに新規求職者の平均年齢は５２．１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５件、求職側から見た成立件数が１件、月間有

効求人倍率は１．７０倍で前月比－０．６０ポイント、前年同月比では＋０．６２

ポイントとなっています。 

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３６件は、その内訳として甲板部の求人が２０件、機関部の求人が１５

件、司厨部の求人が１件です。船種別では、内航がタンカーを含む貨物船が３０件

で、その他船舶はタグボート等が６件、旅客船、漁船の求人はございません。 

新規求職者２５名は、内訳が甲板部の求職者が１４名、機関部の求職者が９名、

無線部１名、司厨部１名でした。 

年齢構成としては６０歳以上の方が１１名、５０代の方が６名、４０代２名、３

０代は２名、２０代が４名です。 

船種別では、外航のタンカーが１名、内航船のタンカーを含む貨物船の希望が１

６名、旅客船が４名、タグボートや作業船などのその他船舶の希望が３名、漁船が

１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。うち２人の方は

退職に至った経緯は不明です。もうお一人は若い方で経験が浅いことを会社が了解
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のうえ、雇用されたのですが、現場の船が即戦力では無いとダメとのことで退職を

促されたとのことです。 

 事業縮小で離職された方は２名いらっしゃいます。お一人は神戸管外の会社の方

で売船となっています。もうお一人の方は神戸管内の会社で売船により退職されて

います。 

  未経験の方ですが求職理由は不明ですが６０歳の方です。 

  また「その他」が多くなっておりますが、例えば、何年も前に下船されてから求

職票を提出された方などです。 

コロナに関連した求人・求職はありません。 

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６件となっております。 

 

紹介状況は後ほどご確認ください。新規求人、求職者数、月末未済求人・求職者

数の表につきましては、目立ったところとして、先程も軽く触れましたが無線部の

希望の方がおられます。また、月末未済求職者では先月から引き続き１級航海の方

がおられます。 

 

次に失業等給付の支給状況です。前月末現在の受給者は５名でした。４月は新規

増加がありませんでした。減少につきましては神戸管内で受給されていた方が海大

に入校するなどの方が２名ありましたため本月末現在受給者数は３名となりました。

基本手当の支給額は429,408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３月期の実績は、新規求人件数が１，１３１件、新規求職件数が３

４６件、有効求人倍率は３.３０倍で、前月比－０.１６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３月の有効求人倍率の全国値は１.

２２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）

では、宮城、長崎県など、１６県で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倍でこちらも前月と変

化はございませんでした。 

  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。 

 

（なし） 
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部会長 

  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、公益委員側から、先生方、何かございませんでしょうか。 

 

（公益委員なし） 

 

部会長 

  それでは、労働者委員から、よろしくお願いします。 

 

労働者委員 

  私から、何点かお話しさせていただきます。 

  まずは、冨士運油株式会社の自己破産について、ご報告いたします。 

  ３月２８日、東京地方裁判所に破産手続開始申立てを行い、自己破産が確定しま

した。組合として、組合員２９名の労働債権確保に取り組む中で、広島地方裁判所

福山支部に対し、ここの所有船舶でありますが、「にゅうよしの」２,９６７トン船

舶競売申立てを行い、４月１５日付けで船舶競売開始決定が交付されました。現在、

三原貝野第４号岸壁にて係船となっております。 

  ４月２７日付け、破産管財人より、乗組員に対して事業継続の断念と、５月３１

日付けで解雇予告など通知が送付されるとともに、「にゅうよしの」を破産財団か

ら５月２３日に放棄する考えが示されました。 

  また、５月２３日付けで、神戸地方裁判所に対して、「海成丸」３,８２５トン船

舶競売の申立てを行い、５月２４日付けで船舶競売開始決定が交付されました。現

在、兵庫埠頭Ｅバースにて係船となっています。 

  このような状況下において、組合員の労働債権確保に向けた活動として、労働組

合にできることとして、日本国憲法第２８条に「勤労者の団結する権利及び団体交

渉、その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定しており、ストライ

キは、それに当たります。 

  ストライキを行うにもルールはあります。今回の神戸港における船舶競売申立て

に至るストライキについても、一般投票を行い、ストライキの権利を確立した上で、

関係先に周知し、開始しました。会社や県労働委員会への通知をはじめ、船員と船

舶の安全の確保のため、ここ神戸運輸監理部、第五管区海上保安本部、水上警察署、

神戸市港湾局などへも連絡を行いました。その中で、関係者意識が低く感じられる

ことがありました。ストライキにおける、通称スト破りなどによる緊急出港により、

港内事故防止などのお願いをストライキ開始時に申し入れておりましたが、知床の

痛ましい事故が発生し、安全確保への再点検や内容の見直しがされているにもかか

わらず、行政の国民の命を守るための安全確保担保の意識が低下しているように思

いました。ストライキという行為がそれほど多く行われる行為ではないにしろ、船
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舶の安全確保次第では人命にも関わることも想定されます。行政におかれましては、

省庁を越えた連携と、危機管理意識の徹底と指導、監督をお願いしたいと思います。

これは要望です。 

  次に、船員にとって食事は、健康管理はもとより、船内生活の楽しみでもあり、

重要案件であります。また、働き方改革で労働時間の論議や若手船員の確保に司厨

部員の確保・育成は喫緊の課題であります。 

  今後の方向性のフォローアップの第２回の資料を見てみますと、今後の方向性と

確保に向けた取組として、水産高校食品系コースの卒業生に対する「船舶料理士と

の同等認定として認めてほしいと学校からの要望にあり」とありますが、要望して

いるのは、卒業と同時に調理師免許を取得可能な４校全てなのか、それとも夜間ダ

ブルスクールを初めとした受験可能な１校を含む５校なのかがまず質問ですが、ま

ず、この資料で言っている「船舶料理士と同等認定」というのは、今後どういうふ

うな認定をしていくのかも、またお知らせしていただければありがたいです。 

最終的にどのような位置づけになるのかを、今後、教えていただきたい。仮に例

えるならば、「准船舶料理士」とか「限定船舶料理士」とかが出来ていくのか分か

りませんが、具体的に分かっていれば、また教えていただければなと考えておりま

す。 

  現在の船舶料理士は、国交大臣交付の国家試験であり、陸上の調理師は、各都道

府県の実施する調理師試験に合格し、所在地の都道府県知事の交付の国家資格です。

大臣と知事の交付と考えれば、船舶料理士がちょっと上にあるようにも考えられま

すが、資料の今後の検討では、調理師は、乗船経歴のみで船舶料理士資格が交付可

能となるようですが、その逆方向は不可とされています。船舶料理士からの調理師

はできないという内容になりますが、同じ国家資格でありながら、能力差とは一体

何を示しているのかも分かれば教えていただきたい。今後検討されているのは、船

舶料理士試験と同等の科目を履行しなければならないことや、卒業後、乗船履歴を

有することですが、それ以外に必要とされる検討がなされているのであれば、その

辺もまた具体的に教えていただければと思います。 

  何はともあれ、船舶料理士の確保を前提とした考えのようですが、調理師から船

舶料理士になろうとする人は今後出てくるのかどうか。言い方は悪いですが、調理

師以下の位置づけのような船舶料理士になろうとする人は出てくるのか、甚だ疑問

です。 

  まずは本省に問い合わせていただいて、次回でも結構です。今後の検討会の中で、

進捗の中で分かることがあれば、その都度教えていただければ幸いです。まずは船

舶料理士の技術の検証と後継者の確保と育成を念頭に、新しく人数を増やすように

していただければなと考えておりますが、分かる範囲で、次回、教えていただけれ

ば幸いです。 

  今日の神戸船員部会情報の中にありますけど、「内航総連、労務管理者 講習会。

都内・オンラインで３００人」という記事が載っております。船員法施行規則等の



 

-7- 

一部を改正する省令における船員の働き方改革に向けて、船員を使用する船舶所有

者に対して、労務管理責任者の設置を新たに義務づけされました。内航総連では、

国土交通省認定として労務管理責任者講習がウェブと併せて開催されているようで

す。ちなみに講習料は２万円です。 

  これに参加した企業より、問い合せがありました。国交省認定講習ですので、国

交省にお尋ねいたします。 

  船員法などの改正、海事局船員政策課、事業者向け説明会の資料３０ページ、こ

ういう資料が今までに出されています。この３０ページから、労働時間の範囲、３

３ページ、「上長の命令により作業に従事した時間に限る」を前面に掲げ、食事に

ついて、乗組員個々が自分のために作る場合は労働時間とはならないので、司厨員

を下船させ、金銭を与え、個々の自由意志により食事をさせれば労働時間にもなら

ないとする考えを指導、講習しているようですが、船員法に定める、食料並びに安

全及び衛生を曲解させたような考え方、すなわち、船員の働き方改革に逆行した考

え方を国土交通省として指導、監督しているのかを、次回までに調査、回答をして

いただきたい。 

  仮に、夜中にカップラーメンを作ったぐらいなら理解はできますが、そういった

講習会を国土交通省が認定しているのかも含めて、ご説明願いたい。実際、そのよ

うに理解して、講習を修了した企業があることについての見解も併せて聞かせてい

ただきたい。 

  この資料と併せて、内航総連で日本海事代理士が作った資料が普通に出されてい

るみたいです。最後、労働時間に該当しない行為の例として、個人的に行う調理の

時間と書かれております。よもやすると、司厨部を全員下ろして、個々が勝手に作

る食事については、これは労働時間に入らないのだから、考え方が逆行してしまい

ますが、司厨部を下ろせというみたいな講習をしているのか。国土交通省海事局船

員政策課から出ている、「司厨員が乗船しない内航船の船内供食改善ガイドライ

ン」、この本の資料が出ていますが、２ページ目を真ん中ぐらいにあるのですけど、

「通常の運航業務に従事しながら、乗組員の好みを考慮しつつ、日々の献立を考え

て食材を調達・管理し、料理を作り続ける調理担当船員の負担は決して小さくあり

ません」。 

こういう書き方をしています。これは誰か１人にさせるので、船長の命令だとい

うこと。個々に全員がすれば、それは労働時間ではないという考え方を説明してい

るということを、どうもこの講習会でやっているのではないのですか。実際、そう

いう理解をしてきた会社があるのです。今の船員の働き方改革とは逆行するような、

労働時間だけをなくせればいいのだという考え方は如何なものかと思いますので、

その辺も含めて、国土交通省認定の講習会ですので、国土交通省としての考えを、

次回で構いませんので、お聞かせください。 

  私からは、この３点になります。分かる範囲で次回答えてください。 

  以上です。 
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部会長 

  よろしいですか、では次回にご回答いただきます。 

 

労働者委員 

  今、答えられるのでしたら、答えていただいても結構ですけれども。 

 

部会長 

  今の資料として、労務管理者の資料は、内航総連のホームページに出ているので

すか。 

 

労働者委員 

  これは出ていません。内航総連のホームページに出ているのは、国交省が出して

いる資料です。この資料の３０ページにも、それに近いようなことは書いています。

でも、そこまでのことを国交省が言うわけもなく、こっちの資料の「個人的に行う

調理時間を労働時間と認めない」。 

 

労働者委員 

  それの出どころを教えていただけますか、どこで手に入れたのですか。 

 

労働者委員 

  これは参加した会社から手に入れました。講習会でもらった資料ですね。日本海

事代理士会作成となっています。 

  

部会長 

  講習会資料ですか。 

 

労働者委員 

  あえて、ここでは会社の名前を伏せておきます。そういう理解を会社はしている

のですよね。 

 

公益委員 

  １点、確認してもよろしいですか。裁判所の東京地裁で自己破産の申立てを会社

がされて開始決定が出て、今、管財人がついていて、解雇予告の書類などが労働者

に渡されたりして、申立人の財産について管財人が換価手続を、売船とかをされて

いる、そういうことですよね？ 

 

労働者委員 

  そうです。 
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労働者委員 

  これも趣旨としては、労働債権が一定額ありますので、それの確保がなかなか困

難になってきた。管財人との話の中で、このままだったら労働債権の確保がままな

らない状況になってきたことから差押えになった状況です。 

 

公益委員 

  差押え。労働債権は、優先権があると思いますけど、労働債権の確保が難しくな

くなってきている。 

 

労働者委員 

  管財人の話しだと、なかなか確保が厳しいなという状況が見えてきました。 

 

部会長 

  それでよろしいですか。 

  ありがとうございました。 

  先程の質問に関して、何かご意見ございますか。 

 

海事振興部次長 

  今、お答えをできるものがございませんので、すみませんが、お時間をいただき

たいと思います。 

 

部会長 

  では、次回ということで。 

  ほかによろしいですか。 

  

公益委員 

  今日、部会長から頂きましたこの資料についてですが、２ページにある、この間

の閉鎖区域内の事故で、閉鎖区域に入る際に、吸着缶式呼吸具を装着したけれども、

結局、それは酸素欠乏から保護はできないと。炭化水素及び毒性蒸気の濃度超過並

びに酸素欠乏から保護はできない。そうすると、今回の分だとアセトンを、荷揚げ

が終わって、タンクのクリーニングをしようという話のようですが、そういった場

合のタンククリーニングの際に、この呼吸具って、別の呼吸具になるのですか。 

もちろん、濃度とかは測らないとはいけないとは思いますけど、それプラス何か

装着をするのですか。安全対策のところで、適切な保護具の用意と使用があって、

それぞれ、いろいろ用意するため。 

 

部会長 

  用途と対応する毒物に応じて、それを使い分けないといけないことはあります。 
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公益委員 

  だから、保護具は１つ用意しておいたらいいのではなくて、何種類もあって、そ

れぞれに応じたものを装着していくという話ですか。 

 

部会長 

  はい。その毒物等に対応できるものが必要です。 

 

海事振興部長 

  吸着缶式呼吸具と書いています。これは酸素があるところでないと役に立たない

です。要はフィルターみたいなもので、酸素があって、この場合だとアセトンが有

害物質であれば、そのアセトンに対応した吸着缶であれば、アセトンを吸着して、

酸素だけは入ってくるので息ができますけど、この場合は、どうも酸素欠乏みたい

です。タンク自体に酸素がない状態なので、この吸着缶式呼吸具を着けて入っても、

酸素がない状態ですから、タンク内の空気を吸った瞬間に酸欠になって意識を失っ

てしまいます。 

だから、酸素の濃度を測った上で中に入らないといけません。酸素がない状態で

あれば、いわゆるスキューバダイビングじゃないですけども、空気ボンベから空気

を吸って入れば、酸素がないところでも活動ができます。状況に合わせて保護具も

使い分けないといけないというのが、今、羽原先生がおっしゃったことになります。 

 

公益委員 

  この分だと、酸素濃度は当然入る前に確認、チェックするとして、酸素濃度が基

準を下回っていたら、最初にすることとは。 

 

海事振興部長 

  本来は入る前に空気を入れて、中の有毒ガスとかを抜く換気作業をしないといけ

ないのですが、どうもそれをせずに入ったようです。 

 

公益委員 

  分かりました。 

 

労働者委員 

  実態として、酸素ボンベを担いで入ることってあるのですか。普通は、担ぐより

も、送風機で風を送るということはありますが、今ボンベを担いでみたいなお話で

すが。 

 

海事振興部長 

  直接は多分ないと思います。救助活動に入る場合であれば、あり得ます 
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部会長 

  そうですね。 

 

労働者委員 

  タンククリーニングで、わざわざボンベを使ってとか。 

 

海事振興部長 

  多分ないと思います。通常はタンクにファンを使用して空気を入れ、換気を行い、

酸素がある状態にし、酸素濃度を測定し安全を確認してから作業を始めています。 

 

公益委員 

  中で倒れている人を救助する際に、救助する方が入らないといけないときに、酸

素ボンベを装着して入る。そういうことですね？ 

 

海事振興部長 

  そうですね。 

 

公益委員 

  ありがとうございました。 

部会長 

  あと、労働者側からなければ、使用者側から何かございますか。 

 

（使用者委員なし） 

 

部会長 

  行政はいかがでしょうか。 

 

海事振興部次長 

  前回の部会において、労働者委員からご質問いただきました件につきまして、後

ほど、井澤労政課長から回答させていただきますが、関連するところがございます

ので、先に私から、神戸船員部会情報について報告をさせていただきます。 

  部会情報の最初につけていますのは、４月２３日に発生いたしました、北海道知

床の痛ましい事故を受けての緊急的に実施することになった、安全点検、安全対策

に係るプレスリリースとなっております。当監理部管内においても速やかに実施し

ておりますので、ご報告申し上げます。 

  次に、中央における船員部会で出されております、交通審議会への諮問第４０５

号、４０６号をつけております。こちらにつきましては、育児休業、介護休業法と

雇用保険法の一部を改正する法律執行に伴い、国土交通省令及び告示について規定
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の整備を行うためのもので、今後のスケジュールは、６月上旬に答申、６月末に交

付、１０月１日施行予定と聞いております。 

  右肩に資料２と記載された、諮問の４０６号の裏面をご覧いただきたいと思いま

す。 

  労働者委員のご質問は、２．概要の（３）の後半、「出生時育児休業制度に関し」

から、末尾の「併せて説明するよう留意することを新たに規定する」と記載されて

いる部分について、具体的な範囲をお聞きしたいということであったかと思います

が、そういう理解で間違いないでしょうか。 

  ありがとうございます。 

  その件については、後ほど回答させていただきます。 

  以降については、スクラップ記事、内航海運の輸送動向、月例経済報告と定例的

なものとなっておりますので、またご覧いただけたらと思います。また、先ほど新

たなご質問を頂戴いたしましたので、そちらにつきましては、改めて確認しますの

で、お時間をいただきたいと思います。 

  私からは、以上です。 

  では、続けて、井澤労政課長より、前回の質問についての回答を申し上げます。 

 

船員労政課長 

  今回のこの規定につきましては、船員が制度を理解した上で、自らの意思で、こ

の出生時育児休業を含む育児休業期間及び出生時育児休業期間における就業を決定

できるように、育児休業給付制度、社会保険料免除の要件を事前に説明する必要が

あったという説明、事前に説明する必要性を示したものでありまして、例示いただ

いたような、この日程だったら休暇を取ったほうが有利だよとか、具体的に踏み込

んだ説明を、そこまでを求めているものではありません。 

あくまでも船員から具体的な要望は、上記の事前説明を踏まえて、船員自ら提示

することを前提とした制度設計になっております。ただし、その説明をした上で、

船員から、自身が考えている育児休業計画ではどのような扱いになるのか教えてほ

しいという要望があれば、会社として、親切心で個別的な具体説明をするのは、そ

ういう場合はあるかもしれませんが、あくまでも制度としましては、事前に説明を

して、する場合という形になってございます。 

 

労働者委員 

  このページの最後では、「育児休業給付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に留意」。現場が説明。聞かれて説明するのでは

なくて、その前に説明しなさいと書いているので、余計なお世話かなという意見で

す。 
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海事振興部次長 

 補足すると、現在も社会保険料の免除は制度としてあるかと思いますが、不公平感

がある制度となっていますので、それが改正されるということです。新制度では、

取得日数で条件が変わってきますので、前の制度で、もし、取られた人が同じ感覚

で取ると、かからないなと思っていたものが、かかる可能性がある。そういったと

ころを事前に説明しなさいよということです。 

  

労働者委員 

  了解しました。 

 

海事振興部長 

  制度について厚生労働省が出しているのですけども、それがベースになって船員

法も直したところだと思います。厚生労働省のホームページを見ていただければ、

個別周知について、こういった参考様式で記載すればいいですよという例が出てい

ます。それには大体必要なことが書かれているので、それを提示することで周知す

ることになると思います。 

  厚生労働省のホームページを見ていますと、育児・介護休業の改正について、育

児休業に関する制度、産休の指定、育児休業の給付に関すること、そういうことを

面談か、書面の交付か、ファクスもしくは電子メール等いずれかの方法で周知しな

さいと書いています。さらに厚生労働省のホームページには、説明に関する資料も

載せていますので、詳細はそちらで確認していただければと思います。 

 

労働者委員 

  わかりました。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

 

労働者委員 

  もう一つ質問がありました、全国の旅客船業者に対する緊急安全点検の実施で、

これらについても２５日から実施するように、神戸管内管轄についてもやりました

とあります。 

 

海事振興部次長 

  そうです。 

 

労働者委員 

  何か新聞を見ると、数字はうろ覚えで申し訳ございません、１３８社に対して行
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うという報道がなされたと思いますが、神戸の管轄内はその全てが終わったという

認識でよろしいですか。 

 

海事振興部次長 

  はい。終わっています。 

 

海上安全環境部調整官 

  １３８ですか。 

 

労働者委員 

  報道、新聞にそう書いていたと思います。 

 

海上安全環境部調整官 

  実際に事業者と船舶に立入りは全てに終わっておりまして、あと、緊急性があり

ましたので、ほかの事業者さんには、自己点検表でチェックリストをお送りさせて

いただいております。それは、５月２日で締切り、回収し、運航労務監理官で確認

しているところです。 

 

労働者委員 

  周知先に点検を。 

 

海上安全環境部調整官 

  そうですね。実行としては送って、まだお返しいただけていない社もあるので、

その辺りは連絡を随時進めているところです。 

 

労働者委員 

  神戸の管轄で１３８社もあるのですか。 

 

労働者委員 

  数字はうろ覚えなのですが、たしか新聞報道では。 

  

労働者委員 

  １３８社なのか、事業所を含めた１３８か所なのか。 

 

海上安全環境部調整官 

  先ほど申しました、実際に行った会社と自己点検表を送った会社の総数ですけど、

私が思っていますのは１２５だったと思っています。 
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労働者委員 

  それでも、それだけの数の会社があるのですか。 

 

海上安全環境部調整官 

  旅客船だけじゃなく、例えば通船的なお仕事をされているのもありますので。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

 

労働者委員 

  はい。 

 

部会長 

  ありがとうございました。ほかに何かございますか。 

 

（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 

  また今回、新たに労働者委員から頂戴いたしました質問については、お時間をい

ただいて確認をしたいと思います。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

 

海事振興部次長 

  はい。 

 

部会長 

  特にございませんので、では、これで終了とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

海事振興部次長 

  ありがとうございます。 

  次回は６月２４日になりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 


