
 

 

平成 16 年第７回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

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

（概要） 

○竹中議員から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○郵政民営化 

（竹中議員） 本日は郵政民営化について、中間的な論点整理に向けた御議論をいただ

きたい。まず私からメモを出させていただいた。今までの議論をポイントに書いて

ある。 

   「民営化の意義」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こと、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こと、既存の事業／組織の効率化に加え、成長分野への進出
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を積極的に図ることである。 

   「民営化のあり方」については、2007 年に民営化し、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し、中間レビューも

行う。2007 年まで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

を行い、各段階に応じて、経営の自由度やイコールフッティングの度合い、国の関

与のあり方を管理する。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。 

   「４つの機能の目指すべき方向」だが、窓口ネットワークに関しては、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ると同

時に情報、リスクの点でのガバナンス強化を行う。 

   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、世界に通用するよう、アジアの成長分野にしっかり進出していく。 

   郵便貯金・簡易保険については、公社の経験、能力を踏まえて利用者のニーズに

応えたビジネスモデルを確立する。民間金融システムへの円滑な統合を図ることが

重要であり、民間金融の規制改革も整合的に行う。地域への貢献、地域金融機関と

の共存はしっかりバランスさせ、財政構造改革への悪影響回避という点では、財投

改革、政府系金融機関等、特殊法人改革との整合性を保ちつつ、国債の安定消化に

も十分に配慮する。民営化前の預金・保険については同様の保証を行い、民営化後

については、民間と同等の扱いとなる。 

   郵政公社の職員の雇用は極めて重要であり、収益を稼げるビジネスモデルを構築

しなければいけない。 

以上が今まで御議論いただいたことだと思う。今日は取りまとめに向けての自由

な討議をお願いしたい。 

（生田日本郵政公社総裁） 「民営化の意義」について。公社は３つの経営ビジョンを

掲げ、経営努力している。それは、３事業のユニバーサルサービス機能を維持し、

一層利用者の利便性を高めること、事業として営業力と生産性を高めて事業の健全

性を整備して発展を期し、国の財政にも役立つということ、職員即ち働く人たちが

働きがいを持てるようにすることである。 
論点整理によると、以上３点の各々がより良く進化する可能性を持っていると読

める。この３つのビジョンが公社でいるよりも、より良く進化できるかが民営化の

意義そのもの、一番重要なポイントだと思う。今後の具体論においてより良い進化

ができる制度設計をしていただきたい。 
「民営化のあり方」についてだが、民営化された会社が健全な経営ができるよう

ビジネスモデルの自由度に配慮していただいていると思う。ここは今後もしっかり

お願いしたい。同時に、スタート時点の基盤整備も重要である。公社は１兆 3,000 

億円と大変過少資本である。中でも郵便事業が 5,800 億円の債務超過となってお

り、これを貯金の資本金で補うことはできない仕組みである点に御留意いただきた

い。黒字を出す努力はするが、一部分を消すのが精いっぱいだろう。 
また、コイン論でいくと、コインの片側は税と一部費用の免除であるが、その裏

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

だと思う。今後コインの両面のバランスをご議論いただく際、ユニバーサルサービ

ス費用をどう考えるのかについても御検討いただきたい。 
郵便に関しては、今後常にグローバルスタンダードでの視点で見ていただきたい。

実際、競争するのは、海外の競争相手であり、諸外国との世界市場におけるイコー
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ルフッティングという観点が、海外に進出していけるかどうかのベースになる。万

国郵便条約でユニバーサルサービスが要請されているが、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いる。ドイツポストでも、重さが 100 グ
ラム、基本料金の３倍までが独占となっており、日本よりずっと手厚い。自由化は

早くても 2009 年以降と理解している。フランスやＥＵ諸国、アメリカも同様に国

内は手厚く保全している状況。これは一種の国家経営戦略だと思う。日本は自由化

の度合いが最も進んでいるが、郵便で唯一の黒字収益源である関東では民間事業者

によるクリームスキミングという現象も起こっており、そうした点もよく考えてい

ただきたい。 
また郵貯・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事業であるが、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会社が引き継ぐべきである。 
更に財政政策、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

ティネットとしての役割、金融システム改革などとの整合性は十分ご審議いただき

たい。 
郵政公社職員の雇用については、竹中議員のメモでは、郵貯、簡保のところに入

っているが、問題の重要性からいって、独立項目であると考えている。今後の大き

な課題としては、雇用に加えて身分の問題もあり、組合と十分協議を尽くすべき問

題、経営として極めて重要かつ重い問題と認識している。 
準備期間についてだが、経営は生き物である。大勢の外国勢も含めプロがいる市

場というグラウンドに準備体操や助走なしに、セミプロが突如、2007 年４月１日

に走り始めると体を壊してしまうだろう。適切な時期から助走ができるように、国

内外での投資、買収、多少の業域拡大などご配慮いただきたい。不当な民業圧迫に

ならないよう常識の線で行うことは当然と考えている。 
目下の経営課題についてだが、意識は変わりつつあるので、現在傾注しているの

は文化の改革である。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、徐々に進んでいる。 
それから人材の育成である。海外進出、海外業務といってもスタッフは十分でな

い。実務研修にどんどん海外に職員を出して、体で覚えてもらう。財務会計のでき

るスタッフも欠けているが自助努力でやっていこうと思う。場合によっては思い切

った策が必要かなとも考えているのは、運用とか審査能力のところで、残された期

間に人材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

思う。 
最後になるが、民営化するとすれば、相当数の良質の経営者が必要である。大変

優秀な人材に恵まれており感謝しているが、立派な経営者になるためのトレーニン

グに実践的に取り組み中である。今回、執行役員制を導入し、役員を６人増員した

が、経営者育成がその主因の一つ。 

（田中 21 世紀政策研究所理事長） 最終的な民営化の実現までに 10 年程度の移行期間

を設けるのではなく、私は一挙調整をすべきと思っている。一般的には、組織やシ

ステムを大きく変化させるときに、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がある。第２次世界大戦後のインフレが極めて厳しかっ

たときにも、政府部内で一挙調整論と段階調整論があった。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のだが、私は、長期に渡って移行期間を置く

ことは、現実的でないと思っている。 

   ポイントは４つ。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、
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第３は、家計資産が既に再構築の段階に入ってきている中での長期間移行期間を置

くことの難しさ、第４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

の結果である。 

   第１の企業組織としての問題だが、移行期を置くと組織変更も頻繁にあることに

なる。最初に、この山に登ると決めたら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のであって、次々移行期の目標が入って

くるのは、常に、組織改編のためのセクションを置くといった煩瑣なものになる可

能性が非常に高い。目標は一挙に攻めるべきだと思う。 

   ２番目に金融市場の問題だが、金融市場とは、自己資本の厚みを背景としてエッ

ジを効かせた大変厳しい競争が行われているところである。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は、極めて不

都合であり、敗退する可能性が高い。弱みを見れば攻めるというのがこのマーケッ

トの特性であるので、長期の移行期間を置くということは無理があると思う。 

   ３番目に家計。家計における郵貯・簡保については、「のりづけ」のお金のよう

に一般的には受けと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た貯蓄

から投資へという流れが大きなうねりとなって家計自体が動き始めている。その時

に時間をかけた調整は不都合だと思う。 

   ４番目に、経営についてのシミュレーションによると、預託が減るに従って経営

上非常に厳しい状態に置かれる可能性が高い。もし、長い時間をかけて調整をする

と、いわゆる赤字体質とでも言うべきものが居ついてしまった場合に、その後が大

変厳しくなる。公社においても、色々なシミュレーションをやっていると思うが、

情勢は厳しいと思う。 

   竹中議員の資料の「民営化のあり方」の３点目、2007 年までの準備期間について

だが、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思う。 

   改正のポイントの１つは、公務員型を非公務員型に変えるということ。現業とは、

顧客ニーズの変化に応じて常に経営形態を見直すということであるし、常に競争他

社がある。なぜこれを公務員型としたのかはよく分からないが、明瞭に非公務員型

に変えるべきだと思う。準備期間においても、非公務員型に変えて行うべきだ。そ

うすることによって、例えば、総人件費は一定でも、人の組合せ、あるいは昇進と

か、インセンティブをどう与えるとか、色々な形がとれる。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。国会において、この

公社法改正と民営化案とセットにして議論されるべきではないかと思う。 

   改正のポイントのもう１点は、投信等の販売を認めるということ。例えば、この

投信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は官業の肥大

につながってしまうのでないか、ということから異議があるわけだが、民営化法案

とセットになった公社法改正となれば、公社としての残りの期間における投資信託

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、正当な理由があることだと思う。 

   最後に、資本の問題についてコメントさせていただく。キャピタルを持ち込むこ

とになると思うが、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

を考えていただきたいと思う。政府の持ち分は、優先株等、議決権を持たないもの

にするということが議論されてしかるべきではないか。資本を持ち込む株主が変わ

れば経営は確実に変わるし、生田総裁が提示されている改革の方向はより明確なも
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のになると思う。キャピタルの投入が不可欠との判断がでたらベストの資本株主構

成を持った仕組みをつくっていただき、そこでは、国は優先株という形で配当の受

取りなどにのみ通常は関わり、議決に関わるところ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う。総理はこの公社の改革を「民営化の一里塚」

と定義されたが、そうするためには、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いる。 

（谷垣議員） 提出した要点の一枚紙について、第１に国民全体の視点についてだが、

民営化が国民生活の向上をもたらし、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かと思う。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が可能とな

るといったメリットをしっかり打ち出す必要がある。 

   第２に、ビジネスの視点だが、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

ある。このため、民間企業と市場で競争できるよう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ある。その際に、政府保証や税制上の優遇の廃止は

もちろん、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う。さらに、民営化後の経営の健全性確保も大切であり、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かと考える。 

   それから、３番目に構造改革と市場の視点について。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あるし、財政面からは、新たな国民負担のない改革とす

ることが大事である。この点は中間報告でも明らかにしていただきたいと思ってい

る。また、郵政民営化が成功することにより、将来の財政への寄与も期待している。

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

大事だと考える。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である。また、国債マーケット

に対する影響に関しては、配慮いただいて、運用資産と運営方針に関わる透明性の

確保や、適切な経過措置を設けることが必要と考えている。 

   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、必要額を市場から調達する仕組みに移行したが、この移行の趣旨に沿って民業

補完性等を厳格に精査し、真に必要な事業への重点化を図ってきており、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いる。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、今後もこの趣旨に沿って進めて参りた

いと考えている。 

（麻生議員） それでは、私の方も１枚紙でお示ししているが、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きたい。 

   民営化というのは手段であって、目的ではない。したがって、民営化は何のため

にするのかという目的のきちんとした説明がされていないといけない。わかりやす

く説明をしておかないと、何のための民営化だか一般国民には理解されにくいとこ

ろだと思っている。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、民営化された後、経営が成り立つか成り立たないかである。経営が成り立

たない民営化だったら意味がない。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
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心なところである。経営側からすれば民営化後もきちんとしていけるということに

なるし、将来こういったものがうまくいくのだと分かれば労使関係等々モラールの

関係やいろんな意味で大事だと思う。 

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である。民間会社はやってないから、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だから、生産性を上

げようと思ったら週６回の配達を３回に減らせば倍に上がるが、そういったことは

しないやり方で考えると、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い

る。 

   次に、資料の「３．郵便・郵貯・簡保」について、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

て考えるところだと思っている。いろんなサービスに関しては、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いるので、定額貯金と

かいろんな話があるが、民間でも定額貯金みたいなものをやってるわけだから、そ

れが十分な採算性を持つか持たないかどうかも、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と思うので、そういう意味で書いている。 

   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

安定しないので、資本の充実を含めて、大事なことだと思っている。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く必要があると思っている。 

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ないので、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う。条件を考えていった場合、この

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だろう

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るので、これは大事なところだろうと思っている。 

資料の「５．その他」のところで書いてあることだが、この間ドイチェポストの

組合の人たちが日本に来られたときにいろいろ話をした。ドイチェポストもかなり

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、労使関係の安定が最も

大事だったと同じことを言っている。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、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

ということを示さないと、果たして組合と話がつくか。そういうことで、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いた。 

（福井議員） 論点はたくさんあるが、金融政策との関連で重要な論点、郵政民営化を

進める場合のかんぬきとなるべき論点を３つだけ資料に書かせていただいた。 

第１に、様々な制度面における民間金融機関とのイコール・フッティングを、な

るべく早い段階から実現するべきだと思う。これは、民営化された新郵政と、民間

金融機関あるいはその他の民間セクターとのビジネス上の競争条件を公平にする

ものであるが、意義はそれだけではない。小泉政権下で構造改革が今後ますます加

速し実現していくというもとで、日本経済における資金配分の効率化と経済の活性

化を図っていくという、よりマクロ的な観点からも欠かせない重要なポイントであ

る。 

２番目は、当然のことだが、新郵政は安定的なキャッシュフローを生み出す収益
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性の高いビジネスモデルを実現する必要がある。その中身は３つあると思うが、１

つは、生田総裁もおっしゃったとおり、特に郵貯に関しては資金調達・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て資金調達を

行い、運用も資金運用部への預託が中心であったから、ここは一から築く努力が必

要。それから、民営化の流れの一環として、当然、経営効率の一層の向上とリスク

管理体制を構築することになると思う。もう一つ重要なことは、市場原理に即した

形での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ある。 

最後に、３番目として、以前にも申し上げているが、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するという前提で考えると、こうしたビジネ

スと、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

かり行われないと、世の中にシステミック・リスクが起こる可能性があるというこ

とである。これを回避するために、明確なリスク遮断メカニズムが要る。 

（吉川議員） 郵政民営化については、先ほど麻生議員がおっしゃったように、なぜ民

営化するのかというのをはっきりさせるということが大前提だと思う。何人かの方

が既に言われたが、それぞれの事業について利便性を高める、金融については、貯

蓄から投資へ資金を流すというのが大きな役割だが、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、そ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。これは先ほ

ど谷垣議員、福井議員が御説明になったことに、私も基本的に賛成。 

   その上で具体的に詰めるためには、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のが大前提だということで、この諮問会議でも議論を進

めてきたと思う。そ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い

る。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

あるが、新会社がどのような組織形態をとるにしても、４つの機能の役割、それぞ

れのビジネスモデルについて考えておくことが前提になる。したがって、その前提

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と私は理解している。その点で先ほど生田総裁が説明

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ので発言させていた

だく。例えば、総裁は「３事業のユニバーサルサービス」という表現を使われたか

と思う。郵政民営化については、「３事業一体」というような表現も使われるが、

こうした言葉がもし、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そ

ういうことについては議論していない。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、１つの提案としてはあり得るとは思うが、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う。それから「過小資本」と

いう表現もあったかと思う。過小資本というのは、金融に関しては、いわゆる自己

資本比率の自己資本という言葉もあるわけだが、いずれにしても分母が何になるか

ということが当然問題になる。分母なしに資本が多いとか少ないとかと言っても意

味はない。分母、つまり資産についても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をどう評価するか。国債の場合と民間への貸し付けは違う。

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。また生田総裁のお話の中で、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が、これも組織にか

かわるということであれば、私は諮問会議でまだそこまで立ち入った議論をしてい
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ないと思う。これまでの議論は、もう一度繰り返すが、新会社がどのような組織形

態をとるにしても、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。だから、こうした郵政民営化を進める上での大前提についてし

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

いるわけだ。要するに組織と機能を峻別しているというのが、諮問会議でのこれま

での議論だったと思うので、その点は確認させていただく。 

（本間議員） 今の吉川議員の発言を敷衍する形で少し追加したい。 
   先程の生田総裁の発言に、ユニバーサルサービスは、現在郵政公社の行っている

サービス全体をカバーしているというニュアンスがあった。しかし、法律的にみる

と、郵政事業はユニバーサルサービスは言っているが、郵貯・簡保については明確

な定義はない。これまでの議論では、４機能に分類し、ネットワーク機能というも

ののアクセス権については、かなり普遍的な形で提供するということだったが、既

存の３つの機能については、それぞれを張り付けなければならないということでは

なかったと思う。 
   ２点目は、資本に関する問題である。過小資本の問題について、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という議論や、いろんな組織にか

かわるような問題も出てくる。さらに、新規事業についての新規投資の問題もある。

この点について、組織形態が固まらないうちに準備期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リスクの問題や、それに係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問題がある。そういう意味では、大胆なリス

クをとることは準備期の中で十分できないし、プロがいないこの段階から、新規事

業の分野に踏み込むことは、職員の能力のアップ等を考えると、十分時間をかけて

やっていくことが求められていると思う。 
   ３点目は、政府保証の問題である。生田総裁の発言では、既存部分を公社で管理

し、あるいは民間会社化した後でも自己管理をして、その収益を回すということが、

幾分前提のような話だったが、その点についても、まだ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、

信託に任せるとか、財投との関係の中で政府がどうするかとか、組織論の問題であ

って、これから議論すべきテーマと思う。 
   ４点目は、民営化に当たって経営者の裁量性を拡大していくという問題である。

準備期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であるが、民間

会社に移行した後の民間金融機関とのイコールフッティングをどのように整合的

なものにしていくかということであり、きちんとプロセス管理もしながらやってい

かざるを得ないと思う。さらに、自由化の問題は、自由化の立ち居振る舞いを要求

されるということだから、当然、現在の民間の金融機関等との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と思う。 
（牛尾議員） 経営者の立場から問題提起したい。麻生議員の発言のように、民営化の

目的は、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、規模では、かなり難しい経営であり、そのためにあらゆ

る準備をしなければならない。400 兆円を超す資金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して、より多くの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、既存の様々な制度との整合性は

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

ていかないといけない。調整ばかり考えていたら改革した価値がない。そことの釣

り合いが非常に難しいと思う。そうなると、やはり 2007 年までの２年間ぐらいの
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準備期間が非常に重要になってくる。新しい市場に耳を傾け、その需要に応じてい

くため、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のは

かなり至難なことである。そういう意味で、田中理事が指摘した改正の意味という

のは非常によくわかる。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集団が、向こう 10 年間にわたってやっていく準備

をするために、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

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ではない。

外の知恵は借りるが、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ではないが、不可能なことではない。 
   ２年半という期間は、やる気になれば相当なことができる。必要があれば、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、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、民営化する法律をつくる際、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重要である。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、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と思う。 
   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、そういうものの中でどう上手に船出するかということ

に力を入れているが、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。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、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新しいコストの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活きるわけで、そういう点では既存のいろん

な利害関係との調整とともに、ここのところは相当大胆にやらないと容易な成果が

得られないと思われる。 
   麻生議員が指摘したように、これをサステーナブルに収益ということを念頭に入

れた上で、５原則を達成するということは本当に簡単なことではないので、絶対に

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。そこは大いに考えていただきたい。 
（奥田議員） 当初の 2003 年度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が、新聞報道等によると、実際は 100 億円以上の黒字にな

っている。膨大な繰り越し損があるとしても、ゴーイング・コンサーンとして郵便

事業が黒字化できるということは、今の郵政公社の形態をとろうと、あるいは民営

化の形態をとろうと期待できると、いろいろな資料を見て判断したが、それは間違

いないか。 
（竹中議員） 幾つか論点があるが、生田総裁、田中座長にコメントをいただきたい。 
（生田総裁） まず吉川議員と本間議員にお答えする。 

前回整理があったとおり、機能論を先に行い、組織論は後で行うことを明確に認

識して、機能論と組織論を分ける前提で私は発言している。それから３事業をまと

めて１社でやるというように私が話したということだが、それについては、そうい

う形もあるだろうし、他の形があることもご議論頂ければいいと思う。 
過少資本の問題に関して「分母が問題だ」とのご発言は、恐らく日本郵政公社が
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国債を多く保有していることについて別の表現をされたということだろうと思う。

公社スタート時点で 353 兆円の郵貯・簡保の資金のうち 135 兆円が国債により運用

されていることをどう見るかというご議論だと思う。従って、議論があることを配

慮し、私は大変大きな過少資本であると申し上げた一方、いくら資本額が必要だと

いう数字を敢えて申し上げなかった。 
郵貯・簡保資金の運用益、本間議員がご指摘された政府保証が付いた資金の運用

益をどう考えるかという問題については、前回申し上げたように、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という点だと思う。ユニバー

サルサービス機能と言う場合に、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、いろいろな地方を回って得た感じでは、正直言って郵便が来なくな

ると思っている人は誰もいない。皆が必ず維持して下さいと言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、つまり、

自宅のタンス預金や金庫に入れておく代わりに下駄履きで行く感じで気軽に貯蓄

ができるファシリティ・便宜が欲しいということだと思う。生命保険についても、

やはり民間生保とは全くマーケットが違うと思う。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、高齢者の家庭は１人か２人だけになっているため、「万一に備えて

ある程度の生命保険を掛けておきたい。公社化されてまさかなくならないでしょう

ね。その先、さらに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

さんの気持ちである。これらは公社としては、少なくとも私が公社の総裁をやらせ

て頂いている間は、郵便は当然として、郵貯・簡保の便宜を維持することが絶対に

必要であると認識したので、それを経営の理念としてやっている。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、加えて、地方改革が進むなかで、

2005 年の段階で、地方自治体の合併により、現在の約 3,000 団体のうち 1,000 団

体程度の市町村が数字の上では減少し、その先に道州制の導入もあるとするならば、

ますます郵便局という設備には大きな役割が出てくる。すなわち、地方改革の場合

の生活インフラを守るためのセーフティネット的な機能が必要と考えている。その

ため、諮問会議における前回の郵政民営化の議論で、組織論は別にして、３つの機

能がきちんとユニバーサルサービスという形で維持されるということを前提にお

話し、ご理解を得たと思っていた。その前提がきちんと確立されるのであれば、も

ちろん一定の調整や合理化が必要になるものの、郵便局ネットワークの維持が必要

となる。そして、運用の問題についても、その運用益が民営化された新会社に入る

ようにしておかなければ、郵便局のネットワークが維持できないと思う。 
現在、郵便局は 24,700 局あるが、将来どうなるだろうか。24,700 局ある郵便局

のうち、19,000 局が特定郵便局で、そのうちの 80％は無集配局。この無集配特定

郵便局のコストの 60％を郵貯が、10％を簡保が負担している。郵便は 30％しか負

担していない。従って、郵貯・簡保を抜いてしまえば、現在の郵便局ネットワーク

は維持できない、もしくは大きな国民負担となると思う。ただし、私は、だから維

持する必要があると言っているわけではない。ユニバーサルサービス機能が必要だ

から、維持しておくことが重要であると申し上げている。仮に維持出来ないという

ことになれば、その整理をどうするのかという大変大きな問題が生じることになる

と思う。 
それから、民営化前に余り大胆というか不用意な投資をすれば、大変なことにな

る、新会社に謂わばツケを回すことになる、という本間議員のご意見について、そ

ういうことも下手したらあり得ると思うけれども、それほどの大胆なことを考えて
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大ベンチャーを始めるのではない。経営は生き物だから、民営化したときにきちん

と営業を行えるように、ぜひやっておいた方が良いもの、例えば物流業であれば、

周辺作業を少し行うことや輸送会社をつくっておくというように、助走として本当

に必要なものに投資する。不当な民業圧迫にならないこと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ことも当然の前提になると思う。 
（田中理事長） 麻生議員が、経営が重要だと指摘されていることは大変心強い。もし

民営化した新会社が破綻すれば歴史に対して申し開きが立たないため、経営が成り

立つ、きちんとキャッシュフローを生み出す、ということは非常に重要なテーマだ。

そのテーマを実現するためには、これまでの日本の郵政事業が個別的あるいは偶然

的な条件から様々なものを今日引き継いでいることに惑わされてはならない。郵便

事業のユニバーサルサービスは国民が望んでいることであるため、株式会社に対し

て１つの条件は設定されている。しかし、その他の内部調整費用が発生するような

仕組みを置いてはいけない。なぜ長期にわたって移行期を設定することはまずいか

は、内部調整費用が組織の中に溜まってしまう可能性が非常に強いためだ。有能な

経営者を選ぶことは極めて重要だが、ガバナンスの見地からすれば株主が重要であ

る。経営者の選任は株主が行うのであり、キャッシュフローを生む経営体質を経営

者に条件付けるような株主を得るということが重要となる。そのためには、内部調

整費用が多くかかるような仕組みをこれ以上置いてはいけない。また、偶然的な条

件に左右されては経営は成り立たないのではないかと考えている。 
（本間議員） 先ほど生田総裁がお話されたことについて１点だけ確認を。郵貯・簡保

資金の既存部分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、ということが、私の申し上げた趣旨だ。 
（麻生議員） 奥田議員のご質問に対して、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

の議論において「100 億円の黒字のうち 10 億円しか関係がないのではないか」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ようだ。 
（生田総裁）  平成 15 年度で 800 億円程度売上が減ると想定していたが、ゆうパック

等で様々な努力をして何とか小包のマーケットシェアを 5.7％から増やそうと、

久々に対前年度比約 10％増の実績を挙げていること、エクスパック 500 の販売、

４年間連続減少していた年賀はがきの引受数が増加に転じたことなどの営業努力

もあり、売上の減少を 650 億円程度で止めることができた。 
それから、費用面では、越谷郵便局での取り組みにより生産性が 20％上昇した

が、これは 20％コストが減少したということではなく、マン・アワー、つまり、

かかった時間と人数を掛けあわせて算出される、総時間で幾らかかったという工程

について、その時間を 20％短縮することができたということ。そこで出てきた余

力を営業に転換している。従って、生産性の向上は、もちろん越谷郵便局において

一定の作業の合理化・コスト節減につながっているが、他方で営業力のアップにな

っている。また、越谷郵便局で取り組んでいるような生産性アップの運動とともに

他にも多くの効率化を行っており、これがまた相当コストの削減につながっている。

さらに、年度後半から、調達委員会でどんどん引き締めを行ったため、調達費用を

かなり思い切って削減できた。年間でならせば 10％の削減になる。 
以上のようなものを押し並べてやってきた結果、平成 14 年度に 225 億円の赤字

を出し、平成 15 年度も予算上は赤字だったが、実際には、まだ確定はしていない

ものの、650 億円の収入減にも関わらず 100 億円前後の差額利益が出る見込みとな
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った。 
以上のようなものを押し並べてやってきた結果、平成 14 年度に 225 億円の赤字

を出し、平成 15 年度も予算上は赤字だったが、実際には、まだ確定はしていない

ものの、650 億円の収入減にも関わらず 100 億円前後の差額利益が出る見込みとな

った。 
（福井議員） 本日の議論を聞いていて感じたのだが、次回以降、ユニバーサルサービ

スの定義についてもう少し議論した方が良いのではないか。今は、民間の企業・金

融機関も、企業の社会的責任を十分に意識しながら経済活動を進め、拡げてきてい

る。こうした民間企業等と民営化した新郵政が公平な条件で競争していくもとで、

なお社会的に満たされないニーズがあるのであれば、それを補うサービスが恐らく

ユニバーサルサービスとして必要な部分になるだろうと思う。こうした観点から、

ユニバーサルサービスの中身について明確に定義し、その上で、そこをサポートで

きればと思っている。 

（竹中議員） とりまとめをさせていただく。基本的には、今日の論点整理について大

きな反対はないと理解をさせていただく。 
   ただ、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

ことだと思う。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す

るので、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

いているが、これは中間取りまとめ以降の議論とさせていただく。 
   福井議員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、またそれが何を意味するのか、十分な議論がされていない。中間取りまと

めの段階では、ここに書いてあるように、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理解をさせていただく。それと、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、生田総裁からスタート時点の

状況等々もあり、田中座長から株主のあり方等々もあったが、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う。 
今日の報告の微調整としては、準備期間が重要だということについての御議論が

あったので、それは別途書かせていただきたいと思う。また、生田総裁から職員の

雇用の問題、それと麻生議員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ったので、それは別項目として書か

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提出させていただきたいと思う。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、秋までに結論

をまとめるということも大事であるが、その後、法案作業も膨大なものになると思

う。そこで、今月下旬には準備室を発足させる。既にその準備室長には前農林水産

事務次官の渡辺氏を充てることにしている。人間的にも能力的にも適材だと思うの

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うので、

よろしくお願いしたいと思う。 
（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） 


