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Ⅰ 平成20年度事業報告 

 

１．事業報告 

(1) 海事に関する調査研究 

 トン数標準税制の適用にかかわる日本船舶・船員確保計画の認定申請について、申請のあっ

た10社の計画すべてが認定され、保有・運航する日本籍船については４月からトン数標準税

制が適用されることとなった。その結果、10社の2009年4月から14年3月にかけての5ヵ

年計画によると、外航日本籍船は、当初76.４隻のところが5年後に159.8隻と2.1倍に増加。

同様に 1050人の日本人船員については、88人増加の 1138人となり、1.1倍への増加が見込

まれるという。 

  ここから派生した社船実習制度は、採用内定者中心であることと、実習船に適合する社船

を保有していない船社もある点など、教育の機会均等原則から問題点が指摘されている。 

  また、官公労使が具体化し、日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）が取り扱う「外航日

本人船員確保・育成スキーム」は 年間20名で養成年限５年という内容を実施し、 商船高専

からも応募者が出ているが、 これは卒業生が乗船実歴を得つつ上級免状の取得を支援する制

度で、第4期生(平成22年度)の募集が始められている。 

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級の養成が進められて

いるが、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。 

商船高専の高度化再編問題では、 富山商船高専が本年より再編のスタートを切ることとな

った。また瀬戸内3商船高専や鳥羽商船高専では協議が進められたが、国の方針や諸般の情勢

から検討は中断状態であり、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商船高専校長連絡会を開催するなど意見交換を実施して対応した。  

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、 情報収集を行っ

ているが、まだ今後の方向性が不透明な部分も多く、十分状況を見つつ判断する必要がある。 

 

(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、 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、コースタル船員不足が顕在化して、その後この制度の

利用はなかったが、平成20年4月から10月まで1名の研修が実施された。海上技術学校出身者

であるが、本人から「研修は効果があった。期間をもう少し長くしてほしい」との感想が出

ている。 

●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 堀井 堅教  機関コース 高橋 悠 
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鳥羽商船高専 航海コース 春日 敏秀  機関コース 磯和 徳典 

広島商船高専 航海コース 後藤雄一郎  機関コース 西下 陽香 

大島商船高専 航海コース  橋村 沙織   機関コース 久保 潤一 

弓削商船高専 航海コース  坂東 卓哉   機関コース 宇佐美 康一 

●第43回全国高等専門学校漕艇大会 （大島商船高専 主管） 

運営費の一部贈呈と参加者にタオル進呈 （平成20年7月5日〔土〕・6日〔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15 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。 

（銀河丸 平成20年８月7日） 

（海王丸 平成21年１月10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20年10月29日神戸支部にて商船高専振興協議会運営委員会を開催。 

①各校の高度化再編に関する動きについて、各校の検討の進捗状況が説明されたあと、フリ

ーな討議が行われた。その中で、瀬戸内３校の再編に関しては、再編に伴う学科の削減が

養成定員の削減に結びつくのでは、海洋基本法などで日本人船員確保育成の政策に相容れ

ないので、定員は維持すべきだと言う議論が大きな課題として浮かび上がっていることが

報告された。 

②社船実習について、学校側より「反対しない。ただ社船実習する生徒の選択権が、採用内

定した船社だけになっている。採用内定のない者でも社船実習させるべきだ」との意見が

出された。 

全船協から、「実習できるのは大手船社に限られてしまう恐れがあるし、トン数標準税制

適用船の数で、範囲が限定され機会均等の原則が保障されない恐れがある」などの指摘が

された。 

③その他、海上運送法改定について、全船協より新海上運送法の資料を配布し、外航の航海

命令など新たな問題が出ているので参考に供した。  

2） 商船高専校長との連絡会 

平成2１年２月９日、 全船協本部にて５商船高専校長と全船協(会長・副会長・専務理事・

常務理事が参加)の連絡会を開催し以下の意見交換を行った。 

①平成21年度以降の現代GP事業継続につき、学校側から、次の検討課題が提起された。 

・昨年のフォーラムは、学校側の一方的発表となったが、これからは産業界からの発信の場

などより参加の枠を広くすることを検討したい。 

・総括校は持ち廻りとし、各校に担当者を設置したい。 

・外部資金確保のため、船主協会への接触も検討したい。 

・このフォーラムを高専に限らず大学まで枠を広げることの可否も検討したい。 
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・語学研修の海外留学、WEB講演会、海技試験講座の単位化を検討したい。 

・仕事学講座、企業見学などは各校で対応する。 

・インターンシップは全船協の協力をお願いする。 

・論理表現や船上英会話は教本が出来ている。  

・国の予算がどれくらいまわしてもらえるかの調査も必要。 

・現代GP の経費の中では旅費交通費が相当部分を占めており再考が必要。 

審議の結果、提案どおり推進することとし、３月の現代GP総括代表者会議に報告し確認

する。交流会は隔年開催の方向で内容を検討することで合意した。 

②平成２１年度より開始される社船実習の内容と対応について 

学校側より、「今年度は４１名の希望に対し大手３社の２０名が採用された。全て採用内

定者である。内定者以外の採用も強く求めたが通じなかった」ことが報告された。 

これについて、「内定者しか社船実習が出来ないのは問題だ」「今後経済情勢によっては採

用が減らされると社船実習人数も減っていく恐れあり」「人材確保に関しては新人採用を減

らす情勢ではない」「外航・内航含めて新陳代謝のため求人活動は進められるだろう」「社

船実習は希望者全員採用してしかるべきだ」「練習船実習中にも内定者が出ることもありう

るので、採用決定には選定期間の幅を広げるべきだ」「自社で社船実習が出来ない船社は、

航海訓練所に月額25万円／人を支払い６ヶ月の実習を委託することになる」などの意見・

情報が出された。 

③商船高専と船主協会共催の進学ガイダンスへの対応について 

全船協より、「合同進学ガイダンスは全船協がまったく知らないうちに進んで協力体制が

取れなかった。次回からは事前に連絡してほしい」と要望した。学校側は、「入学応募者に

アンケートをとるなど検討したい。募集に関して海運局などでも宣伝活動をしているが、

個々ばらばらの感じで全体に連携が取れていない。練習船の一般公開と進学ガイダンスを

連携させればさらに効果的である。全体の協力体制を考えたい」との意向が示された。 

④平成２１年度の新入生応募状況について 

   各校の新入生応募状況が報告された。学校側から「広報主事」を配置するなど、広報に

重点を置く考えが示された。 

⑤商船高専の高度化再編について 

富山における再編進捗状況は、校長１名、副校長２名（各キャンパス担当となるが共通

課題も分担して受け持つ）、３主事は両キャンパスにおき、合計９名となることが報告され

た。他の各校は検討中であることが報告された。 

⑥その他 

学校側より５商船の当番校は来年度大島商船が（２年間）担当することとなったことが

報告された。全船協会長からこれまで担当された鳥羽商船校長に今までのご苦労を感謝申

し上げるとともに、大島商船校長には宜しくお願したい旨挨拶があった。 

3） 商船高等専門学校の評価機関 
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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）。 

 

 (3) 会誌の発行 

季刊 「全船協」 №107、 108、 109 号を発行 

No.107号 （春季号） 

・平成20年度第1回理事会報告 

・「現代GP」第２回現役船舶職員講演会 

・都立小山台高校での講演会 田中 善治 

・白い虹（Ⅱ）  寄 稿 橋本 進 

・続・南極を目指した日本人Ⅳ  寄 稿 大賀 清史 

No.108号 （夏季号） 

・平成20年度通常総会報告 

・子供たちと港を語る事業に参加して 横浜市立旭北中学校 田中 善治 

・子供たちと港を語る事業に参加して 横浜市立市場中学校 田中 善治 

・第25回横浜港カッターレース 田中 善治 

・白い虹（最終回）  寄 稿 橋本 進 

・続・南極を目指した日本人（完結編） 寄 稿 大賀 清史 

No.109号 （新春号） 

・商船高専高度化再編資料 

・平成20年度第3回理事会・第１回評議員会報告 

・現代GPフォーラム(海事技術者のキャリア育成プログラム)中間報告 

・都立小山台高校での講演会 田中 善治 

・子供たちと港を語る事業に参加して 横浜市立左近山中学校 田中 善治 

・子供たちと港を語る事業に参加して 横浜市立戸塚中学校 田中 善治 

・旅行記・ラトヴィア歌と踊りの祭典 寄 稿 山本 徳行 

以上の会報の内容は全てホームページに掲載し、 公開している。 

(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に協力し15社・45名(前年度8社・13名)が参加し成果を挙げた。 

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） 
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第２回 平成20 年11月15 日・16 日 神戸にて （全船協 角田・東・山本参加） 

第3回 平成21 年3月17 日（最終回）神戸にて （全船協 角田・東参加） 

ハ、現役船舶職員講演会 

前年に続き５商船をWEB で結んで実施し好評を得た。 

第3回 平成20年8月6日 広島商船にて 講師 末永 守／日本郵船  

第4回 平成21 年2月 弓削商船にて  講師 大野芳生／日本海洋事業 

第5回 平成21 年2月 大島商船にて  講師 大野氏 ／大阪市港湾局 

                          徳川恭子／セイル大阪 

②中学生や高校生に対する海運の知識普及講演会の実施 

本協会横浜支部 田中善治事務局長を中心に講演会活動を推進した。  

横浜港振興協会の横浜開港150周年の記念事業として全船協に参加要請され、これに昨年(3

回実施)に続き参加した。講演会の状況や、 生徒の感想文は会報に掲載している。 

４.2008/11/08 横浜･左近山中学校   9名  本望隆司 全船協・横浜港振興協会 

５.2008/11/14 横浜・末吉中学校 267名 田中善治 全船協・横浜港振興協会 

６.2008/12/09 横浜･戸塚中学校    40名  田中善治 全船協・横浜港振興協会 

７.2008/02/05 横浜･旭北中学校  169名  田中善治 全船協・横浜港振興協会 

その他次の独自講演活動を実施した 

2008/11/08 東京･小山台高校     29名  田中善治 全船協 

(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・（財）海技振興センター(STW調査検討委員会)に参加している。 

・海事団体連携懇談会は（社）海洋会・（社）日本船長協会・（社）日本船舶機関士協会と本

協会が参加し、海事団体の意見交換場として昨年発足し、本年度は4月21日と9月4日の2回開

催された。 

(6) 無料船員職業紹介事業 （新規事業） 

平成19 年8月1日公益事業として国土交通大臣の承認を得た本事業は、人数は少ないが新たな

会員発掘(水産系学卒者や海上技術学校出身者)となっている。 

本年度実績は下記の通りであった。残念ながら成約はないが、外航は進展中である。 

求人 ５名 （外航０名、 内航２名、 漁船０名、 その他３名） 

求職 ７名 （外航４名、 内航３名、 漁船０名、 その他０名） 

成約 ０名 （外航０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、 新卒者は全員入会とならないケースが増えつつある。加入手続きは学校依
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存を改め、練習船で入会の説明の機会を作る、宣伝資料の配布など、さらなる努力が必要であ

る。各校同窓会の協力を仰ぐこともより一層重要となっている。  

入会後の会費納入も十分ではなく、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、 本協会の諸事業を通じて理解と参加を高めていきたい。 

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20年4月１日～平成21年3月31 日） 

       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 

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」総括会議(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 

2 

3 

3 

2 

5/29 

4/22, 5/29, 11/7 

11/7 

4/8, 5/13, 6/11, 7/8, 9/9, 10/7, 

11/11,12/9, 1/14, 2/10, 3/10 

5/29,11/7 

 

10/29 

12/7, 2/9 

8/23-24,11/15-16,3/17 

8/6, 2月２回 

4/21,9/4 

 

(3) 支部報告 

横浜支部 

諸会議（1）第39回総会 後懇親会  5/17 

  （2）幹事会  4/18,   10/17,  12/17,   2/20      計4回 

  （3）三役会議 4/30,    2/6,    3/3                  計3回 

  （4）研修会 後懇親会（海洋福祉協会と合同）  12/5 

  （5）その他懇親会   6/20,    9/19,    1/30    計3回 

会 務（1） 5/ 3 「帆船日本丸ガイド」発足（（社）海洋会横浜支部との共同事業、3/31現

在 当支部10名 海洋会24名登録） 

（2） 5/ 8 戦没・殉職船員追悼式実行委員会 

（3） 5/15  第38回戦没・殉職船員追悼式に参列 観音崎 

（4） 5/21  第25回横浜港カッターレース競技委員会 
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（5） 5/24 小学生カッターレース プレ大会 （実行委員として２名、運営協力とし

て6名参画）                                                         

（6） 5/25 第25回横浜港カッターレース （実行委員として２名、運営協力として10

名参画） 

（7） 6/24 泉区老人クラブ連合会で講演 

（8） 7/18 第13回「海の日」祝賀前々夜祭を海洋会、若葉会と共催。於・ナヴィオス。

当協会より同伴者を含め49名参加。（他団体を含む合計149名参加） 

（9） 9/28 （財）帆船日本丸記念財団 協力者感謝会 

（10）10/14 海洋会横浜支部秋季懇親会 

（11）10/17 第12回横浜港講演会 

（12）11/10 （社）横浜港振興協会会員交流会 

（13）11/28 第26回横浜港カッターレース競技委員会 

（14）12/ 3  第26回横浜港カッターレース実行委員会 

（15）12/ 5  横浜海洋福祉協会との合同研修会  講師 前田哲男氏「ピースボートよ

もやま話」 終了後懇親会（42名出席） 

（16）12/12 港湾問題ゼミナール 

（17）12/26 仕事収め 関係方面にあいさつ廻り 

（18） 1/ 5 仕事始め 

（19） 1/13 海洋会横浜支部新年賀詞交換会 

  （20） 横浜開港150周年記念事業として（社）横浜港振興協会主催の「子供たちと港を

語る」事業に講演参加 4回(本部報告参照) 

 (21) 3/31 帆船日本丸 リニューアルオープン セレモニー 

（22）海洋福祉協会との連携により、適宜会員の再就労などの情報収集、紹介。 

◎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）        ５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   

② 神戸海難防止研究会総会・定例会            ２回 

③ 神戸港振興協会総会 

④ 機関士協会賀詞交歓会出席                

⑤ ｢海の日｣式典出席                    

⑥ 神戸大学90周年記念式典出席（会長代理） 

⑦ ベンチャービル管理組合総会他出席           ３回 

４、商船高専、「現代GP」総括会議参加                        ３回 

５、毎月定例会を開催し、支部組織の活性化に努めた 
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６、各学校輪番制で、ゴルフコンペを開催し、新しいメンバーに呼びかけ、親睦を深めな

がら会員の掘りおこしに努めている 

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、など事業活動の促進により努力している。また、また卒業後の対応も強化する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部事務局役職員の構成 （平成21年3月31 日現在） 

専務理事 １名 事務局長兼事業部長 １名 事務局員 １名 

４． 収支改善計画への取組と今後の課題 

世界経済の同時不況が進行する中、基本財産の運用益と利息収入が大幅に悪化、世界規模に

よる再構築が進展するまでの間、その収益に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が求められる。  

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

等の運用益に依存する収支に加え、公益事業の拡充・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 人数 
本年度 (前年度) 個人 法人 

平成20年4月1日現在     2565 (2674) 2 9 

入会者 

(新卒・その他） 
165 

   入会 

戻り会員（再登録） 6 171 (153)   

資格変更者 
 

248     退会者 

退会者 30 278 (257)    

物故     14 (5)     

平成21年3月31日現在     2444 (2565) 2 9 




