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第２号議案 

Ⅰ 平成19年度事業報告 

  

(1) 海事に関する調査研究 

海運労使の「日本人海技者の確保・育成策の確立を条件に、国際船舶制度から日本人船・

機長の配乗義務と船籍要件を切り離す」との合意のもとに、官公労使が日本人船員確保・

育成スキームを具体化した。年間30名で養成年限5年という内容が決められ、商船高専か

らも応募者が出ているようであるが、具体的内容は今後の推移を見ていく必要がある。 

政府の規制改革民間開放推進会議の方針を受けて、国交省に「船員教育に関する検討会」

が設置され、航海訓練所のあり方について1年間の論議を通じて結論がまとめられた。商

船高専訓練生に対して「船に就職しないのに練習船訓練をするのは経費の無駄だ」と言う

指摘や、練習船ばかりでなく社船実習を取り入れた訓練の複線化、帆船訓練の縮小、ター

ビン練習船の廃止、訓練生への費用負担増など、直接商船高専生に関連する問題が取り上

げられた。これらについては、各商船高専とも情報交換して、その推移を見守った。 

労使合意によるトン数標準税制導入の要望については、日本船・日本人船員確保の方針

を示すよう財務当局の指摘があり、国土交通大臣は「日本籍船・日本人船員の確保・育成」

の検討を「交通政策審議会」に諮問（平成19年2月8日）し、海事分科会で検討された。同

時に平成19年4月27日「海洋基本法」が成立し、その第20条に「日本船舶の確保、船員の

育成及び確保」が謳われた。その実現はトン数標準税制導入が前提条件となっているが、

具体的な日本人船員確保策がどのように推進されるのか不透明で、注視していく必要があ

る。 

また、新水先人制度は、平成19年4月から導入され、1級と3級の養成支援対象者の選考

が行われた。本協会として制度の内容や採用試験の内容など情報収集と周知に努め、会員

が不利とならないよう個別に対応した。これら支援者は昨年4月より水先人養成施設にて

訓練を受け、2月から3月に実施された国家試験に殆どが合格した。今後の水先人としての

活躍に期待したい。なお、まだ制度的な問題点も多く、公平な制度の運営を求めて、今後

の動静に充分注意して取り組んでいく必要がある。 

商船高専の統合問題では、国立高専機構の掲げる統合再編の方針の下に、具体的な動き

が進められつつあったが、中央教育審議会の動向などもあって延期されるなど、その動き

は減速している。この問題に関して商船高専振興協議会、5商船高専同窓会長懇談会、5

商船高専校長連絡会を開催し、意見交換を実施した。商船高専統合問題は、文科省と国交

省にまたがる部分もあり、情報収集が困難な面はあるが、商船教育の将来を見据えた改革

が如何になされるべきかを課題として、会員間の検討がより深まるよう対応する必要があ

る。 

公益法人改革は、20年度から具体的に進められるため、その内容把握、情報収集を行い、

必要な準備態勢に入っている。 
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(2) 船舶職員の後継者教育対策 (商船教育に関する援助) 

●コースタル乗船研修制度 

この制度は平成16 年度に導入され、本協会の中心的事業と位置づけてスタートした。

初年度に第１期生７名の研修を実施したものの、平成17・18年度はコースタル船員不足

が一気に顕在化し船社は直接採用に走った。そのため新規応募はなかった。本年3月新規

採用者にこの制度実施を希望する船社が出て、研修生も了承しているので、4月から研修

が実施されることとなった。 

●商船学科の卒業式に際し、本協会役員が臨席し、祝辞を述べるとともに下記の者に「全

船協表彰」として表彰状と記念品を贈呈した。 

富山商船高専 航海コース 公文名 到  機関コース 渡邉 真史 

鳥羽商船高専 航海コース 伊藤 初美  機関コース 長谷川雅俊 

広島商船高専 航海コース 伊藤洸太郎  機関コース 橋本 海人 

大島商船高専 航海コース 時松 勇貴  機関コース 藤田 和也 

弓削商船高専 航海コース 河田 真治  機関コース 原田 康平 

●商船高専第42回五校合同漕艇大会（鳥羽商船高専 主管） 

運営費の一部贈呈と参加者にタオル進呈（平成19年7月20日～21日） 

●航海訓練所 

航海訓練所練習船の「全船協文庫」に図書を寄贈した。（平成19年12月21日） 

練習船の遠洋航海出航式に出席し、会長より激励の挨拶を行った。 

（大成丸 平成19年4月28日） 

（青雲丸 平成19年8月8日）  

（海王丸 平成20年1月11日）  

●学校との交流 

1)商船高専振興協議会運営委員会を開催 

平成19年10月19日神戸支部にて商船高専振興協議会運営委員会を開催。 

全船協から提起していた「商船高専卒業時に内航海運を目指すために4級（反対職）海

技免状付与問題」、「船員教育に関する検討会」で船に就職しない学生の練習船訓練を

縮小するという問題、商船学科の修業年限が5年半のため就職活動上不利となっている

問題などを審議した。 

各校協同して取り組み全船協も全面協力して推進している「現代GP」「海事技術者の

キャリア育成プログラム」について現状報告と内容を検討した。 

高専統合に関する進展状況については、本年8月に富山商船高専の統合一年延期が決

まり、各校もその推移を見つつ検討していることが報告され、瀬戸内3校統合について

多角的な見地からフリーな意見交換を行った。 

2)商船高専校長との連絡会 
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平成20年2月2日、全船協本部にて全船協から会長・副会長・専務理事・常務理事の参

加のもと5商船高専校長と連絡会を開催した。 

「現代GP」は、初めて実施される５商船高専の協同プログラムであり、全船協も全面

的に参加、協力を行って推進しており、その実情が報告された。 

高専統合問題については、富山商船は統合が一年延期となったことが報告され、他の

各校も状況を見つつ検討していることが報告された。 

航海訓練所が商船高専商船学科の海上に就職しない学生について、練習船訓練の縮小

具体化を図っているが、学校側はその扱いについて文科省の指示を待ち協議していく旨

報告された。 

3) 商船高等専門学校の評価機関 

独立行政法人化されて以降、独自の諮問・評価機関を設置する学校があり、本協会

の参加を求められた学校には委員として参加した（富山、大島）。 

 4）商船高専同窓会長懇談会 

平成19年12月13日同窓会長懇談会を開催、統合問題など意見交換を実施した。 

 

(3)会誌の発行 

 季刊「全船協」№ 104、105、106号を発行 

No.104号（春季号） 

・｢船員教育のあり方に関する検討会｣傍聴記 

・ 平成19年度一級水先人支援対象者選考試験について 

・ 全船協との打合せ及び現役船舶職員講演会ＷＧ会議 

・ 晩餐会に出席して               寄 稿 山本 徳行 

・ 続・南極を目指した日本人           寄 稿 大賀 清史 

・ クルーズ客船｢飛鳥｣乗船記（3）         寄 稿 橋本  進 

No.105号（夏季号） 

・ 平成19年度通常総会報告 

・ 平成19年度通常総会議案書 

・ 無料船員職業紹介所を開設します 

・ ｢海洋基本法｣並びに関連報道内容など 

・ 関門海峡における船骸撤去           寄 稿 山本 徳行 

・ 続々・南極を目指した日本人          寄 稿 大賀 清史 

・ 黒船に乗った日本の漂流船員          寄 稿 村上  貢 

・ クルーズ客船｢飛鳥｣乗船記（最終回）      寄 稿 橋本  進 

No.106号（新春号） 

・ 平成19年度第2回理事会・第1回評議員会合同会議報告 

・ 現代GP「海事技術者のキャリア育成プログラム」について 
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・ 白い虹                    寄 稿 橋本  進 

・ 合縁奇縁                   寄 稿 山本 徳行 

・ 「子供たちと港を語る事業」に参加して     寄 稿 田中 善治 

・ 続々・南極を目指した日本人Ⅲ         寄 稿 大賀 清史 

・ 悲劇の戦時標準船大愛丸            寄 稿 菊池 金雄 

・ 「終焉幕～エンドロール」               松見  準 

各号連載記事 

日溜りの老河童                         寄 稿 ドン・クルピタ 

以上の会報の内容は全てホームページに掲載し、情報公開を実施している。 

(4)講演会、研究会の開催 

①5商船高専共同のキャリア育成事業である「現代GP」は昨年からの継続事業であり下記 
の事業を実施した。 

イ、学生のインターンシップ 

協力企業の選定など全面的に協力し8社・13名が参加し成果を挙げた。20年度の取組

みを推進するため、20年2月15日神戸にて商船高専担当教員と全船協（角田・岩江・東）

参加のもと、対策会議を開催した。 

ロ、「現代GP」総括会議 

商船高専各校担当教員と全船協参加のもと下記日程で実施し、取組みの反省と今後

の課題について検討した。 

 第1回 平成19年8月23日・24日 神戸にて（全船協 角田・東・山本参加） 

 第2回 平成20年3月25日・26日 神戸にて（全船協 角田・東・山本参加） 

ハ、現役船舶職員講演会 

5商船をWEBで結んで2回実施し好評を得た。 

第1回 平成19年11月1日 鳥羽商船にて  

講師 森  団平／日本郵船     山下 育孝／商船三井 

  第2回 平成20年 2月4日 富山商船にて  

講師 長谷川佳永／ユナイテッド・マリタイム 

海老江  喬／伏木海上保安部       千葉 洋太／伏木海上保安部 

椋野 勝博／伏木海上保安部 

 

②中学生や高校生に対する海事思想普及講演会の実施 

横浜港振興協会から、横浜開港150周年の記念事業として全船協に参加要請があり、これ

に積極的に参加して次の実績をあげた。（講師は全て、横浜支部の田中善治事務局長） 

１．平成19年11月17日 横浜市立左近山中学校 生徒15名参加 

２．平成20年 3月19日 横浜市立旭北中学校  生徒143名参加 

３．平成20年 3月21日 横浜市立市場中学校  生徒40名参加 
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前記の事業ではないが次の講演会も独自に実施した。 

   平成20年1月19日  東京都立小山台高校  生徒20名参加 

講演会の状況や、生徒の感想文は会報に掲載している。 

(5)海事関係団体との連携交流  

各海事団体会議に参加し、意見反映と協力を行なった。 

・(社)日本海難防止協会・(財)海技教育財団・(財)日本殉職船員顕彰会・(財)帆船日本丸記

念財団・STW調査検討委員会 
・海事団体懇談会 海技協会が主催して開催されてきた海事関係団体懇談会は、海技協会

の解散により機能しなくなり、海事関係者の意見交換の場が無くなった。本協会はこれ

に代わる懇談の場を設ける必要があるとして、各関係団体に働きかけてきた、その結果

(社)海洋会・(社)日本船長協会・(社)日本船舶機関士協会と本協会が合意し、新たに海

事団体懇談会として発足したものである。（第１回平成20年1月28日、第2回平成20年3

月10日開催した） 

(6) 無料船員職業紹介事業（新規事業） 

一昨年総会決定に基づき、国交省と折衝を続けてきた。定款改正の手続きで遅れていた

が、平成19年8月1日国土交通大臣の承認を得た。 

3月末の本年度実績は下記の通りであった。 

  求人  9名（外航 4名、内航 2名、漁船 2名、その他 1名） 

  求職  4名（外航 3名、内航 0名、漁船 0名、その他 1名） 

  成約  1名（外航 1名、内航 0名、漁船 0名、その他 0名） 

 

2, 会 務 報 告 

(1) 会員組織の活性化 

会員の動向は、新卒者は基本的に全員入会してもらっているが、加入手続きは学校に依

存している面が多く、加入後の働きかけが十分とは言えない。海運への就職が少ないとい

う背景もある。したがって若手会員は会の活動に積極的な参加は少ない。この年代の会員

に対しては、本協会の進める事業など通じて理解と参加意識を高める活動が必要である。 

商船高専の統合問題は卒業生全体の問題として若年層も関心が高く、この問題での各校

の同窓会組織との連携強化を図り本協会の役割を訴えていく必要がある。 

水先人応募者、職業紹介所利用者、乗船研修事業参加者は商船高専出身者以外の出身者

も多く、これらの会員拡大も徐々に進みつつある。これらの事業推進は支部組織との密接

な連携が必要であり、その強化を図っている。 

 

 

 

(2)諸会議・会合（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
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名 称 回数 開 催 日 

(1)通常総会 

(2)理事会 

(3)評議員会 

(4)常務理事会 

 

(5) 懇親会 

(6)委員会関係 

商船高専振興協議会運営委員会（神戸） 

5商船高専校長懇談会（本部） 

(7)「現代GP」全体会議（神戸） 

   ｢現代GP｣現役船舶職員講演会 

(8)海事団体懇談会 

1 

3 

1 

11 

 

2 

 

1 

1 

2 

2 

2 

5/30 

4/24,10/25 

10/25 

4/10,5/15,6/12,7/10,9/11,10/10, 

11/13,12/11,1/10,2/13,3/11 

5/30,10/25 

 

10/19 

2/2 

8/23－24,3/25－26 

11/1,2/4 

1/28,3/10 

 

 

(3)支 部 報 告 

 

◎横浜支部 

諸会議 

（1）支部通常総会(第３８回 ５月１８日) 

（2）支部幹事会                         ３回 

(3) 三役会議                          １回 

(4) 研修会( (社)横浜海洋福祉協会と合同) 

(5) 懇親会                           ２回 

(6) その他懇親会                       ２回 

会 議 

 (1)4月16日 戦没殉職船員名簿奉納追悼式準備 観音崎 

(2)5月11日 第37回戦没殉職船員追悼式参列 

(3)5月20日 第24回横浜港カッターレース、実行委員2名･運営協力7名・参画、来賓参加1

名 

(4)第25回横浜港カッターレース及び小学生カッターレース打ち合わせ 数回 

(5)7月13日 第12回｢海の日｣祝賀前夜祭を海洋会･若葉会と共済。当協会より同伴者を含

め39名参加(他団体を含む合計168名出席) 

 (6)8月6日  読売新聞社の取材を受ける。（読売新聞神奈川版８月１９日付「横浜開港物

語」(35）に掲載された） 



 7 

(7)12月9日 横浜海洋福祉協会と共催で研修会「世界の中で横浜の果たしてきた役割」 

講師横浜港振興協会会長･徳川恒孝氏、終了後懇親会(出席43名) 

(8)1月11日 練習帆船海王丸、遠洋航海への出港式に出席。 

(9)海洋会横浜支部の懇親会に出席。 4回 

(10)横浜市、横浜港振興協会主催の研修会、説明会、講演会などに出席。 

(11)知事と市長の会に出席。 

(12)横浜港開港150周年記念事業として、横浜港振興協会からの要請により出講。 

  11月17日横浜市立左近山中学校、3月19日横浜市立旭北中学校、3月21日横浜市立市場

中学校にて実施。 

(13)会員相互の親睦を図るため「銘酒会」を適宜開催。 

 

◎ 神戸支部 

１．定例会                      １１回 

２．航海訓練所練習船船長･機関長来訪(懇談)        ６回 

３．関係団体と交流・参画 

 ①しんようクラブ(若葉会・海洋会・全船協)合同懇親会  １回 

 ②神戸海難防止研究会総会・定例会           ５回 

 ③神戸港振興協会総会 

 ④機関士協会賀詞交換会出席              １回 

 ⑤｢海の日｣式典出席                  １回 

 ⑥ベンチャービル管理組合総会(臨時)出席        ２回 

４．商船高専協議会、グループ開催            ５回 

５．毎月定例会を開催し、支部組織の活性化に勤めた。 

６．各学校輪番制で、懇親会及びゴルフコンペを開催。新しいメンバーの参加を呼び

かけ、親睦を深めながら会員の掘り起こしに努めた。 

 

3，会員の異動等 

(1) 会員の異動（平成20年3月31日現在） 

会員の動向は下表の通り、減少傾向は止まらない。水先人応募支援活動、職業紹介事業、

乗船研修事業、高専統合問題、各校同窓会との連携など事業活動の促進、会費未納者への

納入依頼に取組むなどにより努力している。 

新卒者の加入については学校への依存が強いが、新卒者への独自の働きかけが必要であ

り、また卒業後の対応も強化すべきである。 

引続き諸事業を通じて会員との接触活動を積極的に行い、会員の結束を促すことによっ

て活性化を行っていく必要がある。 
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 本部事務局役職員の構成 （平成 20 年３月 31 日現在）  
   専務理事           １名 
   事務局長兼事業部長 １名 
   事務局次長         １名 
 
 ４． 収支改善計画への取組と今後の課題 
 公益法人改革が推進される中で、 平成 19 年度から新会計基準の導入を行なった。  
 当面の収支対応としては、 基本財産などから最大限の運用益と利息収入をあげ、 会費

収入の不足を補ってきた。 しかし、 基本財産の運用益は、 世界的な金融市場の悪化によ

り、 その収益に例年通り依存することはきわめて難しくなった。  
 会費収入に関しては、 会員の大幅な増加を期待できない現状の下で、 現状維持を図り、 
未納会費の納入促進を図る努力を実施した。 今後さらなる綿密な対策を講ずる必要がある。  
 今後の財政的な課題は、 公益法人改革の動きとも絡んで検討する必要があるが、 基本

財産等の運用益に大幅に依存する収支体質の改善が求められる。 支出面では、 収入の長

期的見通しのもと、 事業の重点を絞り込むほか、 人件費を含む経費の一層の削減を図る

事が求められている。 
 

正会員 賛助会員 会員の種別 

推移 
内訳 

本年度人数 (前年度) 個人  法人 

平成19年4月1日現在  2674 (2704) 2 10 

入会者(新卒・その他） 143   
入会 

戻り会員（再登録） 10 
153 (161) 

  

資格変更者 222   
退会者 

退会者 35 
257 (180) 

  

物故  5 (11)   

平成20年3月31日現在  2565 (2674) 2 10 




