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［第１６７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８月２６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（欠）、加藤（潔）委員、加藤（琢）委員 

 （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、信友労政係員 

 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 

  皆様おそろいになりましたので、ただいまより、第１６７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 

  本日の出席状況につきましては、公益委員の櫻庭委員及び使用者委員の南委員が

所用により欠席されておりますが、船員部会運営規則第９条の規定により定数を満

たしており、本部会は有効に成立していますことを報告いたします。 

  続きまして、配付資料の確認をお願いいたします。 

  ・議事次第 

  ・資料１ 「第１６６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（７月分）」 

  ・資料３ 「全国版船員職業紹介実績一覧表（６月分）」 

  ・神戸船員部会情報 

  ・船員最低賃金関係資料 

  以上となっております。資料は、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１６６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。 

  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。 
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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。 

  ７月期の新規求人件数は２９件で、前月比－１８件、前年同月比では＋８件でし

た。月間有効求人件数は９８件で前月比－１４件です。 

新規求職件数は１６件で、前月比＋２件、前年同月は１８件でしたので前年同月

比－２件です。月間有効求職件数は４０件で、前月比－６件で、前年同月比－１２

件でした。 

ちなみに新規求職者の平均年齢は５１．４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２件、求職側から見た成立件数が３件、月間有

効求人倍率は２．４５倍で前月比＋０．０２ポイント、前年同月比では＋1．１０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２９件は、その内訳として甲板部の求人が１９件、機関部の求人が１０

件です。船種別では、タンカーを含む貨物船が２３件で、その他船舶はタグボート

等が３件、旅客船３件でした。 

新規求職者１６名は、内訳が甲板部の求職者が１０名、機関部の求職者が４名、

無線部、事務部各１名でした。 

年齢構成としては６０歳以上の方が４名、５０代の方が４名、４０代５名、３０

代は３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８名、タグボートや作業船

などのその他船舶の希望が１名、旅客船が３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、会社倒産・解散で離職された方は１名いらっしゃいま

す。先月もありました家島のガット船の会社で経営者の方が亡くなられたことによ

り会社が解散となったケースです。 

  事業縮小の方も１名居られます。神戸管外の会社で売船になったとのことです。 

  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。５月は求人成立数２件、求職成立数３件、

併せて５件となっております。 

 

次ページ以降の紹介状況、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、後ほどご覧下さい。 
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次に失業等給付の支給状況です。前月末現在の受給者は４名でした。７月は新規

増加が５名です。減少につきましては就職者数が３名です。よって､本月末現在受給

者数は６名となっております。基本手当の支給額は1,219,326円を支給しました。 

また、７月は就職促進給付金を１件 751,905円給付しております。 

 

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４月期の実績は、新規求人件数が１，１３５件、新規求職件数が２

８７件、有効求人倍率は３.３７倍で、前月比＋０.３１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１.２

７倍で前月比＋０．０３ポイントです。全都道府県別の有効求人倍率（就業地）で

は、徳島や長崎、鹿児島など５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１．１５倍 で

前月比＋０．０３ポイントです。ちなみに、近畿２府４県全体では１．１３倍で＋

０．０３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。 

 

公益委員 

  ２ページ目について、いつも外航船のところは空白ばかりで寂しいなと思ってい

たら、今回、賑わせているのですけど、新規求職者はどんな状況ですか。 

 

船員労政課長 

  状況と申しますと、就職できたかということでしょうか。 

 

公益委員 

  できそうなのか、ありそうなのか。余りここに来られないから、いつも空白なん

だろうなと思うのですけど。 

 

船員労政課長 

  外航船で希望されているのが、通信長さんとか、今回、お一人おられたのですけ

ども、そういう方は当然、外航船とかのタンカーとか希望されていたりしています。 

 

労働者委員 

  今、なかなかタンカーでは通信長。 
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船員労政課長 

  いないですね。 

 

労働者委員 

  皆無ですよね。 

 

船員労政課長 

  皆無です、正直なところ。ですから、なかなかそこを。 

 

労働者委員 

  タンカー希望も、状況を分かってらっしゃらないとかでは。 

 

船員労政課長 

  いえ、多分ご存知だと思います。 

 

労働者委員 

  国際、韓国まで行く内航船の通信長。 

 

船員労政課長 

  そうですね。いわゆる近海船ですね。 

 

労働者委員 

  韓国までは沿海。 

 

船員労政課長 

  いや、あれは近海になりますね。やはり直行するときは。 

 

労働者委員 

  直行しなければ、沿海国際で行くことができます。 

 

船員労政課長 

  韓国はそうですけども、韓国から黄海を横切るのは近海で無いと。 

 

労働者委員 

  韓国まで。 

 

船員労政課長 

  韓国まではそうですね。 
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労働者委員 

  韓国まででも通信長を乗せないと。 

 

公益委員 

  韓国までの航海において通信士の配乗は強制ですか？ 

 

船員労政課長 

  いや、あれは。 

 

労働者委員 

  国際航路だから通信長を配乗。 

 

船員労政課長 

  そうですね。すみません、ちょっとそこを確認しないと。 

 

労働者委員 

  ＧＭは駄目なん？ＧＭＤＳＳ。 

 

労働者委員 

  ＧＭを持っとけばいい。 

 

船員労政課長 

  ＧＭＤＳＳが多分ありますので、大概、今の船は、通信長はほぼ乗ってないと思

います。 

 

労働者委員 

  ウルサンへの一時的な内航船輸送での通信長が結構多い。 

 

使用者委員 

  無線って言われると困ります。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

  ほかに、何かございませんか。 

 

公益委員 

  今の話を聞いていて、求職は外航船で今回４名が出ているけども、求人もないの

で、どうなって。別のところでとなると、どうなるのですか。 
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海事振興部次長 

  他局で適当な求人があれば、それを紹介するということになります。 

 

公益委員 

  いや、現実的には、他社のホームページなんかを見て、中途採用があるかどうか

で探したほうが早いのかなとか思ってしまうのですよね。 

 

 

公益委員 

  求人を出してきているケースがほぼないですよね。 

 

船員労政課長 

  そうですね。先ほど、ご紹介させていただきました、タンカー、ケミカル船で、

神戸に大きな会社が１社ありますので、そちらが韓国、中国航路で時々求人を出し

ていただいております。 

 

公益委員 

  ここで待っているよりは、直接、ケミカル船の会社に応募したほうがいいと。 

 

公益委員 

  結局、会社の数がそれほど多くないので、一生懸命電話するなり何なり、そちら

にも相談が行くのではないのかなと思うのですけど。 

 

公益委員 

  分かりました。ありがとうございます。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

 

公益委員 

  これで待ち続けるのかどうか、こういうの。 

 

部会長 

  ほかに、ご確認よろしいでしょうか。 

 

（なし） 
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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、何かございますか。よろしいですか。いいですか。 

 

（公益委員なし） 

 

部会長 

  それでは、労働者側の委員の方々。 

 

労働者委員 

  前回の議事録も見ていただいたらよいですけど、前回「船員労働の総合相談窓口」

の資料があって、中身でもう少し聞いておきたいことがあります。 

  真ん中で、「来所、電話、ウェブを通じて、地方運輸局等から必要に応じ関係部

署へ引継ぎ」、ここからが問題ですが、「紛争解決制度におけるあっせん」とは、

まず、ここに「あっせん」と書いています。運輸局で「あっせん」と書いていて、 

  まず、あっせんが行えるのかという問題になってきます。紛争の場合の申請は、

船員労働委員会廃止以降、集団的紛争については労働委員会となりますが、ここで

記載する連携とは、よもやすると越権行為とはならないのかということになります。 

  平成２０年１０月１日に、集団的紛争調整事務、労働組合法と労働関係調整法関

係は、中央労働委員会及び都道府県の労働委員会に移管され、船員に係る個別的紛

争調整事務、個別労働紛争解決法と雇用機会均等法関係は、地方運輸局長が指名す

る、あっせん委員、調停委員が実施すると整理が行われております。 

  ここで、個別とか集団とか書かないで、ただ単に「あっせん」と書いていいもの

かと。あっせんできるのは、あくまで個別紛争だけという理解でいいなら理解でい

いですけど、ちょっと紛らわしい表現になっているのかなと思います。 

  ペーパーの冒頭に戻って、船員の労働の総合相談窓口といううたいになっている

以上、逆にマルシップ漁船に乗り組む外国人の相談は、どの部署が受け持つのかと

いうことになってきます。 

  平成１７年４月の、海上輸送事業の活性化のため船員法の一部改正をする法律の

施行に併せて、各地方運輸局等に海事関係の執行官として運航監理官と船員労務官

を統合させ、運航労務監理官を設置し、当時のＩＭＯにおいて加盟国の監査体制等

を確認する監査が予定されているとして、運航労務官に関する内部監査制度の導入

に取り組むとしていましたが、その後どうなったのかと、マルシップ漁船に乗り組

む外国人の取扱いについては、この当時の考え方のまま、運航労務監理官が全て受

け付けるとの考え方でよいのか悪いのか、また分かれば教えてください。 

  今日の質問は、令和４年７月１４日、知床の遊覧船事故対策検討委員会、中間取

りまとめが出されております。令和４年４月２３日に発生した知床遊覧船の事故を
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踏まえ、国土交通省より、備え付けねばならない無線電話等として、一般通信用無

線電話等から、陸上移動局の無線電話、携帯電話などを除外するとパブリックコメ

ントが施行の令和４年１１月１日として求められておりますが、この陸上移動局の

無線電話とは一体何なのかを教えていただきたいと思います。 

  皆さんも想像していただければ、陸上移動局として連想するのはタクシー無線と

かになってしまうのかなと想像ができるんですが、現在、デジタルタクシーの無線

専用の周波数として４００メガヘルツのＵＨＦが導入されてきましたが、現在では

ＩＰ配車システムに変更されて、ＧＰＳで取得したタクシーの位置情報を携帯電話

に電波で、インターネットを経由して、車両の位置やメーター情報などを管理しと

る。だから、現在のタクシーの無線には当てはまらないことになります。 

  それでは、サバイバルゲームなどのトランシーバーが値するのか。これもＵＨＦ

のデジタル簡易無線登録局５Ｗがありますけれども、デジタルトランシーバーを使

用するに当たっては、資格等は必要がないですが、デジタル簡易無線登録局の登録

申請が必要になってくることになってきますし、３級のアマチュア無線技師は、免

許取得を前提に無線が使えることになります。 

  ここ神戸地区では阪神大震災以降、マリンＶＨＦや小型船については災害に強い

ＭＣＡ無線を導入しておりますが、ＭＣＡ無線８００メガヘルツ帯の電波を利用し

たデジタル業務用の移動通信、これについては、今回の陸上移動局の無線電話とし

ては有効なのか無効なのか。これをこのまま適応できるのかどうかも、ちょっと教

えてもらいたいなということになります。 

  今回の事故で多くの貴い命が奪われておりますが、本当に必要な設備とは何なの

か。この陸上移動局の無線電話とは一体なのか、必要に応じて教えてもらいたいな

と、ここが一番の問題になります。今日答えられなければ、次回教えていただきた

いと思います。 

  次に、中間取りまとめの話です。この中間取りまとめ、国交省のホームページに

掲載されており、年内には最終の取りまとめに向け議論を行っていくことが期待さ

れております。日本小型船舶検査機構のＪＣＩの検査方法が十分でなかったことな

ど、今後のＪＣＩの検査方法の実効性の向上については今回触れておきませんけれ

ども、その中身を整理して、読んでいきたいと思います。 

この１ページから２ページについて、現時点で明らかになっている事実として整

理している６項目を要約しますと、今回の事故は監査における安全管理規定などの

違反により、是正指導を受けていたにもかかわらず、多数の法令違反や運航管理者

の資格要件について虚偽の届出や実態が存在しない状態であったこと、また、運航

管理者である社長は発航中止の指示を行っていなかったとしております。 

  これらによって、６ページ以降に、速やかに講ずべき事項として、監査行政処分

の評価を見てみますと、令和４年８月末までに開始する事項として、監視を強化だ

とか監査を慎重かつ入念に行うだとか、また⑥がありますけど、⑥では、本省海事

局の幹部が地方運輸局の現場職員と対話などを通じて、両者の意識改革、意思疎通
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を徹底することや、事業用の自動車の監査部門との人事交流、研修への参加等を通

じて運航監理官の専門性の向上を図るとあり、今回の事故の一端に運航労務官の職

務怠慢や行政の指導、指導勧告の是々非が伺えますが、運航監理部としてどのよう

な受け止め方をしているのか、お聞きしておきたい。 

  また今後、速やかに具体化を図る事項として、８ページの（１）では、事業者の

安全管理体制の強化として、⑤地域旅客船安全協議会（仮称）の設置が推進すると

ありますが、この神戸の運輸監理部管内で、この設置に向けた進捗はあるのか。委

員の選定はどのようにしていくのかという考え方があれば教えていただきたい。 

  （３）船員の資質向上①、②、③では、事業用の操縦免許の取得、小型船舶免許

なのに、小型船舶の中で事業用の免許という分け方をすると書いていますが、仮に、

小型船舶操縦士免許以外に何らかの資格の創設や、後にあります、教育訓練の義務

付けやら一定の乗船経歴とは、どのような方向で業務用とレジャー用とを振り分け

るのかという考え方があれば教えてもらいたいと思います。 

  この取りまとめの結果は、行政指導の徹底やＪＣＩの検査方法だけが取り出され

ていますが、事故を起こしたのは、あくまで「ＫＡＺＵ Ⅰ」の船長であり、航行許

可をしたのは社長であります。安全配慮義務の権利の行使や義務の履行は信義に従

い、誠実に行わなければなりません。会社が事業のために労働者に働いてもらって

いる以上は、賃金さえ払えばこき使ってよいなどという理屈は通りません。 

取りまとめにおいては、社長の任務の遂行能力や怠慢を明らかにすべきであって、

行政や検査機構だけが責めを負うのは間違っていると思います。今後、本件に関し、

様々な規制が強化されると思いますが、正しく安全管理されている事業者や労働者

にとって過度の負担とならないことを切に要望しておきますので、どうぞよろしく

お願いします。 

  以上です。 

 

部会長 

  ご質問のポイントは。 

 

労働者委員 

  多分、質問はたくさんあるのですけど、今日、答えられる状況にないと思います

ので、また後日お願いします。 

 

部会長 

  よろしいですか。 

 

労働者委員 

  特に、ここで神戸地区の安全、旅客船の安全協議会をつくる話になってくるので、

そういったことの委員の選出とかが、どうなっていくのかが分かり次第、教えてく
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ださい。 

 

部会長 

  この内容で、よろしいですか。 

 

海上安全環境部調整官 

  １つだけ。最初に質問でありました、移動……無線局、今、資料を持ってきてな

いので絶対とは申し上げにくいですけど、一般的な携帯電話を指していたと思いま

す。 

  今、国土交通省として改正を考えておりますので、パブリックコメントをかけて

おります。そのサイトは海事局経由で……書いていたと思うんですけど、今お伝え

ができないですけど、もしよろしければ、そのパブリックコメントを一度検索いた

だけたら。 

 

労働者委員 

  パブリックコメントを検索すると、こう書いてあります。これ調べたのですが理

解できないことが多く質問をしています。 

 

海上安全環境部調整官 

  そうでしたか、すみません。 

 

労働者委員 

  陸上移動局、無線電話とは何？という話です。 

 

部会長 

  携帯電話ですか。 

 

労働者委員 

  「除く」って書いて。 

 

労働者委員 

  「を除く」って書いて。携帯電話を除く移動無線とは何という。 

 

労働者委員 

  そこが分からないので。特に神戸は震災があって、タグボートはＶＨＦ、マリン

ＶＨＦを積んでいるのですけど、それ以外の小型船についてはＭＣＡ無線を導入し

ています。 

  というのは、基地局がある携帯電話に近いもので、日本全国、基地局を通じて発
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信するようなことをやっています。このまま法律改正したら有効になるのか無効に

なってしまう。無効になってしまえば、この辺りの小型船、特にパイロットボート

とかは、現在の設備が全部駄目になりかねないので、それの状況が分かれば教えて

もらいたいということです。 

 

部会長 

  ご指摘ありがとうございます。ご質問いただきまして。 

  では、これ、次回以降でよろしいでしょうか。 

  他に、労働者側の方で何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

部会長 

  それでは、使用者側の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 

  行政は、いかがでしょうか。 

 

海事振興部次長 

事務局より、今年度の最低賃金の改正に係る、状況等を説明させていただきます。 

お手元の「最賃関係資料」をご覧ください。 

     １枚目の右肩に資料２と記載されたものが、７月２０日付で国土交通大臣から交通

政策審議会に出された「船員の特定最低賃金」の改正に係る諮問文書のコピーです。 

これにより、令和４年度における大臣権限の船員最低賃金について、調査・審議が行

われることとなります。 

また、中央の動きを受け、各地方においても地方局長権限に係る同様の調査・審議  

が行われますが、神戸運輸監理部では添付コピーのとおり８月４日付けで近畿交通審

議会・会長宛てに諮問文書を提出しております。 

次のページ、横長の表につきましては、８月１９日時点での全国の審議状況となり

ます。ただし、記載の局のみが１９日時点で諮問されていると言うことではなく、本

表に反映されていない局もあるものと思われますが、ご了承願います。 

次に、８月２２日付けで近畿地方審議会・会長より、神戸船員部会・部会長へ先の

諮問に係る調査・審議を付託する文書のコピーをつけております。 

これにより、神戸船員部会において、内航・旅客・漁業の３業種の最賃専門部会を開

催し、調査・審議を行うこととなり、現在、官報公示等の準備を進めているところで

す。 
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ただ今説明いたしました部分は、通常通りの流れとなりますので、委員の皆さま方       

には、専門部会の日程調整のため、先立って、開催期間におけるご予定を確認させて

いただき、ご協力誠にありがとうございました。 

最後のページは、各業種の最賃専門部会・開催日程（案）となります。 

神戸船員部会における、漁業・内航・旅客の各最賃専門部会の開催予定につきまし

て、決め打ちとなり恐縮ですが、資料のとおり候補日を提案させていただきます。 

本案で問題がなければ、この予定で進めさせていただけましたら幸いですが、現時

点で、「この日は都合が悪い」等のご意見がございましたらお教え願います。 

なお、本日ご欠席の「櫻庭委員」・「南委員」に加えて、９月部会より新たに公益

委員としてご就任予定の「石黒様」には、本日の部会での日程提案並びに、それぞれ

予定される専門部会への委員参画について、ご了承を得ておりますことを申し添えま

す。 

 

また、特に、ご理解・ご協力をいただきたいのは、漁業専門部会の日程についてで

すが、但馬地区までの出張となりますと、丸１日を要することとなり、公益委員の方

２名が丸１日ご都合のつく日が１０月６日、７日の２日間に限定されております。 

今後、先方の使用者を代表する委員、船員を代表する委員が決まりましたら当該日   

をお示しして専門部会開催日を確定したいと思いますので、ご了承願います。 

なお、コロナ感染の脅威が払拭されない状況下が続いており、但馬地区漁業関係者  

にとって生命線とも言える「かに漁」を目前にした「漁業最賃専門部会」開催とな

り、現状では「Web形式での開催」もやむなしと考えております。 

とは言え、やはり対面審議が望ましいため、先ずは、訪問が可能な１０月６・７の

両日で先方と調整し、９月下旬を目処にコロナ感染状況を見極め、収まってきている

場合には、現地へ伺いたいと考えております。 

ただし、委員推薦があった時点で、先方が６日、７日が絶対に無理と言う回答であ

れば、コロナ感染状況の動向を待たず、「Web形式での開催」とせざるを得ないため、

改めて公益委員の方にご相談したいと思いますが、このWeb開催の可能性がある日は、

１３日、１７日、２３日の３日間となります。 

今後、状況が分かり次第、連絡させていただきますので、ご協力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

最終的に各専門部会の審議が終わりましたら、今年最後となる１２/２３開催予定の

船員部会において、全ての最低賃金について議決できるよう作業を進めて参りますの

で、委員の皆様方のご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

 

労働者委員 

  １つ質問いいですか。今のままでいけば、部会長は羽原さんで公示がなされる。

羽原さん名で公示ですか。 
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海事振興部次長 

  いいえ、意見聴取の官報公示は、近畿地方交通審議会・会長のお名前で出されま

す。 

 

労働者委員 

  本荘会長の名前で。 

 

海事振興部次長 

  意見聴取があって、そこの提出先として、神戸運輸監理部船員労政課が受け付け

ますという公示がされる予定です。 

 

労働者委員 

  だから、意見書などの宛名は会長宛てでいいのですか？ 

 

海事振興部次長 

  そうですね。基本的には、近畿地方審議会・会長宛てとなりますが、付託されて

いることをご存知でしたら、付託されている神戸船員部会・会長宛てでも結構かと

思います。 

 

労働者委員 

  その部会長名は変わらないというところでいいのね？ 

 

海事振興部次長 

  神戸船員部会に出す場合ですか。 

 

労働者委員 

  はい。 

 

海事振興部次長 

  そうですね、神戸に出す場合でしたら、一応、羽原先生が正式には９月１８日ま

では部会長となります。 

 

労働者委員 

  そこの宛先が問題。 

 

海事振興部次長 

  できましたら、宛先としては近畿地方交通審議会・会長のお名前を書いていただ

き、神戸運輸監理部労政課に出していただければ一番ありがたいかなと。 
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労働者委員 

  今までだったら、会長宛てと部会長宛て、連名で出していたりしていたのですが。 

 

海事振興部次長 

  去年はそうですね。 

 

労働者委員 

  それをどうしたらいい？という話。 

 

海事振興部次長 

  もともとの公示文では、近畿地方審議会・会長宛てになると思います。 

 

労働者委員 

  会長宛てでいいと思う。 

 

海事振興部次長 

  公示が近畿の交通審議会・会長名ですので、宛先はそちらにしていただければよ

ろしいと思います。 

 

労働者委員 

  直接向こう。 

 

海事振興部次長 

  いいえ、届け先は、神戸運輸監理部となります。 

 

労働者委員 

  やりそうなことは中身を見てってこと。 

 

海事振興部次長 

  それも公示には書かれていると思いますので、すみませんが、指定のところへ提

出をお願いします。 

 

海事振興部次長 

  公示をご確認いただき、よろしくお願いいたします。 

  一応、船員の最賃のご報告は以上となります。あと、神戸船員部会情報につきま

しては、通常どおりのスクラップ記事と輸送動向、月例経済報告となっていますの

で、また後ほど、ご覧いただければ幸いです。 

  私からは以上ですが、続けて海上安全環境部調整官より、１件連絡をさせていた
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だきますので、よろしくお願いいたします。 

 

海上安全環境部調整官 

  情報提供でございます。本日段階でプレス発表ができておりませんので、添付は

させていただいておりませんが、国土交通本省においては、８月２２日に、毎年行

われております９月１日から３０日の船員労働安全衛生月間についてプレス発表さ

せていただいております。神戸におきましても、当然ながら衛生月間スタートさせ

ていただくのですが、現時点で２９日にプレス発表をさせていただく予定にしてお

ります。皆様には、いろいろとご協力いただく点があろうかと思いますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

 

海事振興部次長 

  事務局からは、以上となります。 

 

労働者委員 

  今の話の延長ですみません、もう一点だけ質問をいいですか。 

 

部会長 

  はい。 

 

労働者委員 

  今の公示に対するものは、ここを通しなさいということの整理は今されたのです

が、１点だけ調べてほしいですけども、昭和３４年の運輸省令第３５号、船員の最

低賃金に関する省令第７条、交通政策審議会等の意見に関する異議の申出。 

異議の申出になれば、直接会長宛てで構わないという理解でいいですか。公示に

関するものやったら、ここの船員部会に出せということですけれども、交通政策審

議会等の意見に関する異議の申出、異議の申出であれば直接会長に行っていいのか

どうかの整理を、また分かり次第、教えてください。 

 

海事振興部次長 

  調べさせていただきます。 

 

労働者委員 

  どこへ出せばいいのか。 

 

部会長 

  ありがとうございました。 
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  何か、ほかに。 

 

労働者委員 

  毎年、漁業の労働者という、立場で委員に入らせてくださいという話をしていま

す。今年の委員の選定はどうなっていますか。 

  労使の関係をという正式な形の中で、我々が入るべきではないかと、ずっと主張

をさせてもらっているのです。それについて、どうなっているのか、教えてもらい

たいと思います。 

 

部会長 

  分かりますか、現状について。 

 

海事振興部次長 

  労働者委員の方というか、全日海の組合さんから、毎年のように要望・意見が出

ていることは承知しております。 

  事務局といたしましては、最低賃金の要領に基づいて、まずは業種ごとの労働者

の団体、そういったところに代表する委員の推薦を求めております。そこで推薦さ

れる者がおれば、その方が委員として適格であるかどうか判断していただき、部会

長より委員として指名し、専門部会を開くような形となっています。 

現在、各専門部会については、公益委員２名、使用者委員２名、労働者委員２名、

合計６名という形で開催しており、但馬地区には香住港底曳き船員組合と浜坂港船

員組合の２つの労働者の団体がありますので、例年それぞれから推薦を受けて、そ

の方を委員として指名している状況で、今年も委員の推薦依頼は同じように出させ

ていただいております。 

  もし、現地の団体から推薦がなければ、労働者委員の方に委員として参画してい

ただくことは可能かということで、伺いを立てるような形となっております。 

 

労働者委員 

  ２つの組合に１名ずつ出してくださいって依頼して、出なかった場合に限りって、

３つめの海員組合に依頼してくるということですか？これは求め方が違う。同じよ

うな労働組合があるのだから、この中で決めるというならまだしも、双方の労働組

合に出してくださいって出していて、出てこなかったらという話は、もともと入れ

ないというのと一緒です。それは、３つの組合に委員の推薦をお願いします、こん

な形で選ぶというならまだしも、２つの労働組合だけに出して、出てこなかったら、

３つ目にします。という話になってます。それは公平じゃないですね。 

 

海事振興部次長 

  恐らく、過去から全日海さんが主として絡むのは外国人実習生であり、一方で日
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本人の漁船員についてはほとんど関与されてないという状況の下、人数比ではない

ですけど、地元の団体を優先して推薦依頼をかけているという状況だと思います。 

 

労働者委員 

  主にどちらの方が最賃に引っかかるかといえば、特定技能だけという話にはなり

ませんが、そういった低労働条件で働く人が一番最賃に近いところにはいるので、

本来あるべき姿は、そういった人たちのための関係する船員代表が当たるべきだと

思いますけど。だから、異議の申立てを行うのはどこですかって、さっき質問した

のですけど。 

  その内容については、令和３年１０月２２日の第１５７回の議事録にも、今回４,

０００円に改定された理由としては、外国人労働者の地位向上、賃金の向上を目指

してという議事録に文章があります。どこの人の誰のために最賃部会を開くのかを、

ようよう考えて委員を決定すべきであると、僕は思う。ここではこれぐらいに止め

ておきます。諮問を行う場だとか委員の決定の話ですから、この場には似つかわし

くはないとは思いますけど、本来あるべき考え方を考えるべきであると思います。 

議事録をよく見ていただければ、何で４,０００円改定したのだと。外国労働者の

賃金向上だという議事録になっています。その代表者は我々です。行政の考え方が

間違っていると思っていますけれど。 

 

労働者委員 

  今の日本人船員は、最賃の範疇に働いている方っていると思います？ 

 

海事振興部次長 

  いないと思います。 

 

労働者委員 

  技能実習生の賃金の組立てを知っていますよね？ 

 

海事振興部次長 

  はい。 

 

労働者委員 

  最賃、地域最賃によって変わってくる状況になっているので、どちらを主体的に

扱うべきかというのは必然性の話だと思います。 

 

海事振興部次長 

  いや、最賃が関係するのは、全員だと思います。外国人技能実習生だけを対象に

最賃を考えているわけではないと思いますので。 
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労働者委員 

  最賃、関係ないとこで働いている方は、最賃幾らだって関係ないじゃないですか。 

 

労働者委員 

  行政が公平と公正を間違っていて。 

 

労働者委員 

  そう。だから、我々が言っているのは、我々は２名入れろなんて言っているわけ

じゃないです。そういう言い方は全くしてないです。 

 

労働者委員 

  公平ではないような気がする。各団体が１名ずつ選んで、３名の中から２名を選

ぶなら、まだましだとも思いますけど。はなから、そこを除外したような話しする

のは、公平に欠けていると思いますけど。 

 

労働者委員 

  ましてや、経営者と従業員との関係の中で、まともな話はできないと思っていま

す。 

ここには公益委員の先生方の意見も、もちろん反映されますよ。でも、基本的に

は、最賃部会も労使で基本的には決めていくものじゃないですか。 

 

海事振興部次長 

  そうですね。そこで妥結できれば、一番問題はないものと認識しています。 

 

労働者委員 

  だから、労使で決めるというプロセスが全く経てない。 

 

海事振興部次長 

  そこについては、我々も議論に入りませんので、当然、そういうきちんとした議

論がなされて、最終的に公益委員の方の助言というか調整があって決まっているも

のと理解しています。 

 

労働者委員 

  もうそれ頼みなんですよ。 

 

海事振興部次長 

  こちらとしては、毎年、正常に最賃部会が開かれていると理解しています。 
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労働者委員 

  え？されていると思いますか。 

 

労働者委員 

  行政が、公平、公正でない。 

 

労働者委員 

  漁業で言うと、昨年は４,０００円、おととしはゼロです。 

 

海事振興部次長 

  そうですね。 

 

労働者委員 

  それも船主さんが、「じゃあ、今年はしようがない、出そう」と言ったから。そ

れだけだと思います。 

 

海事振興部次長 

  いや、それは、正常な議論がされた結果だと私は思いますが。 

 

労働者委員 

  私はそういうふうに見たのですけどね。 

 

   

 

労働者委員 

  だから、議事録の９ページに書いていますから、読んでください。 

 

海事振興部次長 

  １５７回のですね。承知しました、また見たいと思います。 

 

労働者委員 

  行政が公平な立場に立ってないので、委員の選出に偏ったことになっていて、異

議申立てするようなことになっている。 

 

部会長 

  ほかに何かございますか。 

 

（なし） 
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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、議事進行ありがとうございました。また、羽原部会長におかれまし

ては、本日まで１０年間の長きにわたり神戸船員部会をご牽引いただきまして、誠

にありがとうございました。 

  部会メンバーを代表しまして、馬谷海事振興部長より一言お礼を申し上げたいと

思います。 

 

海事振興部長 

  今、ご紹介いただきましたけれども、神戸船員部会を代表いたしまして、ご挨拶

申し上げたいと思います。 

  羽原部会長におかれましては、平成２４年１０月に、神戸船員部会、公益委員と

して就任されまして、公益委員として５年間、平成２９年８月には部会長に就任さ

れまして、さらに５年間、通算１０年間の長きにわたりまして、船員政策に関わる

審議や船員関係法令に基づく調査、ご審議に大変ご尽力いただきました。また、船

員の最低賃金改正に関わる専門部会の委員としても、ご尽力をいただきました。 

  そのような羽原部会長ですが、今回の専門部会を最後に、部会長をご退任になり

ました。１０年間という長きにわたりまして、大変お世話になりました。ありがと

うございました。心より感謝を申し上げます。 

  まだまだ残暑も厳しく、コロナウイルスの感染拡大も続いております。引き続き、

お体には十分お気をつけお過ごしいただきますとともに、さらなるご発展とご活躍

を心よりお祈りいたしております。 

  長きにわたりまして、大変ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

海事振興部次長 

  部会長からも、ご挨拶があれば頂戴いただきたいと思います。 

 

部会長 

  本当に、１０年間といいますけれども、私にとっては早かった感じで、皆様方か

らのいろいろなご支援とかご助力とかご協力を得た上でのことで、今、思い返しま

すと、もっといろいろ積極的に何か自分として取組んでおけばよかったなという点

はありますが、どちらかといいますと私自身が勉強をさせていただき、あるいは研

究の取組をさせていただいたことで、その点について感謝しております。 

  一応いろいろな課題に対応しようとはしたのですけれども、目に見える成果とし

ては、小型船舶操縦士１級と第二級海上特殊無線技士の免許を取ったぐらいで、さ

あこれから本格的にそういうものを生かして課題に取りかかろうと思った矢先にコ
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ロナで、ほとんどきませんでした。 

  海事関係のことにつきましては、これからまだ、特に国土交通省の海事局関係で

関与するものもございますし、日本海事センターとか海技振興センターの中での委

員会等もございまして、水先の問題も含めて、関与しておりますので、引き続き、

いろいろな面からまた皆様方のご意見を賜ったり、ご協力をお願いしたり、あるい

は改善に役に立つような活動はしてまいりたいと思いますので、なにとぞよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

 

海事振興部次長 

  羽原部会長、本当に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させていただきます。なお、次回の船員部

会につきましては、９月２２日木曜日となり、通常の第４金曜日ではありませんの

で、ご注意いただきたいと思います。９月２２日木曜日１５時３０分から、この場

で開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  どうもありがとうございました。 


