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１．我が国商船隊の役割
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１．我が国の貿易における日本商船隊の役割

（出典）海事局調べ、2020
年

 我が国貿易量の99.6％を海上輸送が占める

 エネルギー・食料等の主な物資の海上輸送割合は約100%

 日本商船隊は、海上輸送の60.5％を担う

（出典）財務省貿易統計、海事局調べ

我が国の貿易に占める海上輸送の割合（重量ベース）

日本商船隊による輸出入貨物の輸送比率

日本商船隊*
の輸送比率
60.5%

海上輸送の
割合

約100%

安定的な海上輸送の確保は我が国の
発展に極めて重要

* 日本商船隊：我が国の外航海運企業が
運航する2,000総トン以上の外航商船群

外国の船会社
61.2%

9,221万トン

日本商船隊
65.4%

4億3,502万トン

外国の船会社
34.6%

2億3,001万トン

輸 出 輸 入

日本商船隊
60.5%

4億9,343万トン

外国の船会社
39.5%

3億2,222万トン

輸出入

日本商船隊
38.8%

5,841万トン

100%

0%

石炭

海上輸送比率 航空輸送比率

100%

0%

原油

海上輸送比率 航空輸送比率

100%

0%

LNG

海上輸送比率 航空輸送比率

100%

0%

食料（注）

海上輸送比率 航空輸送比率

注）食料：米、小麦、とうもろこし、大麦及び麦芽、砂糖、塩、その他穀物、大豆

エネルギー 食料

2



非常時における日本商船隊の役割 ～大地震等発生時の例～

 邦船社は、日本を最重要マーケットとして位置付けており、非常時においても日本発着サービスを維持

 外国船社は、日本市場そのものより、安全性や経済性を重視する傾向

 震災で岸壁が沈下、コンテナを扱うクレーンも倒壊し、港湾機能が

まひ

 震災前はトランシップ（積み替え）のため神戸港を利用していた

国内外のコンテナ船社は、震災を契機に釜山港（韓国）や高雄

港（台湾）等の外国港を利用

 1997年に復旧後、邦船社は神戸港に戻ったが、外国船社は戻

らず。震災がハブ港湾機能低下の一因に。

阪神・淡路大震災（1995年1月17日）

 非常における日本への安定輸送を確保するため、日本を最重要マーケットと考える邦船社の存在が重要

東日本大震災・福島原発事故（2011年3月11日）

 リベリアは、福島第一原発から300海里（560Km）の範囲の航海を避けるよう推奨

 米国は、福島第一原発から50マイル（80Km）の範囲の海域における航海を避けるよう推奨

 米国沿岸警備隊は、福島第一原発から400Kmの範囲の海域を通行した場合、特別放射線検査の対象と

することを公表

 原発事故による放射線の風評等により、発災後2か月間で41隻の外国船社が運航するコンテナ船が京浜港

への寄港を取りやめ

順位 1994年 順位 2018年

1 香港 1 上海（中国）

2 シンガポール 2 シンガポール

3 高雄（台湾） 3 寧波‐舟山（中国）

4 ロッテルダム（オランダ） 4 深圳（中国）

5 釜山（韓国） 5 釜山（韓国）

6 神戸（日本） 6 広州（中国） 

7 ハンブルグ（ドイツ） 7 香港（中国）

8 ロングビーチ（米国） 8 青島（中国）

9 ロサンゼルス（米国） 9 ロサンゼルス /ロングビーチ（米国）

10 横浜（日本） 10 天津（中国） 

64 神戸（日本）

世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング
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非常時における日本船舶確保の重要性～旗国の管轄権が外航船舶の航行に与える影響例～

 リベリア政府が同国籍船に対して航行制限を勧告

 2011年3月15日に福島第一原発から300海里
（560Km)の範囲の航海を避けるよう推奨（同年3

月25日解除）

東日本大震災・福島原発事故（2011年3月）
風評被害等による京浜港
への寄港を取りやめによ
り、京浜港にコンテナ貨物
を荷揚げ出来ない事態が
発生

 パナマのノリエガ将軍が米国と対立

 米国政府は、1990年2月以降のパナマ籍船の米

国寄港禁止を発表（1989年12月解除）

米国から日本への穀物等
の輸送がストップするなど経
済安全保障上の危機

パナマ危機（1989年11月）

 ホルムズ海峡付近でイランが英国籍船を拿捕

 英国政府は、同国籍船に対し、ホルムズ海域の航

行を避けるよう勧告（海外領土含む）

旗国の置かれた状況により、また、旗国の管轄
権に基づく指示により、船舶の航行に大きな影
響を与える可能性を示唆

ホルムズ海峡における英国籍船拿捕（2019年7月）

 旗国の状況やその管轄権は、外航船舶の航行に重大な影響を及ぼすおそれ

 非常時における安定的な国際海上輸送を確保するため、外国政府の管轄権の影響を受けない一定数の日

本船舶の確保が必要不可欠

出典：平成元年11月11日付朝日新聞
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２．海運税制の概要



２．海運税制について
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トン数標準税制

 日本籍船・日本人船員の確保を通じた経済安全保障の確立が制度の根幹

 この制度趣旨を前提に、R５年度税制改正要望に向けて関係者と検討中

固定資産税・登録免許税

 R３年度から、環境性能等に優れた日本籍船（特定船舶）に対する固定資産税の
軽減措置を拡充
（本則１／６ → 軽減後 １／３６）

 R４年度税制改正要望においては、特定船舶に係る登録免許税の軽減措置につい
て要望

海運税制は、各税制の制度趣旨を踏まえた上で、外航海運を
めぐる状況に対応した制度改正が必要
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３．海事人材の育成・確保



沿革

業務の概要

海技専門学院

運輸省海技大学校

国土交通省海技大学校

（独）海技大学校

逓信省海員養成所

運輸通信省海員養成所

運輸省海員養成所

運輸省海員学校

国土交通省海員学校

（独）海員学校

（独）海技教育機構

S.14

S.18

S.20

S.27

S.36

H.13

H.18

〃

人員・組織 令和３年４月１日

役員数 ７名 職員数 ５６５名 所在地：神奈川県横浜市

○ 海上技術学校及び海上技術短期大学校を全国に配置し、新人船員の養成を実施。

○ 海技大学校においては、既存の船員等を対象として、上級の海技資格取得を目的とする
教育やシミュレータ等を活用して、船舶機器の技術革新に対応した実務教育を実施するな
ど、新人教育や海運会社のニーズに対応した再教育を総合的に実施。

令和３年度予算(百万円)

収入 運営費交付金 ６，９８０
受託収入 ２８
業務収入 １，１３７

施設整備費補助金 ０
合計 ８，１４５

支出 人件費 ５，６３７
業務経費 ２，１９２
受託経費 ２８
一般管理費 ２８７

施設整備費 ０
合計 ８，１４５

統合

国土交通省航海訓練所

（独）航海訓練所

逓信省海務院航海訓練所

運輸省航海訓練所

統合

H.28 （独）海技教育機構

総務部

企画調整部

学校教育部

航海訓練部

上級教育・研究国際部

安全・危機管理室

海技大学校

理事長 理事

監査室

練習船

監事

（５隻）

海上技術短期大学校

（小樽、宮古、清水、波方）

海上技術学校 神戸分室

（館山、唐津、口之津）

清水総合
研修ｾﾝﾀｰ

○ ５隻の練習船で、商船系船員教育機関15校（商船系大学（2校）、商船系高等専門学校
（5校）、海上技術短期大学校（4校）、海上技術学校（3校）及び海技大学校（1校））の
学生等に対し航海訓練を実施。

３．海事人材の育成・確保～（独）海技教育機構の概要～
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（独）海技教育機構では、船員及び船員志望者に対する船舶の運航に関する学術・技能の教授（学科の実施）
並びに航海訓練（乗船実習）を実施している。
（独）海技教育機構では、船員及び船員志望者に対する船舶の運航に関する学術・技能の教
授（学科の実施）並びに航海訓練（乗船実習）を実施している。



学
科

海上技術短期大学校（４校）

海上技術学校（３校）

◆４級海技士養成、高卒対象
■修業期間２年

◆４級海技士養成、中卒対象
■修業期間３年６月

海技大学校（１校）

290名

110名

30名
10名

◆３級海技士養成（上記学校卒対象）

◆３級海技士養成（上記学校卒以外対象）

■修業期間２年

商船系大学（2校）

商船系高等専門学校（５校）

200名

160名
◆３級海技士養成、乗船実習科
■修業期間４年６月

◆３級海技士養成、商船学科
■修業期間5年6月

乗
船
実
習

国土交通省所管
（独）海技教育機構

180名

銀河丸

180名

青雲丸

108名

海王丸

120名

日本丸

120名

大成丸

帆船

※人員数は実習生定員数

汽船

海技教育機構における外航船員の養成に関する取組

船員となるための海技士免状（国家資格）を取得するためには、学科（理論の習得）と乗船実習（運航技能
の習得）が必要。これらを、次の船員教育機関が役割分担の上で連携して実施。

学 科：（独）海技教育機構８校、商船系大学２校及び商船系高等専門学校５校
乗船実習：（独）海技教育機構練習船５隻

乗船実習を委託

文部科学省所管

練習船５隻

芦屋 東京

小樽

宮古

清水
館山

富山

鳥羽

弓削

広島大島
唐津

口之津 波方

神戸
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海技教育機構における外航船員教育の新たな取組例

● 機器運転操作や整備の反復を取り入れること等により、教育訓練の充実を図るため、陸上での代替訓練
を導入（陸上工作技能訓練センターの整備）

業界のニーズにあった人材の質の向上

● 社船実習制度への参入・実施が円滑に行われるよう、教員養成研修の実施等、参加船社に対する必要な
支援・協力の実施

養成課程の新設（新たなリソースからの人材確保）

● 外航船員養成において、商船系大学・高等専門学校以外からも人材確保が可能となる課程の拡充

航海訓練の充実

教育体制を見直し、海技教育全般の質の向上を実現

実務者向け新たな技能訓練の充実

● 国際ガス燃料船コード対応講習の拡充、高電圧装置を取り扱う乗組員に対する講習の実施等、国際
条約により新たに必要となる技能習得のための講習の実施

【新人船員養成】

【実務教育】
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船員の労働環境の改善に向けた新制度

11

必要な情報を把握し、適切に労務管理

働きやすい
環境に！

海事産業強化法（令和３年５月２１日公布、船員法及び船員職業安定法関係）により下記の措置を実施。

 船員の労務管理の適正化を図るため、使用者が選任する労務管理責任者の下で、船員の労務管理を適正
に行い、各船員の状況に応じた適切な措置（乗船サイクルの調整等）をとる仕組を構築。

※派遣船員についても同様の仕組を構築

＜新たな船員の労務管理スキームイメージ＞

各会社において「労務管理責任者」を選任し、今まで各船で管理していた船
員の労働時間等を陸上で一元的に管理。

労働時間の過多等が生じていた時は、船員一人一人の多様なニーズに合わ
せて、乗船サイクルの調整等。

「労務管理責任者」による船員の労務管理の実施
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女性船員の活躍推進に向けた取組

12

• 配乗の工夫（休暇や準備ローテーションの回数、柔軟な配置転換）

• 船員の居住環境整備（女性専用の居室、浴室、洗濯機等の設置等）

• 相談窓口の設置、陸上職員とのコミュニケーション機会の確保

• 産前産後休業・育児休業等の制度の運用

• ハラスメント防止対策（研修の実施等）

女性船員数の推移 女性船員の活躍推進の取組事例

（人）

増加傾向

 「女性船員の活躍促進に向けた女性の視点による検討会」提案（H30.4）を踏まえ、女性船員の活躍推進に
関する事業者の取組を好事例集としてまとめ、広く情報発信。近年は、女性船員数が徐々に増加。

 船員の働き方改革の実現に向けて、今後、育児休業制度やハラスメント対策の制度等を内容に含むモデル就業
規則を作成し、海運事業者の社内規定の整備を促進。

出典：国土交通省海事局調べ（各年10月1日現在）

外航海運の女性船員は、海でも陸でも活躍中！！

出典：「海事産業における女性活躍推進の取組事例集」
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk5_000060.html
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４．C to Seaプロジェクト・海事観光の推進



【シンボルマーク】

海・船への興味・関心を高め、海事観光や海洋レジャーの市場を拡大していくため、平成２９
年夏から「C to Seaプロジェクト」を開始し、海や船に触れる機会の創出と、海事・海洋に関す
る情報発信、海事関連職種の紹介や魅力の発信等を行っている。

マリンアクティビティ啓発「うみあそびぃ」

ナビゲーター
「ココちゃん」

海マジ！

19歳、20歳の若者に、無料で「マ
リン体験」してもらうプロジェクト

マリンアクティビティ未経験者を主
な対象に、誰でも気軽に楽しめ
ることをPR

SEA-GOTO海のシゴトガイドブック

海事産業で働く36名のインタ
ビュー内容をまとめたコンテンツ

SNSでの情報発信

C to Seaプロジェクト

「国民（Citizen)、子供達（Children)、
文化（Culture）など様々な「C」を「Sea(海)」
につなげる。
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高速船「シースピカ」について（海事観光）

○航路図■「シースピカ」（2020年8月就航）

1階客室 1階客室 ２階テラス席

【全長】 ２５．７ｍ
【総トン数】 ８０G/T
【座席定員】 ９０名（１階）

■ 海事観光振興の新たな取組として、鉄道と海運の連携により（ＪＲ西日本グループ×瀬戸内海汽船グループ）、
２０２０年運航開始。三原港～広島港間を西向き、東向きに各１便を運航。

■ 集客はＪＲ西日本グループで行われ、往路は鉄道、復路は海路の利用（その逆もあり）、宿泊施設を組み合わせ
たパックツアーなど、従来の船旅にはなかった組み合わせで人気を博している。
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「海の絶景１００ーすぐ行ける非日常の大パノラマー」

「海の絶景100‐すぐ行ける非日常の大パノラマ‐」

海事局が日本観光振興協会と連携し、昭文社に企画提案。2021年11月９日発売予定。
日本各地の「海の絶景」をテーマ別、エリア別に厳選し、ベストタイムや撮影ポイント等の撮影ヒントと共に紹介。

出版社：昭文社（まっぷる、ことりっぷ 等）
体裁：A4版、右開き96P
価格：1,100円（税込）
発売予定：11月9日
販売チャネル：書店・コンビニ、ネット
見込み販売部数：１万部～1.5万部

日本の原風景 季節の海景色フォトジェニックな海

父母ヶ浜「ウユニ塩湖」（香川県）

誌面の特徴
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ご清聴ありがとうございました


