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［第１６５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６月２４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（欠）、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 

 （運輸監理部）馬谷海事振興部長（欠）、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 

  まだ、加藤琢二委員がおみえになっておられませんが、定刻となりましたので、

第１６５回近畿地方交通審議会神戸船員部会を開催いたします。 

  羽原部会長、議事進行のほどをよろしくお願いいたします。 

 

部会長 

  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、委員の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、公益委員である櫻庭委員が所用により欠席され

ております。また、先ほど申しましたが、使用者委員の加藤琢二委員の参加が若干

遅れていますが、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、本部会は有効に成立していることをご報告いたします。 

  なお、行政側より海事振興部長の馬谷が所用のため欠席させていただいておりま

すが、ご容赦くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、本日の配付資料のほうのご確認をお願いいたします。 

  ・議事次第 

  ・資料１ 「第１６４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（５月分）」 

  ・資料３ 「全国版船員職業紹介実績一覧表（４月分）」 

  ・神戸船員部会情報 

  ・「第１６４回委員質問項目」 

  ・「海難審判と内航オペレーター」 

  以上となっております。おそろいでしょうか。 

 

部会長 

  それでは、議事に入ります。 

  まず初めに、第１６４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 

  異議なしということで、承認されたものといたします。 
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  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）の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。 

   ５月期の新規求人件数は３７件で、前月比＋１件、前年同月比では＋２４件でし

た。月間有効求人件数は１２０件で前月比＋１１件です。 

新規求職件数は１６件で、前月比－９件、前年同月比は＋１件でした。月間有効

求職件数は６４件で前月と同じでした。 

ちなみに新規求職者の平均年齢は４６．７歳、月末有効求職者の最高年齢は７３

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９件、月間有

効求人倍率は１．８８倍で前月比＋０．１８ポイント、前年同月比では＋０．７３

ポイントとなっています。表では月間有効求人倍率が＋０．１７ポイントとなって

いますが、四捨五入の関係で０．１７ポイントと標記されています。 

 

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３７件は、その内訳として甲板部の求人が２８件、機関部の求人が９件

です。船種別では、内航がタンカーを含む貨物船が２５件で、その他船舶はタグボ

ート等が６件、旅客船５件、漁船１件でした。 

新規求職者１６名は、内訳が甲板部の求職者が９名、機関部の求職者が７名でし

た。 

年齢構成としては６０歳以上の方が３名、５０代の方が５名、４０代２名、３０

代は４名、２０代が２名です。 

船種別では、内航船のタンカーを含む貨物船の希望が９名、旅客船が１名、タグ

ボートや作業船などのその他船舶の希望が４名、漁船が２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今月は会社都合の方がいらっしゃいませんでした。 

 事業縮小で離職された方は１名いらっしゃいます。お一人は神戸管内の会社で売

船により退職されています。（家島のガット船です） 

   未経験の方ですが３名おられます。男性２名、女性１名で男性の内２０歳代の方は

ネットの求人をご覧になられて未経験でも求職が可能と知り、登録され、管外のケミ

カル船の機関員として採用が決まりました。 

   女性の方は３０歳代の専業主婦の方です。ちなみにこの表の成立数には入っており
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ませんが、この方は６月に入りまして管外の会社に甲板員で採用されております。 

  また「その他」のその他は、失業保険が満了し求職票が失効したため再度提出さ

れた方などが含まれております。 

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５月は求人成

立数６件、求職成立数９件、併せて１５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、１級航海の方が新規でお一人、月

末未済求職者では先月から引き続きの方がお一人おられます。 

 

次に失業等給付の支給状況です。前月末現在の受給者は３名でした。５月は新規

増加が６名、その他１名は、神戸管内の方で海技大学校に受講された方です。減少

につきましては本月で支給期間が満了された方がお二人ありましたため本月末現在

受給者数は８名となりました。基本手当の支給額は2,249,610円を支給しております。 

また、その他給付金につきましては、ご覧の通りとなっております。 

 

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４月期の実績は、新規求人件数が１，２７４件、新規求職件数が３

４９件、有効求人倍率は３.１８倍で、前月比－０.１２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４月の有効求人倍率の全国値は１.

２３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、広島など９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１．０９倍 で

前月比＋０．０１ポイントです。ちなみに、近畿２府４県全体では１．０８倍で＋

０．０２ポイントとなっております。 

  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 

  お聞きしますが、１ページのこの求人数について、本年度４月、５月３７名、令

和３年５月、前年対比で１３名、約３倍になっていますが、その割に求職は１５と

１６名とあまり変わらないですね。 
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船員労政課長 

  はい。 

 

労働者委員 

  これ読み解いたときに、辞める人が３７名と多くいて、去年から３倍ぐらいにな

っていますが、求職の人は変わらない。これだけを見たら、船員の年齢は年々高く

なってリタイアする人が多くなっています。若い人が辞めれば、求職も同じように

上がるはずですよね。求職が変わらないで、求人を募集する、抱えとる船員さんが

年を取ってリタイアして全体的にどうなっているのかなと思うのですが、どうでし

ょうね。 

 

船員労政課長 

  そこまで、実際に船乗りを辞められた方について、今すぐ把握しているような資

料が手元にございませんので、これ持ち帰らせていただいてよろしいでしょうか。 

 

労働者委員 

  はい。どういう傾向からなのかなという質問です。 

 

船員労政課長 

  分かりました。 

 

労働者委員 

  あと失業保険のところですが、高年齢求職者給付金は、６５歳以降は、一時金み

たいなものですよね。 

 

船員労政課長 

  そうです。 

 

労働者委員 

  横の欄の就職促進給付金、これは支給されていて、途中で就職が決まれば、残り

の分に対して支給されるのですか。 

 

船員労政課長 

  そうですね。就職が決まった際に支給されます。 

 

労働者委員 

  会社の制度で、定年退職になり失業して、失業手当を申請する場合と、定年前に

辞めて失業した場合は、自己都合になりますよね。それの差って出てくると思いま
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すが。 

 

船員労政課長 

  まず、定年で辞めた場合は、当然、定年退職という形になりますが、自己都合に

なりますと給付制限がかかります。 

 

労働者委員 

  給付制限がありますよね。 

 

船員労政課長 

  はい。一般的に２か月ですね。 

 

労働者委員 

  ２か月、今短くなっていますね。 

 

船員労政課長 

  そうですね。若干、以前よりは短くなったと聞いていますが、それがまず１つあ

ります。 

  あと給付期間も、人によって若干前後しますので一概には言えませんが、やはり

給付期間の長短が発生することになると思います。 

 

労働者委員 

  定年退職後の給付期間で、以前から比べてみて短くなっていることはないですか。

年齢と支給対象期間、納めた期間で、給付日数が決まると思いますが、例えば６か

月だったものが３か月になった、そんなことはありませんか。 

 

船員労政課長 

  それは変わらないと思います。 

 

労働者委員 

  待機期間が短く、３か月が２か月になったりしたのですが。そうですか。 

 

部会長 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

 

公益委員 

  １級航海の方が２人、今あったと思いますけど、内航と平水を希望されているよ

うな表になっていますが、これは水先の試験を受けるためのではないということで
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すか。 

 

船員労政課長 

  その方は会社を早期退職されて、日帰り船をご希望されておられます。もう一人

の方は、もともと内航船に乗られていた方です。 

 

公益委員 

  あと、無線部も１級があって、たしか年齢も３０代でしたか。 

 

船員労政課長 

  はい。先月から申し込まれている方ですけど、漁船の取締り船に乗られた方です。 

 

公益委員 

  珍しいですね。ありがとうございます。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

 

（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。 

  委員の皆様から何かございましたら、ご発言をお願いします。 

  公益委員の先生方、何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

公益委員 

  今、資料を読んだのですけど、海上技術学校が定員割れですか。 

 

部会長 

  そうです。 

 

公益委員 

  この資料の中に入っていて、ええ？と思ったのですが、意外とこれまで、ある程

度人気というか、定員は満たしていましたよね。 

 

部会長 

  はい。 
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労働者委員 

  私も驚きました。 

 

公益委員 

  驚きですよね。中学校卒業生が減少していることがということも書かれています

けど、そんなに中学生って減っているのですか。ちょっと驚きました。 

  うち（神戸大学）も船員養成の部分がありますが、新学部になって、この４月か

ら２年生になるところで、航海のコース、機関のコースを選ぶようになりました。

選んだ結果が出たのですが、今、その人数で４月から始まっているのですけど、デ

ッキは約３０名強で、これは多分例年ここ１０年さほど変わらないです。時々、で

こぼこは当然ありますけど。 

  エンジンが９名です。あまりにも少ないというのもあるのですけど、一方で、４

年生になる前、就職活動、ちょうど３年生の終わりぐらいから４年生のとき、就職

活動をするときに、実質、エンジニアを目指している人は１０人前後なのかと、感

覚的な数からすると、そうなのかと思います。うちと海上技術学校、同じような傾

向であることに、びっくりしました。 

 

海事振興部次長 

  中学生の卒業生がどのぐらい減っているか、具体的な数字は把握していませんが、

年々、少子化は言われ続けていますので、恐らく減少しているのだと思います。そ

ういう意味からでは、これから先はより状況は厳しい。ついては、生徒募集のため

広報の強化を図っていきたいというところで記事が出ているもので、それ以上の内

容については把握しておりませんので、申し訳ございませんが、よろしくお願いし

ます。 

 

労働者委員 

  国交省としても、一応５００人という数字を掲げて取り組んで、予算措置がつい

てないですけど、掲げている以上、ちゃんと確保していただきたいですね。 

 

労働者委員 

  広報活動ですね、広報活動をなされないと来ない。だって、小学生の将来なりた

い職業ランキングに、海上職とか入ってないです。この間、このような報道があり

ました。高校生教育に海の仕事を入れて行きますよという報道がありましたが、や

っぱり海に仕事があることを子供たちが認識してないものだから、そういった学校

へ行かない、行こうとしないことになる。国交省が全面的に広報活動をしていくし

かないと思います。 
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労働者委員 

  進路を決める際に、この海上技術学校だとか、そういう機関があること自体知ら

ない子供らがかなりいると思います。例えばテレビＣＭを打つなり。 

 

労働者委員 

  ドラマを作るなり。 

 

海事振興部次長 

  資料を３枚めくっていただいて、６月１５日付けの記事ですが、神戸市で作られ

ています海事教材の記事となっています。このパンフレットを持って、私どもも小

学校とか中学校を回らせていただいています。今おっしゃるように「海、港には、

こういった仕事があります。そういったものを目指すには、こういう道があります」

ということで、何とか海事人材確保に努めているところではございますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

部会長 

  学習指導要領では始まっているのですか。 

 

海事振興部次長 

  はい。 

 

部会長 

  その効果が出るのが、いつ頃になるかですけど。 

 

公益委員 

  うちも進路の助けになるように、１週間のうちの１回、金曜日に深江のキャンパ

スで、いろんな方にいろいろと話してもらっています。若い航海士、若い機関士の

方にも話してもらっているのですが、なかなか難しいですね。 

 

部会長 

  よろしいでしょうか。 

  労働者側の委員の方々、何かございますか。 

 

労働者委員 

  資料の１３ページ、１４ページに、知床観光船事故の記事が出ております。 

  前回の質問の続きですが、神戸運輸監理部の管轄の旅客船事業者に対する緊急安

全点検の実施、運輸監理部のプレスリリースでは、旅客船事業者、自主点検が１２

５社で、立入り検査が１３社、合わせて１３８社になります。こういう理解でよろ
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しいですか。 

  管内では、１３８社が対象であったことになります。報道ではいろいろな数字が

出ていたみたいですけど、１３８社が正解の数字のようです。 

  では、この自主点検の１２５社については５月２日締切り、立入り検査の１３社

は全部終わったという感じですので、１３８社の行政指導などの点検結果などにつ

いて、周知できることがあれば、後で周知していただければと思います。 

  少し気になっているのは、知床の事故で、携帯電話、パーソナル無線は違反と報

道されていて、今回の点検では１９トン未満もカウントされているとのことですの

で、俗に言う遊漁船や瀬渡しなども含まれていると思います。その辺りの基準につ

いて何点か教えてください。 

  まず、小型船舶法定備品の旅客定員の１２名を超える場合の平水及び５トン未満

の限定沿海及び沿海は、航路が通信範囲内にあるものに限り、携帯電話でもよいと

ありますが、大阪湾、播磨灘の携帯電話の不感地帯は、国交省としてどういったと

ころがあるという理解をしているか、教えていただければと思います。 

  また、瀬渡しは、小型船舶法定備品について、小型兼用船旅客の扱いになるかど

うかも、また教えていただければと思います。 

  遊漁船業の適正化に関する法律による遊漁船業務の主任者という数があると思い

ますが、この主任者は神戸管内で何人いるのか。次回で結構ですので、教えてくだ

さい。 

  関連して、６月１０日の第４回知床遊覧船事故対策検討委員会で、小型旅客船の

事業許可を５年ごとに更新する方針が了承されたと６月２０日の内航新聞で報道さ

れておりますが、本日資料１ページ目の新聞報道の部分だと思います。この中で、

限定沿海以遠で小型旅客船を運航する不定期航路事業者を対象に、事業許可を５年

ごとに更新する制度が固まったとありますが、小型旅客船で、不定期航路で限定沿

海以遠の業者とは神戸管内に一体何社あるのか、また、この定期航路事業者には何

ら制約はかかってこないのかを、ここでお聞きしておきたい。 

  また、これに加え、安全統括管理者と運航管理者を対象に、２年に一度、資格試

験を受験することを義務づけるとありますが、不定期の小型旅客船事業だけの義務

化なのかも教えてください。 

  今後、様々な制約を課して定期航路事業許可を行うとのことですが、国交省の管

理体制は海事振興部旅客課となるのかどうかも、教えていただければ。 

  なぜ、こういうことを聞くのかといいますと、定期航路旅客船事業があります。

定期航路旅客船事業につきましては、年末年始のお客さんが乗るときとか、常に国

交省監査があって、検査を受けております。こういった事故があったからといって、

定期旅客船ばっかりを割り当てられてしまうと、これだけにとらわれてしまって、

安全を守っているところほど、また仕事が増えるのかなという気もしましたので、

次回で構いませんので、教えていただければ。 

今、１３８社の監査状況の説明ができるようであれば、教えていただければと思
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います。 

 

部会長 

  取りあえず、まとめて次回に処理させていただくということでよろしいですか。 

 

海事振興部次長 

  今の質問の中で、遊漁船業等は農林水産省の管轄と思いますので、そういったと

ころで、内容的に確認できる部分の回答になるかもしれませんが、ご了承ください。 

 

海上安全環境部調整官 

  遊漁船登録は都道府県知事の権限になっていますので、兵庫県下ですと、兵庫県

の、ちょっとセクション名は間違っていたら申し訳ないですけど、水産課が担当し

ています。 

 

労働者委員 

  兵庫県の水産課になるのですか、遊漁船と瀬渡しは１３８社に入っていないとい

うことですか？ 

 

海上安全環境部調整官 

  こちらで自主点検表を送らせていただいたのが、海上運送法の２０条の届出があ

りまして、その届出をしていただいている事業者さんを対象にしていますので、お

っしゃられた遊漁船はこちらの対象には入っていません。 

 

労働者委員 

  瀬渡しは入っていないのですね。 

 

海上安全環境部調整官 

  ただ、遊漁船業をされていらっしゃる方でも、仮に、時折、人を運ぶお仕事をさ

れているのということで登録をされている方もいらっしゃるかもしれませんが、私

どもでは遊漁船業の登録は把握しておりません。 

 

労働者委員 

  関係ない一つ勉強になりました。 

 

部会長 

  よろしいですか。 
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労働者委員 

  はい。 

 

部会長 

  あと、労働者側から何かなければ、使用者委員の方で何かございませんでしょう

か。 

 

（使用者委員なし） 

 

部会長 

  よろしいですか。 

  それでは、私からは、お手元に日本海事補佐人会の会誌に載っていた記事で、オ

ペレーターの視点から対応するべきいろいろな管理について、特に１２ページ以降

の船員の働き方改革に関係して、こういうオペレーターの責任にかかわる労務管理

という視点を、これからは一つの要素として対応・考察する必要があるため、ご参

考までにつけさせていただきました。 

  あと、皆様方から特になければ、行政側から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、ご質問いただきましたうち、「船舶料理士・今後の方向性」

フォローアップについては、現在、中央で検討中の案件ですので、現時点での回答

は、差し控えさせていただきたいと思います。 

 

船員労政課長 

  私の方から内航総連の行いました労務管理責任者の講習の件につきまして、ご質

問をいただいていた件につきまして回答させていただきます。 

本省から、講習主催者である内航総連に事実確認を行っております。結果、当日

の講師等の関係者にも確認をし、当日の録音記録等も確認したのですが、司厨部員

を下船させ、食料金を与えて個々が食事されれば労働時間にはならない、船舶所有

者として得であるという発言等は一切ありませんでした。ということで、これが、

仮に船舶所有者の方が、これまで構築していた船内供食体制を後退させることがあ

るということは、船員さんの労働環境の改善とか健康確保の目的と、今回の働き方

改革とまさしく逆行するお話になりますので、船舶所有者の方自身も逆に船員さん

の確保がより困難になるような形になる。言葉は悪いですけど、自分の首を絞める

ようなことになりますので、決して船舶所有者の方自身のためにもならないことに

なると思います。 

  ですので、このように各船舶所有者の方がガイドラインを参照する場合は、その

趣旨、労働時間の範囲の明確化を通じて、労働環境の改善を図ることを酌み取って
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いただいて、船員さんの労働条件が低下しないように十分に注意する、留意する必

要があると本省は考えております。 

 

労働者委員 

  自分で自分のために作るのは労働時間でないという考え方、これはどうですか。 

 

海事振興部次長 

  基本的には労働時間でないという判断で説明会のほうでも言われています。 

 

労働者委員 

  自分が自分のために作る食事については、労働時間ではないと。 

 

海事振興部次長 

  説明会でもそのように判断されています。 

 

労働者委員 

  結局、そうとらえられてしまうのですよね。そこが一番の問題でなかろうかとい

う話しです。 

  これが最終的に船主側の利益になる話なのか、ならないのかという話になって。

確かに夜食にカップラーメンを作って、これは労働時間ではないよ、これは食事で

ないという言い方をしても、僕は仕方がないというイメージはあるのですけど、

日々の三食について、これは自分のために作ったと。自分のために作ったのであれ

ば、労働時間でないと説明している。説明しているから、船主側がそういう受け止

めをしているわけです。 

あくまで、最終的には船舶所有者の利益になる話なので、この部分については、

本来労働時間であるべきであって。言葉で命令したか、言葉で命令したのでないの

かは別にして、ここが一番の争点になってくる。それを総連で説明してしまうから、

船主さんはそう受け取ってしまう。それはどうですか。そこが一番大きな問題です。 

 

海事振興部次長 

  説明会にもあったように、原則的には個人が自分への供食とするために調理する

ものについては、労働時間ではないと扱っています。 

 

労働者委員 

  だから、船主に義務づけされているのは食料の支給だけ。 

 

海事振興部次長 

  そうですね。 
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労働者委員 

  食料を載せれば、あとは船員の勝手ということを具体的に説明してしまうから、

そう取ってしまう。今は電子レンジに全部入れたらいいようなワンプレートの冷凍

食品もあります。そういったものを船舶所有者が積めば、あとは船員が勝手にやれ

ばいいという話。安全に管理することが目的であって、そういったことも全て自分

のためのことだから、それは労働に当てはまらないという言い方で説明している。 

これも命令の話ですが、明示の命令と黙示の命令、誰が命令したのか、命令して

ないのかで、労働時間のカウントで、あったり、なかったりということも言ってい

るようですが、最終的には賄いを乗せないことによって、船舶所有者が利益を得る

こともあるということについては、これは本来、労働であるべきという考え方にな

ると思いますが、そういった説明が結局、悪意のあるほうへ進んでいることだけは、

この場で言っておきます。 

 

部会長 

  ご指摘ありがとうございました。 

  ほかに何かございますか、よろしいですか。 

  

船員労政課長 

  今回いただきました、最初のこのようなご質問につきましては、中央の検討会と

か、そのような場で質問をしていただいたほうが良く、中央の検討会に出席してい

る委員の方を通じて、ご説明を申し上げた方が。 

 

労働者委員 

  船員労働に関する場をここで話して、何が悪いという話になると思う。 

 

海事振興部次長 

  いえ、要は、こちらにまだ全然情報がない段階の話で、中央の委員の方からもし

情報を入手されて、疑義等があるという場合には、その情報を提供してくださった

方を通じて検討会に上げてもらうほうが、話の流れとしてスムーズかなというとこ

ろです。 

 

労働者委員 

  方向性はちょっと違うけど以前にもこの話は出ています。 このフォローアップ

ではない会議の中で、これまでにも乗船することを免除するのは、その延長線で協

議していますので、これは取ってつけでの話と思うのですけど。 

 

海事振興部次長 

  そうですね。 
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労働者委員 

別にこの場で話して欲しいという話ではなくて、中身的に、最初にフォローアッ

プの話がテーマとなっているだけであって。 

 

労働者委員 

  もちろん、今おっしゃられたとおり、我々も中央で、全日本海員組合の関係者が

出ている委員会、検討会だとこれをやるので、もちろんその場に意見を提供してい

ます。ただ、この地方で、地方の船員部会の中でこういう論議をしている、これを

議事録に残すことが、ある意味、一つの目的として、あえて質問している部分もあ

るので。地方でも、ちゃんとこういう意見のやりとりをやっているよ。地方の皆さ

ん、これは確認して、ちゃんと地方の意見を酌んで下さいという意味もあるので、

だから、あえてやらせていただいている部分もあるのです。だから、もちろん中央

の委員に対して直接意見具申することも、もちろんあります。それはやります。 

  

労働者委員 

  この議論自体は前からずっとある話なので。 

 

部会長 

  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 

  羽原部会長、議事進行をありがとうございました。 

    それでは、本日の部会はこれにて終了とさせていただきまして、また今日い

ただきました質問につきましては、次回改めてご回答のほうをさせていただきます。 

  次回の船員部会、７月２２日金曜日１５時３０分から、この場所となっておりま

すので、またよろしくお願いいたします。 

  どうも本日はありがとうございました。 


