
 

平成 16 年第３回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 
 
○分権社会の実現①－郵政民営化 
（竹中議員） それでは、郵政民営化について、以前に取り決めた５原則を確認しなが

ら、議論を深めたい。 

   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。 

（生田日本郵政公社総裁〔以下、「生田総裁」〕） 資料「日本郵政公社の経営改革と今
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後の課題」に沿って、お話をさせていただきたい。 

   まず、「１．郵政事業の実情」について。資金量約 350 兆円、郵便局数２万 4,700 

箇所、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

であるが、大きいから健全というわけではなく、三事業とも各々課題を抱えている。 

特に、郵便事業の場合は、構造的に赤字となっている。加えてＥメールの発達に

伴い、信書は先進国共通の問題として、年率２～３％減ってきているので経営資源

の減少傾向がある。また、小包便やダイレクトメール便など民間との競合の部分で

は大変民間が強く、苦戦しているという状況である。郵便だけを見ると、債務超過

が 5,800 億円という深刻な状況。現在、改善に大努力中である。 

   郵便貯金、簡易保険について、両方あわせて約 350 兆円の資金を持っているが、

うち 315 兆円が、現在の法律に準拠して、国債や財投債といった公的セクターに使

われている。 

   運用については、公的セクターに流れているお金は安全であるということに加え

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、ＡＬＭ（資産負債

総合管理）をしっかり管理しながら運用をしており、常識の範囲の金利変動、２～

３％程度の金利変動で、少なくとも３年～５年ぐらいのレンジであれば、健全な経

営ができるという目途を持っている。長期的にはビジネスモデルの自由度をどのよ

うに増やしていくのかということも含めて、広い意味でのＡＬＭのあり方が課題と

考えている。 

   「２．経営改革」について、経営そのものは、民間的手法で行うよう要請を受け

ている。ただし、他方、民間的手法についての教科書があるわけでもないので、大

変難しいが、自らの経験にも照らし、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、という考えでやって

いる。 

   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」を昨年４月１日の公社スタートの日に出した。「経営理念」

は、１番目は卓越したサービスの提供。２番目に地域社会との共生。３番目に信用、

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、哲学を出して、あとは、行動憲章、行動規範を出した。 

 これを背景として、同じく４月１日に３つの経営ビジョンを示した。 

１番目は「真っ向サービス」という言葉に象徴されるように、お客さまによりよ

い魅力のあるサービスを提供するということである。私は、公社に入って「我々は

サービス業なので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」と言っているので、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、国民と同義語と考えてい

ただきたい。 

   ２番目は「公社経営の健全化」である。構造赤字の上に年々信書が２％～３％減

るという何重苦も背負っている郵便も含めて、黒字転換して公社の経営を黒字化す

る。いずれ、自己資金を約７兆円まで積んだら、あとは、50％国庫納付になるわけ

であり、これは企業の実効税率より高いわけ。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番目である。 

   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ると

いうこと。 

   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、もたれ合
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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

企画部門を創設して、公社全般にまたがるシナジー効果の最大化や提携、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、ということをやっている。

経営委員会の下には９つの専門委員会を設けて、公社横断の論議を高めているとこ

ろである。 

   コーポレートガバナンスも、理事会は 17 人で構成しているが、うち８人は郵政

以外から入っており、これは普通の企業と比べ、ガバナンスが相当きいた体制とな

っている。さらに経営の強化、それとガバナンスの強化を明日の理事会で決定する

つもりである。 

また、公社法で役員数が制限されているので、巨大な事業にしては役員が足りな

いことから、執行役員制のようなものを導入してみたいと考えている。 

   さらに、大変優れた有能なスタッフに恵まれているが、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、持っている優れた潜在力を発揮するための

研修や、ヒューマンリソーシズの開発を最重点項目の１つとしてやっている。 

   それから、ガバナンスの関連について、積極的に情報を開示するという戦略体制

をとり、それを背景にしながら、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、という経営の方法をとっている。公社は４年で１期

であるが、それを２期に分け、改革４年分を極力前倒しでやる。 

   改革は、加筆修正的に徐々に改善するのではなく、一気呵成に、できればキャン

バ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いるので、できるだけその方向で改革を進めていく。

私はそれを「創造」という言葉にして、キーワードにして公社を引っ張っている最

中である。これはあちこちで相当痛みが出るが、組合全逓 14 万人、全郵政９万人の

幹部と公社に入る前、半年前からしばしば会い、いろいろ意見交換して、どのよう

に進めていけばよいのかということを話し、大変深い理解を得ている。改革のため

には協力すると言ってくれているので、公社スタート後、労使のパートナー宣言を

経営側から行い、日本郵政公社事業改革協議会をつくって、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るが、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である。 

   アクションプランのうち幾つかを紹介すると、例えば、郵便部門は黒字化する。

構造は赤であるが、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チャ

レンジ中であり、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。 

   加えて、生産性向上運動を行っている。これはトヨタの奥田会長、張社長の協力

も得て、７人のトヨタ生産方式のエキスパートを１年３カ月お借りして、越谷郵便

局に常駐してもらい、色々な区分の問題や、デリバリーの問題等、生産性向上に取

り組んでいる。生産性を総じて 20％上げる目標でやっており、モデル局である越谷

では、この３月末で 20％確実に上がる。これを全国版にしていくという作業が今進

展中であり、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いる。生産

性が 20％上がるからコストが 20％下がる、ということには直結しない。その人間は

営業に回して、営業の強化を行うことを考えている。 

   郵貯について若干触れると、なだらかな金利の上昇の中で運用益は予想よりも出

てきている。したがって、開始バランスシートにおける自己資本 1.8 兆円は、この

平成 15 年度末には約１兆円ぐらい上積みできると感じている。 

   今の金利動向であれば、財務は比較的健全になっている。 
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公社スタートのときの資金量 233 兆円については、１期４年の終わる平成 18 年

度末は 208 兆円になり、10 年後の平成 25 年には約 150 兆円になる、というシミュ

レーションをしている。公社のスタッフのシミュレーションは、過去相当の確度を

もって当たってきている。したがって、資金量を徐々に健全スリム化にしていくと

いうのは、まさにその流れの中で今順調に推移している、というふうに理解してい

ただいていい。 

   簡易保険事業の状況については、激減現象があり、新規契約、保険料だけを見る

と、前年比毎月 20％減少となっている。これ以上急激に減ると、企業体質にひびが

入ると考えたので、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

ところで落ち着くと思う。簡保は大体年間 1,000 億円売り上げていたが、これを年

間 800 億円までスリム化させようと計画していた。それが 650 億円を切りそうにな

り、新商品を出したことで、650 億円くらいで止まりそうな感じである。 

    次に、全般の問題として最初の２年間で１万 7,000 人の要員調整を行う。これ

は両組合も同意をしてくれている。それから、2002 年度の郵政事業庁最終年度のと

きの購買費総額約 8,200 億円に対して、２年間で 20％引き下げようということで、

購買費の合理化を行っている。すべての買い物は一般公開競争入札を原則として、

随意契約にする場合は、なぜ、随意なのか責任をもって説明させるというような手

法をとっている。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％下がっている。 

次に、「３．日本郵政公社の課題」について。課題の１つ目は、郵便のイノベー

ションである。いろいろ商品価値を高める、あるいは小包などは少し増やすという

ようなサービスの質の改善、メニューの多様化と、生産性でのコストの合理化とを

両面作戦でやっている。 

   それから、提携の強化である。提携をどんどん進めることにより、お客さまの利

便性を改善する。郵便といっても、物流の一角にしか過ぎないので、ロジスティク

ス、トータル物流という立場から、我々のできない作業をほかの方に補完していた

だくという提携をして、お客さまの満足度を高めるということと、全くの異業種と

提携して、業務の拡大、マーケットの拡大に努力している。 

   さらに郵便で申し上げると、生産性の向上について、先程の越谷局での取組を、

現在、全国 14 か所でモデル局をつくり、全国版にしつつある。 

   郵政公社の課題の２つ目は、ミニファミリーバンク構想である。 

   実は、地方回りをすればするほど、地方の地域住民がユニバーサルサービス機能

を強く望んでおり、自分としてもその必要性を本当に肌で感じている。 

   各地での話し合いで出てくるのは、将来民営化になってもやめないでという話で

あるが、彼らのいうユニバーサルサービスというのは、中心は郵便のことではない。

郵便が来なくなるということは誰も考えていない。要するにタンス預金、金庫代わ

りに、どうしても手近に、一定額そういう貯蓄をする場所がほしいということであ

り、これは私にとって新しい発見であった。 

   それから、万一に備えて家族のために一定額の生命保険をかけられるファシリテ

ィは持っておきたい、これが地域の方の切なる要請であり、真摯に受け止めたいと

考え、そのように対応している。 

これらを果たすのに、郵便局の役割は十二分にあると思う。全国のお客さまが最

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、ユニバ
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ーサルサービス機能は絶対に必要であると考えている。 

   なお、ヨーロッパの郵政事業体でも、金融分野を外してみたり、縮小してみたり

しているが、結局、再現したり、あるいは強化したりしている、というのがドイツ

やイギリスなどで見られる現象であり、どこの国でも、結局は同じなのかなという

感じを持っている。 

   課題の３つ目として、現在取組み中の「ワンストップ・コンビニエンス・オフィ

ス」構想について話したい。今申し上げ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

であると考えている。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、と私は皆に言ってい

る。負の資産と考えないで、使い方によってはここにしかない、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であると、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。したがって、それをどう活用するかということに、公社

は努力しているところである。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

いうような時には、でき得る範囲で行政事務の代行を行う。２つ目に、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、生活インフラの役に立つようなこ

とをやってみる。 

   地方改革の深まりと合理化に伴う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

ころである。 

   地方の利便性維持、活性化を念頭に起きながら、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、ほかの問題の解は比較的容易に出てくるのではないか、と考えている。 

   課題の４つ目は、国際事業の展開である。この 10 年間、世界の物流に関して競

争は激化し、欧米諸国では、国際便は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社にほとんど欧米のマーケットはおさえられており、さらに、この４社が今アジ

アに全軍進行中である。そのターゲットには日本も入っている。彼らは飛行機を数

多く持っており、我々が追いつくというのは当面不可能であるが、だからといって

ギブアップしてしまうと、日本も彼らに席巻されてしまう。国際事業についてはま

ず防衛、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か、と考

えている。 

   今の法律では我々が海外に子会社をつくること等はできないが、そういった意味

で、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。 

   ５つ目に、投資信託のことは、資本市場の活性化のために、やはり役割分担とし

てやるべきだ、と思っている。 

   ６番目として、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で

ある。 

意識の改革は、サービス業であるとの事実認識の上に、お客さま本位の真っ向サ

ービスの精神と生産性向上、費用対効果などを実施することで良くなってきている。 
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   そこで今、アクセルを踏んでいるのは文化の改革である。意識の改革は個人でで

きるが、文化の改革は組織が醸し出す一つの雰囲気や慣行である。これは組織でや

らなければならないので、今これを何とか改善するよう努力中である。例えば、縦

割行政的仕事の慣行を改め横割りの議論も活性化し、上意下達の文化を改め、自由

闊達な意見交換をする。また、郵便局を組織の末端と考えるのではなくて、これこ

そお客さまとの最前線基地、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。さらに、官庁用語、官庁文章の全廃。例えば、私も周辺の人間には

「総裁」とは呼ばせない。（笑）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、できるだけ公社内はＥメール文化にする。印鑑はどんな書類でも最高

３つまでということで 20 個、30 個も印鑑をつく書類は認めない。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。このような意識と文化の改革に今取組

み中であり、これらを通じて、真っ向サービス、お客さまのためのよりよいサービ

ス、経営を健全化して、国益にも合うようにする。 

   最後に、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

ョンに対しては、その達成について目下努力中で、アクションプランの初年度はそ

の目標を達成しかけているということを御報告し、お話を終えさせていただく。 

（竹中議員） それでは田中理事長。 

（田中理事長） 今、生田総裁から就任１年足らずの間の大変な改革の数々について、

成果をあげられるとのお話があり、まことに喜ばしいことだと思う。ただ、現在の

郵便局ネットワークは昨年３月末までの体質を色濃く反映しているので、今日は２

点について申し上げたい。 

   第一に、郵便局ネットワークの認識に関する神話と現実に関して、３点にわたっ

て述べたい。それから第二に、民営化を考える上で２つの重要な課題があると思っ

ているので、それについて申し述べようと思う。 

   まず、郵便局ネットワークについての現実と神話の部分。お手元の資料の一番最

後を見ていただきたい。これで無集配特定郵便局がどのように増えたのか、がお分

かりになると思う。1957 年から無集配特定郵便局がものすごく増えた。60 年代の

半ばから後半にかけては、およそ年間 300 局ずつ増えていったのが現実。無集配

特定郵便局は、基本的な業務は簡易局と同じ。いずれも窓口業務のみを行う点では

類似のものであり、その旨行政監察局からも指摘を受けている。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あり、無集

配特定局に比べ経済的。 

無集配特定郵便局の配置を見ていただくと、大都市及びその周辺に集中的に配置

されている。これは、資金調達の任務が当時の郵便局にあり、資金調達をしてそれ

を財投の原資として使うというビジネスモデルに忠実に沿って配置されたもので

ある。特定局には集配局もあるが、これは道路網の整備等により、合理化されてい

るという事実がある。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、闊達に資金を調達し、

特殊法人等を通じて日本列島の中にインフラ整備を行き渡らせるというもの。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ある。

現在の小泉改革の下において、特殊法人改革が行われ、公共事業等についても改革

が行われるという中で、当然のことだが、こうした郵便局配置は明らかに時代の要
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請と違っている。郵便局が廃局になる場合、過疎のところが中心になるのではない

か、との説が濃厚だが、実際には大都市及びその周辺になる可能性が高い。無集配

特定郵便局の配置についての認識が神話と現実とでは随分違う。 

   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考え方である。いろい

ろ取材をすると、残念ながらそういう事実はない。どちらかと言えば人口が過疎な

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た。郵便局と

市役所や町役場との関係をみると、市町村と県庁とのコミュニケーションにおいて

さえ、ほとんどのケースに郵便局が関与していない。「確かにはがきは郵便局を使

っているが、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

疎あるいは非常に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る。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のか」という問い

については、調査をした全市町村においてそのように認識していないという発言を

されている。電子政府実現を目指しているのに、行政サービスを郵便局に委託する

ことは無意味だという意見もある。それから、福祉にかかわるサービスについても、

市町村の福祉課や、社会福祉法人に行くと、それは自分たちがボランティアまで含

めてもう既に手がけており、郵便局にお願いするようなサービス内容は実際上ない

との回答である。ひまわりサービスはどうかと聞くと、それは個々の郵便局員の方

が心がけている範囲のことであって、それが地方の行政との間に何かを生み出して

いるという事実はない、と調査した市町村はすべて答えている。特に過疎のところ

だと、大体市町村役場と郵便局の所在地とが重なっていて、仕事をお願いするとい

う対象にはならない、と答えている。いずれにせよ、郵便局への来客数については、

恐らく公社の方で把握されていると思うが、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。 

   ３番目の認識は、「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

板価値を確立しており、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

いうものである。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、政府保証が外れて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ある。これにつ

いては、色々な人が今試算し始めている。いろいろ意見はあるだろうが、政府保証

が外れた段階の看板価値については、民営化に当たって相当議論すべきことではな

いか。 

   民営化にあたっての２つの課題について申し上げたい。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そのものにかかわるテーマである。お手元

の資料のうち図１－①に、国債発行残高に占める、主体別の保有表がある。日銀の

資金循環統計で去年の９月末をとって見ると、郵貯・簡保で 25％を保有している。

日本銀行自身も 80 兆円、それから政府の銀行である財政融資資金ももちろん国債

を保有しているし、民間金融機関も 110 兆円を保有しているが、郵貯・簡保合わ

せて４分の１は圧倒的である。これを通常は国債管理上の課題として、取り上げて

いる。そして、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

かという議論が行われることが多い。私は国債管理という課題については、償還リ

スクを封じ込める財政収支改革を割り当てるのが本来であると思う。 

   最大の問題点は、ベンチマークの確立が国債市場でなされていないことである。

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ある。ベンチマークが成立していないリスクとリターンの
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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ある。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ある。「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国債

を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れば、

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らない。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、

巨額の郵貯・簡保の存在である。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をながめなければならない。高い収益率、安定

した収益率を願うのは当然である。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

う。 

   もう一つの課題は、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、国会で議論される

ときには、利用者利便については検討が行われるであろう。また、納税者の負担に

ついても偶発リスクも含めて色々と議論されると思う。さらに、郵政ネットワーク

で働いてい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

思う。しかし、それと並んでもう一つ重要なのは、投資家の視点である。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。色々な形態が考えられるが、

最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とい

うことになると思う。株式を公開して民間の買い手を探すことになるが、安定した

キャッシュフローが生まれているか、どうかが重要だ。もしそれがそういう状況で

ないことになると、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

株を保有した特殊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う。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

はないかと思う。 

（奥田議員） 国際事業に郵政事業が進出するという話だが、今、現在既に各集配業者

が出ていこうとしているし、アジアで活躍している会社もある。その点、どういう

形で競争されるのか、それをお聞きしたい。 

（吉川議員） ２点ほどコメントをさせていただく。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う。そうした

議論をする際に、生田総裁が強調された「４つの機能」を明確にすることが私は非

常に大切だと思う。郵政については３事業とよく言われるが、ネットワークビジネ

スを加えて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。それからもう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る。ただし民営化というのは、すぐ首を切ることだと

いうような短絡的な考えは正しくない。つまり雇用を持続的に維持するために最も

必要なのは、しっかりした経営だと私は思う。しっかりした経営を持つためにも、
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自由度を高めるという意味で民営化が必要なんだ、ということだと思う。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。そのために民営化が大切である。このように私は考えている。 

（福井議員） 郵政の民営化に関するイメージとしては、政府保証を無くすこと、民間

的な経営になじまない定額郵貯等の商品性を大幅に見直すことなどがあると思う。

それらを前提にして、田中理事長が仰られた通り、安定的にキャシュフローを生み

出せるビジネスモデルに到達することなのだと思う。 
次に質問したい。生田総裁は公社の経営改革に大なたを振るっておられるし、今

も大変エンカレッジングなお話を聞かせて頂いたが、今目指しておられる経営改革

は、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、あるいは最終

的に民営化へ移行することを視野に置いた大改革なのかを教えていただきたい。つ

まり、政府保証を無くし、定額郵貯等の大幅な商品性の見直しを最終的に念頭に置

いた改革路線を敷いておられるのかどうか。もし、公社としての範囲内での大改革

ということであれば、スムーズな民営化のためには、今持っているプランに何をさ

らに追加しなければならないか、特に、生田総裁の任期である４年後にスムーズに

民営化することを考えた場合には、追加的にどのような改革が必要なのかを教えて

いただきたい。 
（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。 
 私は、「ワンストップ・コンビニエンス・オフィス」構想が、民間から見た、お

客様から見た、郵政民営化における一番の希望の星になっているのではないか、と

思う。何か潜在的な可能性がある。潜在的な可能性があることと、大きな事業の成

功とは必ずしもつながらないため、ここに民間経営の重要さがある。そのように考

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保険事業の他に、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

がある、と考えていかなければならない。郵便局ネットワークについては非常に丁

寧に見る必要があり、誤謬や錯覚の下に行うと変なことになる、という田中理事長

のご指摘も理解できるし、その不安感も十分理解できるが、そこは可能性の大きい

ところに民間経営を入れることによって郵便局ネットワークの最大限のアチーブ

メントを考える、ということだと思う。 
福井議員と同じ質問だが、これから郵政民営化の準備に入るにあたり、2007 年

の民営化までに行うべき改革と、民営化により優遇が無くなることで生じる落差を

埋めるために必要な改革につき、どのように考えているのか。また、国際物流事業

も非常に可能性に満ちた話だが、生田総裁のお話からすれば、民営化されるまで待

っていたらとても間に合わないが、今から取り組むと既存の民業を完全に圧迫して

しまう、という問題をどのように解決するのかについてもご質問したい。 
（麻生議員） １点だけ申し上げる。集配局の廃局が田園地域で生じてきたのは当たり

前の話。道路が発達して集配が便利になれば、３つの郵便局で行っていたものを１

つに集約し、残りの２つが無集配局になるのは当たり前である。前提が違っている

と思う。私は、牛尾議員がご指摘された通り、郵便局の窓口はオフィスビジネスと

して成り立つと思う。ただ、そのオフィスビジネスの利鞘稼ぎは大した利益にはな

らないと思われるため、その利幅をいかに広げるかということは別の話と思う。 
（谷垣議員） ３つの事業に加え、さらにネットワークを重視する、ということについ

てはその通りだと思う。ただ、ユニバーサルサービスについて、「地方でネットワ

ークを維持できないから、一般財源から補助金を入れろ」というような議論は、や
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はり本末転倒ではないか。今まで自立してやってきたのだから、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るかについて、知恵を出す必要がある。 
   次に、「国債を引き受けている郵貯・簡保が無くなると、国債市場がおかしくな

る疑念がある。」と田中理事長が指摘された点について。今の段階では民営化した

場合にどのような資金運用をするかがはっきりしていないので、確たることは分か

らないが、財務省としては無くなると困るというよりも、国債市場に不測の影響が

及ばないよう、まず、移行の過程を透明にして頂くこと、更に、移行期には、民営

化の姿に応じて適切な配慮をして頂くことをお願いしておきたい。 
（本間議員） かつて経済学者が、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比較検討をした際、郵便局は何かのんびりしているのに結果

として効率性が高い、という議論があった。その理由として、１つは、民間金融機

関の従業員の給料が高いということ、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

スト削減や経営基盤の強化をする、という結論が出た。従って、やはり「３事業＋

新しいネットワーク機能」を純化した形で、それぞれのビジネスモデルとしてまず

整理していく。その上で、内部相互補助の考え方等の妥当性の有無、またそれを行

う際の原則についてより精査しながら改革につなげていくことが必要だ。 
   ただ、先ほどの比較論の際に、やはり出てきたのがイコールフッティング論だ。

公租公課の面や、範囲の経済を享受していることが民業圧迫につながるのではない

か、という議論が出された。やはり、公社の戦力を強化して民営化するという個体

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について、

どのようにバランスをとっていくかが、今後、非常に重要なポイントだと思う。 
（中川議員） 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、多少異なるという点だけは留意しながら議論する必要がある

と思う。 
（竹中議員） ありがとうございました。それでは、生田総裁と田中理事長にコメント

をお願いする。 
（生田日本郵政公社総裁） 手短にお答えする。 

田中理事長のご指摘に全てお答えすると時間がかかるため、２点だけ。まず、特

定郵便局は確かに都市に多い。「新しいビルができた、郵便局が欲しい、つくりま

しょう。隣にビルができた、またつくろう。」というものが多いかもしれない。そ

の当時は、まだコストの概念が余り無かったためで、現在、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勉強を開始している。 
次に、地方自治体が郵便局を使っていないという点については、確かに使ってい

ない。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。要するに売

っていなかったためである。今までは、売っていなくて、高くて、不便だった。だ

から、誰も使わないのは当たり前。だからといって「要らない」とはならず、ゆう

パックが無くなれば、次はメール便に侵されて、信書もダメになる。やはり、ゆう

パックのところで守らなければならない。先ほどご説明した通り、今、商品をどん

どん変えてきており、地方自治体も使い始めている。従って、その辺は少し認識を

改めて頂く必要があると思う。 
   奥田議員などがご質問された国際事業については、本当に遅れている。まず行っ

たことは、昨年 10 月に、ドイツポストや、フランスのラ・ポストやオランダなど

に 30 代くらいの若手 15 人を研修員として派遣し、実態を勉強させた。３ヶ月か

６ヶ月で第１陣が帰ってきており、今度第２陣を出す。国際のことを肌で分かる、
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視界が利く職員の育成から始めており、これにはやはり２、３年はかかる。同時に、

法律で許される範囲で、相手国の郵政公社や郵政省などと連携して、商品価値を高

めてできるだけ利用して頂くということをやっている。その場合に、奥田議員が指

摘されたように、既に取り組んでいる国内の業者もいて、海外に関心を持っている

ところもあるため、そういうところとどう協力するか、あるいは海外で既にでき上

がっているところとどう連携するかにつき、現在さまざまなメニューを検討してい

るところ。 
   吉川議員などから頂いた「４つの事業として考えたらどうか」というご意見につ

いては、頭の中の整理としては私もそうだと思う。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。ほんの少しのビジネ

スフィーが入るだけ。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１兆３千億円必要なところ、今行っている国債などの公社のフィービジ

ネスの手数料は 840 億円であり、単純なフィービジネスだけで維持するというこ

とは全く現実離れした話。しかし、いろいろなことに取り組んでいく必要があるた

め、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う。 
   次に、「税金その他の優遇を受けているものを取り払う。」というようなご発言に

ついてだが、これにはコインの両側があると思う。イコールフッティングの観点か

ら、事業税、法人税、預金保険料を払う、ということはコインの片側であり、その

場合は、もう一方の側としてビジネスモデルの自由化がある。それを本当に、急に

一度にやった方が良いのか。これは慎重にご検討頂いた方が良いと思うが、コイン

の片側だけの議論は通用しないと思う。もう一方の側にはユニバーサルサービスも

あるということだ。 
   福井議員の「今行っていることは、公社としての範囲内のことなのか、それとも

先に民営化を睨んでいるのか。」というご質問に対して率直にお答えすると、どち

らでもやることは同じだ。もし民営化したらいろいろなことが変わるのか否かにつ

いて、地方へ行った時にもいろいろ訊かれるが、今やっている経営政策は変わらな

い。今与えられている法的、社会規範などの要件の中で、目一杯強い公社に変えて

いっているのであるから、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。 
その他いろいろご意見頂いたものについては、参考にさせて頂く。 

（田中理事長） ２点申し上げる。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ある。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出される。無集配特定郵便局について言えば、代理

店契約を結ぶ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。もちろ

ん他の手法もあるかもしれないが、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、また、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いう行政監察結果報告もあることからしても、大都

市を中心とした資金調達を前提にした無集配特定郵便局の仕組みを変えるという

ことでなければ、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と思

う。 
   次に、国債管理政策の問題である。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。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うべきだ。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。もし、確信がない、すなわち将来国債の償還リスクが膨れ上がる
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のではないかと判定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。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だが、その存在が前提でなければ国債管理政策のイロハ

が立たないということではない。 
（竹中議員） 次回以降の議論のため若干の整理をさせていただく。 

   まず、共通認識として、生田総裁が就任され、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、その成果を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。 

   その上で郵政改革というのは、郵政三事業とよく言われるが、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が重要である。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大きな潜在力を持

っているのではないか。 

   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であり、世界的に寡占化が進みつつある状況をみると、

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か。 

   郵貯に関しては、簡保と同様、地域の発展に貢献するということを視野に、どの

ような形が可能かを考えるべきである。 

それとの関連で、窓口ネットワークに関しては、田中理事長の指摘のように、重

要な問題点があることもしっかりと認識しなければならない。郵貯の銀行機能に関

しては、市場の中で政府保証等がなくても自立していかなければいけない。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、新規のビジ

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なければなら

ない。簡保についても、同様のことが言える。 

   これら、４つの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くことが、民営化論議の中心となると思う。 

   その際に付加的に出てくる問題として、生田総裁から話のあ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、整理をしなければいけない。田中理事長

が指摘し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

く。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意味がない。ビジネスモデ

ルをしっかり考えていくことが重要である。 

   移行期の問題については、民営化との整合性と戦略性を考えていくことが重要で

ある。 

   １点、問題としては出なかったが、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う。３年後に民営化するということは、総理の

大方針であり、その中で、それぞれの機能がどのような時間軸の中で熟していくか

ということを考える必要があると思う。 

   次回以降は、それぞれの機能について、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きたい。 

（小泉議長） 本日の議論を聞いても、郵政改革がいかに大改革かというのがわかる。

財政、行政、金融、物流、いずれをとっても困難を伴う改革だが、この郵貯、郵政

に手をつけずして官業の改革はない。まさに改革の本丸である。民営化はすでに決

まっているので、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。来年には法案を出して成立する。移行期の問題も今後議論していく。この
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ような手順で、しっかり進めていきたい。そのためには、当然５原則が重要であり、

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

きたいと思うので、よろしくお願いしたい。 

（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く。 

 

○国民の安全・安心①－年金改革法案について 

（竹中議員） それでは、年金について、坂口議員に説明をお願いする。 

（坂口臨時議員） 年金の法案の説明については割愛するが、民間議員から、年金も個

人単位にしていくべきという提案をいただき、宿題になっていると思う。これを今

後どういう形で進めていくのかという問題がある。 

   これは難しい問題を抱えており、一つは現在、３号被保険者、いわゆるサラリー

マンの妻の分は、誰も出していないという批判が大きいが、61 年に今のこの制度

ができたときには、家族手当というのがそれまでは１万 5,000 円ついていて、そ

この部分を膨らませて、配偶者のための年金に回す、そして２階部分の本人分をか

なり圧縮して少なくし、家族手当の分を広げ、それを妻の分にした、という経緯が

ある。したがって、もしこれを個人単位にしていくということになると、その負担

を誰がするのかという問題になってくる。 

   それからもう一つ、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

という問題がある。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

ことになってしまうので、そこのところを一体どうするか。今、我が国の女性の賃

金は男性の大体６割程度だが、ヨーロッパ諸国では、平均で男性の約 75％の賃金

ということなので、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ある。

これは、産業構造全体にも影響を与えることなので、一体どうするか。パートの問

題については、流通業界や中小企業の方々の反対に加え、パートで働いている方々

からも反対署名がたくさんあって、先送りしたという経緯があるが、この辺にも影

響を与える。大変難しい問題を抱えているが、これからどういう手順でやるか、こ

こでどういう議論をするかということについて意見をいただければありがたい。 

（本間議員） 受益と負担を明確に国民に意識してもらい、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、今回の改革を高く評価をしている。し

かし、今の内容だと、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、

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

きな課題になってくる。その意味で、今回の年金改革を前提にした上で、医療、介

護等他の保険の負担、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。これをやらないと、どうしても個別制度の技術論に入っていき、大

きくそもそも論に立ち返って議論することが難しい部分がある。 

（坂口臨時議員） 年金、医療、介護、その他障害者の問題も入ってくると思うが、社

会保障全体をどうするかは結局財源論になる。社会保障の中だけをいかに総合的に

といっても、なかなか決着がつかない話であり、それを取り巻く社会構造そのもの

に関係してくることであるため、その辺をどうしていくかという問題がある。 

   現在いろいろな保険料があるが、保険料については、国民全体で支え合うという

部分と、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。職域連帯で出

してもらう部分と、国民連帯で出す分を今後どう区分していくかは、１つの大きな

課題である。すべてを職域連帯で出してもらうのはかなり無理になってきていると

認識している。 
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   厚生労働省で抱えている問題として、来年は介護の問題があり、再来年は医療の

抜本改革の問題がある。医療の方はできるだけ抑制したいと思っているが、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みたとき、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。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、職域連帯でやるのは無理という気がする。その辺のところ

を、これからここで議論いただき、意見をいただきながらまとめていきたいと思っ

ている。 

（竹中議員） 今の坂口議員の意見を参考にしながら、引き続き諮問会議で、総合的な

観点からの議論をさせていただくということかと思う。 

（奥田議員） 今年度以降も、引き続き諮問会議で年金問題について検討を行っていく、

と理解してよいか。 

（竹中議員） これは１月にテーマについて議論したときと基本的に変わっておらず、

そういうことでよいと思う。 

（小泉議長） 年金だけでなく、諮問会議の場では、年金、介護、医療、これを総合的

に考えていかなければならないし、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。これは負担と給付の両方が絡んでおり、税制

改革にも絡んでくる。 

（麻生議員） 景気がよくなり、２％経済成長したといったら、企業の負担の 18％が

17％にも 16％にも下がる。何年後かに見直さないと、名目でプラス成長になった

場合、そこは大きく変わることになると思う。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 

 

(以 上) 

 


