
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

     

 

   

 

 

 

 

 

   

平成 16 年第３回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第３回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年２月 17 日(火) 17:45～19:07 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同    麻生 太郎 総務大臣 

同    谷垣 禎一 財務大臣 

同    中川 昭一 経済産業大臣 

同    福井 俊彦 日本銀行総裁 

同    牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同    奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同    本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同    吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

       生田 正治 日本郵政公社総裁 

       田中 直毅  21 世紀政策研究所理事長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)分権社会の実現①－郵政民営化 

(2)国民の安全・安心①－年金改革法案について 

3．閉会 

（説明資料） 

○日本郵政公社の経営改革と今後の課題（生田日本郵政公社総裁提出資料） 

○郵政三事業民営化について（田中直毅氏提出資料） 

○年金改革法案について（坂口臨時議員提出資料） 

（本文) 
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平成 16 年第３回 議事録 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年３回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

（プレス退場） 

（竹中議員） それでは、本日の諮問会議でございますが、郵政民営化に関しまして、

生田総裁、田中直毅理事長をお招きいたしております。それから後半、短時間で

ございますけれども、坂口厚労大臣にお願いいたしまして、年金改革についての

御報告をいただくことになっております。なお、谷垣大臣は国会の関係で遅れて

お見えになります。その間、石井副大臣が御出席でございます。 

念のために確認をさせていただきますけれども、会議における審議の概要等に

つきましては、私の方から記者発表をいたします。個別の発言内容につきまして

は、３日後の議事要旨の公表までは明らかにしないことと申し合わせております。

３日後の議事要旨の公表までの間は御自身の発言を除き、対外的に明らかにする

ことのないように御協力をお願いいたします。 

○分権社会の実現①－郵政民営化

（竹中議員） それでは、生田総裁、田中理事長においでをいただいておりますので、

以前に取り決めました５原則を確認しながら、ぜひ議論を深めたいと思います。 

まず、生田総裁から郵政公社の現状等について御説明をいただくことになって

おります。総裁、どうかよろしくお願いいたします。 

（生田総裁） 日本郵政公社の生田でございます。約15分で御説明しろと承っており

ます。私が出るというので事務局が心配いたしまして、お手元に分厚い資料が２

冊いっているんですが、これをひもといておりますと多分１時間ぐらいかかると

思うので、お持ち帰りいただきましてお読みいただくとしまして、こういう目次

のようなものが１枚あると思います。私がお話をする項目だけ書いております。

それに沿いまして、口頭でお話をさせていただきます。 

まず、郵政事業の実情といいますか、現状からお話ししたいと思います。資金

量約350兆円、郵便局数２万4,700局、職員数が常勤28万人、非常勤12万人、合計

40万人とすべてスーパーサイズなんですけれども、大きいから健全というわけで

はございませんで、三事業とも各々課題を抱えております。 

特に、郵便事業の場合は、構造的な赤字ということでずっと赤字できておりま

す。一昨年ちょっと水面に出ていますけれども、これはたまたま出たわけであり

まして、構造的なかなり深刻な赤で、おまけにＥメールが発達してきております

ので、信書は先進国共通の問題として、年率２～３％減ってきているということ

で、経営資源の減少傾向というようなことがあります。加えて、小包便とかダイ

レクトメール便など民間との競合の部分では大変民間が強いもので、苦戦をして

いるという状況でございます。郵便だけを見ますと、債務超過が5,800億円と、こ

ういう深刻な状況でございます。ただいま改善に大努力中と申し上げておきたい

と思います。 
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平成 16 年第３回 議事録 

郵貯、簡保に簡単に触れてまいりますと、両方あわせますと約350兆円の資金を

持っているわけでありますが、うち315兆円というものが、国債ないしは財投債み

たいな公的セクターに使われている、こういう感じでございますが、これは今あ

ります法律に準拠して、そういう格好になっているということであります。 

運用は大変だろうとよく言われますし、私どももそういうふうに深刻に考えて

おりますが、公的セクターに流れているお金はもちろん安全ということに加えま

して、全般としては、１万通り以上の金利変動のモデルをつくりまして、ＡＬＭ

をしっかり管理しながら運用をしているということで、常識の範囲の金利変動、

２～３％ぐらいをイメージしていただければいいんですが、２～３％程度の金利

変動であれば、十分それはこなして、健全な経営ができる、少なくともここ数年、

３年、４年、５年ぐらいのレンジでありましたらできる、という目処を持ってお

ります。長期的にはビジネスモデルの自由度をどう増していくのかというような

ことも含めまして、広い意味のＡＬＭのあり方というのが課題かなと、こう考え

ている次第であります。 

２番目の経営改革に入ってまいります。経営そのものは、民間的手法でやれと

いう御要請を受けております。ただし、民間的手法という、モデルといいますか、

教科書はございませんで、多くの会社が民間的手法で市場から去っていったこと

は御承知のとおりでございまして、大変難しいわけでありますが、私なりには自

らの経験にも照らしながら、できるだけ優れた企業のやり方なども参考にしなが

ら、わかりやすくて単純で筋の通ったやり方をしようと、こういう考えでやって

おります。 

まず、公社としての哲学とモラールを決めるということで、公社理念、行動憲

章、環境基本宣言というのを昨年４月１日に出しました。公社スタートの日に出

しました。経営理念、詳しく申し上げている時間がありませんが、卓越したサー

ビスを提供していこうというようなこと、２番目に、地域社会との共生を図って

いこうというようなこと、３番目に信用ですね、お客さまからいただいている信

頼というものをますます高まるように努力していこうという公社理念、哲学を出

しまして、あとは、行動憲章、行動規範を出した。 

これを背景にいたしまして、いよいよ経営になるわけでありますが、経営に関

しましては、同じく４月１日に経営ビジョンというのを示しました。３つの経営

ビジョンを示して、その各々を達成しようと、ウィンウィンウィンで３つとも勝

ち取ろうということで、１つ目は、「真っ向サービス」に象徴されるんですが、

お客さまによりよい、より魅力のあるサービスを提供するということであります。

私は、公社に入って、「国民」という言葉はもう使うな、何か一段上みたいな感

じがするので、我々はサービス業なんだからサービス業という現実をきちんと認

識して、「国民」という表現をとらずに、「全国のお客さま」と言えと言ってお

りますので、今、お客さまによりよいサービスといったときの「お客さま」とい

うのは国民と同義語とお考えいただいたらいいと思います。 

２番目の経営ビジョンが、公社経営の健全化であります。構造赤字の上に年々
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信書が２～３％減るという何重苦も背負っている郵便も含めまして、黒字転換し

て公社の経営を黒字化しよう。いずれ、自己資金を約７兆円まで積ませていただ

いたら、それまでは税金をまけていただいていますが、７兆円ぐらいまで自己資

金を自ら積ませていただいたら、あとは、50％国庫納付になるわけですから、こ

れは企業の実効税率より高いわけですね。何とかそこまでもっていって、国家の

財政にもお応えしようというのがビジョンの２番目です。 

３番目は、職員にとって明るい将来展望を持てる働きがいのある公社をつくろ

う。こういう３つの経営ビジョンを掲げてやっております。 

この３つの経営ビジョンを各々達成するための戦略体制ということで、これも

走り抜けるようにお話しいたしますが、もたれ合いを避けるために、郵便、郵貯、

簡保の三事業本部制をとる。今までなかった経営企画部門というものを創設して、

公社全般にまたがるシナジー効果の昀大化とか、提携、協業、あるいは今まで手

のついていなかった国際戦略に取り組むというようなことをやっております。経

営委員会の下に、カスタマーズ・サティスファクションとか、調達委員会とか、

投資委員会とか、環境委員会、地域戦略委員会、ＩＴ戦略委員会というような９

つの専門委員会を設けまして、公社横断の論議を高めているところであります。 

コーポレートガバナンスも、理事会は17人で構成しておりますが、８人は郵政

以外から入っているわけでありますから、これは普通の企業に対しましても、ガ

バナンスが相当きいた体制となっているわけであります。明日の理事会で決めて、

明日発表することにしておりますが、さらに経営の強化、それとガバナンスの強

化を決めるつもりでおります。ちょっと、この巨大な事業にしては役員が足りな

いんですね。かといって、公社法で限られていますから、どうするかということ

で、執行役員制みたいものを導入してみたいと考えております。 

さらに、大変優れた有能なスタッフに恵まれているのでありますが、何分官庁

で育っておりますので、非常に限られた情報と限られた枠の中でしか育っていな

いので、別の言い方をしますと、純粋培養的に育っているので、せっかく持って

いる優れた潜在力を発揮するための研修と、ヒューマンリソーシズの開発という

のは昀重点項目の１つとしてやっております。 

それから、ガバナンスの関連でありますが、積極的に情報を開示するという戦

略体制をとりまして、それを背景にしながら、いよいよ経営ビジョンを出し、経

営戦略及び戦略体制をとり、その後、行動計画を出すと、こういう経営の方法を

とって、行動計画、アクションプランを出しております。公社は４年で１期なん

ですが、それを２期に分けまして、前半・後半でフェーズ１、昀初の２年につい

てのアクションプランということで、改革４年分を極力前倒しでやる。 

私は、改革というものは、加筆修正的に徐々に改善するのではなくて、一気呵

成に、できればキャンパスに絵をかくようにやるべきものである、その方が「痛

み」も結局は少ないし、効果が早く大きく出ると信じておりますので、できるだ

け、そういう方向で改革を進めていく。私はそれを「創造」という言葉にしまし

て、創造というのを公社のキーワードにして引っ張っている昀中であります。こ
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れはあっちこっちで相当痛みが出るわけでありますが、組合全逓14万人、全郵政

９万人の幹部とは、公社に入ります前、半年前からしばしば会いまして、いろい

ろ意見を交換して、どうすればいいのかということをお話ししまして、大変深い

理解を今得ております。改革のためには協力すると言ってくれておりますので、

公社スタート後、労使のパートナー宣言というのを経営側からいたしまして、日

本郵政公社事業改革協議会というものをつくりまして、意思決定権はもちろん経

営サイドが持っているわけでありますが、極力トップ間でも話し合うということ

で今アクションプラン、行動計画をとり進め中ということであります。 

アクションプランをお話しすると時間がございませんので、そのうちの幾つか

を拾いますと、例えば、郵便部門は黒字化します。構造は赤でありますが、何と

かこの３月期に、まず１年で何とか黒字転換しようと今チャレンジ中でありまし

て、70％ぐらいの可能性で、それができつつあると確信しているところでありま

す。 

加えまして、生産性向上運動をやっております。これはトヨタの奥田会長、張

社長の御協力も得まして、７人のトヨタ生産方式のエキスパートを１年３か月お

借りいたしまして、越谷という郵便局に常駐してもらいまして、そこでトレーニ

ングをやりまして、いろんな区分の問題とか、デリバリーの問題とか、生産性向

上をやっておりまして、生産性を総じて20％上げる目標でやっております。越谷

というモデル局では、この３月末で20％確実に上がります。これを全国版にして

いくという作業が今進展中でありまして、完成するのには、まだ１年半ぐらいか

かるでしょうけれども、全体で約２年かけて生産性を20％上げるという努力をし

ております。20％上がるからコストが20％下がるということには直結いたしませ

ん。その人間は営業に回して、営業の強化というのをやりますから、若干、複次

方程式になります。 

郵貯について若干触れますと、なだらかな金利の上昇、極めてなだらかなとこ

ろがいいんですが、なだらかに上がっているというところで運用益は予想よりも

出てきております。したがいまして、開始バランスシートの自己資本1.8兆円とい

うのは、この15年度末には約１兆円ぐらい上積みできるのかなと、1.8兆円が2.8

兆円になるんじゃないのかという感じでおります。 

今の金利動向であれば、比較的健全になっております。公社スタートのときの

資金量が233兆円ですが、１期４年の終わる18年度末は208兆円になるはずであり

ますし、10年後の平成25年には約150兆円に、今のままでもなるというシミュレー

ションをしております。 

公社のスタッフのシミュレーションというのは過去、相当の確度をもって当た

ってきております。したがって、資金量を徐々に健全にスリム化していくという

のは、まさにその流れの中に今順調に推移していると理解していただいていいと

思います。 

簡保の状況ですが、非常に激減現象がありまして、新規契約、保険料だけを見

ますと、前年比毎月20％減少ということなんですが、これ以上急激に減ると、や
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や企業体質にひびが入ると考えましたので、マイナーな新商品を出させていただ

いた結果、大体650億円のところで滑りどめするだろうと思います。大体、新規契

約で年間1,000億円売り上げていたわけですけれども、それを奥田議員に委員長を

していただいた設立委員会で、年間800億円まで健全にスリム化さそうという計画

だったんですが、実はそれが650億円になり、さらにそれを切りそうになったんで

すが、新商品を出した結果によりまして、中期経営計画の800億円まではとても戻

らないんですが、650億円ぐらいで滑りどめするのかなという感じがしております。

次に、全般の問題として昀初の２年間で１万7,000人の要員調整を行います。こ

れは両組合も同意をしてくれています。それから2002年度、要するに郵政事業庁

昀終年度のときの購買費総額約8,200億円に対しまして、２年間で20％引き下げよ

うということで、購買費の合理化をやっております。すべての買い物は一般公開

競争入札を原則といたしまして、随意契約にする場合は、なぜ随意でなきゃなら

ないのかを説明責任をもって説明させるというような手法をやっております。可

変的なものは、30％、40％下がるものがいっぱい出てきております。特に問題に

なっていた長距離輸送など自動車関係は、大体30％から35％下がっております。 

以上で、今の問題点、取組み中のところを過ぎまして、３番目の日本郵政公社

の課題に入ってまいります。 

課題の１番は、郵便のイノベーションであります。これは構造が赤ですから、

黒にするためにいろいろ商品価値を高めて、収入がこれ以上減らないようにする、

あるいは小包などは少し増やすようにするというようなことと同時に、生産性で

のコストの合理化と両面作戦でやっているわけでありますが、サービスの質の改

善やメニューの多様化というのは、これはいっぱいやっておりますので、一々御

説明申し上げません。 

それから、提携を強化する。提携をどんどん進めることによりまして、お客さ

まの利便性を改善するというようなことで、郵便といいましても、これは要する

に物流なんですね、物流の一角にしか過ぎないわけなので、そういった意味でト

ータル物流、即ちロジスティクスという立場で、我々のできない作業をほかの方

に補完していただくということで、山九とか、日立物流とか、三井倉庫のような

ところと提携をいたしまして、お客さまの満足度を高めるということと、他方、

全く異業種と提携いたしまして、業務の拡大、マーケットの拡大に努力しており

ます。これはローソンとの提携であったり、シーアンドエスというのは、サンク

スとか、サークルケイというコンビニですが、そことの提携であったり、オリエ

ンタルランドとの提携というようなことで、今後もこれは進めていくつもりでお

ります。 

さらに郵便で申し上げますと、生産性の向上について進めるというのは先ほど

申し上げたとおりでございまして、現在、越谷局の方はほぼ完成したわけであり

ますが、全国14か所でモデル局をつくりまして、全国版にしつつあるということ

であります。 

郵政公社課題の２番目としまして、私はそれをミニファミリーバンクと呼んで
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いるわけでありますが、ミニファミリーバンク構想ということでとり進めている

内容をお話し申し上げたいと思います。 

実は、地方回りをすればするほど、島も含めまして大体２回ぐらい、多いとこ

ろは３、４回全国を回っているわけでありますが、地方の地域住民がユニバーサ

ルサービス機能というのを強く望んでいるということを、いろんな集会をやりま

しても大変強く訴えられますし、生活を見て、その必要性を自分で本当に肌で感

じる、こういうことでございます。公社に入ることが決まるまで、自分が360度見

ていると思った世界というものが、実は270度ぐらいで、90度ぐらい自分の見えて

いない世界があったというのを非常に実感しているところでございまして、それ

も加えて、本当の360度で見てみると、やっぱりユニバーサルサービスというのは

必要だと私は考えております。 

いろんな各地での話し合いで出てくるのは、何とか公社でやめないでくれ、万

一、将来民営化になってもやめないでくれという話なんですが、そのときに、彼

らのいうユニバーサルサービスというのは、中心は郵便のことじゃないというこ

とが、私の新しい発見でございます。誰も郵便が来なくなるなんてことは考えて

いないんですが、要するにタンス預金、金庫代わりですね。一定額までは貯金し

ておきたい、貯蓄しておきたい。コンビニに行けと言われたって、商売であるわ

けですから人口が希薄なところにはコンビニはない。どうしても手近に、そうい

う貯蓄をする、一定額でいいんですけれども、場所がほしい。 

それから、万一に備えて家族のために一定額の生命保険だけはかけておきたい。

一件あたりの平均額は少ないですよね。生命保険でも300万円ぐらいですよ。一定

額の生命保険がかかるファシリティは持っておきたい、これが切なる皆さん、地

域の方の御要請なので、私はこれは真摯に受け止めたいと今思っておりまして、

そのように対応しております。それを果たすのに、郵便局の役割は十二分にある

と考えておりまして、全国のお客さまが昀低限必要とする、生活上の基礎的保障

のための利便性の維持のためには、必要なのは機能であり、必ずしも郵便局をそ

のまま残すといっているのではないが、三事業ともに、ユニバーサルサービス機

能は絶対に必要であると考えまして、そのように今対応しているところでありま

す。 

なお、ヨーロッパを見てみましても、ヨーロッパの郵政事業体でも、金融分野

というのを一遍外してみたり、縮小してやっているんですけれども、結局はやっ

ぱり同じような発想になったんだろうと思うんですが、再現したり、あるいは強

化したりというのが、今ドイツやフランスやイギリスなどで見られる現象なので、

どこの国でも、結局は同じなのかなと、こういう感じを持っているわけでありま

す。 

当面の問題の３番目は、現在取組み中の「ワンストップ・コンビニエンス・オ

フィス」構想というものについてお話し申し上げたいと思います。今申し上げま

したように、郵便局ネットワークというのは、ユニバーサルサービス機能を果た

すために活用される不可欠の設備、ファシリティであると考えております。 
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これも繰り返し申しますが、今あるものを全部そのままということではありま

せん。機能です。その際、日本列島にまたがる郵便局ネットワークは、ユニバー

サルサービス維持のためのコストセンター、マイナスとは考えるなと、私はみん

なに言っているんです。確かに、今逆ざやは多いわけなんですが、負の資産と考

えないで、よく考えてごらんと、使い方によっては、希有なというか、ここしか

ない有効な、日本列島にまたがるポテンシャルのある貴重な営業資産、こう考え

てみようじゃないかと。問題はそれの使い方であると。これは国民の大切な財産

だよ、ということを話しておりまして、したがって、それをどう活用するかとい

うことに、今公社は非常に努力している昀中であります。郵便局のソフト面、ヒ

ューマンの面、あるいはハードの面などを十分見極めながら、対応力のあるとこ

ろは、例えば、次のようなことをやってみる。 

地方改革に伴って、地方自治体の出先行政機関が合理化でだんだん減っていく

というようなときは、でき得る範囲で行政事務の代行を行う。地域住民の御不便

をできるだけミニマイズしてあげる。ただし、応分のコストはいただくようにや

っていくということであります。２番目に、スペース事情の許す範囲で、民間業

者の出店を受け入れて、生活インフラのお役に立つ。お店をやってあげればいい

というようなことで、ぼちぼち始められるところからやっているわけであります。

地方改革の深まりと合理化に伴います行政などの面での利便性低下に対応する、

地域住民の生活インフラ維持のためのセーフティネットです。不良債権処理のと

きのセーフティネットは雇用だったと思いますが、地方改革のときの住民の生活

インフラ維持のためのセーフティネットはワンストップ・コンビニエンス・オフ

ィスになるのではないかということで、公社で今努力をしているところでありま

す。 

地方の利便性維持、活性化ということを念頭に置きながら、ユニバーサルサー

ビス機能を維持するのかどうか、私どもの公社の理念をエンドースしていただけ

るのかどうかということで、ほかの問題は解が比較的容易に出てくるのではない

のか、こう考える次第であります。 

当面の問題の４番目は、国際事業の展開であります。この10年間、世界の物流

に関しまして、競争は激化しまして、欧米諸国では、国際急送便は、ＤＨＬを買

収したドイツポストとフェデックス（アメリカ）、ＵＰＳ（アメリカ）、ＴＰＧ

（オランダ）、この４社しかない。この４社でほとんど欧米は経済地図が塗られ

てしまいまして、この４社が今アジアに全軍進行中ということで、そのターゲッ

トの中には日本も入っているわけであります。 

ちなみに、98年以降、ドイツポストが買収した企業というのは55社に及んでい

るんですが、現在グループに含まれる企業は世界で421社もあるんですね。421社

のうち314社が海外にあるというぐらい国際展開を深めてきているということで

ありまして、ツムビンケル社長に会いましても、ヨーロッパの中でもいずれ残る

ポストはドイツポスト１社ぐらいだよ、残ったとしてももう１社ぐらいだよと、

こううそぶかれるような状態が出てきているということであります。彼らは飛行
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機をたくさん持っております。ドイツポストも250機持っていますし、フェデック

スは 630機、ＵＰＳは580機と多くの飛行機を持っておりまして、それに我々が追

いつくということは当面不可能でありますけれども、だからといって、ギブアッ

プしてしまいますと、日本列島も彼らに席巻されてしまう。現に今、町の中で黄

色い郵便カーを随分ご覧になると思うんですが、あれはドイツポストですね、ど

んどん上陸してきている。というようなことで、国際問題については、これ以上

日本を浸食されないように、まず防衛。 

   今、我々が持っている国際急送便のシェアは多分25、6％しかもうないわけです。

とられちゃっているわけです。これ以上減らないように国を守り、次いで余力が

出れば、何とか近い将来少なくとも中国ぐらいに出ていくことをやらないと、結

局は郵便事業そのものがうまくいかないんじゃないのか、こう考えるわけであり

ます。 

そういった意味で、今の法律では海外に出ていって、我々自身が郵便物を引き

受けるとか、あるいは海外に子会社をつくるとか、そういうことはできないこと

になっているんですが、海外展開できるような仕組み、システム、制度設計をぜ

ひお願いしたいと思っているわけであります。 

昀後の方になってまいりますが、投信のことは、私は公社の利益を考えて言っ

ているのではなくて、それは多少ありますけど、それよりも資本市場の活性化の

ために、やっぱり役割分担としてやるべきだ、こういう信念で申し上げているこ

となので、深くは申し上げず、そこの題目だけ見ていただきたいと思います。深

いコメントはする必要がないと思います。 

６番目の昀後であります。全般にかぶせて、今私が非常に重点を置いているの

は、職員の意識と文化の改革ということであります。意識の改革というのは、ど

こかで社長が替われば必ず言う言葉でありまして、その意味では月並みなんです

が、逆に言うと、それほど重要でもある。これはサービス業であるという事実認

識の上に、お客さま本位の真っ向サービスの精神と生産性向上、費用対効果、こ

ういったことを認識すればいいわけで、これはかなりよくなってきています。相

当今進化しました。 

そこで今、意識と文化の改革、これは去年の４月以前から呼びかけていたんで

すが、非常にアクセルを踏んでいるのは文化の改革の方でありまして、意識の改

革は個人でできますが、文化の改革は組織が醸し出す一つの雰囲気であったり、

慣行であります。これは組織でやらなきゃならないので、今これを盛んに何とか

改善するように努力中でありまして、例えば、縦割り行政と言われるように、１

つの公社の中に入っても縦割行政的な仕事の慣行を改め横割の議論も活性化する。

これは委員会制度、９つの専門委員会があります。そこでフルに、それは横割り

になっているわけですが、それを下まで下ろすというようなこと。上意下達の文

化、上から下には指示するけれども、下の意見は聞かないというのを改めさせま

して、タイムリーな意思決定の寸前までは自由闊達な意見の交換をせよ。それを

やらすかやらさないかは上司の器量によるわけで、それによって上司の成果を評
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価するというようなことで、何とか自由闊達な文化をつくりたい。 

それから、郵便局を組織の末端と考えるのではなくて、これこそお客さまとの

昀前線基地になるわけですから、フロントラインとして尊重し、それを勇気づけ

るというようなこと。それから、官庁用語、官庁文章の全廃であります。これは

全廃しました。たまにどこかでたまたま間違って出ることがありますが、全般に

見てありません。例えば、私も、周辺の人間には「総裁」と呼ばせない、総裁と

呼ぶと横に貯金箱がありまして、罰金は200円であります。そういうようなことで、

できるだけ用語なども変えていく。 

それから、ペーパーレスと言えないんですけれども、ものすごくペーパーの文

化ですから、できるだけ公社内はＥメール文化にする。大分よくなりました。そ

れから、20個、30個もハンコをつく書類は認めない。ハンコはどんな書類でも昀

高３つまでというふうなことをやる。それから、すべてにおいて行政型組織、要

員配置は事業型に展開するというようなことで、意識と文化の改革に今取組み中

でありまして、これらを通じまして、結論的に申し上げましたら、昀初に掲げま

した真っ向サービス、お客さまのためのよりよいサービス、経営を健全化いたし

まして、国益にも合うようにする。 

３番目は、働く職員にも生きがいを感じるような公社にする、という３つ目の

ビジョンに対しまして、その達成について目下努力中で、アクションプランで見

ますと、大体初年度は、その目標を達成しかけているということを御報告申し上

げまして、お話を終えさせていただきます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは田中理事長、できればコンパクト

にお願い申し上げます。 

（田中理事長） 今、生田総裁から就任１年足らずの間に大変な改革を手掛けられ、

数々の成果を上げておられるというお話がございました、まことに喜ばしいこと

だと思います。ただ、現在の郵便局ネットワークは昨年３月末までの郵政事業庁

の時代の体質を色濃く反映しておりますので、今日は２点について申し上げよう

と思います。 

１つは、郵便局ネットワークについての認識に関する神話と現実を３点にわた

って述べたいと思います。それからもう１つは、民営化を考える上で２つの課題

を申し述べようと思います。 

まず、郵便局ネットワークについての現実と神話です。お手元の資料の一番昀

後の紙を見てください。無集配特定郵便局がどのように増えたのかが一番下の左

の図で見られると思います。1957年に線を引っ張ってございまして、そこから無

集配特定郵便局がすごく増えたことがおわかりかと思います。60年代の半ばから

後半にかけては、年間およそ300 局ずつ増えていったというのが現実です。 

無集配特定郵便局は、基本的な業務は簡易局と同じであります。貯金と簡保を

扱う。基本的には簡易局と同じだという点については1999年に行政監察局から出

ました「郵政事業に関する行政観察結果」にも出ております。無集配特定郵便局

と簡易局とは、いずれも窓口業務のみを行う点においては類似のものである。そ
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して、簡易局の取扱い業務の範囲は年々拡大され、利用者に対し無集配特定局と

ほぼ同様のサービス提供が可能である。簡易局は事業量に対して対価が支払われ

るという仕組みですので、無集配特定局に比べ経済的です。 

無集配特定郵便局の配置をご覧になっていただきます。大都市及びその周辺に

集中的に配置されたことが明らかです。これは資金調達の任務が当時の郵便局に

あったからであります。資金調達を目的にして配置を行い、それを財投の原資と

して使うというビジネスモデルが提示され、これに忠実に無集配特定郵便局が配

置されました。特定局には集配局もございますが、これは道路網の整備等により

まして、合理化がなされているという事実がございます。いずれにしろ、現在の

郵便局ネットワークのビジネスモデルは、高度成長期のときに社会的なインフラ

不足に対して、どのように資金を調達し、特殊法人等を通じて日本列島の中にイ

ンフラ整備をどのように行うのかという視点から構築されました。第２の予算と

いう財投の原資の調達という社会的使命を帯びて配置されたものでございます。

当然のことですが、現在の構造改革の下においては、特殊法人改革が行われ、公

共事業等についても改革が行われています。こうしたなかで郵便局配置は、明ら

かに時代の要請と違ってきているわけです。永田町を中心にして、廃局になる郵

便局は、過疎のところが中心になるという説が非常に濃厚ですが、実際には、現

在の社会経済情勢の中で考えますと、もし民営化の後、廃局が起きるとすれば、

それは大都市及びその周辺であるという可能性が非常に高いといえます。この点

については認識が随分違うということです。 

それから２番目は、郵便局は地域ネットワークの中心にあるという、永田町を

中心にして非常に強い考え方です。いろいろ取材をしてみますと、そういう事実

は残念ながらない。人口が過疎なところを、５都道府県にわたって、約20カ所の

市町村について調べました。市町村と県庁とのコミュニケーションは、ほとんど

のケースに郵便局が関与していないという事実が明らかになりました。確かに、

はがきは郵便局を使ってやっていますけれども、小包に相当するものは郵便局の

お世話になっていないと、比較的過疎の市町村においてことごとくそういう発言

をされています。 

また、地元郵便局に対して行政サービス委託をする可能性はあるんですかとい

う問いについては、そういうものとして認識していないと、調査をした全市町村

において発言をされております。なかには、日本政府は電子政府実現を目指して

いるではないか、行政サービスを郵便局に委託すること自体は無意味になるだろ

うという意見もありました。 

それから、福祉にかかわるサービスについても、可能性はないのかと問いまし

た。市町村の福祉課とか、社会福祉法人に行きますと、それは自分たちがもう既

に手がけている、ボランティアの動員まで含めて手がけているので、郵便局にお

願いするようなサービス内容は実際上ないとの回答です。ひまわりサービスはど

うですかと聞きますと、それは個々の郵便局員の方が心がけておられる範囲のこ

とであって、それが行政との間に何かを生み出しているという事実はないと、調
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査した市町村のすべてが答えられております。 

特に過疎のところですと、市町村役場があるところと郵便局があるところが大

体重なっておりまして、仕事をお願いするという対象ではないだろうと答えられ

たところもございます。いずれにしろ、郵便局への来客数は、恐らく公社の方で

把握されておると思いますので、それは経済財政諮問会議の方に御報告があると

思いますけれども、郵便局が地域社会のネットワークの中心にあると言われてい

ることの内容は、相当吟味してかかるべきことではないかと思います。 

３番目の検証すべき認識は、郵貯、簡保は国民の間に広く根づいたものであっ

て、既に看板価値を確立しているというものです。たとえ政府保証が外れても、

この看板価値は有効であるという考え方です。これに対して現実はどうか。これ

は民営化した後の、例えば株式会社郵貯、株式会社簡保が政府保証なしで業務を

行うと仮定したときに、どの程度の収益が上げられるのかというビジネスモデル

の存否のことです。これはいろんな人が今試算し始めております。いろいろ御意

見もあるんでしょう。ありとあらゆる民間の金融機関について、御存じのように

すべて倒産確率がはじかれています。こうした状況でそれぞれの契約者が対応を

求めています。果たして政府保証が外れたときの郵貯・簡保の看板価値がいかな

るものかについては、民営化に当たって相当程度議論せねばならないことではな

いかと思います。 

民営化にあたっての２つの課題について申し上げたいと思います。１つは、そ

もそもなぜ民営化が必要なのかという民営化の課題にかかわるテーマです。お手

元の資料のうち図１－①で、国債発行残高に占める、主体別の保有表がございま

す。日銀の資金循環統計で去年の９月末をとってみますと、郵貯・簡保で25％を

保有しております。日本銀行自身も80兆円、それから、政府の銀行であります財

政融資資金ももちろん国債を保有しておりますし、民間金融機関も110兆円を保有

していますが、郵貯・簡保合わせて４分の１は圧倒的で、通常はこれが国債管理

上の課題として提起されます。もし郵貯・簡保が国債を離したら、国債の暴落が

起きるのではないかという議論として紹介されることが多い。しかし、私は国債

管理政策上の課題に対しては、本来、償還リスクを封じ込める財政収支改革を割

り当てるべきだと思います。 

昀大の問題点は、ベンチマークの確立が国債市場でなされていないということ

です。21世紀における資金配分を考えたとき、本来、国債は運用においてベンチ

マークとして機能すべきものです。ベンチマークが成立していないリスクとリタ

ーンの組み合わせの中において、このように巨額な国債が運用益を持つ目的で特

定の部分にたまっているということが問題です。日本における国債価格の決まり

方に歪みが生じていることは当然です。「大きな石を持ち上げれば足を打つこと

になる」ということわざが中国にあるが、いったん、郵政公社が運用益を上げよ

うとして買い始めたら値は上がるし、売り始めたら値は下がる。売りと買いと両

方やっていればいいじゃないかということになりますと、全体としては何の意味

もなく、ポートフォリオの組みかえになりません。 
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そういう意味で、国債の市場においてベンチマークの確立が妨げられている一

番大きな理由は、巨額な郵貯・簡保の存在です。リスクフリーのたまりのお金を

つくった政治責任と経済政策上の失敗を直視せねばならない。我々は高齢化社会

を迎え、勤労者はすべて退職後には投資家の目線で社会に対峙せねばなりません。

高い収益率、安定した収益率を願うのは当然です。ところがそのときに、日本の

資本市場は依然として未成熟である。ベンチマークが確立していないことの問題

は極めて重要だと思います。 

もう１つの課題は、民営化した後、キャッシュフローを確実に生むためにどの

ような視点が要るのかという点にかかわる。民営化法が用意され、国会で議論さ

るときには、利用者利便については検討が行われるでしょう。また、納税者の負

担についても偶発リスクも含めて議論されると思われます。さらに、郵政ネット

ワークで働いておられる方の既得権というか、働き手の権利の問題も当然国会で

審議されると思われます。 

しかし、それと並んでもう一つ重要なのは、投資家の視点です。投資家の視点

というものがないと、民営化の課題はこなせない。いろんな形態が考えられます

が、昀初の段階では政府が100％株式を保有し、次の時点では、これを民間に売る

ことが考えられます。株式を公開して民間の買い手を探すことになりますが、安

定したキャッシュフローが生まれているかどうかが重要です。もしそれがそうい

う状況でないことになりますと、ＪＲの三島社のような形になって、いつまでた

っても「政府が株を保有した特権会社が生まれただけ」という可能性が出てくる。

これを回避しようとすれば、安定したキャッシュフローを生むために投資家の目

線から、事業再編や業務改革のための努力が不可欠だろうと思います。そういう

意味では、経済財政諮問会議の場において、民営化した後の経営体が安定したキ

ャッシュフローを生み出すために、いかなる前さばきが必要なのかということを

議論しなければならないのではないかと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。生田総裁、田中理事長に熱弁を振るっていた

だきました関係で、ものすごく時間が超過をしておりまして、今日はキックオフ

でお二人をお迎えしているという趣旨も踏まえまして、大変恐縮なんですが、残

りの時間１人１分程度で問題点、特に強調したい点、論点等々を挙げて次回の議

論につながるようなフリーディスカッションをしていただきたい。その後に生田

総裁、田中理事長にはもう一度御発言をいただきたいと思います。ぜひ手短にポ

イントだけ１分程度でお願いをいたします。 

それでは、奥田議員からどうぞ。 

（奥田議員） 私は、国際事業に郵政事業が進出されるという話を聞いたんですが、

今、現在、既に各集配業者が出ていこうとしているし、アジアなんかで活躍して

いる会社もあるわけなんですけれども、そういうところとはどういう形で競争さ

れるのか、それをお聞きしたいと思います。 

（竹中議員） 後でまとめてお願いいたします。吉川議員。 

（吉川議員） ２点ほどコメントをさせていただきたい。 
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１つは、これから郵政改革の議論を進めていく上で、なぜ民営化するのか、こ

れが当然問題になると思います。そうした議論をする際に、先程総裁が強調され

た４つの機能ということを明確にすることが私は非常に大切だと思います。郵政

については３事業とよく言われるわけですけれども、ネットワークビジネス、こ

れを加えて４つの機能、これを明確にする。ただし、この場合、それはあくまで

も機能であって、組織とは必ずしも１対１対応しない。組織の問題と機能の問題

を峻別して考える。これが大事だというのが１つ。 

もう１つは５原則というのをこの会議でも議論して、雇用については十分配慮

することを確認した。これは大変大切だと我々も思っています。ただしこの点つ

いて、しばしば民営化というのは雇用と対立するものだ、つまり、ざっくばらん

な言い方をすれば、民営化というのはすぐ首を切ることだとか、そういうような

短絡的な考えがあるんですが、これは正しくない。つまり、雇用を持続的に維持

するために昀も大切なものは、しっかりした経営だ。しっかりした経営を持つた

めにも、自由度を高めるという意味で民営化が必要なんだと考えている。我々５

原則の中で「配慮」という言葉を使っており、その言葉はその言葉で結構です。

雇用に十分配慮をするというのは、それは大切だ。ただ、繰り返しになりますが、

雇用をしっかりと維持していくためには、経営が十分な機能を発揮し得るように

しなければならない。そのための民営化なんだと、このように私は考えておりま

す。 

（谷垣議員入室） 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 郵政の民営化ということに関し私どもがイメージしていることをもの

すごく簡単に定義すると、郵貯・簡保の場合には政府保証なしと、そして民間的

な経営になじまない、例えば定額郵貯といったようなものについては商品性の大

幅な見直しなどがある。それらを前提にして、田中先生がおっしゃいましたとお

り、安定的にキャシュフローを生めるようなビジネスモデルに到達すること、そ

ういうふうに思います。あとは質問ですが、生田総裁は公社の経営改革に大なた

を振るっておられて、大変エンカレッジングなお話を頂戴したわけですが、今、

目指しておられる経営改革は、あくまで公社としての経営の効率化・活性化とい

う範囲内のものなのか、あるいは昀終的に民営化へ移行することを十分視野に置

いた大改革なのかという点でございます。つまり、政府保証をなくし、定額郵貯

等の大幅な商品性の見直しということを昀終的に念頭に置いた改革路線を敷いて

おられるのかどうか。もしそうではなくて、公社としての範囲内の大改革という

ことであれば、仮に民営化にスムーズにつなげるというふうに、さらに一線を入

れた場合に、今持っておられるプランのどの点をさらに追加しなければならない

か。特に、生田総裁の任期の残り４年後にスムーズに民営化するというソフトラ

ンディングを考えた場合に、追加的にどういう改革が必要かということでござい

ます。 

（竹中議員） 牛尾議員。 
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（牛尾議員） 生田総裁の下で、本当に希望に満ちた合理化が進んでいることは大変

評価したいと思います。 

私は「ワンストップ・コンビニエンス・オフィス」構想というのが、やはり民

間から見た、お客様から見た郵貯の民営化の一番希望の星になっているんじゃな

いか、と思う。何か潜在的なものがある。潜在的な可能性のあるものと、大きな

事業の成功とは必ずしもつながらないので、ここに民間経営というものの重要さ

があるわけです。そういうことによって考えると、従来、３つで考えていた郵便

事業と郵便貯金事業と簡易生命事業の他に、やはりワンストップ・コンビニエン

ス・オフィス的な郵便局ネットワークという第４の事業というものがあって、そ

れで考えていかなければまずいんだろうという気がします。 

ただ、田中理事長の、そういうものは非常に丁寧に見なければ、誤謬や錯覚で

すると変なことになりますよ、ということもわかるし、その不安感も十分わかる

んです。しかし、それをできるだけ可能性の大きいところに、民間経営が入るこ

とによって昀大限のアチーブメントを考えるんだという趣旨だと思いますが、同

時に、これを今から準備に入るときに、福井総裁とも同じ質問になるんですが、

2007年までにやることと、2007年になってすることとの間の、優遇がなくなると

きの落差をどうやって埋めていくかということが大きな改革だろう。 

また特に、国際物流も非常に可能性に満ちた話なんですが、これは逆に、今日

の生田総裁の話を聞くと、2007年まで待っていたらとてもじゃないけど間に合わ

ない。しかし、今やると既存の民業は完全に圧迫されてしまうというところをど

ういうふうにこなしていくかということも御質問申し上げたいと思います。以上

です。 

（竹中議員） それでは麻生大臣、谷垣大臣の順番でどうぞ。 

（麻生議員） １分という前提で１つだけ。廃局は田園地域で生じる。当たり前の話

なんであって、道路が発達して集配が便利になれば、３つでやっていたものを１

つで全部配って、残り２つは無集配局になるのは当たり前ですよ。それをしなか

ったら経営者としておかしいですもの。だから、これは無集配局になるのが、い

かにもというようなお話に聞こえますけれども、それは道路が発達して合理化さ

れたら、そうならないのはおかしいと思います。前提が違っているんだと思いま

すけれども。私も窓口は、確かに断固商売して成り立つんだと思いますが、牛尾

議員がおっしゃったように、これは利益としてオフィスビジネスの利ざや稼ぎと

いうのは大した銭儲けにはならないと思いますので、そこのところは方向として、

この幅をいかに広げるかというのは別の話と思いますので。以上です。 

（谷垣議員） 生田総裁のお話をちょっとよく伺えなかったので残念なんですが、伺

っておりますと、３つの事業に、さらにネットワークを重視するというのは、私

はそのとおりだと思っているんです。ただ、ネットワークでユニバーサルサービ

スという場合、今、麻生大臣のお話にも関係するんですが、田舎の方のネットワ

ークを維持できないから、一般財源から入れろというような議論は今までなかっ

たわけではないですけれども、それはやはり本末転倒じゃないか。今まで自立し
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てやってきたわけですから、どうやって自立してやっていけるビジネスモデルを

つくっていくかということを、これは知恵を出していただかなきゃいかんという

ことが１つ。 

それから、田中先生が、国債を引き受けていて、これがなくなると、国債市場

がおかしくなるんじゃないかというような疑念があるとおっしゃいまして、私の

立場からするとなくなっちゃうと困るというよりも、やっぱり過渡期の姿を明確

にしていただかないと、今の段階では民営化した場合にどういう資金運用をする

かというようなことをはっきりしておりませんので、確定したことはわかりませ

んけれども、移行の過程というのを透明化してやっていっていただかないと、国

債マーケットに不測の影響が及ぶんじゃないか。移行期には、それぞれまたそれ

に合わせて適切な配慮をしていただく必要があるんじゃないかということをお願

いしておきたいと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 昔、経済学者が民間金融機関、つまり、銀行や生保と、郵政事業との、

コストパフォーマンスを比較論検討した際に、郵便局は何かのんびりやっている

ように見えるが、意外に効率性が高いと、こういう議論がありました。その理由

は、１つは民間金融機関の従業員の給料が高いということと、もう１つは、４番

目の機能として位置付けられるネットワーク機能が、３事業の中における範囲の

経済を形成し、これが非常にコスト削減や、あるいは経営基盤の強化をする、こ

ういう結論が出たわけです。したがって、私はやはり「３事業＋新しいネットワ

ーク機能」というものを純化した形で、それぞれのビジネスモデルとしてまず整

理をしていく。その上で内部相互補助の考え方等に妥当性があるかどうか、また

それを行う際の原則というようなことを精査しながら改革につなげていくことが

必要だろうと思います。 

ただその際に、やはり出てきましたのはイコールフッティング論なんですね。

公租公課の面や、範囲の経済を享受しているということが民業圧迫につながるの

ではないかと、こういう議論がありました。その辺のところも、やはり我々とし

ては、公社の戦力を強化して民営化をするという個体としての問題と、マクロ経

済、あるいは資金配分機能という全体の問題とを、どのようにバランスをとって

いくかということが、今後、非常に重要なポイントではないかという具合に思い

ます。 

（中川議員） 一言だけ。地方と大都市では、イコールフッティングの問題にしても、

例えば、家計の預金先にしても、多少違うのかなというところだけは留意しなが

ら、今後議論が必要になるかなと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、総裁と理事長に手短にコメント

をぜひお願いいたします。 

（生田総裁） 本当に手短にやりましょう。田中先生の御指摘に全部お答えしている

とものすごく時間がかかるから、２つだけ言いますと、特定郵便局は確かに都市

に多いんですよ。新しいビルができた、郵便局が欲しい、つくりましょう。隣に
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ビルができた、またつくろうという感じのものが多いかもしれない。その当時は、

コストの概念が余りなかったから、今、郵便局全般を経済社会の進化に合わせて

どのように調整したらいいのかという勉強を開始しております。 

それから、地方自治体が郵便局を使っていないじゃないかというのは、それは

使っていないんですよ。ゆうパックは全国でもマーケットシェアが5.7％に落ちて

いるわけです。要するに売っていなかったわけです。今までは、売る努力をして

いなくて、高くて、不便だった。だから、地方だけでなくほとんど誰も使わない

のは当たり前で、だから要らないとはならないわけで、ゆうパックがなくなれば、

次はメール便に侵されて、信書もダメになるわけです。やっぱり、ゆうパックの

ところで守らなきゃならない。さっきちょっと御説明したように、今、商品をど

んどん改善し、変わっていっている。だから、地方自治体も使い始めております。

その辺はちょっと認識を改めていただく必要があるのかなということで、あとは

やめておきます。 

あと奥田議員はじめ２、３の方がおっしゃった国際事業なんですが、本当に遅

れているんですね。これは半端じゃないんです。まずやったことは、去年の10月

に、研修員を15人、30代ぐらいの若手を出しまして、大使館とかそんなところじ

ゃなくて、全部実業に入れたんです。ドイツポストとか、フランスのラ・ポスト

とか、オランダだとか、あっちこっち入れて、それで実態を勉強させて、３か月

か６か月で第１陣が帰ってきているんです。今度第２陣を出す。国際のことを肌

でわかる、視界が利く職員の育成から今始めておりまして、これはやっぱり２、

３年はかかる。と同時に、今、法律で許される範囲で、相手国の同じく郵政公社、

あるいは郵政省みたいなところと連携しながら、商品価値を高めて、できるだけ

利用していただくというようなことをやっております。その場合に、奥田議員が

ヒントにされたように、既にやっているような国内の業者もいますね。だけど実

際は、日本の業者はほとんどやっていないに等しいですよ。だけども、海外に関

心を持っているところもある。そういうところとどう協力するか、あるいは海外

でもうでき上がったところとどう連携するかというようなことは、今いろんなメ

ニューで考えている昀中だということを申し上げておきます。 

それから、吉川先生その他がおっしゃった、４つの事業として考えたらどうか

というのは、頭の中の整理としては私もそうだと思います。ただし、４つ目の事

業ができたから、郵便局ネットワークがペイするかというと、全くしないんです。

ほんの少しのビジネスフィーが入るわけです。郵便貯金事業について言えば、郵

便局ネットワークを維持するのに年間１兆３千億円程度要るわけですね。今やっ

ている公社のフィービジネス、例えば国債なんか、幾ら入っているのかといった

ら840 億円ですから、単純なフィービジネスで維持できるというのは、これは全

く現実離れをした話なんだけれども、にもかかわらず、いろんなことをやりなが

らやらなきゃならないんですから、定義を４つに分けて考えていくのは大変良い

ことだと思います。 

それから、税金その他の優遇を受けているから、それを取っ払って、というよ
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うなお話があったのは、これはコインの両側だと思っています。イコールフッテ

ィングで事業税、法人税、預金保険機構の費用を払うこともあり得ると思います

ね。それはコインの片側で、その場合もう片側は、ビジネスモデルのイコールな

自由化だと思います。それを本当に、急にばっとやった方がいいのかどうか、こ

れは慎重に御検討いただいた方がいいと思うんだけれども、コインの片側だけの

議論というのは通用しないと思います。もう片側にはユニバーサルもあるわけで

すね。このぐらいのコメントにいたしておきます。 

それから福井総裁の御質問になった、今やっているのは、公社でずっといくこ

となのか、それとも、先に民営化を睨んでいるのか、という御質問に対しては、

これは率直にお答えして、どっちでもやることは同じなんですよ、今。これは地

方へ行ってもいろいろ聞かれます。民営化が決まったら、いろんな経営方針は変

わるのかどうか。今やっている経営政策は変わりません。とにかく、今与えられ

ている要件の中で、それは法的な要件、社会規範いろんなもの、それの中で、目

一杯強い公社に今変えていっているわけですから、それは途中で、例えば、今日

民営化と決まったからといって、すぐに何か変えるということでは全くないわけ

で、やることは同じであります。 

あと、いろいろ御意見いただいたものは参考にさせていただきます。 

（坂口臨時議員入室） 

（竹中議員） 理事長、すみません、手短にお願いします。 

（田中理事長） ２点申し上げたいと思います。まず、民営化を前提としたときに、

郵便局ネットワークをどう考えるかについてです。当然のことながら、効率的な

ものでなければ、民営化した後に倒産確率がはじきだされます。無集配特定郵便

局について言えば、代理店契約を結ぶという形で簡易局と同等の地位になっても

らう、ということだろうと思います。もちろん、ほかの手法もあるかもしれませ

ん。しかしキャッシュフローを確保するために固定費を下げることは不可欠であ

ります。先ほど少し御紹介いたしましたけれども、郵政に関しての行政監察結果

も、無集配特定郵便局の機能と簡易局の機能は基本的に同等なものになりつつあ

ると報告しています。大都市を中心とした資金調達を前提とした無集配特定郵便

局の仕組みを変えるということでないと、21世紀の郵便局ネットワークが生き返

ることが難しくなるのではないかということです。 

次に、国債管理政策の問題です。財務大臣である谷垣議員が国債管理に注意深

い配慮をなされることは当然のことです。ただ、それは財政収支バランスを回復

させるという政策をはっきり堅持することで立ち向かうべきです。こうした財政

収支改革に投資家が信認を寄せれば、国債の償還リスクは従来に比べて低下した

と投資家は判断して国債を買うことが考えられる。もし、信認がなければ、すな

わち将来、国債の償還リスクが膨れ上がるのではないかという判定をする人が増

えてきた場合には、いかなる手段を通じてでも、国債価格の急落は避けられない

ということです。そういう意味からすれば、現在は郵貯・簡保が多額の国債投資

をしているわけですが、しかし、その存在が前提にならないと、国債管理政策の
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イロハが立たないということではない。政策の適切な割り当てを通じて、財政収

支改革に、財務大臣として注力をお願いしたいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

それでは、次回以降の議論のために若干の整理をさせていただきます。 

まず、皆さんの共通の認識として、生田総裁が就任されて改革を進められた、

その改革の成果に対しては高く評価をしたい。同時に、その成果がさらに民営化

の中で強くしていくということが重要である。共通の認識、出発点だと思います。 

その上で郵政改革というのは、郵政三事業とよく言うけれども、４つの機能を

市場の中でしっかりと自立できるような形にもっていくことである。その４つの

機能というのが重要であろうかと思います。 

特に窓口ネットワークは、地域の生活インフラとして地域住民に貢献できる非

常に潜在力を持っているものなのではないだろうか。 

それと郵便事業に関しては、より幅広くロジスティックス産業としてとらえ、

国際的な視野の中で考えていくべき、まさに国際展開の問題である。むしろ、今

の世界の状況が寡占化されているという状況を見ると、産業政策的な視点を入れ

てでも、この問題を考えるべきではないのか、このような御指摘であったと思い

ます。 

郵貯に関しては、これはやはり地域への発展というのに貢献するということを

視野に、簡保も同じでありますけれども、どのような形が可能かということを考

えていくということになるんだと思います。 

それとの関連で申し上げると、窓口ネットワークに関しては、田中理事長が御

指摘のように、やはり重要な問題点があるということもしっかりと認識していか

なければいけないだろうということ、それと郵貯の銀行機能に関して言うならば、

市場の中で政府保証等々がなしで自立していかなければいけない。 

それとの関連で、さらには国債の問題、つまり今のストックの勘定をどのよう

に考えていくかということと、新規の新しいビジネスをどのように考えていくか

ということも、分けてしっかりと考えいかなきゃいけないということなのかと思

います。簡保についても、同様のことが言えるのではないかと思います。 

したがって、４つ機能をそれぞれの特徴を生かしながら、機能としてしっかり

自立できるようにやっていこうと、それが民営化論議の中心であるということな

のかと思います。 

その際に付加的に出てくる問題として、これは総裁がおっしゃったユニバーサ

ルサービスというものをどのように考えるかというのは少し整理をしなければい

けないということだと思います。繰り返しになりますが、田中理事長がおっしゃ

ったネットワークの問題点も認識しながら、これを活用できるようにしていこう

ではないかということ。いずれにおいても重要なのは、それぞれの機能のビジネ

スモデルをどうするかということで、ここでキャッシュフローを生まなければや

はり意味がない。そこのビジネスモデルをしっかり考えていこうということだと

思います。 
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移行期については、これは総裁は同じ線上にあるんだということでありますか

ら、そうした観点から移行期の問題、民営化との整合性と戦略性のようなものを

考えていくということではないかと思います。 

１点、問題としては出なかったんですけれども、やはり時間軸をどうするかと

いうことも同時に考えなければいけない重要な問題だと思います。３年後に民営

化するということは、総理の大方針でいらっしゃる。その中で、それぞれのファ

ンクションがどのような時間の中で熟していくかということを考えていく必要が

あるのかなと思っております。 

次回以降は、それぞれこの機能について、しっかりとビジネスモデルを念頭に

置きながら議論を深めていくということなのかと考えております。 

総理ここまでで何か。 

（小泉議長） ありがとうございました。今日の話を聞いても、いかに大改革かとい

うのはわかると思うんです。財政、行政、金融、物流、いずれをとっても困難を

伴う改革ですけれども、この郵貯、郵政を手をつけずして官業の改革はないと。

まさに本丸だと思います。秋にどういう民営化案を考えるか。これは決まってい

ますから、秋までに民営化案をまとめるという手順でこれから考えていただきた

いと思います。そうすると、来年には法案を出して成立する。2005年、移行期、

たっぷり時間がありますから、移行期の問題もあると思います。これも今後議論

していきます。その手順でしっかり進めていきたいと思います。当然そのために

は、５原則、さっき言った５原則、これが大事でありますので、そういう観点か

ら今の議論でどういう具体案を詰めるか、今後精力的に議論していきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

（竹中議員） それでは、引き続き問題点を共有しながら議論させていただきます。

総裁、理事長、今日は大変ありがとうございました。 

（生田総裁、田中理事長退室） 

○国民の安全・安心①－年金改革法案について

（竹中議員） 坂口大臣、いつも大変お待たせして申し訳ございません。年金につき

ましての状況の御報告と、時間が限られておりますけれども、ぜひ御議論させて

いただきます。大臣よろしくお願いします。 

（坂口臨時議員） 時間もないようでございますし、年金の法案につきまして、改め

て御説明を申し上げるのもどうかと思いますので、そこは先生方もみんな御理解

をいただいておりますので、割愛をさせていただきたいと思いますが、１つ民間

議員の先生から、年金も個人単位にしていくというお話をちょうだいして、いさ

さか宿題になっていると思っております。これを今後どういう形で進めていくの

かという問題がございます。 

私もあれからいろいろ勉強いたしておりますが、なかなかこれも難しい問題を

抱えておりまして、１つは現在、３号被保険者、いわゆるサラリーマンの奥さん

方の分は、誰も出していないじゃないかという御批判が大きいわけでございます
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けれども、61年に今のこの制度ができ上がりましたことをもう一遍見直してみま

すと、そのときには、家族手当というのがそれまでは１万5,000円ついておりまし

て、そこの部分を膨らませて、そして配偶者のための年金に回す、そして２階の

部分の本人の分をかなり圧縮して少なくして、そして家族手当ての分を広げて、

それを奥さんの分にしたと、こういう経緯があります。私も今まで61年のときの

ことを知らなかったんですけれども、そういう経緯もございます。したがいまし

て、もしこれを個人単位にしていくということになりますと、その負担を誰がす

るのかという問題になってくるだろうと思っております。それが１つの問題点で

す。 

それからもう１つは、賃金の男女格差があるのを今のままで進めていっていい

のかどうかという問題になると思います。個人単位にして、女性の賃金が低いと

女性の年金は低いということになってしまいますし、そこのところを一体どうす

るか。今、女性の賃金は大体６割程度でございますが、ヨーロッパあたりのとこ

ろでも、平均すると大体４分の３ぐらい、75％ぐらいということでございますか

ら、その辺のところまで上げられるのかどうかということもございますし、それ

をやりますことは、産業構造全体にも影響を与えることでございますので、そこ

を一体どうするか。今回パートの問題がございまして、これは流通業界の皆さん

方や、中小企業の皆さんから非常な反対がございましたし、それだけではなくて、

パートで働いている皆さん方からも反対署名がたくさんまいりまして、これは先

送りをさせていただいたという経緯がございますが、ここの辺にも影響をしてく

るということがございまして、大変難しい問題を抱えておりますけれども、この

宿題を進めていく際に、これからどういう手順でやらせていただくか、ここでど

ういう御議論をしていただくかということについて御意見をいただければ大変あ

りがたいと思っております。 

（竹中議員） 今日は全部をもちろん議論することはできないわけでありますが、何

か民間議員からございましたら、本間先生。 

（本間議員） 時間がないようでございますのでコンパクトに申し上げます。受益と

負担を明確に国民に意識していただいて、今回の議論が社会保障制度、年金制度

改革の第一歩を踏み出したという意味では、我々は高く評価をしておるわけであ

りますけれども、今の内容でありますと、潜在的に大きな政府を許容しているよ

うな案になっておりまして、国民経済との整合性をどのようにとっていくかとい

うことが、これからも非常に大きな課題になってこようかと思います。その意味

で、ぜひ今回の年金改革を前提にした上で、医療、介護等ほかの保険の負担、給

付の水準もあわせて総合的に検討していくということをお願いしたいと思います。

これをやりませんと、どうしても個別制度の技術論に入ってしまい、大きくそも

そも論に立ち返って議論することがしにくい面がございますので、よろしく御配

慮のほどお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員） 取りまとめとして坂口大臣、何かございますでしょうか。 

（坂口臨時議員） 今お話しございましたとおり、年金、医療、介護、その他障害者
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の問題も入ってくると思いますが、社会保障全体としてどうしていくか、結局は

財源論だと思うわけです。私もいろいろ考えておるわけですが、社会保障の中だ

けをいかに総合的にと言いましても、なかなか決着のつかない話でございまして、

それを取り巻きます社会構造そのものに関係をしてくることでございますので、

その辺をどうしていくかという問題が正直言ってあると思っております。 

私もいろいろ勉強いたしておりまして、その中で思いますのは、現在、いろい

ろな保険料を出していただいておりますけれども、それはいわゆる国民全体で支

え合うという部分と、それから、働く場での連帯という部分で出してもらう部分

と両方あると思うわけであります。職域連帯で出してもらう部分と、国民連帯で

出す分というものをこれからどう区分していくかということは、１つの大きな課

題だと思っておりまして、すべてを職域連帯でお願いしますというのは、これは

かなり無理になってきている。限度に近づいてきていると思うわけであります。 

厚生労働省で抱えている問題としては、来年は介護の問題があります。また再

来年は医療の抜本改革の問題のまとめを出して、こちらの方は抑制をできるだけ

したいと思っておりますけれども、介護の方は、抑制できない状況になってきて

いる。 

そうしたことを全体として考えましたときに、例えば介護というのは、職域連

帯なのか、国民的連帯なのかということがあると思うわけです。障害者の問題は、

国民連帯的にみんなで見るという感じにしないと、なかなか職域連帯でやるとい

うのは無理なんじゃないかという気がいたしております。その辺のところを、こ

れからここで御議論いただいて、そして御意見をいただきながらまとめていくと

いうことではないかと思っております。 

（竹中議員） それでは、今の坂口大臣の御意見等々を参考にさせていただきながら、

引き続き諮問会議で、総合的な観点からの議論をぜひさせていただくということ

かと思います。総理よろしいですか。 

（小泉議長） 奥田議員から 

（竹中議員） はい、どうぞ。 

（奥田議員） 今、大臣が言われたこととリンクすると思いますけれども、今年度以

降も、引き続いて諮問会議で年金問題については検討を行っていく、そういうふ

うに理解していいわけですか。 

（竹中議員） これは１月にテーマについて御相談したときと基本的に変っておりま

せんので、そういうことでございます。 

（小泉議長） 今、話のあるように、年金だけじゃないですから、この諮問会議では、

年金、介護、医療、これを総合的に考えていかなきゃならないし、今国会の法案

は法案として、総合的にこれからも諮問会議で議論していただきたいと思います。

よろしくお願いします。これは負担と給付、両方絡んでいますから、税制改革に

も絡んでくる。 

（麻生議員） 坂口先生、景気がよくなったとしますよ、２％経済成長したといった

ら、計算からいけば企業の負担の18％なんていうのは17％にも16％にも下がるわ
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けですから、これは何年か後に見直さないと、今のマイナスで見れば、それはこ

ういうことになりますけれども、名目でプラス成長になった場合、そこは大分ま

た変わることになるんだと思うんですね。 

（坂口臨時議員） そうですね。 

（竹中議員） わかりました。それではまた次回よろしくお願いいたします。本日は

ありがとうございました。 

（以 上） 
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