
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 16 年第７回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第７回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年４月７日(水) 18:00～19:10 

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 

     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）郵政民営化 

3．閉会 

（説明資料） 

○郵政民営化に関する論点整理（素案）（竹中議員提出資料） 

○郵政民営化に関する基本的論点（谷垣議員提出資料） 

○郵政民営化の議論に際しての留意点（麻生議員提出資料） 

○郵政民営化の検討にあたっての論点（福井議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年７回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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平成 16 年第７回 議事録 

ます。本日はお忙しいところ、ありがとうございます。 


（プレス退場） 


○郵政民営化

（竹中議員） それでは、今日は郵政民営化につきまして、中間的な論点整理に向け

た御議論をいただきたいと思っております。生田総裁、田中座長にはまたおいで

をいただきまして大変ありがとうございます。 

それでは、まず私の方から郵政民営化に関する論点整理のまさに素案でありま

すけれども、メモを出させていただいております。もう既にお目通しいただいて

いると思いますので、御説明は簡単にさせていただきますが、今までこの場で御

議論いただいたポイントを書かせていただいたつもりであります。 

「民営化の意義」としては、窓口ネットワーク、郵便、郵貯、簡保という４つ

の機能それぞれの市場での自立を目指す。もって国民の利便性の向上を図る云々。

イコールフッティングの確保と経営の自由度はコインの両面である。既存の事業

／組織の効率化に加えて、成長分野への進出を積極的に図っていただく。 

「民営化のあり方」につきましては、2007年に民営化を実施いたしまして、そ

の後、最終的な姿を実現するまでに10年程度の移行期間を置く。できることから

速やかに実施するとともに、中間レビューもしっかりと行う。2007年の民営化ま

での期間は準備期間であって、この期間も民営化を視野に入れた取り組みをしっ

かりやる。準備期間／移行期間、最終的な民営化時の段階に応じて、経営の自由

度やイコールフッティングの度合い、国の関与のあり方をしっかりと進捗を管理

していく。その間の困難な問題に適用していくとともに、民間市場や財政制度へ

の混乱を避けていく。 

具体的に「４つの機能の目指すべき方向」としましては、窓口ネットワークに

関しましては、すべての国民が利用可能な状態を維持しながら効率化を進める。

民営化後も引き続き郵便、郵貯、簡保のサービスの窓口を提供し、さらに事業展

開の自由度を拡大させて、提供サービスの多様化、多様な事業形態の導入等々を

考える。情報、リスクの点でのガバナンスの強化をしっかり行う。 

郵便事業に関しては、最大限の効率化に加えて、郵便物流を総合的に行う企業

を目指して、世界に通用する企業となるために、アジアの成長分野にしっかり進

出していく。 

郵便貯金・簡易保険につきましては、この公社の経験・能力を踏まえて、ニー

ズにしっかりと応えたビジネスモデルを確立する。この民間金融システムへの円

滑な統合を図るということが重要である。民間の金融の規制改革もしっかりと整

合的に行う。地域への貢献と、地域金融機関との共存はしっかりバランスさせる。

財政構造改革への悪影響の回避という点では、財投改革、政府系金融機関、特殊

法人改革との整合性を保ちながら、国債の安定消化にも十分な配慮を行う。民営

化前の預金・保険について、民営化前と同様の保証を行う。民営化後の新規の預

金については、これは民間と同等の扱いであろう。 
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郵政公社の職員の雇用は極めて重要である。そのためにもしっかりと収益を稼

げるようなビジネスモデルを構築しなければいけない。こういう点が今まで御議

論いただいたことではないかというふうに思っております。今日は取りまとめに

向けての自由な討議をお願いいたします。 

まず生田総裁と田中座長の方からコメントをお願い申し上げます。 

（生田日本郵政公社総裁） 読ませていただきました感じを申し上げたいと思います。

今日は改革のための中間論点整理ということなので、あんまり具体的な細かいこ

とはいかがなものかと十分認識しておりますが、将来の御議論の参考になるとい

うことを多少述べさせていただきます。 

まず１の「意義」のところなんですが、これは前回申し上げたんですが、公社

としましては、３つの経営ビジョンを掲げているということで、１つは、３事業

のユニバーサルサービス機能をきちんと維持して、一層利用者の利便性を高める

ということと、２番目に、事業として営業力として生産性を高めて、事業の健全

性を整備して発展を期する。これは国の財政にもお役に立つことだということと、

３番目に職員、すなわち働く人たちが働きがいを持てるようにしていく、これは

「企業は人なり」という考え方であります。 

以上の３点をビジョンとしまして、現在努力中ということを前回申し上げたわ

けなんですが、論点整理を拝見いたしますと、その３点各々が民営化によりまし

て、よりよく進化されていく可能性を持っているというふうに読みました。この

３つのビジョンが公社でずっといるよりも、よりよく進化できるかどうかという

ところが民営化の意義そのものだろう、一番重要なポイントだろうというふうに

思っておりますので、今後の具体論の御審議の際は、努力次第でまさによりよく

なる、よりいい進化ができるという制度設計をしていただきたいというのが意義

のところでございます。 

２番目の「民営化のあり方」のところなんですが、民営化された会社が健全な

経営ができるようにビジネスモデルの自由度を御配慮いただいているのは拝見し

ました。そこは今後ともしっかりお願いしたいと思います。それから、その観点

でスタート時点の基盤整備というのも重要だと思っております。全般的に公社は

大変過少資本であります。１兆3,000 億円ということで大変過少資本であります。

これ自体大問題なんですが、その中でも郵便事業が今5,800 億円の債務超過とい

う格好になっておりますので、これを貯金の資本金で補うということはできない

仕組みになっておりますので、この債務超過をどうするのかというふうな大きな

問題がありますので、これは御留意いただきたい。もちろん、少しずつ黒字を出

して消す努力はいたしますが、一部分消えるぐらいが精いっぱいだろうと思いま

す。 

それから、コイン論でいきますと、コインの片側は税と一部費用の免除という

ことになんですが、そのコインの裏側は、大変厳しい制約的なビジネスモデルと

ユニバーサルサービス費用の自己負担だと思います。今後のコインの両面のバラ

ンスを御審議いただく際に、このユニバーサルサービス費用をどういうふうに考
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えていくのかという点も併せてひとつ御検討いただきたいと思います。 

郵便に関しましては、視点を今後常にグローバルスタンダードで見ていただき

たいと思います。実際、競争するのは、海外の競争相手ということになるわけで

すから、諸外国との世界市場におけるイコールフッティング、こういう観点から

見ていただきたいということでありまして、これが今後海外に進出していけるか

どうかのベースになると思います。 

万国郵便条約でユニバーサルサービスが要請されておりますけれども、各国と

もこれを支えるために、国内マーケットは概ね保全されております。ドイチェポ

ストでも、現在100 グラム、基本料金の３倍までが独占となっております。手紙

が25グラムぐらいですから、日本よりずっと手厚いわけですね。自由化するとし

ても、一番早くても2009年だろうと理解しております。フランスも全く同様、Ｅ

Ｕ諸国大体押し並べて同じ。アメリカも同様、大変手厚く、国内は保全している

という状況になっております。一種の国家の経営戦略だろうと私は読んでおりま

す。 

その意味では、日本は既に諸外国との対比におきまして、世界マーケットにお

いては自由化の度合いが最も進んでいる、こういうことになっておりまして、既

に唯一郵便で黒字の収益源というのは関東しかないんですが、あとは全部赤字な

んですけれども、その関東でメール便などでクリームスキミングと言われる現象

が現に起こっているということでありまして、その辺をよくお考えいただきたい

と思います。 

それから、郵貯・簡保とも償還で出ていくお金と新規契約で入るお金、いわゆ

るゴーイング・コンサーンということで健全経営が成り立つわけでありますが、

そういった観点から事業はトータルとして今後民間になるであろう会社がつくる

べきであると、これは御理解いただいていると理解しておりますが、念のため敷

衍しておきます。 

当然、財政政策、国債管理政策、地方改革進展に伴う住民の生活インフラのセ

ーフティネットの役割、こういったものとの改革の整合性は、十分御審議いただ

きたいと思います。 

それから、郵政公社職員の雇用のところなんですが、今後の御審議では、実は

この紙が郵貯・簡保の下に入っているんですけれども、問題の重要性から言いま

して、本当は独立項目ではないかというふうに考えます。今後の大きな課題とし

て、雇用の問題に加えて身分の問題があるということで、組合と十分協議を尽く

すべき問題でございますので、私としては、経営として極めて重要、かつ重い問

題であるというふうに認識しております。 

それから、準備期間の助走の話を最近いろいろ聞かれたときにお話をしている

んですが、経営は生き物でございます。大勢の外国勢も含めたプロが知っている

市場、いわばグランドに準備体操や助走なしに、セミプロが突如、2007年の４月

１日に走り始めると、ちょっとこれは体を壊すということになるだろうと思いま

す。人間と同じだと思います。適切な時期から助走ができるように、国内外での
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投資とか買収、多少の必要な業域拡大などができるように御配慮いただきたい、

こう思っております 無論、不当な民業圧迫等にならないよう、常識の線でやる

ことは当然のことと考えております。 

最後に目下の経営としての課題についてお話ししたいと思います。大きく意識

と文化と変えようということで、今、主に勢力を傾注しているのが、意識は変わ

りつつありますので、文化の改革であります。官僚、行政型文化を事業、企業型

に変えることに取り組んでおりまして、これは徐々に進んでいる段階であります。

それから人材の育成であります。海外進出、海外業務をやるんだといっても、

なかなか海外の仕事ができるスタッフは十分そろっておりません。これをどうや

ってつくっていくのか。これは実務研修で15人ずつぐらい半年ぐらいのターンで

１回目出して帰ってきまして、今度２回目を出すというようなことで、実務研修

にどんどん人を出して、体で覚えてもらおうと思っております。 

それから、財務会計のできるスタッフがやはり非常に欠けておりますね。あそ

こは、実際上の財務がないに等しいわけですね。自己ファイナンスですから。そ

ういった意味で、もしこれが民営化していくなら財務関係、こういったところを

自助努力でやっていこうと思いますが、場合によったら、よほど思い切った策が

必要かなと実は考えておりますのは、運用とか審査能力のところは、残された期

間に思い切り人材の育成を進め、育成だけでは間に合わない場合は何らかの措置

を考えるということだということだ思います。 

最後に非常に重要と考えておりますのが、民営化するとすれば、相当数の良質

の経営者が必要だということであります。幸い官僚として大変優秀な人材に多数

恵まれておりまして、それは感謝しているわけでございますが、現在やっている

ことは、こういった人たちが立派な経営者になっていってもらうために、どうや

ってトレーニングしていくかということで、かなり実践的に取り組み中でありま

す。今回、執行役員制というのをとりまして、その意味での役員を６人増員いた

しましたが、そういう民間の経営というものになじんでもらうということが１つ

の大きな要因というふうに御理解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。田中座長お願いします。 

（田中21世紀政策研究所理事長） 民営化のあり方の２ポツ目と３ポツ目について意

見を申し上げたいと思います。２ポツ目で、10年程度の移行期間を置くとありま

す。私は一挙調整をすべきだと思っております。社会の大きな変化の中で、経営

組織を、あるいは社会システムをどのようなスピードで調整するのかというとき

に、一挙に調整すべきだという議論と段階を踏んで調整すべきだという議論は一

般的にあります。日本について言いますと、第２次世界大戦後のインフレが厳し

かったときにも、政府部内において一挙調整論と段階調整論とがございました。

結果としては、ジョゼフ・ドッチが来て一挙調整論に入ったわけです。私は10年

というような長期に渡って移行期間を置くことは、現実的ではないと思っていま

す。 
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ポイントは４つです。第１は、企業組織としての問題、第２は金融市場につい

ての見方です。第３は、家計資産が既に再構築の段階に入ってきている以上家計

との関係においても長期の移行期間を置くことは難しいという点です。４番は、

現在の郵政公社の将来経営についてのシミュレーションの結果からの判断です。 

まず、第１の企業です。もし移行期を置くということになりますと、目標を次々

変えることになり、それに伴って組織の変更も頻繁にあることになる。最初から

この山に登ると決めたら、その山に登るべき登攀体制をとって、それを目指すべ

きだ。それが経営組織上最もふさわしい。次々移行期の目標が入ってくるのは、

常に組織改革のセクションを置くというような煩瑣なものになる可能性が高い。

私は、目標は一挙に攻めるべきだと思います。 

２番目に金融市場の問題がございます。既に生田総裁から、金融市場はプロに

よって構成されたマーケットだというお話がございました。現在、郵政公社が相

手にし、そして民営化された後の株式会社が相手にする金融市場は、自己資本の

厚みを背景としてエッジを効かせた厳しい競争が行われているところです。そこ

に中間目標を幾つも置きながら、時間をかけて調整している企業組織があるとい

うのでは極めて不都合です。マーケットにおいて敗退する可能性は無視できない。

弱みを見つければ攻めるというのがこのマーケットの特性ですから、金融市場の

見方としても、10年の移行期の設定には無理があると思います。 

３番目に家計です。郵貯・簡保についてのお金は、のりづけのお金のように一

般的には受け止められている気配があるが、実際には家計は既に金融資産の再構

築に入っている。現在の株式市場の情勢を見ても、小泉政権が掲げてきました貯

蓄から投資へという流れがまさに大きなうねりになってきている。家計自体が動

き始めている。そのときに時間をかけた調整は極めて不都合だと思います。 

４番目にシミュレーション結果が厳しいことです。預託が減るに従って経営上

厳しい状態に置かれる可能性が高い。もし、長い時間をかけていますと、いわゆ

る赤字体質とでも言うべきものがいついてしまう可能性が高い。その場合には、

後が大変厳しくなる。シミュレーションはいろんな前提の置き方次第でいろんな

結果があろうかと思います。公社においても、恐らくいろんなシミュレーション

をやっておられると思いますが、情勢は厳しいということではないかと思います。

次に資料の「民営化のあり方」の３ポツ目の2007年までの準備期間についてで

す。生田総裁を仰いだ公社の経営を考えた場合に、民営化法案を審議するときに

は、同時に公社法の改正法案をセットにして出すべきだと私は思います。 

では、何を変えるのか。ポイントは２つ。１つは、公務員型を非公務員型に変

えることです。現業になぜ公務員型が当てはめられたのかをいまさら詮索しても

始まりません。現業とは、顧客のニーズが常に変化する中で、経営形態を常に見

直すことですし、現業には常に競争他社がある。なぜ公務員型で、こうした特徴

をもつ現業がうまくいくと考えられたのかよくわかりません。これを明瞭に非公

務員型に変えるべきだと思います。生田総裁を仰いでいる準備期間においても、

非公務員型に変えて改革を加速すべきです。そのことによって、例えば総人件費
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は一定だとしても、人の組み合わせを変革するとか、インセンティブを与えると

か、いろんな形がとれる。国立大学も非公務員型になる時世において、現業の公

社でなぜ公務員型でいいのか。国会とは、誤りと判断されれば、法の改正を通じ

てすべてを実現できる仕組みです。国会において、公社法改正と民営化案とセッ

トにして議論されるべきと思います。 

改正のもう一点は、投信等の販売を認めることです。もともと投信等の販売に

ついての懸念は、もし民営化が実現しないというときに、官業の肥大につながっ

てしまうという点にありました。民営化法案の通過とセットになった公社法改正

ならば、公社としての残りの期間において、投資信託の販売などの、新たな業務

の開始について、経営判断に基づいて実施が可能な仕組みをとることには、正当

な理由があると思います。 

最後に資本の問題についてコメントさせていただきます。生田総裁も過少資本

と言われました。新たなキャピタル（資本）を持ち込むとき、日本のためにベス

トの株主が資本の提供者となるような仕組みを考えていただければと思います。 

政府の持ち分は優先株等、議決権を持たないものにすべきではないか。株主構

成が変れば、経営は確実に変ります。生田総裁が提示されています改革の方向は

より明確なものになろうかと思います。キャッピタルの投入が不可欠という判断

が出たら、ベストの株主構成を持った仕組みをつくっていただきたい。そこでは、

通常、国は優先株という形で配当の受取り等にのみかかわり、議決にかかわる権

限の行使は新たな資本を持ち込んだグループによって行われるべきだと思います。

総理は「民営化の一里塚」と公社を定義されました。民営化の一里塚にするため

には、私は民営化法案とセットになった公社法の改正が不可欠ではないかと思っ

ております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、本日は谷垣大臣、麻生大臣、福

井総裁からメモが出されておりますので、谷垣大臣からお願いを申し上げます。 

（谷垣議員） お手元にペーパーをお配りしておりますが、要点は１枚紙で、あとは

資料でございます。郵政民営化に当たっては、国民全体の視点、ビジネスの視点、

それから構造改革と市場の視点、こういう３つの視点から検討を行うことが肝要

だということでまとめさせていただきました。 

まず第１に、国民全体の視点ということですが、民営化が国民生活の向上をも

たらして、国民にとってメリットがあるということをわかりやすく明示すること

が何よりも大切じゃないかと思います。例えば、郵便局が官業から民営化するこ

とによって、経営効率が改善されて多様なサービスの提供や柔軟な料金設定も可

能となるといったようなメリットをしっかり打ち出す必要があるのではないかと

思います。 

第２に、ビジネスの視点ということでありますが、これは民営化後のビジネス

モデルをしっかりとつくって、新たな国民負担なく、自立可能な経営を確立する

ことが重要だということでございます。このため、民間企業と市場で競争できる

ような健全なスリム化を図っていただいて、効率的な経営体を目指す必要がござ
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います。その際に、政府保証や税制上の優遇の廃止はもちろんでございますが、

セーフティネットなどについても、民間との競争条件の同一化が民営化の前提で

はないかと思います。 

さらに、民営化してからの経営の健全性の確保ということも大切でございまし

て、そうした観点からの事業間の適切なリスク遮断等の措置が必要じゃないかと

いうふうに考えます。 

それから、３番目に構造改革と市場の視点ということでありますが、改革全体

との整合性については、例えば間接金融から直接金融への移行といった金融シス

テム改革との整合性をとっていくことが必要でございますし、財政面からは、従

来から申し上げているように、新たな国民負担のない改革とすることが大事なの

ではないか、この点は中間報告でも明らかにしていただければありがたいと思っ

ております。 

また、郵政民営化が成功することによりまして、将来の財政への寄与も期待し

ているところでございます。それから、これまで官業であったものを民間の市場

メカニズムの中に混乱なく溶け込ませていくためには、市場との調和がとれた、

いわばマーケットフレンドリーな改革であることが大事だと考えます。 

例えば、最終形に至るまでの改革プロセスを透明にして、市場に明示をするこ

とは、市場の混乱を回避する上で不可欠だと思います。また、国債マーケットに

対する影響に関しましては、これに配慮していただいて、運用資産と運営方針に

かかわる透明性の確保であるとか、適切な経過措置を設けていただくことなどが

必要ではないかと考えております。 

それから、財政投融資については、財投改革によって郵貯等の預託義務は廃止

されまして、必要額を市場から調達する仕組みに移行したわけでありますが、こ

うした移行の趣旨に沿って民業補完性等を厳格に精査して、真に必要な事業への

重点化を図ってきておりまして、その結果、財投計画の規模はフロー、ストック

とも大幅に縮減してきております。各財投機関に政策コスト分析や民間の企業会

計と同様の基準の財務諸表を作成・公表させることなど透明性の向上を図ってい

るところでありますが、今後ともこの趣旨に沿って推し進めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

（竹中議員） 麻生大臣お願いいたします。 

（麻生議員） それでは、私の方も１枚紙でお示しをしておりますけれども、これは

これまでの諮問会議で発言をしてきたものを基本として再度整理してあると御理

解いただければと思います。 

民営化というのは手段であって、目的ではありませんので、民営化は何のため

にするのかという目的は、先ほど生田総裁の言われたところと同じで、こういっ

たところのきちんとした説明がされていないといけないのではないか。「民営化

というのは手段ですよ」ということで、そのためにどうやるかということを基本

的に整理をして、わかりやすく説明をしておかないと、何となく話が何のための

民営化だかよくわからない、一般国民には理解されにくいところだと思っており
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ます。 

今回出した中で、この民営化をやっていくに当たって一番大事なのは、これが

民営化された後、経営が成り立つか成り立たないかが勝負なのであって、これは

バランスシート１枚の話ですから、経営が成り立たない民営化だったら意味があ

りません。そういった意味では、基本的には答えは極めて明確なのであって、民

営化された後のバランスシートはどうなるのかという話が肝心なところであって、

これは経営をされる側にとっては、これがきちんとしていけるということになる

でしょうし、将来きちんとこういったものはうまくいくんだとわかれば、労使関

係等々モラールの関係、いろいろな意味で大事なところだと思います。 

具体的な留意点としてはユニバーサルサービスということ、これを維持するこ

とが必要だということになっております。したがいまして、これは省略させてい

ただきますけれども、ユニバーサルサービスを維持するということは、民間会社

はやっていないわけですから、その意味では、この新しい郵政民営銀行は、ユニ

バーサルサービスを維持することによって明らかにたががはまっているという負

い目がある。これは明らかに負担の部分ですから、生産性を上げようと思ったら

配達を週６回から３回に減らせば倍に上がりますから、そういったことはしない

やり方でいかなければいけないということを考えますと、ユニバーサルサービス

というのは、経営者側にとっては、ある程度負担な分だということを考えておい

ていただかないと、公平を欠くと思っております。 

次に、郵便・郵貯・簡保と３つそこにありますけれども、これはやはり基本的

には経営の自由度というところなのであって、民営化するなら条件は同じ、税金

等々皆含めて考えなければいけないところだと思っております。いろんなサービ

スに関しましては、基本的には、自分でこれはやめた、これはやる、これはやら

ないということの判断をするのは、その経営者の自由な判断とすることが基本的

なところだと思っておりますので、定額貯金とかいろんな話がありますけれども、

民間でも定額貯金みたいなものをやっておられるわけですから、それが十分な採

算性を持つか持たないかも、それは経営者の判断というのが基本にならないと話

がおかしいんだと思いますので、そういったことの意味で書いております。 

２番目の経営の安定というのは、安定した経営収入が上げられなければ、経営

は安定しませんので、資本の充実を含めて、こういったことが大事なのことだと

思っておりますので、そういった意味では健全な経営等々、いろんなことをして

いただかなければいけないことだと思っております。 

窓口のネットワークというのは、ユニバーサルサービスを通じて多様なサービ

スを提供する基盤であるということは間違いありませんので、いろんな意味で経

営を多様化していくというのはすごく大事なところだと思いますので、そういっ

た意味では、この条件を考えていった場合、いろんな意味で、このネットワーク

というものを維持していくときには、ネットワークを維持するということが職員

の雇用ということにもつながるでしょうし、民営化に対する不安等々は、自分の

職場がなくなるという不安というのは非常に大きなものでありますので、そうい
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った意味ではこれは非常に大事なところだろうと思っております。 

資料の「５．その他」というところで書いておりますけれども、これはこの間

もドイチェポストの組合の人たちが日本に来られましたのでいろいろ話をしてお

ります。ドイチェポストも、先ほどのお話ではありますが、かなりの時間をかけ

て民営化をしていったという経緯等々がありますけれども、労使関係の安定が最

も大事だったと同じことを言っております。これはやはり基本的には、経過的な

形態とか、経過措置とか、いろいろ言っておりますけれども、これは年限をかけ

てある程度きちんと雇用とかいろんなものを考えていくということを示してやら

ないと、ある日突然というような形で果たして組合と話がつくか、全逓28万人と

いうのをある程度頭に入れて話をしていただかないと、組合員の話なしで、この

種の話をしていただくと極めて危険なものになるということで、職員のモラール

と労使関係の安定ということを書かせていただきました。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。福井総裁お願いします。 

（福井議員） 簡単に申し上げます。論点はたくさんございますけれども、金融政策

との関連で重要な論点、郵政の民営化を進める場合のかんぬきとなるべき論点を

３つだけ書かせていただきました。 

第１は、そこに書きましたとおり、民間金融機関とのイコールフッティングを、

様々な制度面で、これはなるべく早い段階から実現されるべきではないかという

ことでございます。これは民営化された新郵政と民間の金融機関等、あるいは民

間のその他のセクターとのビジネス上の競争条件をただ公平にするというだけの

問題でなくて、よりマクロ的に見て、小泉政権の下での構造改革は今後ますます

加速して実現していくという前提に立ちますと、日本経済の中で資金配分の効率

化と経済の活性化を図っていく、この観点から、これは欠かせない重要なポイン

トだという意味でございます。 

２番目は、当然のことですけれども、新郵政は安定的なキャッシュフローを生

み出す収益性の高いビジネスモデルを実現する必要がある。中身が３つあると思

いますが、１つは、生田総裁もおっしゃいましたとおり、特に郵貯に関しては、

調達運用のノウハウをしっかり築き上げる必要がある。従来は、政府保証を前提

にした調達能力ですし、運用の方も資金運用部依存というふうなことがございま

したものですから、ここは一からら構築するというふうな努力が必要だという点

と、それから、民営ですから、当然、経営効率の一層の向上、そしてリスク管理

体制の構築ということになると思いますが、これは全体の流れの一環として、も

う一つ重要なことは、市場原理に即した形で金融商品の商品性の見直しが必要で

はないかという点でございます。 

最後に３番目の点は、前に申し上げておりますけれども、ネットワーク事業そ

の他新しい成長分野にも郵政がビジネス展開されるという前提で考えますと、郵

貯・簡保事業といった金融ビジネスとの間には、やはりリスク遮断がしっかり置

かれないと、世の中にシステミック・リスクが起こってくるということでありま
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す。明確なリスク遮断メカニズムが要る、この３点でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうぞ御自由にお願いします。吉

川議員。 

（吉川議員） 郵政民営化につきましては、先ほど麻生大臣がおっしゃったように、

なぜ民営化するのかをはっきりさせるということが大前提だと思います。何人か

の方が既におっしゃいましたけれども、要するにそれぞれの事業について利便性

を高める、金融につきましては、貯蓄から投資へ資金を流すというのが非常に大

きな役割ですから、そこでマーケットの力を利用して効率性を高めるということ。

また、こうしたことを通じて、いわゆる見えない国民負担を小さくしていく。こ

うしたことが民営化の目指すところだと。これは先ほど谷垣大臣、それから福井

総裁が御説明になったことに、私も基本的に賛成です。 

その上で具体的にそれを詰めるためには、いわゆる４つの機能、それぞれにつ

いてビジネスモデルをしっかりするというのが大前提だということで、諮問会議

でも議論を進めてきたと思います。このことは別の言い方をすると、現段階では

諮問会議の場では、新会社の組織については踏み込んだ議論をしていない、私は

そういう理解をしております。もちろん組織について、最終的に議論しなくては

いけないということは当然ですけれども、どのような新会社の組織形態をとるに

しても、４つの機能の役割、そしてそこでのビジネスモデルについて考えておく

ということがその前提になるわけですから、その限定について、きちっと議論し

ておくというのが、これまでの諮問会議での議論であって、それを我々は詰めて

きたんだ、こういう理解で私はおります。 

その点で若干細かいことになるかと思いますが、先ほど生田総裁がコメントさ

れたことで、話を拝聴していて少し気にかかったとこがあるものですから発言さ

せていただきます。例えば、これは多分総裁がおっしゃった表現を正しく聞き取

っていると思うんですが、「３事業のユニバーサルサービス」と、こういう表現

を使われたかというふうに思います。しばしばこの郵政民営化については、３事

業一体というような表現を使われますが、少なくとも、組織にかかわるようなこ

とであれば、諮問会議としてまだ議論していない。特定の組織形態、こういうも

のが望ましいというお考えを述べるということは、当然１つの提案としてあり得

るとは思いますが、この点については踏み込んだ議論をまだしていないと思いま

す。 

それから「過少資本」と、こういう表現もあったとかと思いますが、過少資本

というのは、金融のことに関しては、いわゆる自己資本比率の自己資本という言

葉ももちろんあるわけですが、いずれにしても、その場合には分母が何になるか

ということが当然問題になるわけです。分母なしに資本が多いとか少ないとかと

言っていたら意味がないわけであって、その分母が何か。細かいことを言えば、

同じだけ資産があってもリスクファクターはどうするか、国債の場合と民間の貸

し付けは違うわけですが、そうした細かいことを別にしても、分母の問題を議論

しなければ意味がないわけで、これも実は組織にかかわることであろう。 
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あるいは総裁のお話の中で、郵貯・簡保すべて新会社が引き継ぐということに

ついては、既にこの諮問会議でも同意が得られているというようなお話があった

というふうに拝聴したんですが、これも組織にかかわるということであれば、く

どいようですが、私は諮問会議でまだそこまで立ち入った議論をしていない。こ

れまでの議論は、もう一度繰り返しますが、どのような新会社が組織形態をとる

のであっても、しっかりとしたビジネスモデルを４機能に関して持ってもらわな

ければいけない。ですから、郵政民営化を進める大前提についてしっかりとした

議論をこの場で詰めておく必要がある、そういう形で話を進めてきているわけで

すから、組織と機能を峻別しているというのが、この場でのこれまでの議論だっ

たと思いますので、その点は確認させていただきます。 

（竹中議員） 後でまた御発言いただきますので、一連、少し御発言を。本間議員ど

うぞ。 

（本間議員） 今の吉川議員のお話を敷衍する形で少し追加いたしたいと思います。 

先ほど私も生田総裁のお話を伺っておりまして、ユニバーサルサービスが、現

在郵政公社が行っているサービス全体をカバーするものだというニュアンスがご

ざいましたけれども、法律的に考えましても、郵政事業についてはユニバーサル

サービスは言っておりますけれども、この郵貯・簡保の問題についての明確な定

義もございませんし、今までの我々の理解は、４機能に分類して、ネットワーク

機能というもののアクセス権については、かなり敷衍的な形で提供するというこ

とでございますから、既存の３つの機能について、それぞれを張り付けなければ

いけない、こういう議論ではないんだという具合に思います。 

それから第２点目、資本にかかわる問題でございますけれども、今、過少資本

の定義の問題について吉川議員の方からお話がございましたけれども、この問題

について、移行前にかなり踏み込んだ形で公的資金の投入も含めてやるのかどう

かというような問題とか、いろんな組織にかかわるような問題も出てまいります

ので、この問題をどうするかということ。それから新規事業についての新しい投

資の問題についてもお触れになりました。この点について、組織形態が固まって

いないうちにどんどん移行の過程の中で議論をするということは、将来を抱える

民間会社としての、いわば会社としてのリスクの問題や、それにかかわる公的な

部分がどのようにそれにコミットするかということがございますから、そういう

意味では大胆なリスクをここでとるということは、恐らく移行期の中では十分で

きないという問題がございますし、プロがいないということはもう認められたわ

けでありますから、新規事業の分野について、この段階から踏み込むということ

は、私は職員の方々の能力のアップ等と勘案しながら十分時間をかけてやってい

くということが求められているんだろうと思います。 

（竹中議員） 今のは準備期という意味ですか、移行期という意味ですか。 

（本間議員） 準備期です。 

それから、第３番目の政府保証の問題がございます。既存部分、これを公社の

中で管理し、あるいは民間会社化した後でも自己管理をして、その収益を回すと
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いうことが、幾分前提のようなお話ぶりでございましたけれども、その点につい

ても、まだここの諮問会議で合意が成立したということではないのではないか、

この点は例えば、管理会社を設定するとか、あるいは信託に任せるとか、あるい

は財投との関係の中で政府がどうするか、こういうような組織論の問題でござい

まして、この点については、まだまだこれから議論をすべきテーマだろうという

具合に思います。 

それから４番目、最後でございますけれども、民営化に当たって、できるだけ

経営者の裁量性というものを拡大していく。それを準備期においての、田中さん

がお話になったように、職員の養成も含めてやりたいということは当然あり得る

話だと思いますが、それが民間会社に移行後に、民間の金融機関とのイコールフ

ッティングというものがどのように整合的なものとしてなっていくかということ

は、きちんとプロセス管理もしながらやっていかざるを得ないのだろうと思いま

す。 

それからもう一つ、自由化の問題は、自由化の立ち居振る舞いを要求されると

いうことでございますから、当然のことながら、現在の民間の金融機関等とイコ

ールフッティングをセットにして厳格に守っていくということが前提条件になる

のではないかという具合に思います。 

以上です。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 経営者でありますので、経営者の立場から問題提起しますと、これは

やはり麻生大臣がおっしゃったように、民営化の目的というのは、基本的には収

益性がサステーナブルに継続することを前提にしなければならない。これだけの

人数、これだけのものでは、かなり難しい経営でありまして、そのためにはあら

ゆる準備をしないといけない。400 兆円を超す資金というものをどう活性化して

効率化するか、28万人の人材をよりフレキシブルにより人材開発を行いながら、

さらに５倍、６倍の人間能力に育て上げるか。また、今お話があった既存のいろ

んな制度の整合性は、適切に調整を図りつつも、さらに新しい分野においては勇

猛果敢に経営企画を立てていかないと、調整ばかり考えていたら改革した値打ち

がない。そことの釣り合いが非常に難しいわけですね。 

そうなると、やはり2007年までの２年間ぐらいの準備期間が非常に大事になっ

てくるだろうと思うんですね。要するに人材の開発や投資のあり方や、そして国

内外の今ここに書いてある事業計画の新しい市場に耳を傾けて、その需要にどう

応じていくかということ。それから、かなりレベルの高い経営計画をつくって、

緻密な商品化計画、緻密なサービス計画、緻密なフォーローアップ、公社の中で

公務員の雰囲気の中でこれをつくるというのはかなり至難なことなんですね。そ

ういう意味では、田中さんがおっしゃる改正の意味というのは非常によくわかる

んですね。全く違う環境の中で、しかもこれから先に打って出る、今これという

商品も持っていないこの集団が、向こう10年間にわたってやっていく準備という

のは、極めて民間的に、極めてグローバルな、しかも優秀な人材の集団をここに
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つくり上げないといけない。これは簡単にアウトソーシングできるものじゃない

と思います。外の知恵は借りるけれども、主体はこの中にある。この集団が公務

員体制の中でどうつくっていくかということは容易なことではありませんが、し

かし不可能ではない。 

幸い２年と６か月というのが短いと言えば短いけれども、２年半というのは、

やる気になったら相当なことができるので、そこで必要であればどんどん企業に

派遣する、海外の企業にも派遣をする、場合によって200 人、300 人採用するぐ

らいのことを考えて、これまで一定の組織の中で、ほとんど外部との接触がなか

った鎖国型組織から完全に開放型組織の準備体制を２年ぐらい前から始めないと

いけないと思う。それに対応するためには、今、田中さんがおっしゃったような

民営化する法律のときに、人間が自由に動けるような体制をどう準備するかとい

うことが言える。そのでき具合によって遅くとも10年後にやるという発想になる

のか、田中さんのように一気呵成にやる方がいいのかというのは１年ぐらい前か

ら半年ぐらい前に決断をするべき問題であろうと思います。 

そういう点では、今はむしろ、これまでの流れの既存の考え方とか、既存の民

営化は反対だと言う人も含めて、そういうものの中でどう上手に船出するかとい

うことに力を入れていらっしゃるわけですけれども、本当は乗り出すことの方に

やはり基本的には重要なポイントがあるので、その点、かつて内航中心から外航

海運に経営を転換して、国際化とはマーケットを国際的に求めるのではなくて、

国際的にコストの安いものを全部集めて経営をつくることが国際化だ、という国

際化の概念へと海運会社を経営されてきた生田総裁の経験が明らかに生きるわけ

でありまして、そういう点では既存のいろんな利害関係との調整には、そういう

ことはあんまり言うと、かえって刺激を与え過ぎますが、密室の中では全く勇猛

果敢におやりになるという２つの顔が要るわけですけれども、ここのところは相

当大胆にやらないと容易なことではない。 

今、麻生大臣がおっしゃったように、これをサステーナブルに収益ということ

を入れた上で、５つのいろんな原則を達成するということは本当に簡単なことじ

ゃないので、そこはもう絶対楽観してはいけない。結集して当たることを期待し

たい。ともすれば、こういう会議というのは、これまでのものをどうスムーズに

調整するかということばかりの議論で、ここからは収益が全然生まれないわけで

すね。そこは大いに考えていただきたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 郵便事業のことについて、私どもの意見を申し上げたいんですが、当

初の2003年度の郵便事業予算というのは、200 億円から250 億円の赤字という数

字があったと思いますけれども、新聞などで拝見しますと、100 億円以上の黒字

になっているということで、それだけの改善がどういう形でなされたかというこ

とは、我々としては非常に関心のあるところでありまして、膨大な繰り越しの損

があるということはあるとしても、ゴーイング・コンサーンとして郵便事業が黒

字にできるんだという、それは今の郵政公社の形態をとろうと、あるいは民営化
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の形態をとろうとやはり期待できる。私は私なりにいろいろな資料を見て判断し

たんですが、それは間違いないでしょうか。 

（竹中議員） 後でお答えいただということで、それでよろしいでしょうか。 

それでは幾つか論点ございますけれども、生田総裁、それと田中座長にコメン

トをお願いします。 

（生田日本郵政公社総裁） たくさんいただいたので、まず吉川先生と本間先生には

っきり申し上げておきたいんだけれども、機能論と組織論を分けています。前回

伺ったときに、「機能の話しですよ」と、「組織は後ですよ」とおっしゃってい

ましたから、そのように明確に認識して、そのベースで発言しております。これ

はお二人に対するまとめての回答になると思います。 

それから、３事業に従ってまとめて１社でやるのかどうか、そういうふうな感

じで話したということですが、私は組織論を話しておりますから、そういう場合

もあるでしょうし、ほかの形があることも御議論いただければといいと思います。

それから、過少資本のところで「分母が問題だ」とおっしゃったのは、多分、

「おまえ、国債をたくさん持っているじゃないか」ということを別の表現をされ

ていらっしゃるんだろうと思うんだけれども、公社スタート時点で353 兆円の郵

貯・簡保の資金のうち135 兆円が国債に出ていますね。それをどう見るかという

のは御議論あるところだと思います。したがって、私は「大変大きな過少資本で

はあるけれど」と申し上げたんだけど、幾らの数字がいいかという数字はあえて

申し上げなかったのは、それに対して、一応、気を遣ったつもりで、数字を抜き

で申し上げたわけであります。 

それから、郵貯・簡保の運用益、あるいは本間先生がおっしゃったように政府

保証が付いた運用益をどう考えるかという問題ですね。これは原点が、前回申し

上げたように、数値の議論の原点は、ユニバーサルサービス機能を必要とするの

かしないのか、これだと思うんです。ユニバーサルサービス機能といった場合に、

普通一般の方は、何となく郵便をイメージされるのだけれども、地方を私もぐる

ぐる回りましたけど、正直言いまして、郵便が来なくなると思っている人は誰も

いないんですよ。「みんな必ず維持してくださいよ」というユニバーサルサービ

ス機能というのは、実は民間の銀行に預けに行くのと違うマーケットだと思いま

すね。自宅のたんす預金なり、金庫に入れておく代わりに、いわば下駄履きで行

けて、貯蓄ができる。ファシリティと言いますか、便宜がほしいということと、

生命保険も全然やっぱりマーケットが違うと思いますよ。1千万を超える民間生保

と異なり、簡保の保険金は平均300万円以下。核家族化の影響から、都会でも、地

方に行けばますます、ご老人の家庭というのは１人か２人しか住んでいないんた

め、「万一に備えてある程度の生命保険を掛けておきたい」、「そういうのはま

さかなくならないでしょうね、公社になって」、「その先、民営化すればどうな

るのか」というのが非常にナイーブな皆さんの気持ちです。あっちこっち回りま

した。これは公社としては、少なくとも私が公社をやらせていただいている間は、

これはきちんと３つの、郵便は当然として、郵貯・簡保の便宜というものを維持
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するということは、私は絶対に必要であろうというふうに踏まえましたから、公

社としては、それを経営の理念として今やっているわけです。 

それで将来についても、それは国の役割としてやはり維持するべきだし、まし

てや地方改革が進みますね。2005年で約3,000 団体のうち1,000団体程度 の市町

村が数字の上でなくなるというふうに理解していますけれども、その先に道州制

の導入もあるとすれば、ますます郵便局という設備というのが必要なので、大き

な新たな役割が出てきている。すなわち、地方改革の場合の生活インフラを守っ

てあげるためのセーフティネット的な機能が要るというふうに思っていますから、

私は３つの事業、組織は別に置いて、３つの機能がきちんとユニバーサルサービ

スということで維持されるということを前提に、前回の諮問会議でもお話し申し

上げたんです。私は、御理解を得たのかなというふうな印象を持っていたんです

が、そこがきちんとすれば、もちろん一定の調整や合理化が必要になってくると

思いますけれど、維持というものは必要になってくるわけですし、そうすれば運

用の問題も、会計学的なことは私はそんなに詳しくありませんけれども、どうい

う形にしろ、その運用益というものが新会社に入るようにしておかないと、郵便

局のネットワークは維持できないと思うんです。 

今は24,700局ですけれども、将来どうなるだろうか。24,700局ある今の郵便局

のうち、19,000局が特定郵便局です。そのうちの80％は無集配で郵便は関係ない

わけです。その８割の特定郵便局、無集配も含めまして、コストの60％を郵貯が

持っているんです。10％を簡保が持っているんです。郵便は30％しか持っていな

い。郵貯・簡保を抜いてしまったら、現在の郵便局ネットワークは維持できない

か、大きな国民負担になるだろうということになると思います。ただし、私は「だ

から維持しろ」というんじゃないんです。ユニバーサルサービス機能が必要だか

ら、それを維持しておくということが重要であろう。もし、それが成り行かない

なら、その整理をどうするのかという大変大きな問題が出るということになろう

かと思います。 

それから新会社に対して、民営化の前にあんまり大胆といいますか、不用意な

投資をすると大変なことになると。いわばツケを新会社に増すことになるという

本間先生の御意見、そういうことも下手したらあり得ると思うけれども、そんな

大胆なことを考えて大ベンチャーを始めるんじゃなくて、民営化したときに、き

ちんと営業できるような、いわばぜひやっておいた方がいいような、例えば物流

業であれば、周辺の少しの作業をやるようなところを入れておく、あるいは輸送

会社をつくっておくとかというふうな本当に必要な、助走として必要なものに投

資する。そこで私は不当な民業圧迫にならないというのは当然の前提であると申

し上げたいし、また無茶苦茶な投資をしないというのは当然の前提になろうかと

思います。 

（竹中議員） 田中座長、ご意見がございましたら。 

（田中21世紀政策研究所理事長） 麻生総務大臣が、経営が重要だと言われたのは大

変心強い話です。小泉内閣もとでの民営化ののちに、もし民営化した株式会社が
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破綻するようなことがあれば、歴史に対して申し開きが立たない。麻生議員が言

われたように、経営が成り立つ、すなわちちゃんとしたキャッシュフローを生み

出すことは非常に重要なテーマです。日本のこれまでの郵政３事業は、個別的な

あるいは偶然的な行きがかりを今日まで引き継いできております。そのテーマを

こなすためには、これに惑わされてはならない。郵便事業についてのユニバーサ

ルサービスは国民が望んでいることですから、株式会社に対して１つの拘束条件

は設定されています。しかし、その他の内部調整の費用が新たに発足する株式会

社に生まれるようであってはならない。なぜ長期にわたって移行期を設定するの

はまずいか。これは内部調整費用が組織の中にたまってしまうという可能性が非

常に強いからです。有能な経営者を選ぶことは重要です。しかし、ガバナンスの

見地からいけば株主が重要なのです。株主が経営者の選任も行うのです。だから、

どういう株主構成ならば、麻生大臣が言われたキャッシュフローを生む経営体質

を経営者に条件づけることができるのか、が重要です。そのためには、内部調整

費用がかかるような仕組みを持ち込んではいけない。それから、偶然的な条件に

左右されるようでは、経営は成り立たないと思っております。 

（竹中議員） 総理、実は今日７時５分までということで、手短に本間議員と麻生大

臣お願いします。 

（本間議員） それでは、先ほどの点で１つ、既存部分のところを、それをどう使う

かという問題と、それをマネージするという問題は別問題として議論すべきだと

いうことを私は申し上げたつもりです。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 奥田議員の先ほどの質問に対して、回答を差し上げる。郵便事業が黒

字化したのはトヨタ生産方式を導入したこと等による生産性向上の寄与が大きか

った。前回、「100 億円儲かったら10億円しか関係ない」とご発言されていたが、

実際にはトヨタ生産方式の導入等による生産性向上により、約300億円の費用が削

減されているということになっております。 

（生田日本郵政公社総裁） 平成15年度で800 億円ぐらい収入が減ると思っていたん

ですよ。この３月の年度ですね。ところが、いろいろ努力いたしまして、ゆうパ

ックだとか、何とか小包のマーケットシェアを5.7 ％からもう少し増やそうとい

うことで10％ぐらい伸ばしたとか、それからエックスパック500を売ったとか、年

賀はがきも４年間連続毎年減っていたのが、初めて増加に転じたんです。そうい

った営業努力もありまして、売上の減は1,000 億円じゃなくて、650 億で止まっ

たんです。そこで思っていたよりも少し楽になったというのもあるんですね。 

それから、費用の方で確かに越谷の郵便局でやっているんですが、20％の生産

性が上がったんですが、これは20％コストが落ちたのではなくて、マン・アワー、

要するに工程ですね。何時間、何人かかったか、時間と人数を掛けまして、総時

間で幾らかかったという、その時間を20％短縮することができたということで、

そこで出てきた余力を、例えば１万7,000 人にプラスアルファして整理できれば、

それは直に合理化できる、そんなことはできませんから、何をやっているかとい
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ったら、そこでできた余力は営業に転換しているわけです。したがって、もちろ

ん越谷郵便局でも一定の合理化費用、コスト節減はできていると思います。けれ

ども、他方でそれは営業力のアップになっている。その他越谷郵便局でやってい

るような生産性アップの運動とともに、ほかにもいっぱい効率化やっていますか

ら、これがまた相当コスト減になっています。 

それから購買費の削減、去年の前半はもうその前に決めていたから実は下がっ

ていないんですけど、後半から購買委員会、調達委員会でどんどん締めましたの

で、かなり思い切って下がっています。年間ならして10％下がっている。そうい

ったものを押し並べてやっていきますと、この３月期に売上減もあり、ちょっと

赤字克服は難しかろう、予算上は赤字だったんですけれども、その赤字を飲み込

んで、去年の３月期223 兆円の赤字を出していますから、そういう構造も飲み込

んで収入減650 億円にもかかわらず、多分100 億円前後の差額利益が出るであろ

うと、こういうのが実情でございます。もちろんまだ数字が動いておりますから

余り正確じゃありませんけど。 

（竹中議員） 福井総裁どうぞ。 

（福井議員） １つだけ議論を拝聴していて受けた印象ですけれども、次回以降、で

きればユニバーサルサービスについて、これは一体何だということをもう少し議

論した方がいいかなと。つまり、その中身とか範囲はアプリオリーに決めつけた

議論でなくて、民間の方もＣＳＲということでどんどん進めているわけですから、

民間と郵政と公平に競争して、なお足らざる部分というものが恐らくユニバーサ

ルサービスだろうと思いますので、きちんと定義して、そこを積極的にサポート

できればというふうに思っています。 

（竹中議員） 今のことを含めてちょっとまとめをさせていただきたいんですが、基

本的には、今日の論点整理について大きな反対はないというふうに理解をさせて

いただきます。 

ただ、この移行期間については、田中座長からは少し異なった意見が出された

ということだと思います。それと留意事項としては、今回の中間取りまとめは機

能を中心にしますので、今日の時点で制度設計、組織、ビジネスモデルについて

の御議論はいただいておりますけれども、これは中間取りまとめ以降の議論とさ

せていただくということだろうと思います。 

あと１点、まさに今、福井総裁がおっしゃったユニバーサルサービスについて

は、法律で定められたものとか、それが何を意味するのか、ちょっと十分な議論

がなされておりません。取りまとめの段階では、ここに書いておりますように、

幅広いサービス提供の拠点として、すべての国民が利用可能な状態を維持しなが

ら窓口ネットワークの効率化を進めるべきではないのかといった点、民営化後も

引き続いて郵便・郵貯・簡保それぞれのサービス提供の窓口としてその役割を果

たすべきではないのか、この２点に関しては、一応の最大公約数の合意であるの

かなというふうに理解をさせていただきます。 

それと、まさに経営の安定、儲かるビジネスが必要だということに関しては、
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生田総裁からスタート時点の状況等々もありましたし、田中座長から株主のあり

方等々もありましたが、これも設計の問題として、ぜひ中間取りまとめ以降議論

をさせていただきたいと思います。あと、今日の報告のやや微調整としては、準

備期間が重要だということについての御議論がありましたので、それは少し別途

書かせていただきたいと思います。 

また、生田総裁から職員の雇用の問題、それと麻生大臣から職員のモラールと

労使の安定への配慮、こうした点はもっと強調すべきであるという御指摘があり

ましたので、それは少し別項目として書かせていただく。 

以上のような形で、次回に私の方から素案をぜひ提出させていただきたいとい

うふうに思います。総理どうぞ。 

（小泉議長） ありがとうございます。みんな重要な議論ばかりでありますが、これ

は秋までに結論をまとめるということも大事なんですが、その後、法案作業も膨

大なものになると思います。そこで、今月下旬には準備室を発足させます。既に

その準備室長には前農水次官の渡辺氏を充てることにしております。人間的にも

能力的にも適材だと思いますので、いいメンバーを準備室に集めて、しっかりと

準備を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） それではまた次回よろしくお願いいたします。今日はありがとうござ

いました。 

（以 上） 
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