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大型船組合・栗林会長、
「モーダルシフトの流れに一服感」
景気低迷による貨物量減少で
内航大型船輸送海運組合の栗林宏吉会長（栗林商船社

らなる促進に向け「トラックドライバーの労働時間の規

長）は 8 月 18 日に都内で記者会見を開催し、モーダルシ

制強化の流れは止まっておらず、荷主も地道に対応を進

フトの現状と見通しについて語った。栗林会長は、4 月

めている。そういった荷主にモーダルシフトを進めても

以降の景気の冷え込みで貨物量が落ち込んでいることを

らい、今後、新たな需要を掘り起こしていかなければな

指摘した上で、
「消費税の増税前には荷主がトラックを

らない」との考えを示す。また、促進に向けた課題として、

手配できず貨物が海上にシフトしてきたが、現在は残念

「船員問題を含め、日本中で労働力不足問題が起きてお

ながら一服感が出てしまっている」との認識を示した。

り、海陸一貫サービスを維持していくための労働力の確

一昨年 9 月のトラックドライバーに対する労働時間遵

保が難しくなっている。これをうまく乗り越えていかな

守の厳格化や昨年 4 月の消費税増税前の駆け込み需要に

ければお客様にも迷惑が掛かる。われわれは海上の船員

よる物流の活性化などにより、荷主が陸上輸送から海上

問題ばかりに注目してしまうが、モーダルシフトを円滑

輸送へ切り替えるモーダルシフトが加速した。だが、栗

に進めるためには、陸上の労働力確保も必要であり、そ

林会長は、足元ではその流れに一服感が見られていると

れをどのように確保していくのか別の角度から注目して

指摘する。その要因として、景気が落ち込み気味で国内

いかなければならない」と語った。

消費も伸び悩んでおり、貨物量が落ち込んでいるため、

一方で、商船三井フェリー“さんふらわあ だいせつ”
（1

現状では荷主がトラックの手配をできるようになり、海

万 1401 総トン）の火災事故を受け、
「RORO 船もほぼ同じ

上輸送への切り替える必要がなくなっていることがある。

ような荷物を積んでおり、いつ同じようなことが起きるか

そのため、
「4 ～ 6 月の実績では、北海道方面の各航路に

分からない。安全問題をより徹底しなければならない」とし、

おいて消席率ベースで去年を上回る航路はなかったと思

すでに加盟各社で艙内の見回りや電源車の温度管理の厳

われる。西方面も一時の勢いがない。モーダルシフトが

格化などに取り組んでいることを説明。万全な安全対策を

促進される状況ではない」
（栗林会長）という。

講じた上で、環境にやさしい海上輸送を各方面にアピール

失速感が見られるモーダルシフトだが、栗林会長はさ

することで、モーダルシフトのさらなる促進を目指す意向。

内航市況、在庫調整終了後の荷動き活性化に期待
内航大型船組合幹部会見
内航大型船輸送海運組合の栗林宏吉会長（栗林商船社

た記者会見で、内航市況の現状と見通しについて語った。

長）、中島正歳副会長（商船三井内航社長）、石井繁礼副

各氏の発言要旨は大要次のとおり。

会長（川崎近海汽船社長）の正・副会長および同組合業

▽内航定期船

務委員会の山田貢委員長（北星海運代表取締役常務）、中

栗林：紙製品は減産が続いている。上期一杯で在庫調整

島憲也副委員長（第一中央内航取締役）、小川孝之副委

が終わるということになっているが、それが終わるかど

員長（商船三井フェリー取締役）は 8 月 18 日に開催され

（次ページへ続く）

うか注目している。自動車関係では、新車販売が落ち込

▽内航不定期船

み、中古車で補っているところだが、新車の売れ行きの

中島（正）
：鋼材は鉄鋼会社が 4 ～ 6 月に 6 ～ 7％減産し

低迷が続けば、いずれ中古車も落ちてくることが考えら

ていたが、自動車の売れ行きが良くないことから、薄板

れ、非常に心配している。

を中心に在庫が積み上がったが、6 月末になり在庫が少

石井：通年のベースカーゴである紙の動きがずいぶん落ち

し減ってきた。新日鐵住金の月間の鋼材輸送量は 4 ～ 7

てきており、一般船に回っていた分が少しずつ減っている。

月までは月間 130 万トン前後だったが、8 月は計画値で

山田：自動車関係は、消費税や軽自動車税が上がったことで

150 万トンと少し増やしており秋口以降、若干期待できる。

全体的な輸送台数は落ちている。日本の経済は自動車産業

石井：石炭は猛暑で火力発電所の稼働率が上がっており、

がけん引しており、今後も自動車産業に期待する面が大きい。

そこそこ動いている。電力の不需要期に入る秋からどう

小川：九州航路のうち、主力の建材関係は住宅着工数は

なるか注目している。

上向きと言われているが悪かった。一方、九州発の鉄骨・

中島（憲）
：上期は鉄鋼の減産が響き、副原料なども落ち

鋼材、コンクリート関係は、倉庫の建て替えなどにより

込んだ。専航船が回り出し、積み地・揚げ地のバースが

需要は旺盛だった。オリンピック関連の物件も出てくる

混まず、一般船に回ってこないため、マーケットが落ち

と見られる下期以降も期待したい。飲料など生活関連

込んでいる。セメントは輸出向けの需要がそれなりにあ

物資については、九州の長雨により関東発は悪かったが、

り生産自体は落ちていない。輸送需要の回復は来年 1 月

九州発については好調だった。なお、猛暑で足元の需要

以降になると見ている。

は高まっている。

海事局、船員の確保・育成対策に 1 億 4500 万円
内航船員就業ルート拡大支援など
国土交通省海事局は、2016 年度予算概算要求におい

十分な数の船員を確保するため、新たな船員就業ルート

て「船員の確保・育成体制の強化」に 1 億 4500 万円（前

として、船員の専門教育機関を卒業していない者の内航

年度 1 億 4400 万円）を盛り込んだ。
「船員計画雇用促進

船員への就業を促進する。具体的には、未経験者が短期

等事業」、
「内航船員就業ルート拡大支援事業」、
「外航

で海技資格を取得できる 6 級海技士短期養成制度につい

基幹職員養成事業」、
「技能訓練事業」―の 4 事業により、

て、制度拡大のため、社船実習実施事業者に対し、1 人あ

船員の計画的な確保・育成および雇用促進を図る。

たり 8 万円を支援する。

内航船員のうち、50 歳以上の割合は 49.7％と依然と

そのほか、質の高い船員教育を実施するため、老朽化

して高齢化が深刻な状況にある一方、最近の経済状況の

が進む海技教育機構各校の建物（教室・学生寮等）の耐

改善等を反映し、有効求人倍率は陸上を上回るペースで

震改修工事費用として優先課題特別枠で 3 億 1200 万円

上昇している。
「内航船員就業ルート拡大支援事業」では、

を要求している。

内航タンカー、LNG・石炭火力の定修などで黒油が増加
内航主要元請オペ 6 月実績
日本内航海運組合総連合会がまとめた 6 月の内航輸

そのほか、一般タンカー部門では、ケミカル（13 社）

送主要元請オペレーター 60 社のタンカー・特殊タンク

が 6％増（1％減）の 64 万 1000 トンと 5 カ月連続で前年

船輸送実績によると、当月の黒油（19 社）は、LNG 火力

同月を上回った。特殊タンク船部門は、高圧液化（LPG、

発電所のトラブル・定期修理、石炭火力発電所の定期修

塩ビモノマー等）
（13 社）が 10％増（5％減）の 51 万 7000

理に伴う需要増で、前年同月比 4％増（前月比 8％増）の

トン、高温液体（アスファルト、硫黄等）
（7 社）が 14％増

303 万 3000kl。白油（14 社）は、ガソリンや軽油などの

（8％減）の 9 万 6000 トン、耐腐食（硫酸、苛性ソーダ等）

輸出向けの輸送や製油所の定期修理による転送需要があ

（12 社）が 14％増（6％増）の 38 万 8000 トンと軒並み 2

り、3％増（3％増）の 602 万 8000kl。

ケタ増を記録した。

海事局、国内海上輸送利用促進事業を新規要求
小口貨物などの輸送形態モデルを検討
国土交通省海事局は、先頃発表した 2016 年度予算の

で海上輸送では取り込めなかった輸送形態のモデルを策

概算要求において、ドライバー不足に対応できる先駆的

定することで、持続的かつ特性を活かしたさらなる海上

な輸送形態モデルの検討・普及を図るための「国内物流

輸送の利用促進を図るため、同事業を実施する。同事業

における海上輸送利用促進事業」を新規で要求した。要

では、転換可能品目および需要調査を踏まえた先駆的な

求額は 3500 万円で、優先課題特別枠を活用する。

輸送形態モデルの検討および実証調査などを行うととも

陸上輸送におけるトラックドライバー不足を背景に、

に、荷主などに対する普及促進に取り組む。これにより、

海上輸送のさらなる利用促進の機運が高まる一方、長距

「環境負荷の小さい物流体系の構築」、
「労働力不足への

離・大量輸送に適した海上輸送と多頻度少量を主とした

対応」、
「国内各地の経済と雇用を支える物流ネットワー

陸上輸送の輸送単位の差異が利用促進に向けた課題とさ

クの確保による地域活性化」を実現したい考え。

れている。海事局では、小口貨物や小口混載などこれま

内航貨物船、鉄鋼は在庫調整続き 2 ケタ減
内航主要元請オペ 6 月実績
日本内航海運組合総連合会がまとめた 6 月の内航輸送

る反動で、47％増（34％増）の 141 万 6000 トンと大幅に

主要元請オペレーター 60 社の貨物船品目別輸送実績に

増加。また、雑貨（一般雑貨、コンテナ等）
（22 社）は、鋳

よると、当月は鉄鋼（15 社）で在庫調整に伴う減産が続

鉄管、プレコンなどの建築部材、砂糖、冷凍魚、飲料、医

いており、前年同月比 10％減（前月比 5％減）の 323 万ト

薬品の輸送が堅調となり、7％増（13％増）の 199 万 6000

ンと 2 ケタ減を記録した。

トンと増加。セメント（13 社）は、四国、中国、九州を中

その他の品目を見ると、鉄鋼の減産に伴い、石灰石の

心とする西日本地区の過剰在庫が若干回復したことなど

需要が減少した原料（石灰石、スラグ等）
（23 社）も 7％

から、2％増（5％増）の 253 万 5000 トンと前月までの減

減（5％減）の 454 万 9000 トンと前年割れ。自動車（10

少傾向から増加に転じた。紙・パルプ（9 社）は、前年同

社）は、消費税増税後の販売不振が続いており、10％減

月に消費税増税後の反動減があったため、4％増（4％増）

（18％増）の 389 万 6000 トンと昨年 7 月以降 12 カ月連続
の減少となった。

の 21 万 7000 トンとなった。
当月は、太宗貨物のうち、鉄鋼が減産の影響が続き、

一方、燃料（石炭、コークス）
（14 社）は、前年同月に石
炭火力発電所の定期修理が長引き低調であったことによ

輸送需要の低迷が続いている一方、セメントは過剰在庫
が解消されつつあり、明るい兆しが見え始めた。

中学生が練習帆船 “ 海王丸 ” で体験航海
神戸運輸監理部と近畿運輸局などによる「動く海洋教

たほか、船橋や機関室などを見学。また上窪良和・近畿

室」が先頃、航海訓練所の練習帆船“海王丸”
（2556 総ト

内航船員対策協議会長による「海運の重要」をテーマに

ン）で行われ、抽選で選ばれた中学生 25 人が神戸港沖を

した講義が行われた。終了後のアンケートでは、参加者

体験航海した。

全員が「海や船に興味をもった」と答え、13 人が「船員

船員不足が深刻化する中、将来を担う中学生に、
「海」

も将来の仕事に含めたい」と回答。このほか、
「機関に関

や「船員の仕事」について理解してもらい、船員教育機

係した仕事がしたいと思った」
「働く人に女性もいて、こ

関への進学や内航船員への就業を進路選択肢としてもら

ういう道もあると知った」などの感想が寄せられた。

うことを目的に実施された。
船内では、展帆作業やバウ・スプリット渡りを体験し

臨時旅客航路開設へ、来年 1 月に図上訓練
災害時の旅客船による輸送に関する協議会
神戸運輸監理部などでつくる「災害時の旅客船による

今回は、前回同様に神戸／大阪間の臨時航路開設に向

輸送に関する協議会」の今年度初会合が 7 月 29 日に開か

けた手順、役割分担を再確認するとともに、輸送人員が増

れ、関係機関の連携の習熟度をさらに高めるため、来年

えた場合の船舶確保についても課題に盛り込み、関係者

1 月下旬にも 2 回目となる「図上訓練」を実施することを

間の連携、調整を図る。さらに今年度は、国土交通省の
「災

決めた。

害時の船舶活用の円滑化の具体的方策に関する調査検討

図上訓練は、南海トラフ巨大地震など大規模災害の発
生で阪神間の陸上交通が麻痺したとの想定で、旅客船に

会」が 3 月にまとめた最終報告を踏まえ、検討課題を抽出
するとともにマニュアルに反映させることにしている。

よる臨時航路を迅速、円滑に開設するため、関係機関の

協議会は、大規模災害発生時に陸上公共輸送ルートに

役割分担や手順、連携体制を確認するもので、今年 2 月

障害が生じた際、旅客船を活用した臨時航路を迅速かつ

に続き国の機関や自治体、旅客船団体などの関係者が参

円滑に開設するため、国の関係機関や自治体、港湾管理

加し実施することにした。

者、神戸旅客船協会などが 2013 年 9 月に設立した。

鉄道・運輸機構、15 年度 SES 技術セミナー開催
10・11 月に東京など 4 会場で
鉄道建設・運輸施設整備支援機構は 10・11 月に、東京、
神戸、広島、博多の 4 会場において、
「2015 年度スーパー
エコシップ技術セミナー」を順次開催する。同セミナー
では、スーパーエコシップ（SES）の建造促進を図るため、

輸機構
▽講演
「内航船における船内騒音の低減化対策に関する調査」
海上技術安全研究所

SES のメリットや最近の建造・運航の実績、内航船の技

「スーパーエコシップ旅客船“橘丸”の概要」三菱重工業

術的トピックに関する調査研究結果、昨年度実施した実用

「二段過給システムによる低燃費ディーゼル機関の実用

化助成事業などを紹介する。セミナーの概要は次のとおり。
〔東京会場〕

化」ヤンマー
〔参加申し込み〕▽所定の参加申込書に必要事項を記入の

▽日時：2015 年 10 月 6 日（火）14：00 ～ 16：30 ▽場所：

うえ、東京会場は 9 月 29 日（火）まで、その他会場は 10

全国町村議員会館「2 階 1・2 会議室」
（東京都千代田区一

月 7 日（水）までに FAX（045-222-9150）またはメール

番町 25 番地）
〔神戸会場〕
▽日時：2015 年 10 月 20 日（火）14：00 ～ 16：30 ▽場所：
生田神社会館「菊の間」
（神戸市中央区下山手通 1-2-1）
〔広島会場〕
▽日時：2015 年 10 月 26 日（月）14：00 ～ 16：30 ▽場所：
ワークピア広島「蘭菊楓」
（広島市南区金屋町 1-17）
〔博多会場〕
▽日時：2015 年 11 月 5 日（木）14：00 ～ 16：30 ▽場所：
八百治博多ホテル「会議室 C」
（福岡市博多区博多駅前
4-9-2）
〔講演テーマ〕
▽基調講演
「内航船における環境技術普及への取り組み」 鉄道・運

（ses1@jrtt.go.jp）で申し込み。
〔問い合わせ〕▽鉄道・運輸機構共有船舶企画管理部経
営企画課（電話 045-222-9129）

