
 

平成 16 年第 16 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年７月 27 日(火) 16:35～18:34 

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    細田 博之  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     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 

 

     坂本 剛二  経済産業副大臣 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１） 「17 年度予算の全体像」取りまとめ 

（２） 概算要求基準について 

（３） 郵政民営化について 

３．閉 会 

 

 

(説明資料) 

○ 17 年度予算の全体像 

○ 平成 17 年度概算要求基準について（谷垣議員提出資料） 

○ 平成 17 年度予算における国庫補助負担金の改革等について（麻生議員提出資料） 

○ 郵政民営化の意義について（有識者議員提出資料） 

○ ユニバーサルサービス義務について（有識者議員提出資料） 

○ 郵政事業をめぐる動向（内閣官房郵政民営化準備室） 

○ 郵政事業のユニバーサルサービス等について（麻生議員提出資料） 

 

(概要) 

○竹中議員から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○「17 年度予算の全体像」について 

（竹中議員） 「17 年度予算の全体像」について、前回の議論を踏まえて私の方で案を

作成した。 

（浜野政策統括官）  資料に沿って説明する。前回の有識者議員の提案をもとに調整し、
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まとめた。 

    まず、冒頭４行ほどで予算の全体像の位置づけについての記述をしている。 

    「経済の現状・見通しと 17 年度予算」については、文言の整理を行った。①

を「財政規律確立への姿勢をより明確化する」とし、２行目からを修正し、「歳

出改革路線を堅持・強化する」とした。②は「予算のメリハリを強化する。」③

は「国民への説明責任を果たす」とした。 

    ２ページは、前回からほとんど変わっていないが、「②重点課題へのメリハリ

ある予算配分」の最後の３行を付け加えた。 

    ３ページ、「（２）歳出のフレーム」の上３行について、１ページと同様に修正

した。前回議論された地方関係については、「地方財政計画の規模についても、

引き続き抑制努力を継続する。」としている。（３）については、若干の文言修正

をした。 

    ４ページ、「歳入面の改革」は、特別会計についての表記を変更した。公的債

務管理については、「国債・地方債に関する説明責任の充実を含め、」「適切な債

務管理を推進する」とした。 

（奥田議員） 「主な歳出改革」の中に「社会保障関係費」があり、「社会保険庁改革

に伴う業務の効率化を予算に反映する」とあるが、「効率化」とは減らすという

ことか。 

（浜野政策統括官）  基本的には、そういう方向である。 

（奥田議員） 減らすよりも、むしろ、社会保険庁の仕事を理想的な形にしようとする

と、瞬間的に増える可能性があるという点をぜひ御検討願いたい。長期的にはも

ちろん減らさなければならない。 

（谷垣議員） 現在、厚生労働省と話し合っており、できるだけいい形にしたい。また

短期・長期と、ある程度分けて考えるべき点もあると思う。 

（奥田議員） スウェーデンでは各個人に対しての年金のインフォメーションが１年に

１回、ものすごく立派なものが出てくる。見て驚いたが、数ページの中に年齢、

年金保険料は幾ら払いましたね、今払ったら年金額は幾らです、ということが具

体的に書いてある。それをやろうとすれば、出口のところや、システムも変えな

ければならず、瞬間的には相当な手間とお金がかかると思っている。 

（竹中議員） 基本的な改革の方向に合わせてよい査定をしていくということだろう。 

（牛尾議員） 前回も議論になった予算、歳出を実質的に抑制するという言い方は、裁

量的になり不透明感が増すとしばしば指摘したが、現実的には難しく、歳出改革

の路線を一層強化すると竹中議員の方でまとめられた。私は基本的に昨年度の水

準以下にすると決めた方が主計局はやりやすいと思っており、結果として増える

ものがあった場合に、本来なら我々が「その割にはよくやられました。実質的に

は下がっているからいいじゃないですか」という議論になるべきだと思う。今は

膨張期にあって、歳出を切ることは、経済活性化と連動すると経済成長にはプラ

スとなるため、できるだけ大胆に、しかも透明に説明することをお願いしたい。 

（吉川議員） 私からお願いしたいことは、メリハリをつけていただきたいということ

である。次の議題の概算要求基準とも関係すると思うが、財務省の主計局で査定

するとき、主計官の方々が各省と１対１で対応すると同時に、省庁横断的に横串

でも査定をしていると理解している。私は省庁横断的に横串を入れるという査定

体制を強化する必要があると考えている。 

    前回の会議で谷垣議員から重点４分野と言っても、それが６割程度とかなりの

シェアを占めており、メリハリがつけにくいので、工夫しなければならないとい
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う話もあった。これはスピリットをくんでいただいて、形式論ではなく実質をと

っていただく必要があると思う。重点４分野というラベルさえ張ってあれば判子

を押すような形で通すのでは、メリハリが付かないのは当然である。やはり重点

４分野の本来のスピリットをくんで、省庁横断的に横串を入れた査定をお願いし

たい。 

（本間議員） 概算要求基準は、要求時の条件である。仕上がりではどのような重点的

な施策に予算がつき、時代に合わない非効率的な部分にどうメリハリをつけるか

という指針について、主計局を中心に努力しているが、今の予算編成の手法では

限界がある。伝統的な手法の中でこれまできちんとした予算編成ができていたと

思うが、説明責任が求められ、これまでの初期条件を大きく変えなければならな

い時代に、今のやり方では大きな限界があると思う。「基本方針 2004」でも、す

べての重点分野について成果目標を入れ、予算編成のとっかかりを導入する考え

方を示したので、しっかりと定着させていく努力をしていただきたい。 

    その成果目標をきちんとやっていくときに、これからの「ハリ」の部分として、

電子政府の問題は将来の効率化にとって極めて重要なポイントであり、モデル事

業として大きな形で育てていく。「メリ」の部分にしっかり取り組むと同時に、「ハ

リ」の部分について、前向きの効率化された政府と、タックスペイヤーが負担に

値する小さな政府を実現するというメッセージを込めて進めていただきたい。 

（谷垣議員） 御指摘を踏まえ、できるだけ意を体してよいものをつくるように、私か

らも主計局を督励したいと思う。 

（竹中議員） それでは、今の御指摘等々を踏まえた上で、「17 年度予算の全体像」は、

本案のとおり諮問会議としてとりまとめさせていただく。今後の予算編成作業は、

この全体像を踏まえて行っていただくことをお願いしたい。 

 

○平成 17 年度概算要求基準について  

（谷垣議員） 概算要求基準は、７月 30 日の閣議了解に向けて作業中であるが、この

機会にメリハリづけの強化に向けたさらなる工夫について説明したい。 

    17 年度の予算編成では、６月４日の閣議決定「骨太 2004」を踏まえ、従来に

も増して歳出全般にわたる徹底した見直しを行うと同時に、歳出の抑制と所管を

越えた配分の重点化、効率化を実施していくことが大事だと思っている。こうし

た観点から、17 年度概算要求基準の枠組みについて、歳出の抑制と予算配分の重

点化、効率化を同時に目指した昨年度の枠組みを継承することを基本とし、メリ

ハリづけに向けての新たな工夫も行いたい。 

    平成17年度の概算要求基準は、先程とりまとめられた予算の全体像に沿って、

今後与党の御意見や各省との調整も踏まえ具体案を固め、明後日の経済財政諮問

会議で説明したい。厳しい日程の中での調整となるが、格段の御理解と御協力を

お願いする。 

（藤井主計局長） 資料に沿って説明したい。17 年度予算の概算要求基準については、

歳出の抑制と予算配分の重点化効率化、いわゆるメリハリを同時に目指した昨年

度の枠組みを基本的に継承したいと考えている。 

    基本的には、経費を公共投資関係費、義務的経費、裁量的経費の３分類として、

公共投資関係費及び裁量的経費については、前年度予算額を一定率削減した上で

「要望額加算措置①」という、昨年度で申し上げれば２割増しという要望を認め、

義務的経費については、年金・医療等の増を除いては、前年度予算額と同額の要

求を認めることを考えたい。 
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    この基本的な枠組みに加え、従来にも増して要求・要望段階から歳出全体の徹

底した洗い直し、制度・施策の抜本的見直し、各経費間の優先順位の厳しい選択

を要求官庁に行ってもらう。 

    具体的には、要望基礎額加算措置ということである。従来手つかずとなりがち

な義務的経費について要求官庁自らが制度の見直しを行い、減額要求をした場合

には、その減額見合いの金額について、公共投資関係費、裁量的経費の財源への

転用を認めることにしたい。 

    要望額加算措置②では、公共投資関係費・裁量的経費について、既存の施策の

廃止と抜本的な見直しを行った場合は、要望基礎額に当然新しい要求ができるわ

けだが、それに加えて同額を要望上限額に加算するという、手法を取り入れるこ

ととしたい。 

    なお、公共投資関係費と裁量的経費の間でも自由な重点化を可能とするため、

要望に当たって、所要の調整を行うことを認めたい。 

    以上３つの新たな工夫は、各府省にとって要求・要望段階から重点化促進のイ

ンセンティブとなると考えている。 

    また、各経費の重点化、効率化については、「基本方針 2004」を踏まえ、重点

４分野に施策を集中し、重点強化期間の主な改革及び経済活性化に向けた重点施

策を推進する。要求・要望に当たっては、今、説明した各種の手立て、道具立て

を活用し、重点課題に係る要求・要望は、成果目標を明らかにすることとしたい。 

    このほか、政策群については対象を拡充し、モデル事業もその趣旨を踏まえた

要求・要望を行う。あるいは行政の効率化、簡素化を進めるという観点から単価

の縮減、予算の執行及び決算の状況を適切に反映して積算を行う。さらに科学技

術振興費等の要求・要望については、総合科学技術会議等において、重複の排除

や連携強化の観点から所要の調整を提出前に行うことを考えていきたい。 

    さらなる予算の質の改善を概算要求基準という段階でも、工夫していきたい。 

（麻生議員） 平成 17 年度の概算要求基準の閣議了解に合わせ、行財政の適正な運営

を図る観点から、各府省に取り組んでいただきたい事項を総務省から要請したい。 

    特に平成 17 年度予算編成について、三位一体改革への取組を挙げているが、

国庫補助負担金は、「基本方針 2004」において税源移譲に結びつく改革などを実

施することとされており、国庫補助負担金の一般財源化を積極的に推進したいと

思う。三位一体改革の円滑な推進を図るには、どう考えても各省庁の積極的・前

向きな対応が不可欠であり、関係閣僚に対して、地方公共団体が行う改革の具体

案のとりまとめ作業に当たっては、ぜひ御協力をお願いしたい。その旨私から各

省庁、各関係大臣にお願いさせていただく。 

 それから、概算要求基準の主計局長の説明についてだが、例えば、義務的経費

を 100 億円減らしたらどうなるのか。 

（藤井主計局長） 公共投資関係費・裁量的経費、それぞれに重点分野があり、各省庁

が重点的課題に応えるために必要であるなら、ここで削られた制度改革に伴う

100 億円を裁量的経費・公共投資関係費部分の要求財源として活用していただい

て結構であるということである。 

（麻生議員） ここで 100 億円減らし、裁量的経費と公共投資関係費に 70 億円対 30

億円に割るということを各省にやらせるということは、予算査定権を渡すという

ことなのか。 

（藤井主計局長） そこは若干誤解がある。70 億円、30 億円を要望基礎額には入れて、

各省庁の自助努力を持ち分に加算はするが、予算査定でそこが聖域化されるわけ
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ではない。基礎要望額の中で１つの持ち分としては確保するが、実際の全体の予

算編成の中では予算査定が当然入ってくる。 

（麻生議員） そうすると、義務的経費を 100 億円減らしても、お返しは 20 億円だっ

たといったら、じっと置いといた方がよかったということになりかねない。 

（藤井主計局長） 各省庁が制度改革をやってまで、重点課題に応えようと自助努力を

するわけで、その努力は査定においても認める必要があると思う。だからといっ

て、100 ％認めるかというのはまた別の話である。 

（麻生議員） 昨年末１兆円減らしたら、4,000 億円しかお返しがなかったというよう

な地方の声と基本的に同じ気がする。 

（吉川議員） 要求・要望段階からメリハリをつけるような概算要求基準が必要との

我々の主張に対し、主計局の方でこういう案を出されたことは、評価したい。私

個人としては、減額しない、動かない現状維持ということに対しても、さらに積

極的にペナルティをつけるようなことが考えられないかということも言ってい

た。しかし現在出てきている案は、一歩前進だと思う。 

     麻生議員とのやりとりの中でもあったが、先ほどの主計局長の言葉で各省のリ

ストラに対してメリットを与えるという点について、これは要求・要望なので、

結局、最終的な仕上がりでのメリハリをつけるためには、当然主計局での査定を、

先ほど申し上げた省庁横断的にきちっとやってもらう必要がある。今回のスキー

ムから言うと、確かに各省のリストラ努力に対しては、それを評価することも考

えないと、来年度以降各省がさらにリストラを進めるインセンティブがなくなっ

てしまうから、そのバランスをどのようにとるかということが難しい。しかし可

能性としては今回の主計局が考えたスキームは、私はメリハリを進めるための１

つの工夫だと思う。ぜひともこれを活かす形でメリハリづけを進めていただけた

らと思う。 

（谷垣議員） 吉川議員がおっしゃったように努力をしたいと思っている。先ほど麻生

議員がおっしゃった三位一体の点であるが、今朝の閣議の後の閣僚懇でもいろい

ろ議論があり、麻生議員は「税源移譲に結びつく改革等」とおっしゃって、「等」

のところは、実は地方の裁量度を高め、自主性を大幅に拡大する改革とか、あ

るいは国、地方を通じた行政のスリム化の改革の推進といったようなことも書か

れているわけであり、今朝、金子地域再生担当大臣からは、そういう意味での補

助金改革も必要だというお話があった。私としては、結局８月 20 日にまとめて

いただく中で、地方からどういう要望が出てくるのかということをよく見させて

いただきながら査定をしていくことが必要かと思っており、地方の要望がどの辺

にあるのかということも今後よく見極めさせていただきたいと思っている。 

（麻生議員） 県知事 47 人、市町村長が約 3,000 人というところであるが、政令指定

都市の部分については本日まとまっている。 

（竹中議員） 概算要求基準については、本日の審議を踏まえ、次回に谷垣議員からさ

らに具体的な案を示していただき審議を行いたい。 

（小泉議長） 昨年に比べれば経済情勢もいい、そして選挙もない。そういう好条件に

恵まれているから、この歳出改革路線を一層進めていただきたいと思う。30 日の

閣議までに具体的にお願いしたい。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員） それでは、郵政民営化につき御審議いただきたい。 

（吉川議員） 私から、「郵政民営化の意義について －今、なぜ郵政民営化か－」と
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いう民間議員の提出資料を御説明する。 

    郵政民営化は、総理がつとに説かれてきたように、財政、行政のみならず、金

融、物流等の関連産業にまで及ぶ壮大・深遠な改革であり、国民生活にも大きな

メリットをもたらす改革であると考えている。したがって、大変大切な改革であ

るから、国民生活の立場から見た郵政民営化の意義について十分に説明して、国

民の理解を得ながら改革を進めることが重要である。第１になぜ郵政の民営化を

行うか、第２番目に、なぜ今、改革を進めるのか、この２点について我々の考え

ているところを書いている。 

    １枚目の「１．郵政事業を取り巻く環境の変化」であるが、前半は、主として

なぜ改革を進めるのかということについてである。我が国の郵政事業を振り返る

と、明治４年から長い歴史を有し、かつては世界に誇れるサービスを提供してき

た。こうした郵政事業が日本の経済・社会の発展を支える基本的な制度的なイン

フラとして大変重要な役割を果たしてきたということは事実である。しかしなが

ら、時代が変わったということに尽きるが、どのような制度でも、それを取り巻

く環境の変化に合わせて果たす役割が変わるということは免れないのであって、

新しい環境に合わせて制度を見直すことが必要となってくる。この点に関して郵

政事業も例外ではない。戦後我が国においては、民間の企業、金融機関の目ざま

しい発展があり、これが日本の経済成長の原動力となってきた。その結果、民間

が提供する金融サービスが広範に普及するようになって、郵貯や簡保を全国的に

提供する必要性が失われてきていると我々は認識している。また、ＩＴ革命によ

って通信手段が急速な発展、変化を遂げてきた結果として、郵便事業に代替する

サービスが存在するようになり、郵政事業を国営事業として特典を与えながら運

営をする必要が薄れてきていると考えている。さらに、資金の流れという観点か

らも、公的部門に資金を集中し政策的にそれを投下するのではなくて、民間部門

での自由な利用に委ねることが日本経済の一層の発展にとって大変重要である

と認識している。これが郵政の改革ということがなぜ必要なのかという問いに対

する答えとして我々が考えていることである。 

    ２ページ目であるが、このあたりから「なぜ今」ということにかかわることを

述べている。広く世界を見渡すと、既に郵政民営化の大きな流れは、ドイツをは

じめとしてヨーロッパ諸国では大変進展しており、民営化された事業者は、国際

的な進出を含め、ダイナミックな展開を見せ始めている。例えば中国への物流事

業への展開ということを見ても、黙って日本が動かないでいると、もはやビジネ

スチャンスが永遠に失われるというようなことがありうる。これも「なぜ今」と

いうことの１つの重要な理由であり、ここにも「我が国は、こうした国際的な動

きから、大きく取り残されようとしている」と書いている。国内の方では、御承

知のとおり、財投の改革、あるいは政策金融改革の取組が進んでおり、この時期

に合わせた速やかな民営化が求められている。こうした内外の事情から速やかに

郵政の民営化を進める必要がある。改革を進めるためには準備期間が当然必要で

あるから、そのことを織り込むと結局、今でも決して早すぎることはない、ある

いは、ひょっとしたら遅すぎるのかもしれない、いずれにせよ、直ちに手を付け

る必要がある。 

２番目の論点であるが、「郵政民営化がもたらす利益」ということについて述

べている。改革を進めるのは、当然、経済全体、社会全体にとって、いわゆるプ

ラスサム、全体として利益があるからであるが、どのような利益があるのか書い

ている。 

 6



 

（１）は、以前よりもはるかに便利な郵政事業の実現ということである。郵政

事業として提供されている４機能、具体的には、窓口サービス、郵便事業、郵便

貯金、簡易保険に対しては、国営の公社であるために様々な制約が現在課せられ

ている。郵政の民営化が実現すれば、経営の自由度が拡大して、郵便局がこれま

で行っていたサービスに加えて、地域ニーズに対応したより幅広いサービスの提

供が可能となる。実際民営化されたドイツでは、郵便局で 20 以上のサービスが

享受できるようになっている。加えて、民営化によって、効率化のインセンティ

ブが大幅に高まることにもなる。要するに郵政民営化が実現することによって、

良質で多様なサービスが安い料金で国民に提供されるようになる。 

    （２）は、いわゆる「見えない国民負担」が最小化されるということ。郵政事

業は国営事業として税負担が免除されているほか、預金保険制度へ加入義務もな

く、郵貯や簡保には政府保証が与えられている。また、財政投融資への預託には

優遇金利が適用される。郵便局があるために明示的に国がお金を注ぎ込むという

ことはないが、実は郵政事業が払わなければいけないお金を免除されているとい

う形で補助金を受けている。これがいわゆる「見えない国民負担」ということで

ある。郵政民営化を機に、いわゆる「見えない国民負担」が最小化され、民間と

の競争条件が公平なものになることによって、健全な競争が促進され、民間にも

新たなビジネスチャンスが拓かれることになる。 

    （３）は資金の流れを官から民へということで、大きすぎる官の是正というこ

とを述べている。郵政事業は御承知のとおり、民間の資金を集中し、財政投融資

を介して、政府系金融機関等の公的部門を中心に運用されてきた。しかし、これ

は公的部門の肥大化と、非効率化を招く一方、民間活力の発揮にとって必要な資

金の供給を制約するようになっている。郵貯・生保の規模は、それぞれ民間の金

融機関・生保を凌駕するに至っているが、市場経済を中心とする先進国にあって、

これは異常な事態と言わざるを得ない。郵政民営化は、民間の資金が自由な判断

の下で運用され、民間での利用の拡大を意味している。これは民間部門の活性化

によって促進されることになる。 

    以上は若干抽象的な言い方であるが、この点は大変重要な問題である。御承知

のとおり日本の経済・社会は、今後高齢化が進んでくる。そのためにはどういう

ことが必要か。１つには、国として個人として十分な貯蓄をしておくということ

が大変重要なことである。これはしばしばアリとキリギリスに例えられるが、キ

リギリスだとまずい、アリのようにきちっと貯蓄をする。しかし、これだけでは

十分ではない。貯めたお金がうまく賢く投資されなければいけない。これが資源

を有効に使うということである。これは今後の日本の経済・社会にとって大変重

要なポイントである。資金の流れを官から民へ、あるいは資源を効率的に使うと

いうことは、このことに大きくかかわっている。これもまた郵政の改革を先延ば

しにするのではなく、今手をつけなければいけないということの一つの重要な理

由であると私は考えている。 

    ３番目の論点は郵政民営化の基本方針の策定ということである。以上述べたよ

うな利益を国民にももたらす大変大切な郵政民営化という改革について、早急に

基本的な方針が確立されなければならない。そのため、諮問会議が４月にとりま

とめた「論点整理」を踏まえて、この夏の集中審議を経て、今年の秋ごろまでに

郵政民営化の基本方針を策定する必要がある。 

（本間議員） 本年４月に郵政民営化に関する論点整理が行われた際に、幾分この会議

においても認識が違っていた点として、ユニバーサルサービスについての理解の
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され方があった。福井議員からユニバーサルサービスについての定義をもう少し

しっかりと議論しなければいけないという御意見もあったし、我々も具体論に入

っていく場合には、その条件として、ユニバーサルサービスの問題について、き

ちんと合意を取り付けた上で進まなければならない。総論的に吉川議員の方から

話があった考え方に沿って、ユニバーサルサービス義務について個別に考え方を

示したものが提出資料「ユニバーサルサービス義務について」である。 

ユニバーサルサービスというのは、すべての利用者が、良質なサービスを単一

料金、あるいはリーズナブルな料金の中できちんとサービスを受けられる権利が

あるサービスのことである。この国民生活の基礎的なインフラを提供するサービ

スというのは、経済学的に費用逓減産業と言われるように、初期の費用が非常に

大きな装置産業の場合があり、利潤追及だけをやっていくと損失が出る、しかも

独占的な地位を形成しやすいという特徴があるので、高くかつ過少にサービスが

提供をされざるを得ない状況が生まれてくる。それを公共的、国家的にどのよう

に十分なサービスを、しかも安価な価格で提供するかということが非常に大きな

テーマとして位置づけられてきた。この点を、今回の郵政全体のサービスについ

てどのように考えていくかということであるが、改めてこれが国民生活に不可欠

なサービスであるということと、潜在的な競争者を含めて、このサービスがきち

んと国民に行き渡るどうか、独占の排除も含めて提供できるかどうか、この２つ

の視点から、それぞれの機能についてまとめた。 

    当面、当然のことながら、この４機能である、窓口ネットワーク、郵便事業、

郵便貯金及び簡保について、窓口ネットワークにおいて３事業のサービスを一体

的に提供していくということが必要になると考えられる。今後の議論の中で、こ

の機能というものをどのようにきちんとした形で組織形態論につなげていくか

というときに、理屈の上で整理すると、やはり郵便は基礎的な通信手段の１つと

して日常生活に不可欠なサービスであるし、現状においても規制の緩和等で民間

の参入が始まってはいるがまだ十分ではないということを考えると、民営化後に

おいても、引き続きユニバーサルサービス義務を課することが適当であろうと考

えている。ただし、ＩＴ革命等、通信輸送手段というものが大きく発展をしてい

るから、これとてもユニバーサルサービス義務の範囲というもの、万古不変とい

うことではなく、不断に見直していくということは当然のこととして付け加えな

ければならないと思う。なお、郵便の場合には、各国との万国郵便条約等におい

て、この全体がネットワークされているということもあるし、普遍的な形でユニ

バーサルサービスが規定されている点も考慮に入れれば、先ほどのように郵便に

関してはユニバーサルサービス義務を課すという方向性で設計をすべきだろう

と思う。 

    郵便貯金については、これまで歴史的に大きな役割を果たしているし、国民生

活に不可欠なサービスであるということを認めるわけだが、ほとんどすべての地

域において、民間金融機関が同様のサービスを提供しているという現状において

は、過疎地域への配慮は必要としても、ユニバーサルサービスを義務づけるとい

うことは必要性に乏しいと我々は判断をしている。なお、主要諸外国においても、

郵便局における金融サービスについては、行っていない国もあるし、行っている

国でも、郵便貯金等をユニバーサルサービスとして位置づけている例はない。そ

の点においても、この部分は、我々は義務を外していくということが妥当だと考

えている。 

    簡易保険については、郵便貯金と同じ議論の中で、ほとんど民間の生保のサー
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ビスが利用可能になっているので、これも我々は義務から外していくということ

が妥当だと考えている。諸外国においては、簡易保険類似の事業がないというこ

ともあるので、この線でまとめるべきだと考える。 

    それから窓口ネットワークについては、このユニバーサルサービス義務につい

ては、これが存在するということは条件であるが、これ自身がユニバーサルサー

ビスの義務づけをするということではなく、個々のサービス毎に検討すればいい

ことであり、この点についても外していく必要性があるかと思う。郵便のユニバ

ーサルサービスの維持のための最低限必要なネットワークついて、これは維持し

なければならないと思うし、今後の業務の効率化の中で過疎地域等への配慮、あ

るいは適切な重点拠点分野に努力をしていくということは当然は求められると

いうことは付け加える必要性があるかと思う。 

ユニバーサルサービスのコストについて、まず「民間事業者等への参入規制の

緩和」だが、一般信書便の事業は、公社が現在事実上独占をしており、これが郵

便のユニバーサルサービスのコスト負担を支えてきたと考えられる。民営化後は、

このユニバーサルサービスを維持しつつ、民営化会社の経営効率化を極力進め、

これと併せて一般信書便事業への民間の参入規制を緩和していくべきであろう

と考えている。 

    それから「事業間内部補助の排除の排除とリスク遮断」だが、これは機能とし

て効率化をしていくときに避けて通ることができない問題であり、これがリスク

遮断の面においても、それからミルキング機能というか、機能が相互に融通無礎

に使われると、それぞれの発展や効率化において障害になるということは当然の

ことであり、内部補助の排除とリスク遮断をきちんと担保できる組織形態への移

行というものが求められようかと思う。 

（竹中議員）  今の民間議員の御発言に関して補足的なファクトの部分を郵政民営化準

備室から説明する。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長）  参考資料「郵政事業をめぐる動向」を見ていた

だきたい。Ⅱの「『今』民営化を行う必要性」については、今、両議員から御説

明があったので省略する。 

    １ページの「Ⅰ 官から民へ」について、家計金融資産、あるいは国債の保有

残高、いずれで見ても、郵貯・簡保のシェアが著しく高いのが特徴である。双方

ともに４分の１ということで、金融資産のケースでいうと、1,400 兆円余りの中

で郵貯・簡保合わせて 350 兆円、国債の保有高では、555 兆円の中で約 140 兆

円という状況である。 

２ページ。時系列的に見ると、1989 年度では家計金融資産中の郵貯・簡保のシ

ェアは 18％程度であったのが 12 年経ち、2004 年には 25％に上昇した。 

    ３ページ。「見えない国民負担」に関しては準備室の有識者会議で何回か議論

があり、有識者から平成 15 年度の公社の決算をもとに試算をした数字が出され

た。「見えない国民負担」は、１兆 1,000 億円程度から１兆 2,000 億円程度とい

うことである。内訳は公的機関ゆえに免除されている税金が約 7,000 億円、それ

から政府保証に伴うものが 2,000 億円、過去の財投預託に伴う優遇分というか、

これが 2,000 億円である。 

    ４ページ。ここは郵政事業は本当に公務員でなければできない仕事なのかとい

うことについて整理している。日本の国家公務員の総数は、特定独立行政法人の

職員も含めて約 97 万人である。そのうち、郵政公社の常勤職員が 28 万人、約３

割である。この常勤職員のほかに非常勤の職員が 12 万人いるので、計 40 万人が
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いわば公務員として国営事業をやっている。郵便とか、宅配便の世界においては、

ヤマト運輸、日本通運などが同様なサービスを民間の社員を使って実施をしてい

る。 

    ５ページ。郵政と民間の類似の事業の効率性の比較についてはいろいろな見方

があるが、総じて郵便事業の場合、民間に比べると割高であるという数字がはじ

き出される。 

    それから一番肝心なことは、郵政の場合には「官」の業としていろいろな制約

がある。商品だとか、サービスの提供に限界がある。例えば、下の欄にあるよう

に、出資の規制については、法定業務の運営に特に必要がある場合に、と法律で

限定されている。それから、販売できる商品も法律で規定されている。例えば、

郵便貯金では、「六種とする」と書いてあるし、簡保だと、箇条書きにした上で、

「以上とする」と書いてある。消費者の需要に応えて、ダイナミックに経営展開

をするという点で、諸外国、例えばドイツでは御紹介があったように、20 種類以

上の窓口サービスをやっているというのが実情である。 

    ６ページ。手紙とはがきの料金の国際比較をした。はがきの方は中位置にある

が、手紙の料金は諸外国に比べてやや高いのが現状である。これは公社のディス

クロージャー冊子からとった数字である。 

    以下７ページから省略をして、12 ページ。諸外国における郵便のユニバーサル

サービスについて、ここのポイントは、国営でなければいけないのかということ

であり、諸外国では郵便を行う事業体が民営化された後においてもユニバーサル

サービスの義務を課している。他方で、このサービスの維持確保を図るために、

一定の特典というか、独占範囲の付与であるとか、財政支援などの措置が講じら

れている。 

    そのユニバーサルサービスの各国における対象であるとか、水準については、

それぞれ国内法において、範囲であるとか、全国均一料金制であるとか、１週間

の配達回数などを規定している。 

    先ほど申し上げた特典の付与のところでは、オランダ、イタリア、豪州、米国、

フランスなどでは独占といったようなことをやっているが、そのほかにイギリス

やイタリアでは財政支援をしているという実情もある。 

    13 ページではまず第一にユニバーサルサービス義務の根拠として万国郵便条

約を掲げた。第１条にあるように、「郵便の役務を、加盟国の領域のすべての地

点において、恒久的に、かつ、合理的な価格の下で受けることができるよう」云々

と書いてある。それを受けて、この下の第 10 条基礎業務の第６項で、「一個の重

量が 20 キログラムを超える小包の交換を行うか否かは、任意とする。」、逆に言

うと、20 キロ以内は義務を課する、必須であるということである。日本国におい

ては、こういった条約を受けて、郵便法の第１条に「なるべく安い料金で、あま

ねく、公平に提供する」と書いてある。そして、公社法の中の 20 条で、「総務省

令で定めるところにより、郵便局をあまねく全国に設置しなければならない。」

という規定ぶりになっている。 

    最後のページ。民間のほかの公共サービスでもユニバーサルサービス若しくは

それに準じたことが行われており、電気通信の世界では、「電話の役務のあまね

く日本全国・・・安定的な提供」ということが書かれており、電気通信でも「あ

まねく日本全国における提供が確保」と書いてある。さらに電気事業法では、「供

給区域における・・・電気の供給を拒んではならない。」という規定があり、水

道事業も同様に「給水区域内の需要者から」云々、正当の理由がない場合には、
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これを拒めないとなっており、民間において行われている公共的なサービスでも、

ユニバーサルサービス義務がかけられている。 

（麻生議員） 私が提出した資料「郵政事業のユニバーサルサービス等について」を参

考にしていただきたい。１ページから３ページ目については、今、渡辺室長の方

からお話があったように、郵政３事業については、それぞれ法律で規定をされて

いるので、あまねく公平に利用させることが目的となっているということである。

また簡易保険については、法律上はあまねく公平との規定はないけれども、制度

の基本的理念は郵便局を通じたユニバーサルサービスの提供を意図したもので

あると思っている。 

    資料４ページに関しては、郵政公社法において、郵便局をあまねく全国に設置

しなければならないと義務づけられている。ユニバーサルサービスの義務につい

ては、利便性の原則からいくと、現在のサービス水準は維持するべきだと思って

いるので、郵政３事業のユニバーサルサービスは基本的には引き続き維持されて

いくべきだと考えている。 

    ５ページから７ページは、郵貯・簡保について補足的な説明である。ほとんど

の地域において、民間金融機関と同等のサービスをしているので、貯金とか保険

のユニバーサルサービスが不要ではないかと御指摘もあるが、農協・漁協等の協

同組合事業体を除くと、銀行などの店舗がない地域は 550 町村、民間生保のない

地域が 1,928 町村に及んでおり、こうした実態をよく見ていただかないといけな

いのではないかと思う。 

    最後に８ページ。公社であるが故の見えない負担としていろいろな御指摘があ

ったが、しかし、公社であることによって、逆に言えば、過疎地での郵便局の設

置義務とか、業務範囲の制限とか、また共済年金なんかも、国が３分の１、会社

が３分の１、個人が３分の１というのが、普通の厚生年金だが、公社の場合は３

分の２を負担しているのが実態であるので、いろいろ見えない負担も課せられて

いる面という点も忘れていただいては困るし、第三種郵便とか、第四種郵便なん

かの場合も赤字であるし、郵貯から平成 10 年から 14 年まで５年間にわたって、

国鉄の長期債務を処理するために、各年度 2,000 億円を一般会計に繰入れた等々

という点もある。ユニバーサルサービスという点について、いろいろ御意見があ

るかと思うが、総務省側から見たらこういうことが言える。 

（吉川議員） もとより現在公社が行っていることには法律的な根拠があると思う。し

かしこれから改革をやるというわけであるから、我々としては過去ではなく、将

来どのようにあるべきかについて、我々の考えを述べた。 

    麻生議員のお話は、要するに現行の制度に合理性ありという趣旨の説明のよう

に承った。たしかに何でも外国の真似をすればいいというものではなく外国と日

本が違うところがあってもいいとは思うが、多くの先進国で、例えば貯金とか簡

保が存在しないという事実を我々はよく考えてみる必要があると思う。例えば、

近くに施設がないというお話もあったが、オーストラリアのような国は、皆さん

も御承知のとおり、人が非常に離れて住んでおり、しかも１つの大陸だから、遠

隔地医療などいろいろ工夫している。しかしそういうような国でも郵便貯金・簡

保というのはない。米国、イギリス等でも昔は持っていても時代の流れの中で既

になくなっている。そうした中で、なぜ日本だけがそれを必要としているのか、

いつまでも要るのか、という点が私にはよくわからない。 

    保険などについても、そもそも保険の店舗が近くに必要なのか、我々が保険に

入るときに、保険の代理店の店舗に行く必要があるのか。必ずしもそうでない場
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合もあるだろう。世界の先進国の中で日本だけが非常に違っているときには、そ

れにどういう合理性があるのか、逆に言えば、先進各国が時代の流れの中でなぜ

変わっていったのかということを我々はよく考えてみる必要がある。 

（麻生議員） 経営の自由度が拡大して地域のニーズに合わせてやっていくということ

に関しては、基本的に賛成であるので誤解のないようお願いする。ただ、例えば、

国際的な動きということだが、アメリカ等も国営だ。 

（吉川議員） 郵便はそうである。ただ、郵貯・簡保はない。 

（麻生議員） アメリカは郵便は国営で民営化する気はない。だから、郵政民営化の場

合、分けて考えていただかないといけない。 

資料の「郵政民営化の意義について」の２ページ「（１）もっともっと便利な

郵政事業の実現」で、上から４行目に「効率性の面で民間に比べ劣っている」と

書いてあるが、「劣っている面もある」というぐらいのところであって、一律劣

っているというのは間違っていると思う。表現としては工夫をしていただきたい。 

    法人税の課税等々がずっと書いてあるけれども、これは基本的には、いわゆる

国庫納付が必要である。国庫納付は２分の１だから 50％、企業の場合は実行税率

は 40.87 ％なので、そういった意味では一般的な話と少し違う。こういう書き方

だとどうかなと思う。 

    預金の優遇金利の話等々も出てくるところであるが、これは平成９年度から 12

年度の例の国債クーポンのレートの 0.2 ％の上乗せのことを言っておられると

思うけれども、そもそも預託は廃止になっていて、民営化されなくても 2007 年

度末には残高ゼロになる。この金利の上乗せ処置は、当時は年金サイドの強い要

望としてとられたものだと記憶しているので、年金についても、これを「見えな

い国民負担」として捉えていくのが経済財政諮問会議の見解ということになるに

はちょっとどうかなという感じがする。 

    公社としての負担も、先ほど問題だと幾つか申し上げたが、税金等の負担を民

間と同等にするのであれば、当然業務の範囲、出資範囲等々拡大させないといけ

ないということになるし、限度額はもちろん資金運用の対象などの制約を外すこ

とをしないと、民間とイコールフィッティングにはならないということを、何回

もこの会議で申し上げた。民営化された郵政会社が立ち行かないなんていうよう

な形の絵はとてもつくれるはずはないので、ちょっとそこのところが表現として

どうかなという感じがする。 

    「大き過ぎる官の是正－資金の流れを官から民へ」については、預託の義務は

廃止されているので、経過措置としての財投債の関係も 2007 年度いっぱいで解

消することになっている。財投の入り口としての改革は、既に決着はついている

と思っている。 

    自主運用に関しても、国債中心の運用となっているという点が問題のように聞

こえる。論点整理には国債の安定消化への貢献という配慮も記されているが、国

債の運用を控えて、融資や株式に回せというようにとれ、ちょっといかがかなと

思う。 

私ども、この「なぜ民営化なのか」というので、竹中議員と郵政民営化地方懇

談会を開いたが「なぜ今、民営化しなきゃならんのか」というのが多くの地方か

ら出てくる声だった。この資料だと、「なぜ今、民営化なのか」という説得力と

しては、もう少し簡単な話の方がいいと思う。 

ユニバーサルサービスの点については、私どもの基本的な考え方というのがあ

るが、少なくとも超高齢化・超過疎化などが進んでいるので、農協などが店舗を
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縮小し始め、町村合併も進んでいるといったときに、具体的にこれを義務づけな

くても実質うまくいけばいいという形で、「窓口がありさえすれば、郵貯だって、

保険だってできるじゃないか。何も義務づけなくてもいいのではないか」、とい

うことかなと思って伺ってはいた。しかしながら５原則に沿ってみても、郵便局

はなくなるということに関する不安は非常に強いのが地域住民だと思うし、これ

は本間議員も地方懇談会で聞いていたので、御存じのところだと思う。少なくと

も、この問題については、生田総裁の意見もよく聞かれた方がいいと思う。民営

化してよかったということを思ってもらうためには、この種のユニバーサルサー

ビスの義務づけは、廃止するものなのだろうかという感じがしている。郵便貯金

とか、簡易保険のサービスは、郵便局があればやれるかといえば、仮に別会社に

したときに委託側の貯金とか保険の方が、窓口サービス会社に対してそれを委託

するという保証はないと思う。私に言わせると、多分、そんなところはやらなく

てもいいということになり得る可能性もあるので、そのところはちょっと怪しい

と思っている。そういった意味では、合意するかしないかはわからないので、こ

れを別会社にしていくことを将来考えているとするならば、ユニバーサルサービ

スを外すとか義務づけることを外すことについてはちょっとどうかなという感

じがした。 

    重ねて申し上げるが、郵政民営化は基本的に幅広いサービス提供が可能になる

という意味で、基本的には賛成という前提で話をしている。何となく私がしゃべ

ると、郵政民営化反対代表みたいにとられると甚だ迷惑するので、そこのところ

だけはお間違えないようお願いをしておきたい。 

（谷垣議員） 官から民へ金の流れを変えていく必要があるということは誠にそのとお

りだと思う。イコールフッティングをして効率的な経営をするとか、スリム化を

行うことも必要だと思う。 

    ただ、先ほど麻生議員が言われたように、現在は全額預託義務のようなものは

なくなり、財投との関係も制度上は切れているという制度改革もやった。現実問

題として、大変大きな部分を国債を引き受けていただき、これを安定的に消化し

ているのは、私は非常にありがたいと思っている。過去度々申し上げたことだが、

これが一気に崩れるようではやはりマネージができないので、出口の姿だけでは

なく過渡期の姿も十分に示していただき、ある程度の時間をかける必要もあると

思っている。そういう国債の消化の面での配慮は、制度設計上、あるいは、これ

からのプロセス上していただく必要があると思っている。 

    それからユニバーサルサービスの点で、先ほどイギリスやイタリアでは財政負

担もあるということであった。隠れた負担という議論はあるが、これまで財政支

援を講じないで郵政事業をやってきたものを、民営化のときに財政支援で支える

というのは、国民の理解を得られる話ではないと思う。だから、そういうことで

はない制度設計をしていただくべきではないかと思う。いつも言っていることの

繰り返しだが、改めて申し上げたいと思う。 

（福井議員） ユニバーサルサービスについては、郵便の場合はどうか、それから郵便貯

金の場合はどうか、あるいは保険の場合はどうか、という具体論に落す前に、郵

政民営化後のユニバーサルサービスについて概念を整理し、皆でその概念をシェ

アした上でないと議論が進まないという気がする。 

私の理解するところでは、本間議員から説明のあったように、民間サービス

を最大限発揮させることを基本とし、その上で、どうしても民間の手が届かない

部分について、公的にコスト負担をしてでもカバーしなければいけないサービス
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がユニバーサルサービスの対象として定義されるのではないかと思う。また、民

営化後の郵政が常に経理の透明性を保って、コストがきちんとユニバーサルサー

ビスに見合って払われているかどうかについて、いつも経理面から確認できるよ

うすることが大切だ。つまり、定義どおりユニバーサルサービスが発揮されてお

り、それを経理の面からいつでも確認できるというふうにしていく必要がある。 

さらに、民営化後の郵政の経理の透明性については３つの意味があると思う。

１つは、民営化後の郵政が民間の経営主体として、常に効率的な経営を行ってい

るということを確認するための経理の透明性。２つ目には、そうした効率のいい

民間経営主体としての郵政が、民間としては手の届かないところをユニバーサル

サービスとして行っている事業はどこか、そのために公的に負担しなければいけ

ないコストがどれぐらいか、かつ、そこのコストの部分についても無駄なくきち

んと使われているかということの証明。３つ目には、その部分について、つまり

ユニバーサルサービスにかかっているコストについては、民営化後の郵政におけ

る他の事業に転嫁されていないこと。これらがいずれも確認できるということで

なければいけないのかなと思う。恐らく、そういう点については、麻生議員と合

意できると思う。 

（麻生議員） 問題ない。勘定区分まできちんと。 

（牛尾議員） この民間議員のペーパーの書き方によって、正しくこちらの考えが伝わ

っていないのかもしれないと思いながら聞いていた。特に窓口ネットワークとい

うものが初めての機能だから、ここのところが民間有識者の側では、非常に発展

的で色々なものを積極的にやるという前提である。麻生議員が言われるように、

郵貯や簡易保険は小さな店舗ではやらないとしたときはどうするか。これはやら

せないといけない。郵貯や簡保を扱わない店があるということでは困るので、最

低限これはやるという義務づけは初めから決めておいた方が良いという気がす

る。 

    しかし、今、吉川議員も言われたように、従来の観念から見れば、危険な雰囲

気のあることでも、改革する方向でやれば更に良いものができてくるという前提

に立って、イノベーションというものを評価していかないといけない。反論する

場合は、「あまねく…」という表現を改革後にも使うと意味が変わってくるので、

イノベーションというもののプラス面を共有しないといけないと思う。こういう

ことは当初に共有しないと、反対する材料、賛成する材料が白黒に分かれて書き

出したら、前に進まなくなってしまう。あらゆる未知の可能性、潜在的な可能性

というものを改革によって引き出していこうという行為であるから、その場合に

改革したくない、変えたくないという方から見る材料が全部出てくると、変える

という方はつい過大に、変えたらこんなによくなるぞと言い出してバランスが崩

れてくる。だから、少なくとも適切な判断を共有する場面を持つことが、ここま

でのプロセスにないので、方法を考える必要があると思う。 

    それから、金融業務も保険業務も郵便プラス物流の世界も、末端にまで行き届

いたネットワークのサービス業というものも、いずれも転換期の真っただ中にあ

る業界であり、非常にスピードが速い。ドッグイヤーの中に入っている業界ばか

りであり、これをスタティックに捉えると非常に難しいのであって、ダイナミッ

クに捉えていかないといけない。民営化はなぜ必要かということについて、何ら

かの手法の合意が必要であって、スタティックに見る人とダイナミックに見る人

が議論したら永遠に合意ができない。ここに座っている人は基本的にはダイナミ

ックな人が多いのだが、立場によってスタティックにならざるを得ない場合があ
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る。民間人というのは基本的にダイナミックじゃないと生きていけないから、民

営化とは要するに経営をダイナミックにするということであり、行政というのは

スタティックで見る、静止的に見るということが立場であるため、この改革する

テーブルではどういうふうに合意し合うかということがものすごく大事である。

個人的には、皆そういうことがわかり合えるのだが、大臣とか、議員というとそ

うでなくなることがあるので、そこのところも考える必要がある。ただ、議長で

ある総理が「改革する」ということでダイナミックに考えていこうと言っている

ことははっきりした事実なのだから、ダイナミックに考えていけば非常に可能性

がある。事実この３年間で色々なダイナミズムというのが経済に出てきたわけだ

から、そういう流れの中で、どう捉えていくかということを考える必要があるの

ではないか。 

（本間議員） 例えば麻生議員提出資料３ページ目の「簡易生命保険のユニバーサルサ

ービス」の参考に大正５年２月の箕浦逓信大臣提案理由説明が出てきているが、

この時代のあまねく公平のレベルと、今の時代のあまねく公平のレベルというの

は、国民にとってみると飛躍的な差があるのだろうと思う。同じ言葉遣いでも、

実質的にどのようなサービスを享受できるかというのは、今、牛尾議員が言われ

たとおり、まさにダイナミックな時代状況の中で、言葉自身の内容を精査しなが

ら、それに見合うユニバーサルサービスの有り様というものを時代状況に応じて

変えなければならないのではないかという気がする。 

    そういう意味では、生命保険の分野、郵貯の分野、それから郵政事業の分野に

おいても、イノベーションがあらゆるところで生じているわけで、その中でエッ

センシャルなサービスということの意味をきちんと理解していく必要があるの

だろうと思う。もし仮に、そのエッセンシャルなサービスが、ある特定の地域等

で利用できないのであれば、その問題について、我々がユニバーサルサービスの

義務も課すのであれば、私はそれはパーシャルに対応できると思う。サービス形

態というものも考えながらやり得る話であり、全ての部分をこれはユニバーサル

サービスの義務なんだという形でやってしまうのは、まさに大きな障害になって

いく危険性があるのではないかという感じがする。 

    それからもう１つは、ユニバーサルサービスとなる窓口がないところは、農協

等を入れると７村だと聞いている。農協等その周辺の金融サービス機関を入れる

と、ごく少数の町村でしかないという情報を我々も持っており、そういう状況で

あるから、実質的に国際的なスタンダードも含めて、私は、サービスを低下させ

ることなくできると思う。組織形態のところをあまりリジッドにすると、民営化

後の経営の自由度という点で、非常に大きな問題が生ずると思う。 

    過疎地では、限界的な収益性をどのような形で担保するかという個別の問題で

はなく、ネットワークの外部経済との関係において維持していくことを考えつつ、

都市部においては、拠点の問題や集配の機能が万古不変なユニバーサルサービス

だということになると、そこの手のつけ方が非常に難しくなると思うので、そう

いう意味で、私どもは、郵政事業については、万国郵便の問題もあり、それは残

すけれども、金融と簡保の部分については外しても実質的なサービスの低下はな

いだろうという判断に立っているということである。 

（麻生議員） 郵便局２万 4,700 という数のうち、基本的に本間議員と意見が違うのは、

都市部は減ると思うということ。簡易郵便局をはじめ合理化すれば減る。過疎地

域こそ減らない。過疎地域こそ必要だからだと思う。そうすると郵便局は残るわ

けで、郵便局がやっている窓口が開いていれば、４会社になるかならないかまだ
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決まったわけではないが、窓口と郵貯と郵便と簡保と４会社に分割する前提でい

くと、郵便事業を含めたこの窓口というのがあれば、郵貯とか簡保とか義務づけ

しなくても良いのではないかということを私も期待する。期待はするが、いろい

ろ聞いてみると儲からないから断るというところもある。そうなってくると、都

市部は良いが、過疎地域の山の中ではおたくしかないのだからと言わざるを得な

い。「パーシャルに」とか、いろいろ表現はできるが。 

（牛尾議員） 窓口ネットワークのところが断るということか。 

（麻生議員） 窓口ネットワークの方が断る。やらないと言ったときにはどうするのか

と言われると、答えがない。 

（牛尾議員）逆の場合もある。金融機関の方が、管理能力のないところには代理店をさ

せたくないと言って。 

（麻生議員）そこのところがまた難しいところだと私どもは思う。あえて今ここで国民

の不安となっている民営化の問題で、一番不満の声が上がりそうな地方、例えば

高齢者を多く抱えている山村・過疎ではどうだと言われると、非常に反論がしに

くいことになる。町村合併で町役場がなくなって、また更に遠くなっているとい

う現状を幾つも聞いているが、そういう話が出てくると、非常に反論がしにくい

ということ。だから、私どもは基本的に、ユニバーサルサービスの前提になって

いることもあり、義務というのをわざわざ外すこともないのではないかと思う。

私どもは民営化した後も、現実問題として郵便事業は維持しなければいけないわ

けだから、それも置いておいたって別に良いのではないかと。法案を通すという

現実論を考えなければいけない立場にあるものだから、今、申し上げたようなと

ころが、ユニバーサルサービスでなくても皆やるのではないかと私も簡単に思っ

ていたのだが、いざ聞いてみると、やりませんよという声があったものだから、

「ちょっと待て」と思って申し上げたというのが背景である。 

（吉川議員） 我々の考え方というのは、貯金、金融、それから保険については、いず

れにしても、民間部門のそうしたサービスが十分に発達しているということが基

本的だ。したがって、先ほども申し上げたが、他の先進国でも、そうしたものは

民間部門に委ねているところが圧倒的に多い。先ほど本間議員が指摘されたが、

農協まで含めると郵便局以外に金融機関が全くないというのは、我々の聞いてい

る情報では日本全国に７つの村しかない。繰り返しだが、金融、保険については、

基本は民間部門のサービスが日本では戦後五十数年経って十分に発達してきた

ということが非常に重要な認識だろうと考えている。 

（麻生議員） 金融部門のサービスが発達してきたということに関しては、事実だと思

う。ただ、私どもは、ユニバーサルサービスは、同じように窓口を持っている民

営化後の郵便局の中にもともとあるわけだから、義務をわざわざ外すことによっ

て起きるデメリット、義務化をすることによって起きるデメリットの両方を考え

たときに、わざわざ義務化しないとする必要もないのではないか。 

（牛尾議員） 経営者の視点から言うと、ユニバーサルサービスが非常に高くついたら

困るということ。高くつかないで置く分なら構わないが、ユニバーサルサービス

だと急に膨れ上がって、費用がかかることは困るということさえ頭に入れておけ

ばよいと思う。もう一つは、色々と変化する４つの分野の中で、さらにこれから

市町村合併や過疎地が増えていくと、窓口ネットワークの会社は、この場所とこ

の場所は追加指定を出さなければいけないということになる。これはユニバーサ

ルサービスの視点からではなく、そういうことがイメージを上げるから、今もユ

ニバーサルサービスとか、環境問題とか、利益還元というのは、ユニバーサルサ
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ービスで義務づけられなくても、いい企業なら大変なセールスプロモーションで

あるから行うという自発性とお金のかからないサービスの義務がくっついて、良

い方に循環するような形で議論を持っていくことは非常に良いことだと思う。 

（本間議員） 麻生議員の仰ることもよく理解できる部分はある。ただ、窓口ネットワ

ークは維持されるわけであり、その窓口ネットワークの収益源として、郵便貯金、

加えて潜在的には、今後、民間金融機関がその窓口を利用して販売するであろう

金融商品などが考えられるが、これらが柱にならなければ、窓口ネットワークは

収益を上げられない。したがって、客が来ようが来まいが看板に掲げておき、来

た時に対応する。郵便職員は窓口にいるのだから、追加的な費用負担が無く手数

料が入ってくることを考えると、利益の観点から、それを拒否することは、あり

得ない話だろうと思う。積極的に集めるというインセンティブが強まるとすれば、

サービスが実態的に落ちることはないだろう。 

（麻生議員） 基本的に商売をやる立場からすれば、儲かることはやる、儲からないこ

とはやらない。民間であれば当然のことだと思う。過疎地においても、儲かれば

やる。そうすると、ユニバーサルサービスが義務づけられているためにコストが

上がるのであれば、民間ならば絶対にやらない。しかし、どのみち郵便事業で義

務づけられているのであるから、郵貯・簡保についてわざわざ外すことは余り意

味がない。結論を出す前に、生田総裁などにも話を聞いてみた方が良いと思う。 

（奥田議員） 僻地などでのサービスが問題として議論されているが、民間議員は、そ

れをやめてしまえ、などとは言っていない。問題は、今ユニバーサルサービスで

多少コストがかかるとしても、都会などでは、逆に、無くす、あるいは無くなっ

てしまわざるを得ない郵便局が出てくるのではないか。 

（麻生議員） 簡易郵便局としてつくったものや、バブルの時期に郵便局をつくった東

京都の郊外等で現在ゴーストタウン化したところが多く出てきたりしているた

め、そういったところはむしろ無くしたい。その当時どんどん家が建てられたと

ころは、要望が強かったために郵便局をつくったが、今は要らなくなっていると

ころもある。そのため、民営化された場合、現在郵便局は半径 1.1ｋｍに１つあ

るが、都会などむしろ無くしてもよいところについては、間違いなく、２つを一

つにするような形になると思う。 

（奥田議員） 麻生議員のご発言を前提とすれば、むしろトータルコストは下がるので

はないか。 

（牛尾議員） 私も下がると思う。 

（麻生議員） 民営化された方がコストが下がるであろうことについては間違いない。 

（本間議員） 先ほど福井議員が指摘された問題は、ユニバーサルサービスの義務づけ

に対して、効率上の観点、説明責任の観点から、非常に重要なポイントだ。今、

我々がここで議論していたのは、ユニバーサルサービスを義務づけた際のコスト

と便益にどのような変化が起こるか、ということだが、ユニバーサルサービスを

義務づけたことに伴う内部組織の効率性への努力であるとか、それぞれの企業の

強化の面において、義務を外した場合と残した場合で、それがどのように新会社

に作用するか、ということが非常に重要である。その意味で、福井議員は、機能

的な部分できちんと経理のチャンネルも含めて精査をしながら、内部補助的な部

分とリスク遮断の部分を、その会計制度のルール、あるいはトランザクションの

明確化を通じて効率化をしていくべきだと指摘されている。後段の部分をきちん

と組織の中に反映させ、コーディネーションする場合にも、インセンティブの面

でも、できるだけその面が悪い方向に作用しない形でどのように設計をするかが
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大事だ。 

（麻生議員） 勘定区分、分社化、社内カンパニー等、いろいろな表現が使われたが、

簡単に言えば、勘定区分をきちんとする、ということだと思う。経営者であれば、

局員が３人しかない郵便局で、４事業を行なうからもう一人雇うなどということ

は絶対にしない。それは３人のままで行い、給与の比率を利益率で割る等で処理

することになろう。コストの負担は当然で、その観点は大切だ。 

（牛尾議員） 窓口ネットワークの登場は、特定郵便局や簡易郵便局で働いている人に

とって胸がときめくような表現で書かれるべきなのに、何か暗い感じを与えてい

るとすれば、表現方法に間違いがあったと思う。郵便局は、1.1ｋｍに１軒ある。

社会保険庁は 9.8ｋｍに１軒、税務署が 7.6ｋｍに１軒で、払いたくないものは

余りない。これが 1.1ｋｍに１軒であれば、回収が簡単になる。そのぐらい沢山

あるのだから、こんなに魅力のある窓口ネットワークは、行政サービスの代行な

ど幾らでもできる。そういうことをもっと上手にたくさん書くことで、郵便局長

に「だったら我々の商売は大変だろう。３階に住んでいるが、マンションに引越

し、建物全てをオフィスにしようか。」というぐらいの気持ちを持たせれば、こ

の問題は全然変わってくる。そういう意味では、窓口ネットワークが今までの延

長線上の暗い感じの印象を与えているとすれば、書き方が不適切だった。1.1ｋ

ｍに１軒と言うが、固まって 100ｍ毎にあるところもあるので、再配置すること

で、平均ではなく本当に 1.1ｋｍに１軒にしなければならない。生田総裁も公社

の段階で再配置を考えたいと仰っているため、僻地にまで万遍なく行き渡るよう

な再配置を考えて頂くとともに、やることは山ほどあるという雰囲気のポジティ

ブな書き方をもう少しした方がよいと思う。 

（竹中議員） 多くの意見が出た。まず、「見えない国民の負担」等々については、数

字についていろいろな見解があるため、幅を持って見なければいけない。１つの

数字がひとり歩きすることは避けなければならない。ただ、同時に、ある程度の

見えない国民負担があることは、全面的には否定はできない、ということだと思

う。同時に、効率・非効率の面についても、幅を持たせて見なければいけない。

郵政が非常に頑張っていることは間違いない事実だと思う。そうした点も踏まえ、

これらが更によくなるように、経済的に立ち行くようにするために、民営化は非

常に有効な方策であることについては合意がある、ということだと思う。ただし、

民営化についてのメッセージは、もっと考えなければいけない。３つのポイント

について、メッセージ性をもっと高める必要があり、高めるように努力をせよ、

ということだと思う。これについては、事務方にも工夫をさせる。その一環とし

て、窓口ネットワークが年金を含む公的なサービスをやるような案が最後に出さ

れたが、それも一つのアイディアだと思う。 

    ユニバーサルサービスについて、今日の時点で明確な結論は出ないが、民間議

員が書かれた定義については、大きな反対は無かったと思う。同時に、やはりユ

ニバーサルサービスはできれば最小化して、新たな負担が生じないようにしなけ

ればならない、という点も重要だ。これとの関連で、やはりコスト負担を透明に

していくような仕組みはどのような場合でも十分にしなければいけない、という

話が出された。それとの関連で、機能を自立するための勘定の明確化等々は当然

やっていく、ということだと思う。 

    さらに、議論の仕方として、イノベーションのプラス面、ここで言うところの

ダイナミックな議論、を同時にしていかなければならない。ダイナミックな面の

対局にあるスタティックな面としては、今の法律にはこう書いてあるからこうだ、
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というような議論は卒業し、どのように新しい制度をつくっていくかという姿勢

が必要だ。 

その上で、郵政の具体的なユニバーサルサービスのあり方については、窓口を

すべての国民にアクセス可能にしなければいけない。それは中間とりまとめの段

階で我々が確認していることであり、その上に郵便と郵貯と簡保が乗るというこ

とについても確認している。ただし、それを法律でどのように義務づけるかとい

うことについては、必ずしもまだ一致していないところがある。郵便については、

法律で義務づけるということについて合意がある、ということだと思う。 

郵貯・簡保という金融については、諸外国についても例がないことであり、や

はりこれについては法律で義務を課すのはいかがなものか、ということに関して、

民間議員から強い御意見があった。ただし、窓口ネットワークに関しては様々な

見方があった。あえてそれを外さなくてもよいではないかという御意見もあった。

しかし、実態的にそのようなことを法律で義務づける必要があるのか、というこ

とに関して、民間議員から疑問が提示された。 

    これまで必ずしも議論されていなかったことだが、法律で義務づけるというこ

とは、その民間企業を縛ることを意味している。例えば、銀行についてはそれは

ない、という強い御意見があったが、銀行に一つの義務を課すことは他の銀行と

競争するときの条件を根本的に変えるということになるため、その場合は、どこ

かで国が面倒を見なければいけないということを自動的に意味してくる。それに

関しては、どのような形であれ、やはり財政負担にもつながるため、実体をどの

ように確保するか、同時に地方の方々にいかに安心感を与えるか、そして、やは

り負担は最小にしなければいけない、という観点を踏まえ、引き続き議論してい

くということだと思う。 

（奥田議員） 今日はユニバーサルサービス等に焦点が当たり、話が出なかったが、郵

貯・簡保についても様々な問題が相当残っている。それはいつ議論するのか。 

（竹中議員） 今日はイントロダクションとして、民営化の意義とユニバーサルサービ

スの議論をした。８月２日に開催する予定の経済財政諮問会議には、生田総裁、

田中座長にもお出で頂き、集中的な審議を行なう。そこでの議論としては、まさ

に、窓口ネットワーク・郵便・郵貯・簡保のそれぞれの機能をどうするか、それ

を受けて組織形態をどうするか、移行期・準備期をどうするか、最終的な姿とそ

の移行期をどうするか、そして、雇用のあり方や推進体制をどうするか、という

ことについて、極めて幅広い議論を行って頂きたいと考えている。２日で足りな

い分については、６日に議論を行いたい。その意味で、来週は大変重要な審議に

なる。ぜひ御準備を頂きたい。 

（本間議員） ユニバーサルサービスの議論に戻るが、ユニバーサルサービスを義務づ

けるか否かを判断する際に、どの法律で義務づけるかということは極めて重要な

ポイントである。仮に、金融部門であるから金融関連業法の中でこのグローバル

なユニバーサルサービスの義務づけをする、ということなれば、他の金融機関に

おいても同等の条件を付するということになるため、新たに民間金融機関に対し

て義務づけるかどうか非常に大きな問題があると思う。また、仮に今の郵政の関

連の中でやるとすれば、イコールフッティングに反するということになる。した

がって、技術的にきちんと論理的に整理した上でやるべき問題だと思う。 

（細田議員） 今のご指摘の裏側にあたる議論だと思うが、社会的にいろいろな存在が

あり、そして、論争があって、いろんなことが加わると考えていろいろな意見が

出る。例えば、金融にしても保険にしても、この問題は一体何が恐ろしいのか、
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今の郵便局から見て、実は余り恐ろしくないこともたくさんあるのだが、相当恐

ろしい可能性もあり、それは何か、それから、何をどうやればクリアできるのか、

というアプローチも必要だ。ユニバーサルサービスと言うと、議論が観念的にな

ってしまうが、お互いの恐ろしさが徐々に中和されて、こちらにとってもいい、

あちらにとってもいい、という議論ができ上がっていかないと、法律でも何でも

社会的には非常にできにくいので、そういう議論も必要ではないか。意外に中和

はしうるという気がする。 

（竹中議員） 次回はそのような極めて具体的な話になると思う。 

（小泉議長） 私はこの問題に長年取り組んでいるため、政治情勢は私が一番よく知っ

ている。経済の面においても、財政の面においても、行政の面においても、実に

深くて大きな改革だ。もちろん、一番大きな問題は政治問題で、ともかく公務員

の身分を失いたくない、だから選挙で応援して、自民党も社会党も全部国会を黙

らせた。 

基本的に、なぜこの３事業を行なうのに国家公務員でなければいけないのか。

しかも 28 万人の常勤職員、非常勤・短期公務員を入れると 40 万人もいる。本当

に公務員でなければできないのか。とんでもない、できる。常識で考えても。経

済界も、学者も、郵政３事業だけは民営化できないと言っていた。与野党が全部

反対なのだから。初めて、粘り強く、全額預託を廃止し、郵政公社だけではなく

郵便の民間事業参入を促してきて、「ここまでだ」「郵政公社以外絶対ダメだ」「公

務員の身分を絶対外してはダメだ」というのを、ようやく外して民営化を政治課

題に載せた。 

３事業は、官僚に任せるよりも民間人に任せた方が、より上手な経営ができる。

常識だ。今までの事業を見れば。現在の３事業に、40 万人も本当に必要としてい

るのか。民間でやれば、より多くの事業ができる。サービス展開にしても、役人

が考えた以上にできる。国会で、簡易保険や郵便貯金の商品について、国会議員

が議論していた。聞きながら馬鹿らしくなることがたくさんあった。なぜ、国会

議員が、一々商品の議論をしなければならないのか。福祉の問題ではないのだか

ら。そういう常識に立ち返ってみなければダメだ。役人に任せるより、民間人に

経営を任せた方が、遥かにサービス展開はできる。 

他の改革はともかく、この郵政民営化は、私が首相でなければできない。全部

反対なのだから。今ですら、そうだ。その反対を賛成させることは、私が首相だ

からこそできる。しかも時間をかけて。 

（牛尾議員） 簡単なことではない。 

（小泉議長） 簡単ではないが、いよいよ大きな基盤ができたので、そのように考えて

精力的に議論をして頂きたい。よろしくお願いする。 

（麻生議員） 簡単ではない、という意識だけ持ち続けて頂ければ大丈夫だ。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 


