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［第１６８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９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）奥見部会長、櫻庭委員、渕委員、石黒委員（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 

 （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 

  皆さんおそろいになりましたので、第１６８回近畿地方交通審議会神戸船員部会

を開催いたします。本日もお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

  なお、本日より、部会長が替わりまして、新たに奥見新部会長となりますので、

よろしくお願いをいたします。 

  議事に先立ちまして、新部会長より、ご挨拶を頂戴したいと思います。奥見部会

長、よろしくお願いいたします。 

 

部会長 

  弁護士の奥見です。 

  この部会は、加藤委員に次ぎ、長きにわたりさせていただいています。私はこの

部会に来る前に、兵庫労働局の最賃委員を９年間やっていまして、ここでも船員の

労働問題を主にやっていくということで、今後ともそういったものの改善に向けて、

労働問題について、少しでもここの委員が活性化するように努めたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

海事振興部次長 

 ありがとうございます。 

それでは、早速ですが、奥見部会長、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 

  本日の出欠状況につきまして、本日の部会より、新たに公益委員としてご就任い

ただきます石黒委員につきまして、「どうしても外せない所用があり、大変申し訳

ないが、欠席」と伺っておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、石黒委員１名の欠席ですので、船員部会運営規則第９条の規定により定

数を満たしております。本部会につきまして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、本日の配付資料のご確認をお願いいたします。 

  ・議事次第 

  ・資料１ 「第１６７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（８月分）」 

  ・資料３ 「全国版船員職業紹介実績一覧表（７月分）」 
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  ・神戸船員部会情報 

  ・第１６７回委員質問事項ペーパー 

  ・リーフレット「船員労働ハンドブック」 

  国土交通本省のホームページ「船員の働き方改革特設ページ」の下のほうに、こ

ちらのハンドブックが記載されておりますので、またご確認をいただけましたら幸

いです。 

  本日の資料は、以上となっております。資料のほう、過不足等ございませんでし

ょうか。 

 

部会長 

  それでは、議事に入ります。 

  まず初めに、第１６７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。 

 

海事振興部次長 

  部会長、よろしいでしょうか。 

 

部会長 

  どうぞ。 

 

海事振興部次長 

  議事録のほうをご承認いただきまして、ありがとうございます。 

  ご承認いただきました議事録につきましては、前後の流れもございますので、こ

のままとしていただいた上で、私の発言内容について、理解不足による誤りがござ

いましたので、この場をお借りしまして、訂正のお願いを申し上げます。 

 

労働者委員 

  何ページですか？ 

 

海事振興部次長 

  議事録の１８ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらの真ん中やや下のところで、日本人の船員について最賃で働いている方の
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質問に対して、「いないと思います」と答えましたが、部会後に賃金調査を確認し

ましたら、カニ漁のシーズン以外では日本人の船員さんでも最賃保障での支払いが

行われている方がおられました。外国人の技能実習生とは、条件も頻度も全く違い

ますので、単純に比較対象するものではございませんが、日本人にも最賃による支

払いの者がいたということで、理解不足の発言であったことをおわび申し上げ、皆

様方にご認識いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 

部会長 

  ただいまの発言につきまして、何かありましたら、お願いします。 

 

労働者委員 

  それは、最賃適用者ということですか。最賃が適用される船員さんで、最賃ぎり

ぎりの人がいたということですか。 

 

海事振興部次長 

  実際の支払いが最賃になった方がいたと言うことです。２年間分を見たのですけ

ど、２年共、４月とか９月に。 

 

労働者委員 

  一時的な支払いが。 

 

海事振興部次長 

  そうです。トータルで見ればカニ漁はすごい金額をもらっているイメージがあっ

たので、「いないと思います」と即答させてもらったのですけど。 

 

労働者委員 

  休漁期の支払いが、最賃となっていたということですか。 

 

海事振興部次長 

  いや、それはそれでまた別に、津居山地区では休業期の支払いがあるんですが、

それ以外の地区で、漁期内であっても、その月に限って最賃での支払いがあったと

いうことです。 

 

労働者委員 

  それは、最賃が賃金という考え方なのか、最低保障という考え方なのか。 
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海事振興部次長 

  それは、個々の船主の給料の立て方ですね。給与として立てているのか、給与そ

のものはもっと低く設定して、歩合に重きをおいて足らないときに最賃額で保障を

行うといったような。 

 

労働者委員 

  そうですね。最低保障としての賃金なのか、それとも最賃という立てつけなのか

によっては、大分考え方が変わってくると思いますけど。 

 

海事振興部次長 

  確認した範疇では、どちらもあったと記憶しております。 

  本当に、頻度という面、条件という意味では全然違うものであって、外国人技能

実習生と比べる気はさらさらございません。そちらは十分承知しております。 

 

部会長 

  よろしいでしょうか。 

  ほかにないようでしたら、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。 

   ８月期の新規求人件数は４７件で、前月比＋１８件、前年同月比では＋１８件で

した。月間有効求人件数は１１６件で前月比＋１８件です。 

新規求職件数は８件で、前月比－２件、前年同月は１６件でしたので前年同月比

－８件です。月間有効求職件数は３２件で前月比－８件、前年同月比－２１件でし

た。 

ちなみに新規求職者の平均年齢は４４．９歳、月末有効求職者の最高年齢は７５

歳の方でした。 

次に、求人側から見た成立件数が３件、求職側から見た成立件数が３件、月間有

効求人倍率は３．６３倍で前月比＋１．１８ポイント、前年同月比では＋２．１３

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４７件は、その内訳として甲板部の求人が３１件、機関部の求人が１６

件です。船種別では、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
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等が１２件、旅客船５件でした。 

新規求職者８名は、内訳が甲板部の求職者が５名、機関部の求職者が２名、事務

部１名でした。 

年齢構成としては６０歳以上の方が１名、５０代の方が３名、４０代１名、３０

代は無し、２０代が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４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、会社都合で離職された方は１名いらっしゃいます。 

 申し訳ございませんが詳細な離職理由は不明です。 

   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。８月は求人成立数３件、求職成立数３件、

併せて６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。 

 

次に失業等給付の支給状況です。前月末現在の受給者は６名でした。８月の新規

増加ですが、その他理由が３名です。この方達は以前就職が決まり精算のため計上

しています。そのため減少数のその他も３名とそのまま上がっています。減少につ

きましては新規就職者数が１名、支給期間満了の方が１名、です。よって､本月末現

在受給者数は４名となっております。基本手当の支給額は1,286,069円を支給しまし

た。 

また、８月は就職促進給付金を４件 2,565,171円、高年齢求職者給付金を１件、

338,000円を給付しております。 

 

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７月期の実績は、新規求人件数が１，２８７件、新規求職件数が２

６７件、有効求人倍率は３.６８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.

２７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、秋田、福島、山梨、佐賀の４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

前月と変わりませんでした。ちなみに、近畿２府４県全体では１．１５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。 



 

-7- 

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 

  今、１ページの表を見ていただければ分かるのですが、極端に有効求人倍率３.６

３。昨年度、令和３年度、１月から、傾向的に言えば、だんだん上がってくるので

すけど、令和３年度から比べたら極端に、入り口のところもそうですけど、極端に

船員不足というのは、これは２.１９から始まって、今は３.６３。この８月期、昨

年から比べたら、特に２ポイントも上がっている中で、これだけ急激に上がったの

は何か、これは当然、求人の会社が多く、求職が少ないという表れですけど、特記

したような事項があるのですか。 

 

船員労政課長 

  今回、新規求人が４７件となっておりますが、また、前回の部会でもご説明させ

ていただいたように、１つの会社でたくさん出してきているところが、今回そうい

う会社が２、３社ありまして、求人がぐんと増えました。それに対しまして、今度、

求職が逆に半減しました。それで数字が、そのアンバランスのために、ぐっと跳ね

上がったと考えております。 

 

労働者委員 

  全国平均より上回って、全国平均も３.０６で、１つの会社が複数の職種をする会

社が増えたのは、求職の数だけで言えば、求人だけが増えるという現象になると思

うんですけど、いろいろなところが重なって、こういう形に。 

 

船員労政課長 

  そうですね。 

 

労働者委員 

  １つの会社での求人とした場合は、ここまで上がることはないということですか。 

 

船員労政課長 

  そうですね。ただ逆に、例えば、これは仮のお話ですが、１０件出している会社

が今回３社あります。ところが、これが翌月に１０件の会社が１件になった。だっ

たら、今度２０件がグッと減るわけです。そうすれば、また有効求人倍率がぐんと

下がっていく形になると思います。 

  ただ、私の感触ですが、本当に今、船員不足、かなり深刻な状態と思いまして、

皆さん、失業保険を受けられても、すぐに就職をされてしまうので、そういう形で、

どこの会社も、どうしても人手不足感は強いのかな。昔のように、最後までもらい
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切る方が今は非常に少なくなっているということです。 

 

労働者委員 

  ちなみに、この取り方はどこの管内でも同じ取り方ですか。１社が、職種によっ

て３種類あれば、それを１つの求人と捉えるとか。どこの管内でも一緒の取り方を

していますか。 

 

船員労政課長 

  そうですね。要は、求職票を積む件数という。 

 

労働者委員 

  どこも一緒。 

 

船員労政課長 

  ただ、１つの会社で例えば航海士３人とか、そう書いている求人票等もございま

すので、そうなったら当然、上げていくと思います。 

 

労働者委員 

  分かりました。 

 

部会長 

  よろしいでしょうか。 

 

（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。 

  公益委員の方はいかがでしょうか。 

 

（公益委員なし） 

 

部会長 

  労働者委員の方はいかが。 

 

労働者委員 

  その他に。 
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部会長 

  今回はない。 

 

労働者委員 

  先ほど、事務局からあった議事録の１８ページの「いないと思います」が、いた

という話ですが、その考え方の話をお聞きしたいです。 

実質的に、日本人で最低賃金額の人がいたという。 

 

海事振興部次長 

  そうですね。 

 

労働者委員 

  その内容は、普通に１か月労働したのにもかかわらず、もらえなかったのか、月

に３日しか仕事をしなかったから最低賃金額、そういった理由的なものはないと。 

 

海事振興部次長 

  細かなところまでは承知しておりませんが、一応、漁期の範疇には入っています。 

 

労働者委員 

  漁期。 

 

海事振興部次長 

  漁期として定められた。その間に、例えばしけが続いて、行ける日が少なかった

とか、そこまでは把握はしておりません。 

 

労働者委員 

  だから、そういったときの考え方も、実際のところで言えば、昭和５６年１１月

２５日の「漁業最低賃金の実施に伴う運用について」という考え方の中で、そうい

った日数が、労働時間がはっきりしない場合の考え方が、定められていて、その中

で安易に「最低賃金の方がいた」という言い方は、それは、中身が分からないので

不適切な表示になってしまわないですか。 

中身が分かっているならいいけど。普通に労働しても、最低賃金になるのですよ

という人ならいいけど、仮定の話だけど、３日しか働いていない。３日しか働かな

い、日雇い労働は考えられないのだけれども、最低保障の定めがないものだから、

最賃ぎりぎりになったのですよというものなのか、はっきりしないのに、「いた」

「いる」だけの判断をしていいのか、ちょっと気になったのですが。 
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海事振興部次長 

  詳細については、すみません、確認をしておりません。 

 

労働者委員 

  そうですね。安易に、「いた」「いない」と言える内容にはならないと思います。 

 

海事振興部次長 

  その時期に、一般的な漁期に入っていまして、その中で、船によって最賃よりか

なり上で支払っている船と最賃額での支払いが混在していたということです。 

 

労働者委員 

  逆に言うと、員基第２２０号で言っているのは、そういった場合についての考え

方を書いていて、掛け算して、日数分労働したとしてカウントするという考え方が

あるのに、「最賃の人がいる」と簡単に言うのはいかがなものかなという気がした

ので、一言言わせていただきました。 

  以上です。 

 

海事振興部次長 

  今、ご指摘のあった部分については、詳細な確認をしてないまま、一応、支払い

として、月額で最低賃金となる方があったという発言でした 。 

 

労働者委員 

  その内容が分からないと、「いる」「いない」と軽々に言えるものではないと思

うわけで。 

 

海事振興部次長 

  分かりました。大変申し訳なかったと思います。 

 

部会長 

  あと、使用者委員の方は大丈夫ですか。 

 

労働者委員 

  今日の資料の説明を聞いていい？それ、後から。 

 

海事振興部次長 

  非常に簡単な説明ですが、後ほど行う予定です。 
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労働者委員 

  そのときでいいです。 

 

部会長 

  そうですね。私からの報告はありませんので。 

  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よりご質問いただいた件につきまして、質問内容

が多岐にわたっておりましたので、質問ペーパーとして要点をまとめさせていただ

きました。 

  こちらで、質問の内容的に問題ないかと思いますが、よろしいですか。 

  では、船員労政課長から、順次ペーパーに沿って回答を行いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

船員労政課長 

  では、私から回答をさせていただきます。 

  まず、Ｑ１の船員の働き方改革の総合相談窓口のパンフレットの記載について、

パンフレットの表面の右下にある表記につきまして、個別とか集団とか記載がなく

て、「あっせん」と書いているのは、ちょっと紛らわしいのではないかというご指

摘をいただいたところでございます。 

  ご存知のとおり、国土交通省で所管しております「あっせん」につきましては、

個別紛争を対象としておりまして、使用者と労働組合との集団紛争の解決は、私ど

もの方では所管しておりません。これまでいただいたご相談の中で、そのようなご

指摘のような誤解の件は、幸いなことですけども、１件も頂戴はしておりませんが、

仮に、窓口に労働組合または使用者の方から集団紛争の解決の相談があった場合、

行政機関のあっせんによる解決を希望される場合は、都道府県の労働委員会等の関

係機関をご紹介させていただくことになります。 

  次、２番目のご質問、船員の労働の総合相談窓口です。漁船ですね、マルシップ

の漁船に乗り込む外国人の方のご相談はどの部署ですかというお話ですけども、総

合相談窓口は、外国人の方の相談も当然含んでおります。外国人だからといって、

排除しているわけでは全然ありません。ただ、言葉の問題がどうしても出てきます

ので、若干、日本人よりも対応に時間がかかったり、ちょっと確認のやり取りとか、

そういうところはあるのは、どうしてもかかる可能性はございます。 

  ただ、あらかじめ相談案件を所管する部署をご存知の場合は、相談窓口を介さず

に、直接、その担当部署にご相談していただいても、それは外国人の船員の方だろ

うが、日本人の船員の方だろうが、そこは全く区別しておりませんので、もしも、

もう既に船員さんが、このことについては例えば労務官かなとか、このことについ
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ては船員労政課かなとご存知だったら、相談窓口じゃなくて、その直接の窓口に相

談していただいても、それは全然問題ございません。 

  ３番目のご質問は、平成１７年４月の、海上輸送事業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

管理官と船員労務官を統合させて運航労務監理官を設置し、当時のＩＭＯにおいて

加盟国の監査体制を確認する監査等々の内部監査制度のご質問だったと思います。 

こちらは、ＩＭＯが実施する加盟国監査につきましては、ＳＴＣＷ条約、船員の

訓練とか資格証明、当直基準の条約に関するものですが、これは当然、監査対象と

なっております。船員労務監査業務が対象に含まれておりまして、このため、行政

サービスの質の維持と向上を図る仕組みとして、ＱＭＳという仕組みが導入されて

おります。船員労務監査業務にＱＭＳを導入しており、内部監査を通じて業務の監

視、評価、改善、これは現在でも行っておるところでございます。 

  続きまして、４番目と５番目のご質問です。知床の事故の中間取りまとめに関す

ることにつきまして、こちらは無線のお話になるのですが、一般通信用無線から陸

上移動局の無線電話、携帯電話なども除外するというようになっておるところです

が、あと、神戸地区ではマリンＶＨＦとか、小型船についてはＭＣＡ無線について、

これがそのまま適用できるのかというご質問でした。 

この質問は、私どもではなくて、運輸監理部の海上安全環境部が担当の所掌業務

になりますが、今回、私のほうから、海上安全環境部担当者に成り代わりまして、

ご回答をさせていただきます。 

今回、対象としている移動無線局は、電波法に基づく移動局の無線電話のことで

して、携帯電話とかＩＴ無線等が該当します。その中で、ＭＣＡ無線につきまして

も、これもその移動局に該当することになります。ですので、皆さん、設備規定で、

例えばＶＨＦとか、あと衛星携帯電話、多分もともと持たれている船が多いと思い

ますけど、ＭＣＡとかそういうのも、全部、携帯電話を含めて、それだけじゃ駄目

よと。別にその設備があったら、ふだん使いというんですか、そういうので別にＭ

ＣＡとか携帯電話を使うのは、それは全然問題ありませんということですので、そ

こだけ誤解のないようにお願いいたします。 

 

労働者委員 

  ＭＣＡ無線では駄目だということ？ 

 

船員労政課長 

  ＭＣＡ無線だけでは駄目です。 

 

労働者委員 

  あと、携帯でも大丈夫ということ？ 
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船員労政課長 

  携帯でも駄目です。 

 

労働者委員 

  駄目。 

 

船員労政課長 

  携帯だけでも駄目です。 

 

海事振興部次長 

  法定の無線設備を備えた上で、それも使用するのは構わないと言うことです。 

 

労働者委員 

  マリンＶＨＦを積んだ上で、ＭＣＡがあるのなら構わない。 

 

船員労政課長 

  そうですね。 

 

労働者委員 

  なら、マリンＶＨＦを積まないといけないようになる。 

 

船員労政課長 

  次、６番目に、この中間取りまとめですね、船員の質向上の部分になります。事

業用の操縦免許の取得とか小型船舶の免許などに、小型船舶の中で事業用の免許と

いう分け方をするとなっていますが、仮に小型船舶操縦士免許以外の何らかの資格

の創設や、後にある教育訓練の義務づけやら一定の乗船履歴とは、どのような方向

で業務用の免許とレジャー用の振り分け、レジャー用と振り分けられるという考え

方を教えていただきたいというご質問です。 

ここで言う事業用操縦免許とは、現在の特定操縦免許を指している部分です。当

該免許は旅客輸送を行う場合に必要な免許であり、今般の措置は当該操縦免許の取

得要件である小型旅客安全講習の内容を拡充するものでして、したがって、小型船

舶操縦免許の制度においては、現行のとおり、特定操縦免許の有無で業務用とレジ

ャー用と区別することにしております。 

  ただ、知床の事故の……中間取りまとめの２の③につきましては、当該特定操縦

免許を受有した後に事業者側で措置すべきことを想定しておりまして、対象として

は、レジャーではなく、事業で乗船される方向けの内容となっていますが、まだ具

体的な、どういうふうにするかという内容については、まだ検討中ですと回答が返

ってきております。 
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  ７番目のご質問が、質問が一番下の部分ですけども、運航監理部としてどのよう

に受け止められているかと書かれているんですが、これは運航労務監理官のことで

すか、それとも監理部ということでしょうか。 

 

労働者委員 

  労務官のほうになるね。 

 

船員労政課長 

  労務官でよろしいですね。 

  このご質問ですが、今回の事故の一端が伺えることに関して、どのように受け止

めているのかというご質問をいただいているところですが、組織としてお答えさせ

ていただくのは、差し控えさせていただきたいと思っております。 

  ８番目、８ページの（１）では、事業者の安全管理体制として、地域の旅客船安

全協議会の、これは仮ですが、設置が推進となっておりましたが、神戸管内はどう

なっているのかとご質問をしていただいていると思います。 

こちらの仮の安全協議会につきましては、中間取りまとめにおいて、今後速やか

にすべきと位置づけられているところですが、実施めどが実は明確にされてないと

ころでして。 

とはいえ、８月には既に本省から各地方運輸局について、その地域の現状を把握

するための調査が既に入っております。その辺、準備はどんどん進めていますので、

現時点では、まだ詳細な情報が本省からないですけども、具体的な取組とか制度創

設に向けた準備が、本省で現在は進んでいるのかなと私のほうでは思っているとこ

ろ。 

 

労働者委員 

  神戸運輸監理部でも設置はするという。 

 

船員労政課長 

  そこも具体的に指示ですか、そこまでは分からないので。取りあえず、本省から

何らかの指示が来るのではないかと、今はなっているところだと思います。 

  最後の漁業の最賃部会の委員任命につきまして、かなり古いですが、昭和３４年

の運輸省令第３５号の船員の最低賃金に関する省令第７条の交通政策審議会等の意

見に関する異議の申出につきまして、直接会長で構わないかというご質問だったと

思います。 

  こちらも、運輸省の第３５号の７条において出されている異議の申出の宛て先に

ついては、地方運輸局長、神戸におきましては監理部長となりますが、ただ、ここ

で言う異議申出は、船員の最低賃金の改正諮問に対する地方交通審議会からの意見

と答申、それに対しての異議と、異議の申出になることを申し添えます。 
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労働者委員 

  ということは、この公示に対するものだけということ？ 

 

船員労政課長 

  公示に対する申出。 

 

海事振興部次長 

  そうです。 

 

労働者委員 

  限定されるということですか。 

 

海事振興部次長 

  そうです。 

 

労働者委員 

  直接の異議申立ては、また別の形があるという。 

 

海事振興部次長 

  別の形があるかは、確認できませんでした。 

 

労働者委員 

  それは自分で調べろと。 

 

海事振興部次長 

  私のほうで調べた範疇では、確認できませんでした。 

 

労働者委員 

  ないんだ。 

 

海事振興部次長 

  そうですね。 

 

労働者委員 

  最賃全般に関わる異議の申立てについては、ないということやね。 

 

海事振興部次長 

  別に最賃に限らず、異議の申立て、異議申立て不服申請等でネット上とかも含め
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調べたんですが、今回の件に合致するものは確認できませんでした。 

 

労働者委員 

  船員法第102条に船員の申告はあるけれども、異議の申立てはない。 

 

海事振興部次長 

  船員の申告？ 

 

労働者委員 

  うん。 

 

海事振興部次長 

  それは、労務官等への相談とかではなく。 

 

労働者委員 

  そうなるかね。こっちでしかないということですね。船員を、何か異議を唱える

といったところではないということ。 

 

海事振興部次長 

  今回、労働者委員がおっしゃられているような、例えば最賃の部会の体制の在り

方とか、そういったものに異議があるのであれば、それを統括するこの船員部会の

場において言っていただくようになるのかなと。 

 

労働者委員 

  船員部会の事務局が悪しきやからという言い方になってしまうと、声出しても、

何の意味もないという話になっちゃわない？ 

 

海事振興部次長 

  いや、悪しきであるということについては、例えば事務局は決議に入ることはご

ざいませんので、委員の皆さんが、今、我々がやっていることが、本当に事務局は

公平公正にやっていない、悪しきであると判断されて、今後、どういうふうにする

のがいいのかということであれば、そういった方向になると思いますけど。 

 

労働者委員 

  ここへ問題提起したほうがいいと。 

 

海事振興部次長 

  私の調べた範疇では分からなかったので、そういうふうになるのかなと思います。 
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労働者委員 

  はい。 

 

部会長 

  よろしいでしょうか、ほかに何かございますか。 

 

労働者委員 

  この資料の説明は何かあるの。 

 

海事振興部次長 

  それでは、船員部会の資料につきまして、簡単にご説明をいたします。今回、ち

ょっとボリューム感がありますが、最初に国土交通省のプレスリリースとして６点

程つけております。順番にめくっていただきたいと思います。 

  １枚目の「船員の健康確保や労働時間規制に係る改正内容を解説します！」につ

きましては、令和５年４月から行われる表題の説明会を４回実施するので、よけれ

ば見てくださいというご案内になっております。 

  ２枚目の「「旅客船の安全に関する通報窓口」を開設します！」につきましては、

旅客船の安全運航に問題があると思われる情報等について、通報窓口を開設したの

で、そちらに情報を下さいというものになっております。併せて、概要と通報窓口

への通報様式もつけております。 

  ３枚目、「海上輸送の安全にかかわる情報（令和３年度）を公表します」につき

ましては、令和３年度に全国の運航労務監理官が実際に船舶運航事業者に対して実

施しました運航管理監査の結果を公表したものとなっています。 

  ４枚目のプレスリリース、５枚目のプレスリリースにつきましては、中央におけ

る全国の内航鋼船運航業と海上旅客運送業の最低賃金の改正について、それぞれの

専門部会を開催するものになっております。 

  ６枚目、「旅客船事業者に関する安全情報の提供を拡充します」につきましては、

旅客船事業者への行政処分、行政指導等の事案につきまして、従来に比べ公表期間

の延長や公表内容の追加を行うことにより、利用者への提供情報を拡充するもので

す。 

  プレスリリースにつきましては、以上となります。 

  次に、Ａ４の横のカラー刷りで、最低賃金の全国の審議状況をつけております。

こちらにつきましては、９月８日時点のものをつけさせていただいておりますが、

（９月２２日）本日時点のものが先ほど届きました。今からお伝えしますので、よ

ろしければメモをお願いします。 

  東北の諮問後の船員部会につきまして、令和４年８月２６日となっています。意

見聴取の公示日につきまして、北海道、令和４年９月２０日付けで官報公示されて

おります。東北も同じく９月２０日付けで官報公示されております。中部につきま
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しては、本日９月２２日付けで官報公示されております。近畿と神戸につきまして

も９月２０日付けで官報公示されています。神戸の分につきましては、先日、各委

員の皆様方に情報提供で送らせていただいたかと思います。九州、本日９月２２日

付けで官報公示がされております。沖縄、９月２０日付けで官報公示がされており

ます。 

  最賃の全国の審議状況につきましては、今、お伝えしました状況となっておりま

す。 

  次に、神戸の船員部会の最低賃金専門部会日程につきましては、日程と委員を確

定しましたので、以前、これもメールで流させていただいたと思いますが、改めて

つけさせていただいております。 

  最初に漁業がありますが、一時期、非常に感染拡大続けておりましたコロナが、

最近、若干収まってきている状況にありますので、できれば１０月６日については、

但馬漁業協同組合、現地へ訪問して、開催したいということで、皆様のご理解を得

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

海事振興部次長 

  では、１０月６日は、現地へ伺う形で、渕先生、櫻庭先生のほう、よろしくお願

いいたします。 

  あと、内航、旅客につきましては、１１月に１回目を開催し、一応予備日として

１２月に予定をしております。それぞれ上の段に書いている時間につきましては、

開始時間となりますので、終了につきましては、例年、ここから１～２時間を要し

て終了すると聞いておりますので、ご都合等よろしくお願いいたします。 

  以降の資料につきましては、通常どおりのスクラップ記事、内航海運輸送動向、

月例経済報告となっておりますので、また後ほどご確認をいただけましたら幸いで

す。 

  最後に１枚つけました「船員労働ハンドブックをご活用ください」につきまして

は、船員の働き方改革に併せて、船員の皆さん自らが自己教育用に生かしていただ

くためのハンドブックであるということになっています。船員さんに係る関係法令

の基礎知識、そういったものをまとめたものとなっていますが、すみません、これ

も先ほど部会の直前に来ましたので、私もまだ内容を全く見ていない状況で、取り

あえずパンフレットだけ焼きまして、取り急ぎ情報提供という形でつけさせていた

だきました。 

  資料につきましては、以上です。 

 

部会長 

  ただいま事務局から、船員部会情報等の連絡がありましたが、委員の皆様から何
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かございましたら、ご発言をお願いします。 

 

労働者委員 

  もう少し教えてもらいたいことがあります。 

  旅客船の安全に関する通報窓口開設というお話をパンフレットでしたのですけど

も、保安庁の１１８番とのすみ分けは、どういうふうになりますか。普通、海で何

かあれば、通報は１１８番だというのが常識であるのに、それと、この通報窓口と

の兼ね合いは。それを飛び越えて、１１８番に電話しなくていいから、こっちへ電

話しなさいということ？ 

 

海事振興部次長 

  いや、認識不足だったら申し訳ないですけど、１１８番というのは、陸で言う１

１０番のようなイメージのものと想いますが。 

 

労働者委員 

  通報システムですよね。 

 

海事振興部次長 

  はい。 

 

労働者委員 

  ２０００年ぐらいに出来たと思ったのだけど。 

 

海事振興部次長 

  こちらの通報窓口は、実際に、例えば利用者の方が、乱暴な操縦をされて危険な

思いをしたとか、そういった情報を通報するような窓口なのかなと想います。 

 

労働者委員 

  一般人が通報するのは運輸局ですよ。船員さんが通報するのは１１８番ですよと

いうすみ分けなの？ 

 

海事振興部次長 

  １１８番というのは、基本的に、事故とかそういう類いのものではないですか。 

 

労働者委員 

  通報は何してもいいのでしょう、あれ。 
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海事振興部次長 

  そうなんですか。 

 

労働者委員 

  駄目なの？事故でないと駄目なの？保安庁の話よ。 

 

海事振興部次長 

  保安部の通報の内容をどこまでというのは、正確に把握しておりません。 

 

労働者委員 

  事故も通報するようになっているけれども、不審船も、何か怪しいのも全て全般

いいと思うのですけど。 

 

海事振興部次長 

  よくポスターとかで、「海上の事故は１１８番」というポスターがあり、そうい

うイメージを持っていました。 

 

労働者委員 

  事故も、そういうのも全部ですよね。通報という書き方していたと思いますけど。 

 

海事振興部次長 

  海上保安庁のほうにつきましては、ちょっと正確なお答えをいたしかねます。 

 

労働者委員 

  どっちに電話すればいいのということになっちゃうよね。 

 

海事振興部長 

  このプレスリリースに書いていますけども、２番の概要に書いていますけども、

「「旅客船の安全に関する通報窓口」では、旅客船について、安全運航に問題があ

ると思われる情報に関する通報を受け付ける」になっていますので、こういった内

容については、こちらの窓口に通報してください。それ以外については、またそれ

ぞれの該当のところがあるかと思います。 

 

労働者委員 

  そういうすみ分けをしたということでいいのね。 

 

海事振興部長 

  そうですね。 
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海事振興部次長 

  海上保安部とですか。 

 

労働者委員 

  うん。 

 

海事振興部長 

  そこまでは、私はちょっと。 

 

海事振興部次長 

  そこはすみません、確認できていません。 

 

海事振興部長 

  ここの窓口については、旅客船の安全運航に関することは、ここに通報してくだ

さいと。 

 

労働者委員 

  旅客船の安全運航に関わる通報については、保安庁にしちゃ駄目ということ。 

 

海事振興部次長 

  いや、ですので、その辺は確認できておりません。 

 

労働者委員 

  それだけです。以上です。 

 

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 

  奥見部会長、議事進行をありがとうございました。 

  それでは、本日の部会をこれにて終了と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、１０月の２８日金曜日１５時３０分、こ

の場で開催したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 
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  どうも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。 

 


