
 

 
 

 

 

 

    

   

   

   

     

   

   

     

    

     

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 18 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  8 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年８月２日（木）18:35～20:48 

2．場所: 官邸４階大会議室 

3．出席者： 

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 経済財政政策担当大臣 

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） 郵政民営化について 

3.閉会 

（説明資料） 

○生田日本郵政公社総裁提出資料 

○民営化の目的に沿った民営化方針の策定（田中直毅氏提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年18回目の経済財政諮問会議を開催させて

いただきます。 
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平成 16 年第 18 回 議事録 

○郵政民営化について

（竹中議員） 本日は、郵政民営化についての御審議をいただきます。 

生田総裁と田中直毅理事長にお越しをいただいております。よろしくお願いい

たします。 

なお、今日は食事を用意させていただいておりますが、時間の都合上、食事を

とりながらの審議とさせていただきたいということだと思いますので、ひとつよ

ろしくお願いいたします。どうぞ食事はお始めください。 

（小泉議長） もっともサミットでも食事付きだからな。サミットの会議だって、昼

間も食事、夜の食事もとりながら。 

（竹中議員） まさにサミットでありますので、ひとつ。それでは、どうぞ食事を進

めていただきたいと思います。 

テーマに沿って、自由に御発言をいただければよろしいかと思います。 

これまでに議論したことと重なっております。民営化の意義、そして基本的な

視点、「昀終的な民営化の姿」はそれぞれの事業について御議論いただく。そし

て「移行期・準備期のあり方」について御議論をいただく。そうした機能論を踏

まえた上での「組織形態の枠組み」について議論をいただく。「雇用のあり方」

について議論をいただく。「推進体制のあり方」について御議論をいただくとい

うことでないかと思っております。これはこの順番のとおりやるということでは

全くありませんので、自由に話を広げていって、論点をぜひ今日は出し尽くして

いただきたいと思っております。 

あと民営化準備室から資料を配付しておりますので、後ほどこれは御覧をいた

だければと思っております。 

それでは、食事をしながらで恐縮でございますけれども、まず、キックオフの

発言を民間議員からお願いをいたしまして、それで今日はおいでいただいており

ます生田総裁、田中理事長、そして麻生大臣、そのような順番で議論を始めさせ

ていただきたいと思っております。 

それでは、本間先生お願いします。 

（本間議員） それでは、民間議員がこれまで郵政民営化の問題について議論を重ね

てまいりました概ねの合意点について、私の方からお話をさせていただきたいと

思います。概ねと申し上げましたのは、細部に至りましては、各議員でまだ違う

点があろうかもわかりませんけれども、今のところ大枠としての合意だというこ

とであります。 

   まず、郵政民営化の基本的視点であります。この基本的な視点につきましては、

これまでいろいろ御議論がございましたけれども、第１は、経営の自由度の拡大

であります。これを拡大することによってビジネスモデルとしてきちんとした収

益を上げられる、そのようにすることが非常に重要であろうという具合に考えま

す。 

そしてその自由度の拡大に当たっては、民間とのイコールフッティングの確保

ということをきちんとその枠組みの中に設定をすべきだというのが第２番目のポ
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イントであります。 

それから基本的視点の第３番目、これは４機能を持っておるわけでありますけ

れども、ビジネスモデルとしてそれぞれがやっていくためには、事業間の内部補

助の排除とリスク遮断の徹底ということが非常に重要であろうと思います。これ

が基本的視点の３つであります。 

次に組織形態の問題でございます。これは４機能を組織的に結び付けていく場

合には、やはり先ほどの基本的視点の中で、とりわけ３番目の「内部補助の排除

とリスク遮断の徹底」という観点から、４機能をそれぞれ株式会社として独立さ

せるべきであろうと考えております。 

それを前提にした各事業会社のあり方についてだが、窓口ネットワーク会社の

業務としては、まず郵便・貯金・保険の窓口業務を受託するということ。さらに

は地方公共団体の特定事務等の業務を受託するということである。 

さらには民間金融機関からの業務委託のほか、コンビニの小売りサービス等、

地域と密着した幅広い事業分野への進出を可能にするよう、この範囲というもの

を拡大していくということが業務のポイントであります。 

窓口の配置に関しては、住民のアクセスが確保されるようにする旨の努力義務

を課すということが適切であろうと思います。その際、代替的なサービスの利用

可能性を考慮し、過疎地の拠点維持に配慮する一方、人口稠密地域での配置を見

直し、効率化を進めることも肝要であろうと考えております。 

郵政郵便事業会社の業務としては、郵便事業、国内外の物流事業を行う。窓口

業務は当然のことながら４機能に分類した窓口ネットワーク会社に委託するとい

うことであります。 

ユニバーサルサービスに関しては、全国への郵便サービス提供義務を課すこと

とし、その維持に必要な場合、優遇措置を講ずる。 

貯金銀行と保険会社は、銀行法、保険業法で認められる業務を行う。当然のこ

とながら、窓口業務は窓口ネットワークに委託するということが前提になります。

また民間であるため新規契約分からは今まで付いていた政府保証を廃止する。そ

して預金保険機構、生命保険契約者保護機構に加入する。 

民営化前の政府保証が付いた貯金・簡保については、公的な機関が管理すべき

であろうと考えております。これは政府保証が付いておりますから、民間会社が

それを引き継ぐということは適当ではないと考えるわけであります。 

なお、政府保証部分に関する実際の業務は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に

一括して管理するということが必要になってこようかと思います。その一括管理

を委託する際には、当然ガイドラインとして安全資産で行うということが前提で

あり、この既存勘定部分の収益等の分配のあり様については、新会社に対しての

ミルキング機能として保持すると、こういうことであります。 

組織形態の枠組みに関しては、検討を要する点が２つあろうかと思います。 

１つは、地域分割の必要性であります。窓口ネットワーク会社は、地域密着産

業の提供や企業規模の観点から、例えば10程度に分割すべきではないかと考えて
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おります。郵便貯金銀行、あるいは郵便保険会社については、民営化後に新契約

の資金量の動向を踏まえ地域分割するか否かを検討するということでスタートす

べきではないかと。さらには、郵便事業会社については、ユニバーサルサービス

義務を負わせていることに鑑み、地域分割は行わないということであろうと思い

ます。これが地域分割のポイントであります。 

２つ目は、持ち株会社の設立の必要性であります。４つの株式会社を独立させ

た場合、持ち株会社を設置するかよく検討する必要があろうかと思います。少な

くとも国鉄民営化の際には、政府が直轄で設置しなかったという歴史的な事例も

ございます。その辺のところを十分に考慮しながら、その是非について検討すべ

きであろうと思います。仮に持ち株会社を設置した場合、昀終的な民営化時にお

いて、持ち株会社は、郵便貯金銀行と郵便保険会社の株式をすべて売却し、リス

ク遮断をきちんとしておくということが重要であろうと考えます。 

一方、窓口ネットワーク会社と郵便事業会社の株式は100 ％保有するという形

で持ち株会社とリンクする。これがユニバーサルサービス義務等を考えた場合に

適切ではないかと考えます。そしてその際、国は、持ち株会社の発行済み株式総

数の３分の１を超える株式を保有し、ユニバーサルサービスの義務について適切

に行われているのか、あるいは、それに際する公的な措置について考える、こう

いうことであろうと思います。 

準備期間及び移行期間のあり方についてであるが、2007年４月の民営化後、昀

終的な民営化を実現するまでの間を移行期として位置付けるべきであるというこ

とは、これまでの方針どおりだろうと思いますが、移行期は遅くとも2017年３月

末までに終了すべきであり、2007年後の民営化後３年経ったら民営化の進捗状況

をきちんとレビューし、工程管理を徹底する必要性があろうかと考えます。 

また、新会社は移行期当初民間企業と同様の規制、監督下に入り政府保証の廃

止、納税義務、預金保険機構への加入等の義務を負うべきだと考えております。 

経営の自由度については、その移行期のあり様、それから公社の民営化後の能

力のあり様と比較しながら、段階的に拡大すべきであろうと考えております。 

2007年の民営化までの期間は準備期と位置付けるということは申し上げました

が、勘定区分と民営化に向けた準備をできるだけ迅速に進めるべきであり、この

努力を怠ってはならないと考えております。 

雇用のあり様についてであるが、新会社成立と同時に移行する職員については、

国家公務員の身分を離れ新会社の職員となるべきだと考えております。 

昀後に、郵政民営化の基本方針のとりまとめをした後、内閣を挙げて推進体制

を構築する必要性があり、また、民営化の進捗を監視する組織をつくることが必

要であろうと考えております。 

民間４議員がこれまで議論を重ね、概ね意見のまとまりを得ました点について、

私の方から御報告申し上げました。以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、さらに議論を自由にお続

けいただきたいと思います。生田総裁から資料も提出されております。生田総裁
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お願いいたします。 

（生田総裁） 提出しております資料は必ずしも全部読むということではなくて、後

ほど御覧いただいたらありがたいと思います。 

大体今まで２回出していただいたときの論点は全部入っておりまして、民営化

の意義は、公社の立場で言えば、公社で掲げている３つのビジョンがある。 

１つ目は、全国の利用者の立場でよりよいサービスが提供できる。 

２つ目は、３事業挙げて構造改革により黒字化しまして健全な財政基盤をつく

り、国家に役立てる。 

３つ目に、働く職員にとって将来展望があって、働きがいのある公社をつくる

というのを出しています。2007年に改革するのなら、その３つのビジョンが公社

のままでいるよりも、よりよくなるような改革をしてもらいたい、できるように

してもらいたいというビジョンを出しています。さらに、過少資本問題、それか

ら既に国際的に見て一番自由化してしまった郵便部門、なかんずく信書という概

念でやってしまったために非常に市場が今混乱しかかっているというようなとこ

ろで、これ以上、競争力がなくならように国際スタンダードに照らして、産業政

策をもって対応していただきたいというふうな論点や雇用の問題も触れておりま

す。 

その中には新旧勘定問題も触れております。新旧勘定をテクニカルにどうする

かということは、専門家にお任せせざるを得ないわけでありますが、論点といた

しまして、公社の立場といたしましては、ＡＬＭという立場から考えますと、新

旧とは分けられず、ゴーイング・コンサーンという金融業の特性から言いまして、

一括管理運用をすることが不可欠の要件である。 

また、そこから上がってくる利益というものは、そのまま新会社が引き継ぐと

いうことで、今までそれで業が成り立っているわけですから、それはそのまま引

き継いでもらうという２つの要点を出しております。それが満たされる範囲にお

いては、テクニカルなことは専門家にお任せしたいと思っております。 

ただし、諸外国の民営化の場合、それからＪＲのときも、国家保証付きの勘定

は持ったまま全部新会社に移行しておりますから、なぜ郵政だけが形式上割らな

ければならないのかというのが論理的に必ずしもわからないので、余り難しく考

えないで、今までやってきたように、あるいは諸外国がやっているように、そっ

くりそのまま新会社に引き継いだらどうかという点も書いてあります。 

雇用のところでは、これは極めて重要な課題でありまして、慎重な取扱いをい

ただきたい。組合もいろんな面で全面的によく改革を理解して一緒に走ってくれ

ているんですけれども、昀近、新聞によく政府決定というような感じで出るので、

非常に不安を呼んでおり、私自身も大変当惑しております。もう少し慎重に取扱

いいただかないと、非常に労使問題が難しくなる。せっかくうまくいっている労

使問題が難しくなるということを申し上げたいと思います。 

さらに、本間先生がおっしゃったような内容で、２、３点を申し上げたいと思

います。 
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まず、４機能になったときに、郵貯・簡保・郵便、この３つは、やはり何らか

の法的措置によって、ユニバーサルなサービス機能というのを義務付けていただ

く必要があるのだろうと思います。万々一、どうしてもきちんとした法律という

のが難しいにしても、何か法に準ずるような格好で明文化したしっかりした義務

付けが不可欠だろうと思います。詳しくは繰り返しませんが、これは私は何度も

地方回りしております結果としての私自身の体感、実感であります。 

また、郵貯、簡保のユニバーサルサービスは、欧米にはないじゃないかという

議論があると理解しております。これは欧米にはもともとないからであります。

日本にはもともと大正時代からきちんとあったために、そのベースで社会インフ

ラができているわけであります。これは５原則の利便性の原則とか、リソーシズ

資源活用の原則からに照らしても、やはり残さないと、国民の立場にとりまして

大変なダメージであろうと思います。やはり改革するのであれば、利用者が喜ぶ

格好で、少なくとも、被害を被ら受けない格好でやる必要があるというのが１つ

目のリマップであります。 

もう１つは民間が代わり得るじゃないかという御議論があります。これは私は

代わり得ないと思います。過疎地のでは金融機関の74％、生保機関の87％が郵便

局であります。これはそう簡単に代われるものじゃありません。これに農協を加

えてお話になる方もいらっしゃいますが、農協は今どんどん撤退中であります。

昀後まで残っているのが郵便局であります。 

３番目に、携帯やパソコンを利用する、あるいはコンビニに行けばいいじゃな

いかという御議論があります。だけれども、正直申し上げまして、私自身、パソ

コンとか携帯は使いこなせません。多分ここに御出席の方たちも使いこなして銀

行は要らないということにはならないと思うのであります。またコンビニは、ほ

んとの田舎にはありません。やはり今までの郵便局の存在価値というのは大変重

要であろうと思います。 

特に申し上げたいのは、実は私も経営者の一人ですから、経営者が事業を任さ

れるとすれば、単純に考えれば100 ％自由がいいんですよ。郵貯・簡保のみなら

ず、郵便も含めて義務化されるのは、本当は経営者として一番つらいことなんで

す。だけど、政府がミニガバメントになっている、民は民でできるだけ市場原理

になっていくとすると、その中間のやはり社会のセーフティネットとしての公と

いう部分が私は絶対無視すべきじゃないし、できないと思います。もし、郵貯・

簡保に対して単なる努力目標ということで置かれた場合に、経営者の立場として

は、それに気を遣いつつも、昀終的には、やはり資本の論理の使命感と誘惑には

勝てないと思います。その結果として、郵貯・簡保を中心に郵便ネットワークの

一部にほころびが出てきますと、結果としてネットはぼろぼろになるんじゃない

のかという気がいたしますし、また、そういう努力目標と、実際の必要性という

板挟みの状況の中に新しい経営者を置くのは、非常に私は過酷なことであろうと。

私の今の立場できちんと申し上げるべきことは申し上げておきたいというふうに

考えます。 
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その実証例はドイツであります。３万あった郵便局が１万2,000 万まできて、

国民的に非難ごうごうになって、そこで法律で歯止めをかけた。さらに一旦離し

てしまったポスタルトバンクをまた子会社にして、郵便局を使用させたというよ

うなことで、諸外国に例があるわけでありますから、これは生かしていただきた

いと思います。 

それから話を移しまして、窓口機能というものがどうも新聞を見ておりまして、

もう決まったかのように出てきているわけでありますが、私はそういう可能性が

あり得るということは認めます。絶対あり得ないとは申しませんが、よく注意深

くやらないといけないと思うんです。メリットとしては、機能が分化して適度の

緊張感が生まれて合理化が進むだろうという気はいたします。デメリットとしま

しては、銀行、保険、郵便の機能の経営方針、政策、規律、それからコンプライ

アンスというものの一貫性が危なくなる可能性があります。 

さらに、よほど窓口会社に資本の力を背景に強い３事業への影響力を持たして

おかないと、これは対等に置きますと、各事業会社が一部の郵便局は扱わないと

いうことが起こり、再び郵便ネットワークが期待危機に瀕することになり得るか

と思います。そういったことが起こらないような仕組みの制度設計をする必要が

ある。それは例えば持ち株会社にその機能を持たすとか、あるいは割るとしても

社長が兼務するとかというふうなことが必要だろうと思います。これも利便性の

原則とか、リソーシズ資源活用の原則というふうなことをよくお考えの上やって

いただきたい、こういうふうに考えます。 

次に、移行期のことについて話したいと思います。先ほど本間先生から持ち株

会社のお話がありました。あるいは持ち株会社なしに一挙に割るかということも

検討されていたのかなというふうに伺っておりましたが、私は一定期間後に、例

えば持ち株会社が３つ、あるいは４つの機能をぶら下げるということがあり得な

いとは申しません。あるかもわかりません。ただし、それは07年の４月１日から

はとても無理であろうと思います。それは07年の４月１日は、特殊法人という格

好で一つの法人の中でスタートする必要があるだろうと思います。その後少なく

とも５年ぐらいかけて十分準備をしながら、その次の展開がもし本間先生のおっ

しゃったようにあるとしても、それは４、５年間の経験を経てからだろうと思い

ます。 

なぜ無理かという理由を申し上げます。まず初めに、来年の半ばぐらいに法律

が決まるといたしましても、その後もう１年半ぐらいしかないわけです。非常に

短い。その間に持ち株会社方式の新会社としての法的な整備、それから経営的な

内容というものを含めたすべての要件を完備していくということが困難であると

言わざるを得ないと思います。余りにも大きなリスクを犯すべきじゃないと思い

ます。 

それから、07年からの新会社としてのビジネスモデルの策定は極めて重要なこ

となんですが、その策定を可能とする準備は、新経営陣が予定としてでも浮上し

てからじゃないと私はできないと思います。新経営陣が新しいビジネスモデルを

 7




 

 

   

   

   

   

   

   

   

平成 16 年第 18 回 議事録 

考えていくということになるわけだし、その辺では経営判断を十分尊重すべきだ

と思います。その体制ができるのが05年の末から早くても06年の初頭にかけてな

のかなというふうに思いますと、その後１年しかないということであります。 

また、新ビジネスモデルが決まってからシステム設計が始まるんですね。シス

テム設計が始まって、それからシステム開発に入るということになりますと、こ

れはどのぐらいかかるのか。通常の割合やりやすい会社で２年、大体３年は必要

だろうと思います。ちなみに、みずほは２年８か月かけてやってみて、それで失

敗しているわけであります。これだけ大きな事業、それも３つやっているわけで

す。それをきちんと失敗なしにスタートさせようと思えば、相当の期間をかけな

きゃならないと思います。 

その次に準備期間について申し上げたいと思います。準備期間は私ども公社の

立場から言いますと、07年に民営化されるとすれば、それに向けての助走をする

ということを申し上げたところでございまして、例えば、窓口業務が投信のみな

らず、もう少し拡大できるようなことができないのかとか、あるいは投資、国内

外の投資が今も全くできないわけじゃなくて、ちょうど接点上のところは多少し

てもいいことになっていますが、内外の投資というものがもう少し一定の自由度

を与えられるべきであろう。 

それから今、不動産業ができないことになっています。ビルなどを建てると半

分以上郵便で使わなければならない、こういうことになっているので、動きがと

れないんですが、実は東京中央郵便局も駅前、名古屋も駅前、大阪も駅前みたい

なものがあります。 

こういったことにも多少本格的に考えていくとなれば、不動産業というような

ことも一つの対象となるのかなという気がいたします。 

それから郵便事業が苦戦をしております。黒字構造にするのは至難の技であり

ます。だけれども、今チャレンジ中であります。その郵便の分野におきまして、

一種、二種以外、要するに、市場で競争に入っている分野については、もっとき

ちっとした民間並みのリ・デレギュレーションが行われてもいいのではないか、

そんな感じがいたします。 

   07年のどういう組織にすべきかについては、前回と同じような設立委員会も必

要だと思いますが、それと同時に準備経営委員会を始動させる必要があると思い

ます。特殊法人とはいえ、民間会社的に健全な経営をしていこうと思えば、相当

前広に経営委員会的なものを始動していく必要があるだろうと思います。この機

能というものは、現在の私がお預かりさせていただいている公社経営とは分けて

きちっと考えていくべきであろうと、こういうふうに考えます。 

浮上してくる新会社はもちろん努力はすべきだが、努力さえすれば健全で成長

し得るし、発展し得る形でないといけないと思います。そういったことをきちっ

と見分けるために、第三者のプロによるバランスシートＢ／Ｓ及びＰ／Ｌのシミ

ュレーションというものをきちっとやっていただきたいなと思います。 

そういったシミュレーションの中で留意願いたいことは、指定単とか、郵便局
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を始め不動産といった資産は全部、去年の４月で時価に直しちゃったんですね。

だから、今売ったって何の売却利益も出ないんです。だから、移行期間の例えば

５年とか、あるいはそれ以上をかけて健全な事業としての成長を遂げてきて、そ

れで、将来、株式会社を売るときに、損が出るんじゃなくて、利益が出るような

コーポレート・バリューが高まるような、ビジネスモデルが組めるような制度設

計をぜひお願いしたいと思います。 

昀後に、どういう設計をされるにいたしましても、新しい経営者にできるだけ

の自由度、経営判断ができるような仕組みにしていただきたいと思います。その

他、配られている資料で言いたいことがあるんですが、これはまた別途させてい

ただきます。 

（竹中議員） どうも生田総裁ありがとうございました。 

それでは、田中座長お願いします。 

（田中理事長） お手元に１枚紙をお配りさせていただいていますので、これに沿っ

て、民営化の目的に沿った民営化方針というのはどうあるべきかについての私見

を述べたいと思います。 

民営化の目的については、統治の質、これは政府の統治、それから企業統治、

双方を含めてですが、統治の質の改善ということが、本来この民営化の目的なの

だろうと思います。 

その観点から、視点Ⅰでは現在の郵政の形態のどこに問題点があるのかという

ことでございます。 

視点Ⅱでは、今後の郵政民営化に当たってどのような形態を選択すべきなのか

という点です。 

視点Ⅲでは、民営化の実施にどのようなスピード感が必要なのかという点に関

しての検討でございます。 

視点Ⅳでは、過去の政府保証を付したビジネスをどう継承するのか、この連続・

非連続の問題でございます。 

まず、視点Ⅰの現在の形態にどういう問題があるのかということでございます。

第１には我々は高齢化社会にを我々入り込みましたが、高齢化社会ではそんな

にたくさんリスクの許容量があるわけではありません。 

そういう観点からいって、政府保証の傘はすぼめられなければならないという

論点です。高齢者が社会に増える、そうした社会は一度大きなリスクが顕在化し

ますと挽回が効きにくいものでございます。そもそも政府保証の傘が広がってい

るということは、偶発債務の発生に対して極めて弱い体質を我々社会が持ってい

るということであります。郵政の事業形態をこの原則に照らしてみますと、早急

な民営化が不可欠であるということになろうかと思います。 

第２点は、高齢化社会は少ない働き手ゆえに高い付加価値が上げられませんと、

我々の生活水準の低下が懸念される、そういう社会でございます。リスクへの挑

戦を考えてみますと、資本市場が健全でなければ、これは期し難いということに

なります。 
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リスク性の金融資産の配分を考えてみますと、標準尺度とが資本市場において

成立しているかどうかということが極めて重要であります。通常は、これは国債

の流通利回りというものがヤードスティックとして真ん中にあるはずのものでご

ざいますが、この点に関していいますと、資本市場の健全性が実は極めて脆弱だ

ということであります。それが視点Ⅰの「３」に書きました「資本市場の形成を

歪める肥大化した郵貯、簡保のバランスシート」でございます。個人の金融資産

の４分の１、国債保有においても郵貯、簡保で現在４分の１程度でございます。

この脆弱性の窓をどう封じ込めるのかというテーマが資本市場の健全性にとって、

そして我々の社会が高付加価値を実現する社会への道筋を描くに当たって極めて

重要であります。 

なぜ、このようなバランスシートの肥大が郵貯、簡保について起きたのかと考

えますと、政府保証が付されているということであります。この政府保証が明示

的に付されていることの意味は極めて大きいわけです。米国においては暗黙の政

府保証が、例えば、ファニーメイとか、フレディマックについてあるわけです。

が、誰も政府保証が全額についてあると言っていないんですが、ここのフレディ

マックやファニーメイの債務は極めて投資家に選好先行されやすい。したがって、

大変なバランスシートの肥大を生んでいます。我が国においても政府保証を提示

し続けたことが、郵貯、簡保の異常な肥大につながったと考えざるを得ません。

そういう意味では現在の民営化という課題がどこにあるのか極めて重要なテーマ

ではないかと思います。 

視点Ⅰの「５」は、政府関与について「選択と集中」が必要だということであ

る。ユニバーサルサービスについてもこの観点から考えられるべきではないかと

いうふうに思います。高齢化社会に入りまして、厚生労働省の予算が一般歳出に

占める比率が４割から、今後かなり早い時期に５割に近づくのではないかという

ふうに考えられております。年金、医療、介護等の費用、もちろん、ここには合

理化の余地があることは当然でございますが、しかし、こうした分野が肥大化す

ることは高齢化時代では避けられない。政府関与について相当の絞り込みが必要

になる。もし代替的手段があれば、それは政府関与とはしない。あるいは他にふ

さわしい手段が考えられるのであれば、政府保証あるいは政府の業務としては撤

収するということであります。 

我々が考えなければならないテーマが例えあるとしても、その場合には代替手

段があるやなしや、安上がりな手段が他にあるやなしやは常に検討されるべきで

あります。私はユニバーサルサービスについて拡大的な解釈を行うことは決して

21世紀の日本にとってプラスではないというふうに考えております。 

続いて視点Ⅱについて。統治の質を改善するという民営化の目的に照らしてみ

て、どのような形態を考えるべきかということであります。 

郵貯は銀行業務にこれからなっていくわけですから、システミックリスクが顕

在化し、これによって日本の金融システム全体が大きく動揺するということを避

けなければならないということであります。そういう意味ではこの郵貯の業務を
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考えたときに、この郵貯の業務に他の要因からリスクが及ぶことはどうしても遮

断しておく必要があるということだと思います。 

第２に、そういう意味では持ち株会社方式によるリスク遮断は万全ではないと

思われます。事業持ち株会社はもちろんでありますが、純粋持ち株会社について

も金融業務をどうぶら下げるかということについては相当慎重な判断が要ります

し、純粋持ち株会社の下において、兄弟会社で事業会社と金融会社がぶら下げら

れているケースにおいても、リスクの遮断は完全だとは言い切れない問題があり

ます。 

例えば、郵便会社と郵貯会社が純粋持ち株会社のもとに兄弟で並んでいるとい

たします。郵便会社においてもいろんな事業をやられるわけですから、思惑外れ

ということは当然あるわけでありますが、郵便会社に負担のおそれが出た場合、

預入者、預金を置いている人たちがそのことによって動揺する可能性があります。

もちろん倒産確率についてはアナリストや格付け会社のエコノミストがやること

でございますが、彼らの評価は、兄弟会社にも依存する。 

もしそういうことになれば、預金の一度引き出しに相当することが起きる。金

融仲介機能の遮断というおそれが持ち株会社方式をとっていても起きる可能性は

あると思われます。そういう意味では、持ち株会社方式では統治の質の充足とい

う前提は満たされないのではないか。もし、ここで純粋持ち株会社の下に事業会

社と銀行とが並んでぶら下がっていると考えますと、金融庁はその監督権限を通

じて、この事業全体の健全性について、相当の注意深い監視、監督を行わざるを

得ないと思われます。株主の監視のみに頼れないという問題が出てくると思われ

ます。 

３事業分離をした場合には、例えば、郵便会社が意欲的に国際物流業務に乗り

出したり、あるいはネットワーク関連の仕事を増やした場合においても、それは

それとして完全に分断されておりますので、郵貯会社に影響は及ぼしません。そ

ういう意味においては、例えば郵便会社が意欲的な投資を株主に対して説得でき

るという前提においてでございますが、むしろ３事業分離の方が、経営の自由度

は高まるはずでございます。そういう意味からいけば、持ち株会社によるよりも、

３事業分離においた方がそれぞれの事業の独自性が発揮できる。株主監視のみに

依存した事業展開が可能になるというふうに思います。 

３事業それぞれに分離したのでは郵便局の看板価値が維持できないのではない

かという御意見があるわけですが、これについては郵便局ネットワークの維持は

何も持ち株会社でなくても可能であって、看板価値としての郵便局ネットワーク

の中に、個々の事業会社が賃貸契約等々によって郵便局の看板価値を使いながら

事業を展開することは可能だと考えます。 

視点Ⅲについて。民営化のスケジュールといいますか、時間軸をどういう形で

考えるのかというテーマでございます。 

第１に指摘しなければならないのは、コンビニ、宅配便、または民間銀行の小

口金融について、ネットワークの組成が急進しているという点でございます。こ
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うした状態において、もし時間をかけて、例えば10年とかそういう時間をかける

と、急速な赤字化、ネットワークの陳腐化が進むということを覚悟せざるを得ま

せん。 

こうした観点からいますと、できるだけ早くその準備を整えた方がいいという

ことになろうかと思います。 

民営化法案が審議される国会において、郵政公社法の改正案もまた同時に議論

される。こうした一括法としての扱いが重要なのではないかというふうに思いま

す。早急な事業改革を実現するために、一括法として民営化法と改正郵政公社法

とが同時に審議されることが望ましいのではないかと思います。 

改正公社法の内容についてはいろいろ考えられますが、例えば、非公務員型に

移行するということが当然考えられます。国立大学、国立研究機関においてさえ

非公務員型になっていることを考えますと、現業で独立採算をとっておられる郵

政公社において、非公務員型が決して理に合わない話ではない。むしろ、理に合

った話のはずでございます。また、ネットワークビジネスに新たなものが起用さ

れねばなりませんし、金融商品の取扱いについても自由度が高まるべきでありま

しょう。 

他方、政府保証を部分的に外すことや低率の固定資産税等の賦課についても、

郵政３事業のそれぞれの末端において経営感覚を磨いていただくために、公社法

の改正の中に盛り込まれてしかるべきではないかと思います。 

第３に、もし民営化のテンポが遅れるということになりますと、事業基盤は損

なわれるわけであります。経営的に意味のある占有率がとれない状況のもとで民

営化をしたとしても、事業基盤を回復することは大変困難であります。既に申し

上げましたように、コンビニ、宅配便、民間銀行の小口金融が一挙に全面展開、

経営資源の選択と集中を通じて一挙に展開しようとしている中において、個々の

事業分野において微々たる占有率にまで追い込まれるということになりますと、

その後の民営化に大きな問題を投げかけるのではないかというふうに思います。 

第４に、個々の家計による意思決定を通じて新たな投資時代、貯蓄から投資へ

の基盤がつくり上げられなければなりませんが、生田総裁が前から御主張になっ

ている投資信託の販売業務の自由化等も官業の肥大化でなければ望ましい。要す

るに一括法ならば両方一緒に通るわけですから、官業の肥大ではない業務改革、

新規の業務の開始が日本の国民に大変歓迎されて開始できるということではない

かと思います。 

第５に、こうした機動的な経営の選択ができるという状況は、国民がもつ郵政

事業の効率化・機能化を図ってほしいという思いとちょうど合致するのではない

かというふうに思います。今まで負債を通じてファイナンスするということによ

ってリスクが金融機関に集中しました。これを回避するためには有価証券投資を

通じてリスクの分配を行うことが極めて重要でありまして、社会全体の統治の資

質の向上はここにかかっているわけですが、生田総裁がまさに述べてこられまし

た仕組みが実現するためには、こうした一括法として民営化法と改正郵政公社法
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とが表裏の関係で審議されることが望ましいのではないかと思います。 

視点Ⅳについて。過去の政府保証が付されたものを、どのように新しい民営化

時代に継受するのか、またどこで過去の政府保証を断絶させるのかというテーマ

でございます。 

第１は、政府保証の傘をすぼめることの緊急度の上昇であります。日本経済の

景気回復に伴い、長期金利が上昇するという意味での正常化が今起きようしてお

ります。いるわけですが、これが例えば、国債流通利回りの無用な高騰を避ける

ことは必要である。我が国がこれまで政府保証として提示してきたものの傘を早

急にすぼめる。このことの緊急性は極めて高いわけであります。 

もちろん、財政赤字を圧縮するための手段がとられることは当然でありますが、

そうした諸手段を通じて、長期金利が無用に急騰するという状況を避けねばなら

ないわけです。 

そういう意味では、政府保証の傘の問題を正面から議論する上で、郵政３事業

の問題は極めて象徴的な意味を持つと思います。 

第２はビジネスモデルの確立についてである。生田総裁からのお話もございま

した。政府保証が付いている以上、ビジネスモデルということはあり得ないと私

は思います。先ほどファニーメイ、フレディマックのような政府支援企業が肥大

するという問題を掲げましたけれども、暗黙の政府保証でも制御が効かないほど

肥大化するというのが、この政府保証というものについて回る問題でございまし

て、ビジネスモデルの確立は政府保証を外した上で、すべて外した上で議論され

るべきことだというふうに思います。こうした観点から申し上げますと、第３の

旧契約の定額貯金と簡保については、その資産の運用に当たっては、資産の健全

性を維持するための具体的な基準が設けられてしかるべきだろうというふうに思

います。 

第４には、肥大化したバランスシートの圧縮の問題であります。本来、バラン

スシートの圧縮を実施して経営資源の集中化を行った企業からすれば、肥大化し

たバランスシートに依存した経営というのは、他の経営手段が制限されている場

合であります。郵政について言うと、民営化の実績をつくり上げる中で、制約の

ついた経営資源の利用から開放されるわけですから、このバランスシートの圧縮

という事実と、経営上、新たな手段を手にすることとの間に対応関係があれば、

この問題は対処可能だろうと思います。 

第５に記してあるイコールフッティングの実現があれば、我々の統治の質は飛

躍的に上昇するわけでございまして、そうした競争を通じての成果への期待は、

このイコールフッティング、政府保証を外すことを通じて実現するのではないか

と思います。 

ありがとうございました。 

（竹中議員） 反論等あると思いますが、一通り話をしていただいて、それで論点を

絞っていきたいと思います。麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） 私の方からは昀初に申し上げておかなければいけないのは、基本的に
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はこの会社は新会社として別会社になるわけですから、新しい民間会社になった

会社の経営が黒字になるか赤字になるかが昀大の焦点です。 

私は何回もここで申し上げましたが、民営化したら必ず黒字にならなければ意

味がないと、私は基本的にそう思います。これは元経営者としての資質を問われ

る。何でこんなことをやったんだと後世に名を汚すようなことだけは断固したく

なので、それだけはあらかじめお断りしておきます。民営化をやる前提で、まず

昀初にそれだけは一番大前提だと思っております。 

次に、これは論点整理のときに５原則というのがあったと記憶しますので、よ

く御記憶のところだと思いますが、すべての国民が利用可能な状態を維持しつつ、

民営化後も引き続き郵貯、簡保それぞれのサービス提供の窓口としての役目を果

たすべきということが基本的に書かれておる点をぜひ御記憶をいただきたいと思

います。 

次に、ユニバーサルサービスの話はこの前のときも出ましたけれども、郵便局

において窓口業務をやれば、郵貯、簡保も全部維持されるはずだという御意見も

あろうと思いますが、先ほど生田総裁のお話にもありましたように、経営的感覚

から言ったら集配局の4,800 だけ維持してあとは全部やめちゃうというのが昀も

手っとり早く黒字になり得る可能性だというと、残りの１万9,000 のうち無集配

のところを切り捨てるということはサービスを著しく下げるということになろう

かと思うし、それは大変なことになると思う。 

少なくとも、このユニバーサルサービスは郵貯、簡保においても、法的義務付

け、明文化等々が必ず必要だと思っております。 

次に、2007年が決まっているわけですから、日数が限られている中で円滑に民

営化を行うということは、利用者に不便を来さないというのが大前提だと思いま

すので、これは十分な論議をしていただかなければいけない。分離する前の一括

した社内カンパニー等々やり方はいろいろあろうかと思いますので、そういった

ことも考えるべきだと思っております。 

私どもはそういった意味で、今回、この会社を窓口を含めて４事業に分けたと

きに、持ち株会社というような親会社の必要性につきましては、私は基本的に会

社を経営する立場から言えば、それぞれの会社の業務の内容は違うわけですが、

その会社の店舗戦略をどうするかというのは、その会社にとっては死活問題です。

その店舗戦略の決定権はどこか別のところがやれるというのはとてもできないの

であって、基本的に持ち株会社は本部としての機能をそこに持たせるという意味

におきましても、４つの会社が仮に分離したとしても、基本的にそういった店舗

戦略を他の会社に委ねるなんていうことは考えられませんので、そういった意味

ではこれは大事なことだと思います。また、窓口の職員にとりましても、よほど

のインセンティブを与えておく必要があろうかと思いますので、これは大事なと

ころだと思っております。 

窓口会社に業務を委託するという話になっていますが、その委託を受けるか受

けないかは、その会社の自由度を与えておかない限りは成り立たないと私は思い

 14




 

 

   

  

   

   

   

平成 16 年第 18 回 議事録 

ますので、断る部門が出てくることもあろうかと思います。窓口サービス分野と

して、私はその可能性はなきにしもあらずだと思いますが、小さな商売をやって

儲かるのか。ドイツでもほとんど売り上げが上がってはいませんし、私はそうい

った意味では、甚だこの点は大事な問題なんだと思っております。 

民営化後の会社につきましては、昀初に申し上げましたように、これは税金等

が払えるような儲かる会社にすることを目指すべきなんだと思いますが、その際

には、業務とか出資の範囲とか限度額等々、経営の自由度は当然のこととして、

負担とか制限とかというのと、コインの裏表であるというのは当然のことだと思

っておりますので、私どもは、そういった意味でこういった会社が黒字になった

ら、その会社はいい会社として、その会社の株が上場、売買できるような形にし

ておくという点が常に考えておかねばならない問題だと思っております。 

移行期につきましても、いろいろ御意見が歩いておりましたけれども、昀初から

2007年はすぐスタートできるような助走期間は必要だと何回も申し上げたとおり

です。 

また、少なくとも私ども今伺った中で、昀近、特に甚だしく不満に思っていま

すのは、新聞にやたら話が漏れることであります。これは意図的に漏らしておら

れるのか、管理が甘いのか、私は甚だこの点が問題なんだと思っているんですが、

「民営化された後は職員の身分等々につきましては」といってえらく簡単に書か

れて、新聞が勝手に走っているんですが、組合対策はやっていただけるんですか

ね、内閣府で。28万人相手にどうやってやられるんです？ 国家公務員地位保全

の訴えというのをやられたときには、これは組合相手にすべて止まりますよ。そ

ういったことも考えると、よほど慎重にやっていただかなければいけないところ

なんだと私どもはそう思いますので、この種の話が安易にもれめるのは極めて問

題だと私どもは思っております。その点もぜひ、職員を仮に民間会社の普通の職

員にするという、これが仮に一般的な流れであるとしても、私はそれは流れとし

てはよくわかるところだと思いますが、余り安易にこの種の話をぼんぼん外に出

するのは問題。もうちょっと事は慎重に運んでいただきたいと、そう思っており

ます。 

また、新勘定、旧勘定という話が出てくるんだと思いますが、これは一体で運

用することが肝心だという、これ以外考えられぬと思いますので、そういった意

味では、新勘定だけで郵便局のネットワークを維持するというのはとてもじゃな

いと思いますし、旧勘定というものも、これは新規の資金新勘定が入ってこない

となると、当然、流動性が不足するはずですから、これは売却して払戻しに対応

し運営費を出さなければいけないということになりかねないと思いますので、そ

ういったものは極めて危険なんだと思っております。 

政府保証のところなんかも、全部保証がなくなっていくわけですけれども、そ

ういったものも含めまして、新勘定、旧勘定ともに新会社が持つという点につき

ましては、基本的に私どもも先ほどの生田総裁の話と同じところだと思っており

ます。基本的には、この会社が自立していくようにしなければいけないというの
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を問題点としているのであって、その点を私どもとしてぜひ申し上げておきたい

と思っております。 

あと、この郵政民営化準備室の出されております資料の３ページ目に書いてあ

る「有識者会議宇田メンバー試算」、これは何ですか。9,000 億円の利益が出る

と、利益改善効果、内容を教えてください。どうしたら9,000 億が出るんだか。

その内容も言わないで準備室で勝手にこんな話が外に飛び回るなんていうのは、

私は理解に苦しむ。総裁としてもこれは言いたいことが、この人の言うとおりに

やってニュージーランドがどうなったか忘れないでください。ニュージーランド

どうなりました？ ニュージーランドは結果的におかしくなっちゃったんじゃな

いんですか、違いますかね。こういうのが公式な資料として外に出されて、いか

にも儲かるかのごとく、新聞にも出ていましたから、多分その新聞の資料そのま

ま移されたわけでもないんでしょうから、こういった意味では内容をぜひ聞かせ

ていただきたいと、質問としてはそれを昀初に申し上げたいと存じます。 

（生田総裁） 今の点、後ほど言わせていただきます。 

（竹中議員） じゃ後で、それで準備室の方で答えてもらいましょう。 

（生田総裁） 私からちょっと言わせていただきます。 

（竹中議員） それでは後で今の議論はまたするとしまして、ほかの方どうぞ。御発

言がもしありましたらしていただきたいと思います。谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 政府保証について、新勘定、旧勘定ということがございますけれども、

要するに政府保証が実際に現実化して保証しなければならぬというのは困ります

から、やはり旧勘定は旧勘定できちんと管理をするという仕組みをつくらなけれ

ばいけないと思いますが、仮にその新旧勘定が分離できないということになると、

やっぱり全体をそういう仕組み、公の検査監督か、あるいはもっと別な仕組みが

あるのかもしれませんが、その辺を内部にインプットしていただきたい。政府保

証が実際実行されなければならないというようなことはぜひ防ぎたいと、こうい

うことであります。 

それからユニバーサルサービスについては、前回以来、非常に熾烈な議論があ

るところで、どのぐらいのユニバーサルサービスをやるのかということによって

もうんと違ってまいりますけれども、ユニバーサルサービスを義務付けるから税

金を入れるのが当然であるというような議論は、私はこれは困るということをも

う一回申し上げたいと思います。今まで現に３つユニバーサルサービスをやって、

お金は入れないでやっているわけですから、ユニバーサルサービスをやったらお

金を入れろという議論は本末転倒で、まずはそれをしなくていい制度設計という

ものを考えるべきではないかということを改めて申し上げたいと思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 生田総裁、それから麻生大臣がおっしゃったことについて幾つかコメ

ントをさせていただきたい。第１番目はユニバーサルサービスですが、我々の考

え方は、既にもう本間先生が言われたとおりなんですが、要するに郵便について

は、ＵＰＵとの関係もあるし、これはユニバーサルサービスというのを認めるべ
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きだと、こういうことですね。しかし、郵貯・簡保については、これはユニバー

サルサービスというのは今までもないという我々の理解なんですが、認めるべき

ではないと。金融については、基本は民間の金融機関が十分に発達している、こ

ういうことです。先ほど総裁が外国にはもともとなかったとおっしゃったので、

私は少しどういうことかなと思って伺っていた。ひょっとすると簡保の方なんで

しょうか。郵貯は…。 

（生田総裁） あるところもありますね。非常に小規模だから、日本と大分違います。 

（吉川議員） 郵貯は多くの国で過去にはあった国が、例えば、アメリカにしてもイ

ギリスにしても昔はあって、今はなくなっているわけですね。いずれにしても、

現在は多くの国でないということです。 

それで総裁は、郵貯・簡保については地域・地方の住民の方々から非常に要望

が強いとおっしゃる。これはたしか先ほどの御発言では「体感」というような言

葉を使われたかと思うんですが、私も総裁がへき地に自らやなんかに総裁として

行かれて、地域の方々の意見を直接聴かれるということに対しては心からの敬意

を表したいと思うのですが、ただ、それとこれとは別だという感じが率直に言っ

て思います。つまり、これは道路とか年金の給付でも全部同じだが、年金の給付

であればもらう人は多ければ多いほどいいと言う。それから、道路でも、地方に

行けば、多くの地域で道路をつくってほしいという草の根の声というのがある。 

目の前にある便益を見れば、それは当然その人たちは必要なのでほしいという

ことになるわけです。問題は、常にコストと負担があるわけですね。どういう問

題についても。この金融の問題については、その問題点というのが必ずしも見え

にくいところがあるわけですが、その問題点については、私は先ほど田中理事長

が既に十分説明されたと思います。 

今後、高齢化社会を迎えるに当たって、一言で言えば日本の経済・社会という

のは、リスクをきちんと管理して、貯蓄を投資に回すというところで賢明なデシ

ジョンをしなければいけない、そのことが大変重要だということをおっしゃった

と思うのです。 

繰り返しですが、目の前にある便益ということだけで、ユニバーサルサービス

が必要だとおっしゃるのはやはり問題であって、ぜひとも総裁としてもう１つ大

きい立場でといいますか、そのコスト負担の方も考えて、日本の経済・社会に、

将来もたらす負担という観点から、やはり郵貯と簡保については、もはやユニバ

ーサルサービスみたいなものを課すべきではないかというふうに考えていただけ

ればと思います。 

それからもう１つ大きな問題としては、2007年４月からどうするかという問題

であって、これについて総裁はどちらかと言えば準備期間が長く要るというお話

だったと思う。しかし、政府としては、やはり2005年、2006年を構造改革の重点

強化期間というふうに位置付けているわけですから、この２年間終わったところ

で、実体としては特殊会社で今の公社とほとんど変わらないということでは大変

問題である。実務的な面からもシステム設計に時間がかかるというようなことを
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おっしゃったんですが、これも我々としても各方面から話を聞き、いろいろ勉強

しているんですが、分割の場合の現代のシステム、果たして３年も４年もかかる

のか、我々としては疑問だという考えを持っております。 

それから、窓口ネットワークとの関係ですが、先ほどから郵便とは必ずしも切

り離せないということですが、これには２つ問題がある。麻生大臣が御指摘にな

ったときには、どちらかというと、へき地の方の問題を念頭コメントに置かれて

いろいろネットワークが切れるというようなことを言われたと思うんですが、一

方将来のビジネスモデルとの関連では、今多くの人が指摘していることは、私の

理解では、窓口ネットワークの昀適配置と郵便の集配のネットワークが必ずしも

一致しないというのは、主として都市部の話なのではないか、というふうに理解

しております。先ほど総裁も不動産業というのを一つの可能性として挙げられた

と思うんですが、そうしたことも含めてやはり都市部を中心して、いわゆるネッ

トワーク事業と郵便事業を分けることには合理性ありというのが我々の理解であ

って、その意味でも、やはり４事業、４つの並列方式の分割というのが我々とし

ては正しいと考えています。 

以上です。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） この席で郵政公社の民営化は是か非かという議論をすると、もう答え

は出ないと思うんですね。事実、小泉政権が登場するまでに、この諮問会議は構

造改革か、景気対策かという議論を４か月やって全然答えなく進んで、小泉政権

になって「改革なくして成長なし」という線が出たから改革は具体的に進み始め

たわけです。今回も我々は、我々の中でも郵政公社を民営化することについて一

長一短があることは、功罪があることはよくわかっているんですが、しかし、総

理の責任において、2007年の４月に民営化するんだと、その責任は総理の責任に

おいておやりになるという前提において、それを実現するためのベストの方法は

何かという議論でなければ議論は進まないと思うんです。ともすれば、各省から

の資料の中には、民営化に反対だという前提をにおわした資料がいっぱい出てく

るわけですから、それは却下するしか仕方がないだろう。気持ちは皆わかるんで

すけれども、この会議は、総理の諮問機関として、総理が2007年の４月からやる

んだという前提で、昀もいい方法は何かということを議論することに徹しなけれ

ば会議は進まないのではないかという、そこを一つ整理する必要がある。 

（麻生議員） 反論全くありません。 

（牛尾議員） そういう点で申しますと、まず４つの機能に分けて、しかも田中さん

がおっしゃるように、表看板は、郵便局ネットワークというものでどう活発な経

済活性化をするか。残りの３つは、郵便、郵貯、簡易保険という機能はそれぞれ

でリスクを遮断して、しかもこれも田中さんの書いていらっしゃる統治の質の改

善の中で郵政の形態を変えることによって日本を高付加価値社会にしようという

ことからいけば、40万人の労働力と、350 兆円の資金というものをどう有効に活

性化するかということを挙げなければ、これからの日本は生きていけないわけで
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す。その一環としてこれをやっているんだということを考えなければならないだ

ろうと。そういう逆に原点から戻ってきて議論をした方が建設的ではないかとい

う私は気がします。 

もう１つは状況判断として、前回も申しましたように、やはり経営というのは、

ダイナミックにとらえないと成功しない。単なるスタティック（静的）な道具で

成功するかしないかというのはわからないのであります。そういう意味では、今、

御批判がありましたが、準備室の書類の中で１ページ、２ページに書いてことは

全く正しいと思います。要するにビジネスモデルとか、民営化のインパクトとい

うものはこういうところにありますよということは非常に正しい。３ページは、

僕は話を聞いてみないから何とも言いようがありませんが、１ページ、２ページ

に書いてある僕の言うダイナミックな経営を実現するということは、ここに書い

てあるような戦略の自由度、経営の規律、そして健全な市場の担保、そういうこ

とをずっとやっていくことは非常に大事だということを中心にこれからの経営形

態を考えていく必要があるのだろうと思います。 

それからもう１つの状況判断は、これも非常に田中さんと僕は近いんですけれ

ども、やはり、ネットワークというものがＩＴとともに大きくマーケットに影響

力を持つというのが２、３年前から登場してきている。これはこの４、５年にや

ってしまわないと間に合わないですね。悠長にやっていたら完全にマイノリティ

ーになってしまう。そういう意味では2007年というのはぎりぎりの選択でありま

す。いろんな問題があるでしょうが、窓口ネットワーク株式会社の準備室は、現

段階で法律が通った後、来年の10月、これだけ先に発足して、相当議論をしない

といけないし、実行しないと間に合いませんから、そういう点では民営化法と改

正郵政公社法というものも若干考えて、発足する前にやるべきことがやれるよう

にしておくことが非常に大事だろうと思いますし、事実、金融も、保険も世界的

な物流を含めた郵便の世界もかなりドッグイヤーに近い早い展開で動いている分

野ですから、余りゆっくりやるわけにはいかない。経営判断としては、やや拙速

というわけにはいかないけれども、かなりスピーディーに事を運び、やっぱり2010

年ぐらいまでは相当な目途が立った存在にならないとだめだろうと。 

しかし長期的には、この４つの分野というのは、昀終的には民有民営でなけれ

ばならない。出発点は国有民営でスタートとして、その民営というものを初めか

ら100 ％発揮できるような体制をつくる。しかし、金融関係の利害者に関しては、

できるだけ早く民有民営にならないと、国有会社が政府保証しないからといって、

過半数、政府が持っている金融会社の商品が庶民から見れば政府保証に近い存在

になることは事実であります。やはり早ければ３年、遅くとも５年以内に完全に

民有になって民営にしないとイコールフッティングにはならないと私は思います。

持ち株会社もいろんな定義があるんですが、昀近の金融業界なんかの言う持ち

株会社というのは、合併をする前の前提でホールディング会社をつくっているだ

けのことですから、そういう印象でスタートするのは、持ち株会社は全くリスク

の回避にはならない。だから、そういう意味では、ＪＲ方式である直轄所有とい
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うことの方が現実的ではないだろうという気がします。 

それともう１つは、経営の質の改善で、前回の予算のときも申しましたけれど

も、やはり政治の統治の質というのは、これを大胆に変えないといけない。予算

でも前年に対して非常に小さいことしかできないというのは間違いであって、こ

の郵政の民営化というのは相当大胆な意思決定でありますから、やはりユニバー

サルサービスを否定するものではありませんが、極めてお金のかからない限定さ

れたものにするべきだし、長期的には政府がこういうものに全然かかわらない方

がいい。そして小さな政府であらゆる変動を分散された個人の経営責任に負わせ

ていくという流れの中で、こういうことが決まっていくのだという一つの時代の

認識を共通にする必要があるのではないかというふうに思っております。 

以上です。 

（竹中議員） 福井総裁どうぞ。 

（福井議員） ３点ほど簡潔に申し上げたいと思います。 

第１点は、経営の自由度ということとユニバーサルサービスとの関係でござい

ます。 

私は郵政民営化なかんずく郵便貯金と保険の民営化というのは、国民経済的に

見て、将来はダイナミックスを確立していく非常に重要な課題だと思う。つまり、

国全体として資金の流れを大きく変えると。よりダイナミックに資源の再配分機

能を我々は持とうというところに目的があるわけですので、そういう観点から私

は新しい郵政、特に郵便貯金と保険の事業がかなり大幅な経営の自由度、あるい

は全面的な経営の自由度を持つというのはフルサポートしたいと、こういうふう

に思うのでございます。 

一方で、ユニバーサルサービスについてだが、新しい郵政に、新しい形のサー

ビスを列島の隅々まで届ける意欲を持って行動してもらうとしても、そこをユニ

バーサルサービスというルートに乗せなければ、それが本当に実現できないのか

という点に私は疑問を持っております。やはり民間社会全体として、企業の社会

的責任という領域をどんどん広めつつある。しかも、競い合ってそれを広めつつ

あるということですから、民営化後の郵政の経営者が、むしろ今までの住民サー

ビスの経験も生かしつつ、社会的責任をフルに発揮していくリーダーとして歩ん

でいく道はないのかなという気がするぐらいでございます。 

なぜユニバーサルサービスという概念を入れることの矛盾を私が感じるかとい

うと、それは経営の自由度ということと両立しない面がやっぱりあるんじゃない

かということでございます。ユニバーサルサービスというのは、昀終的には法律

によって国が保障するものですから、通常の民間金融機関が銀行法等に則って行

政的なコントロールを受ける以上の様々な角度からのコントロールを受けるとい

うことにならざるを得ないと、こういうふうに私は思います。ユニバーサルサー

ビスを義務付けることは、昀終的に政府の負担になるかもしれないという問題が

いつもあるわけですが、そうである以上、当然そういうコントロールが必要とな

るということだと思いますし、それだけではなくて、やっぱり、そういうふうに
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昀終的に政府が何らかの形で責任を負い、あるいは負担を負ってでも、ユニバー

サルサービスを貫徹してもらおうということになりますと、国民が新しい民営化

された郵便貯金を見たときに、いわゆるデファクトな政府保証があるんだという

感覚をどうしも引きずるのではないか。そうすると、肝心要の市場原理を十分生

かした新しい資金再配分機能を担うという郵政の姿の輪郭がぼやける。そうなっ

てまいりますと、大目的である資源の再配分機能ということに直結しないおそれ

が出てまいります。そうなると新たに預入限度というものを厳しくしてでも、サ

イズの圧縮を図らなきゃいけないかもしれないとか、あるいは場合によっては業

務の制限等を加えなければいけないというような、旧来からあるような議論に立

ち戻るリスクがあると思います。 

全銀協が今の段階から預入限度の圧縮を図れとか、貸し出し業務について制限

を設けろとかという要望を入れておられるようですけれども、多分そういう懸念

もどこかにあってということではないかという気がしておりまして、ユニバーサ

ルサービスと経営の自由というのはどこかで両立しない面があるのではないか、

ここを非常に心配しています。これが第１点でございます。 

もう１つは、組織形態といわゆるリスク遮断の問題で、組織形態そのものは、

私は本来的には新しい経営者が自由に編成すればいいと、本来はそういうものだ

というふうに思っています。しかしリスク遮断の問題を考えました場合には、経

営形態について、しっかりとしたかんぬきが入っていなきゃいけない。この点に

つきましては、一番理想的なのは、民間議員もおっしゃいましたとおり、４事業

がそれぞれ独立しているというのがいいと思うんですけれども、途中の過程で持

ち株会社形式というふうなことがとられるとすれば、やはり２つ条件があり得る

だろうと。１つは、持ち株会社は事業を営まない純粋持ち株会社であるべきだと

いうこと。２つ目は、仮にそういう形態をとっても、移行期間の昀終段階では、

少なくとも郵貯と簡保は独立の会社として市場に放出するという姿を明確に昀初

からビジョンとして持っているということが必要ではないか。これが２番目の論

点でございます。 

３つ目は、先ほど生田総裁のお話では、準備期間が非常に短いので、いろいろ

な準備が間に合わないかもしれないと。したがって、移行期間に入ってしばらく

経過的なプロセスを進めたいという話がありましたけれども、何を準備期間でこ

なすかというのは非常に大事な問題で、民営化の柱になるようなことを移行準備

期間中にこなすということになっていきますと、いつ潮の流れが変わるリスクが

あるんじゃないかというふうな心配もいたします。したがいまして、昀低限、昀

初の出発点に何と何と何は整えて出発しなければいけないかということはみんな

で確認をして、それが本当に2007年までの準備期間に物理的に間に合わないかど

うかという詰めを行う。もし本当に物理的に間に合わないのであれば、移行期間

に入るというのではなくて、準備期間をさらに若干延ばしてでも、それが物理的

に証明できることであれば、余り政治的なリスクがないんじゃないかというふう

に思いますが、むしろ、そういった検討が必要で、移行期間の概念を曖昧にしな
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い方がいいではないかということでございます。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） ２つ申し上げたいと思いますけれども、昀初の組織論とリスク遮断の

問題ですけれども、リスク遮断の問題というのは、これは我々民間企業で考えて

みますと、正直言ってどうでも融通がきく話であり、組織をつくったからといっ

て、リスクは完全に遮断できると、そういうふうに考えるのは、ちょっと私は楽

観的じゃないかと思います。しかし、外部から見てやっぱりリスクは遮断されて

いるなと、そういうふうに見られるのであれば、純粋持ち株会社の下に４つの部

門をぶら下げる形がある。この形が一番組織としてはリスク遮断をしているなと、

そういうふうに見えるんだと思います。昀終的な段階としてそういう形があり得

るんじゃないかと。それが１つです。 

それからもう１つ、これは今、総務大臣からもお話がございましたが、私も正

直言って9,000 億円とか7,000 億円の数字がぱっと出てきているわけですけれど

も、もちろん、それはそれなりにいろんな前提を付けられてやられたと思うんで

すが、私ども民間の会社のプロジェクトをやるときに、数字なしでこういうもの

を検討するということはないわけですね。この資料を見ると、詳細な数字が出て

いないので、私は9,000 億円とか7,000億円とかそういう数字について、もうちょ

っと立ち入って、特に各年、あるいは２年ごと、３年ごとに会社がどういうふう

な数字で動いていくのか、それが組織論と絡んでどういうふうになっていくのか、

これが見えるようなものをできれば出していただきたいと。それが我々にないも

のですから、一番そこが不安な問題で、幾ら組織論を打っても、できないものは

仕方がないじゃないかと、そういうことになると思います。 

（竹中議員） それでは生田総裁。 

（生田総裁） 私がすべてをコメントする立場ではほんとはないので、参考人の立場

ですから僣越なんてですが、かといって、全部を言いますとものすごく時間がか

かるので、ポイントのものだけ簡単にいきます。 

本間先生のおっしゃった中で共感する面もあることはあるんですが、これはや

はりお考え直しいただかないと困るなと思ったのは、組織の枠組みのところで「地

方分割」という言葉をお使いになったんですが、私は、窓口を分割する意味はほ

とんどない、弊害の方が多いと思います。やはりネットワークというのは広がり

があって、それを一つで有機的に使うからネットワークの効果が出てくるので、

それを割ってしまったら非常に機能は低下するし、マネジメントコストはかかる

し、ただ、見せかけのパフォーマンスだけになってしまうだろう。これは一本が

いいと思います。それから、郵貯、簡保は民営化後に地域分割を考えると、こう

いう御意見だったと思うんですが、生命保険で地方に割っているところはないと

思います。これは全部日本列島ネットワークでもって一つの生保業が成り立って

いるという民間での知恵を生かせば、何も郵政事業だからといって、できるだけ

みんな割ってという御発想はおとりいただかない方がいいんじゃないのかなと。

銀行のところも、もしやるとすれば将来の道州制導入等の地方改革との連動とい
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うのはあるのかもわかりませんが、スタートする前からすべてを決めてしまって

がんじがらめでやるのではなくて、そういう問題が将来の検討の項目としてある

ということの指摘は、これは必要に応じてあることは差し支えないと思いますけ

れども、決めるんじゃなくて、それは将来の経営判断に委ねるべきであろうとい

うふうに思います。 

それから、同じく本間先生のおっしゃった中で納税義務と費用の方はきちんと

払えと。ビジネスモデルの方は能力に応じて少しずつ開放してとおっしゃったん

ですが、これはコインの両面が非常にアンイコールなので、もし税金と費用の方

を民間と同じようにイコールで払うのであれば、ビジネスモデルは能力を見てぽ

ちぽち開放してやるということじゃなくて、民間と100 ％同じにしていただいて、

経営自身が自らの能力に応じて、そのうちのどれをどのように使うかということ

を判断すべきだと思う。ご意見では公正を欠くこととなると思います。 

それから、雇用問題が触れられたと思うんですが、私は雇用問題、特に麻生大

臣がきちっとおっしゃっていただいたので加えることはないんですけれども、本

当にこの辺は心配しています。新聞にいろいろな情報が出ているので、無用の混

乱を生じています。これはぜひやめていただきたいし、雇用問題を扱うときは、

きちんとした将来に対する努力次第で成長、発展し得るビジネスモデルをきちっ

と示すことが原点だろうと思います。 

それから、雇用、再雇用というふうなことを含めた雇用の問題をどう安定化す

るかということと、あえて公務員で入っている人たちを、場合によっては身分を

変えようかという議論が行われているわけですから、そのときに何かのプラスア

ルファを、静止しているものを動かすエネルギーとして、何かお考えいただいた

方がいいんじゃないのかなと、こういうふうに思います。 

過少資本については、郵貯、簡保は前に本間先生が御指摘になったように分母

はどうなんだというお話もありますから、それはそれで慎重に考えていただけれ

ばいいんだけれども、真っ先に困るのは郵便だと思います。これは5,800 億円の

債務超過でスタートしまして、本当は平成15年度にさらにマイナスが少し加わる

はずだったところを、263 億円逆に利益を出したので、今、5,500 億円まで縮め

ています。中期経営計画上は、これが昀終年度末で5,000 億円まで縮めることに

なっていますけれども、多少改善できても、やはり四捨五入すれば5,000 億円ぐ

らいだろうと思うので、これをどうするのか。これを消して、かつ健全な資本金

をもってスタートする。新会社としてスタートするならそうだと思います。よし

んば、それはカンパニー性制でやってもそうだと思います。それをどうするのか

という問題があります。 

それから、吉川先生のおっしゃったユニバーサルサービス機能で、なぜ要らな

いかとおっしゃった理由については、私が前段のところで全部お答えしたつもり

であります。地方の要望を受けたのではないかと説明しておりましたが、「要望

を受けて」ではなくて、地方を何遍も回ってみて実際に自分が感じてという意味

で、私自身がそのように体で今感じている即ち「体感」・「実感」していると伝
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えたつもりである。 

要するに、生活インフラとなっている。先ほども触れましたが、極力、政府も

合理化していく。民間側は、市場経済がだんだん徹底していくとなれば、やはり

国の形の変わるときに、生活インフラを守るセーフティネットは公の立場で要る

と考えます。これを曖昧な形にしておくと必ず資本の論理が働きます。そうする

と、１か所が転べば、全部が転んできてネットワークはばらばらになると思いま

す。これが資本の論理だし、経営者のマインドです。だから、私は経営者の立場

で申し上げたので、経営者に対するきちっとした一定の歯止めが要るだろうと思

います。そうはいかなかったというのがドイツの例で、後追いの立法措置が行わ

れたということであります。 

道路と一緒だとおっしゃったんですが、私は道路と全然違うと思います。道路

は使わない、要らない道路をつくってきて、でき上がっても車が走っていない。

こっち郵便局の場合はみんながほんとに頼りにして使っているわけですから、現

に使って生活インフラを形成している。いわば農道みたいなものです。そばを高

速道路が走ったから農道が要らないということはならないと思うんです。これは

真剣にお考えいただく必要があるだろうと思います。 

それから、2007年から持株会社で、あるいは、それよりもっと早くやったらど

うかという御議論は、私も改革論者ですから、できるだけそういうふうに理想的

に行ければいいと思います。できるだけ、理想論でも考えますけれども、やはり

経営者として現実に与えられている与件の中で、結果ベストを求めるというのが

私は経営者だと思います。結果ベストからいったら、できないことをやって、そ

れで結局リスクを犯してしまって、発足して日ならずして破綻もあり得るような

リスクを持ってしまうということはやめるべきであって、理想を高く持つのは大

変結構なことだと思うんですが、現実に与えられた与件の中で、でき得るベスト

をとるべきであります。一部の方には、公社がかなりもう民間会社みたいになっ

てきているなら、もうちょっと押せばできるだろうという感覚かもわかりません

が、去年の４月まで完全な行政機構であったことをひとつ思い起こしていただき

たい。それが今大分変わってきています。変わってきていますけれども、まだ変

わり始めたばかりですよ。変わり始めのところでまた変わったら、それは人間が

働いているわけですから、そうは簡単には動かないと思いますし、私はそんな自

信はございません。 

それから、福井さんのおっしゃったことは大体私はそうだろうなという思いで

伺わせていただきました。だけれども、ユニバーサルサービスをやったら、デフ

ァクトの国家保証と同じになるんじゃないかという懸念が出ることはあるかもわ

かりませんが、なぜユニバーサルサービスが必要かということは、金融を含めて

生活インフラ、これは欧米にはない格好でできちゃっているわけですから、それ

を利便性の原則に照らしても資源活用の原則からに照らしても、それがぼろぼろ

になるようなことはやらない方がいい。それをやっちゃったのがドイツの例じゃ

ないですかということを申し上げたわけで、デファクトのそういう懸念が起こら
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ないように、制度設定設計できちっと整理を付けていただければ済む問題じゃな

いかと思います。 

それから、リスク遮断の問題で多くの方がおっしゃいました。私はその辺のこ

とは全くのノンプロですから、正直申し上げまして専門的なことは全然わからな

いわけでありますが、概念としてはわかります。ところが今、郵政の問題になる

とみんなぴしっときれいに極力割っていこうという御議論になるんですけれども、

世の中で今何が起こっているか考える必要がある。銀行等が信託もやる、証券会

社もやる、生保もやる、損保もやる、そういうことを事業会社が始める。ソニー

もそうですね。というふうな新しい異業種を含めたが融合したコングリマットが

世界的に各地で出てきていると私は理解しております。バーゼル委員会が、そう

いった国際的に出てきている異業種のコングリマットに対する国際的規律はどう

あるべきかというルールづくりをやっているはずであります。だから、余り郵政

のときだけ潔癖症におなりにならないで、もう少し世界のそういうこともながめ

ていただいて、相乗効果が出るようなことをお考えいただければありがたいと、

かように思うわけであります。 

それから、9,000 億円のことに入らせていただきます。私はこの数字を見てび

っくりしました。本当にびっくりした。だけど、ネットでこれだけ出るというん

ですから、グロスでは大変なことですよ。この9,000 億円のうちの2,000 億円と

いうのがトヨタ生産方式による生産性向上と海外事業の利益拡大だそうです。ト

ヨタ生産方式は何も民営化していただかなくても今やっていることですよ。海外

展開も全然やっていなかったことを今、手を付けているわけです。今、我々がや

っていることは何で民営化になったらできるということになるのか。今、我々は

一生懸命、ほんとに一生懸命全力でやっていますよ、何も制約ないですから。海

外投資の方はありますけどね。それがなぜ民営化のメリットとして2,000億円も数

値化されるのかというのは実に驚きであります。 

それから、残りの7,000 億円中の4,000 億円が郵便局の合理化だそうでありま

す。それの原則は何かと聞いたら、ドイツ並みを想定しての合理化効果だそうで

あります。何遍も申します。ドイツは３万あったのが１万2,000 になったわけで

あります。それで国が慌てて立法措置で歯止めをかけると同時に、ポストバンク

を再び傘下に入れて郵便局を使わせたということがあります。この4,000 億円の

ネットが郵便局をどのぐらいの合理化を考えているかというのを、私が事務局を

通じての仄聞ですから正確かどうかは別にいたしまして、約5,000 局という前提

というふうに理解しております。これは５原則とどういう関係になるんでしょう

か。利便性の原則、雇用重視の原則、資源活用の原則、経済活性化の原則、全部

触れてくると思います。その辺を説明する準備室の説明責任は一体どうなるのか

なと、こういうふうに思うわけであります。 

それ以外にも窓口業務の効率化、それから資産の活用というもので900 億円と

いうのが入っているようですけれども、これも公社自身で今、一生懸命やってい

る手を付けつつあるところです。民営化ないしは窓口を分けたからできるという
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ことではなくて、公社であれ民間であれやるべきであります。もし言うとすれば、

そういうことが加速するということは言えると思います。だけれども、それは加

速度効果だけで全部を含めた金額的な合理化効果になるわけじゃないはずであり

ます。出ていることがほとんど公社でもやっているし、やりつつあることで、ま

だ１年ですから、もちろん入り口ですけれども、やっていることでありますし、

そのほとんどがなぜか管理的な合理的効果ばっかり書かれているわけであります。

管理的な合理化効果ばっかりで、大きく郵便局の整理統合も含めてやられるとな

ると、これは何となく気が滅入る感じになるわけです。第三者的な商品の販売、

約1,900 億円ありますが、ここだけが前向きなんですね。しかし、これは投信の

販売などもその中に一部入っておりますから、公社でもその一部はできるだろう

と思います。だけれども、民営化すれば、それが広がることは事実だろうと思い

ます。 

そこで私が言いたいことは、そういう管理的な、あれを整理する、これを整理

するということももちろん事務的には詰めるべきでありますけれども、それが効

果であってはやはり虚しいと思います。もし、民営化なり、機能を分けていくと

いうのであれば、新しいビジネスモデルがそこでどういうふうなことが発展的に

考えられるのか、運用などがどのように発展的にできるのかというふうなことを

きちんとシミュレートしていただきまして、前向きの本当の意味のデ・レギュレ

ーションの経営効果、経済効果を出していただく、新しい経営としての事業展開

という視点で一度これはつくり直していただいた方がいいのではないかと思いま

す。率直に申しまして、数字というのは数字だけが歩き始めます。そうすると、

これが民営化かというふうに思われると、私としては、公社の立場といたしまし

ては、かなり当惑します。 

ついでに言わせていただきますが、「見えない国民負担」という言葉が随分言

われるんですけれども、これも公社の立場といたしましては、大変つらい表現だ

と思っております。何となくこういう表現で１兆円だ、１兆2,000 億円だと言わ

れると、国民負担、すなわち補助金的なもので公社の費用が賄われているような

印象を与えます。まだ、そんな補助金をもらっているのかと言われますけれども、

それでやっと成り立つのかと、そういう印象を世の中にどんどん与えている。 

公社の職員もそうなんです。一生懸命生産性向上で努力しているのに、そんな

補助金をもらっているんですかという声が公社の職員からもどんどんくるわけで

あります。気持ちを不安にしている。思い起こしたら、去年の４月１日に、公社

は、本当は10兆円ぐらいの資本をいただいて、それでスタートすればバランスシ

ートも健全だったかと思いますけれども、１兆3,000 億円でスタートしているわ

けであります。しかし、その代わりとして、郵貯の残高の３％プラス1,500 億円、

これは郵便絡みの金額ですけれども、すなわち合計７兆円までは、持参金は持た

さないけれども、一時、税と費用をまけてやるから、免除するから後追いで自分

で利益を出しながら、自分の利益で積みなさいと、今こういう法律上の仕組みに

なっているわけであります。 
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要するに、自分で持参金をつくれとなっているわけであります。今まさにそれ

をやっているわけでありまして、今期２兆3,000 億円の利益を上げましたが、こ

れはさっき言いましたように、指定単が8,000 円まで下がっていましたから、そ

の差額がぼっと１兆2,000 億円も出てきたというものも含めてであります。これ

も入っております。ただし、それを含めて、２兆3,000 億をベースにして法人税、

事業税等を計算し、費用を入れたら、確かに１兆2,000 億円ぐらいにはなるだろ

うと思います。ただし、これは先ほど申し上げたような持参金を持たずにスター

トしました経緯から、約束事として利益を出して自分で資本金を積んでいる。こ

ういうことでありまして、「見えない国民負担」で、それで費用を賄っているの

では全くないわけであります。それどころが、こうして出した利益というものは、

「国民の見える資産」として、公社のバランスシートに自己資本として積んでい

るわけでありまして、その辺をきちんと理解するような数字が準備室から出るこ

とをぜひ期待したいと思います。国民が非常に疑問に思っていますし、職員は不

安がっております。自己資本比率は、その結果、今0.3 から1.1 になったんです

けど、まだまだこれからでございまして、ひとつその辺、数字が出るときに十分

正確な数字を、正確なバックデータ付で出していただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 部分的な数字の意味とかについて渡辺室長の方から何かありますか。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） 数字だけ御紹介しましょうか。 

（竹中議員） 数字そのものにそんなに意味があるわけではありませんから、その経

緯とかそういう簡単なことでよろしいかと思います。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長）  はい。今、9,000 億円、7,000 億円という話

が出ましたけれども、7,000 億円の根拠というのは、窓口事業を分離することに

よって生ずるメリットであります。 

お手元の資料の４ページをお開きいただきたいと思います。４ページの資料で

明確にその部分を位置付けしております。５つ「●」がありますけれども、一番

上は顧客への多様なサービス提供のための価値あるインフラとして位置付ける。

それから、窓口と集配は切り離される方向にあって、その次の行ですけれども、

お客様のサービスに向けて昀適な配置をするという方向にある。それから、そう

いうふうな配置をすると、ここにありますように、担当者に必要とされるスキル

が向上したり、いろいろなことを自由にできるようになる。それから、窓口の職

員も各種の商品の販売をしたり、郵便商品の提供をしたり、非金融商品の販売を

同時に遂行できて効率が上がるというふうなことが書いてありまして、窓口ネッ

トワーク機能を分離することで、大変将来に向けて発展性があるというのが趣旨

でございます。 

もちろん、今、生田さんがお話になりましたように、公社でもできるではない

かということに対しましては、これは５年後ないしは10年後に向けて、この7,000 

億円、9,000 億円というのを出していくわけでございますので、５年後ないし10

年間の間に今までの歪みを是正しながら、こういった利益が上がるというふうな
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計算になっております。それがポイントでございます。 

この内容につきましては、６人の有識者の中で、お１人欠席でしたから５人の

方々から、これでいいだろうというふうな了解がなされたわけでございます。そ

の点だけをお話を申し上げておきたいと思っております。それから念のため、こ

の事業別についてでございますけれども、2016年の時点で４事業ともに数千億円

のオーダーで黒字になり得るというふうな試算も出ております。 

以上であります。 

（竹中議員） 数字については、言い分はいろいろあると思いますけれども、今日は

そういうことを議論する場ではないと思っております。これは準備室で計算した

とかということではなくて、そういう意見が出ましたという御紹介を、今、室長

からしていただいておりますので、そういうキャパシティでひとつ御理解をいた

だくのかなと思います。奥田議員。 

（奥田議員） 別に私ども数字についておかしいとか、どうかと言っているわけじゃ

なくて、こういう一つの大きなプロジェクトを仕上げるときには、やはり財務諸

表のベースがないと、どうしても数字が必要なわけですね。別のものすごく細か

いものは要らないと思うんですけれども、ある程度の時間軸と項目とか品目の整

理とか、それから組織がどういうふうにかかっていくのか、そういうものが見え

るようなものがあって初めて「できる」「できない」と、こういう話になるので、

これを見ていると初めから「できる」「できない」という数字になっちゃって、

私ども会社人としては非常に心許ないと言いますか、そういう感じがするんです。

（竹中議員） その点は後で御相談をいたします。麻生大臣。 

（麻生議員） 今、言っていただきましたのであれですけれども、私もさっき見てい

たら４ページ目にいろいろと書いてあるんですが、数字が一つも入っていない。

ずっとお題目が書いてあるだけなので、これで会社なんか経営できません。もう

民営化ははっきりしていると思いますので、そういった意味では、ありたいとか、

したいとかという話ではない。 

先ほど財務大臣も言われましたように、このために新たに税金が発生するとか

補助金が発生するのは、官としては当然です。それをないようにするために民営

化しているわけですから、その点に関しても、間違いなく谷垣大臣の御指摘のと

おり、やるためにどうするかみんな苦労しているんだと思いますし、昀初に牛尾

議員の方からも言われた点につきましても、私どもも民営化するということに賛

成するといっています。 

重ねて申し上げますが、私は法律を通さなきゃいけないのです。ここで言って

題目だけ書いただけではだめ。 

こういうものが意図的に出てきたのか何だか知らないけれども、表に出るたび

に、関係者への対応など全部しているんですよ。誰がしているんです、そんなこ

とほかの人で。郵政公社以外いないでしょうが。それをやって、ここまできちん

として、ここまで騒ぎにならないで、ずっと持っていく先から横やりつぶすよう

なことをやられたらたまらない。 
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そういった意味では、もう少し発言や情報を、よく管理した上で言ってもらい

たいということを私の方は申し上げたい。そこのところだけは生田総裁がやりや

すいように、また、私どもも議員対策がしやすいようにしてください。 

（竹中議員） 細田官房長官どうぞ。 

（細田議員） ちょっと郵貯について言うと、実際に普通の金融機関並みに活動して、

そして実際は預金を一生懸命集めて、例えば10億円なら10億円集める人に幾ら払

えるんだと。10億円集めたら1,000 万円払える。それで人件費として賄えるぐら

いあるのかないのか。日本は今、超優良銀行あるいは優良地銀もまあまあの経営

状態であるけれども、金融における資金運用も含めたビジネスモデルの中で、ど

れだけを経費として、あるいは利益率として見込めるのかということがあって初

めてこの構想が成り立つ。 

リスク遮断と言っているんだけど、この議論だと郵便のリスクがあって、また

5,500 億円の債務超過があり、それを何とか遮断したいと言っているけど、実は

金融リスクの方が圧倒的に大きいかもしれなくて、金融リスクが本当に現実のも

のになってしまうと、竹中大臣のお世話になって、また国が資本注入したり、そ

ういうことが必要になってしまう。これも含めて、一体どういう展望で考えてい

くのかということをもうちょっと検討したらいいと思うんですね。そこだけです

わ。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 幾つの論点があると思いますが、郵政ネットワーク公社がどういう形

で地方分割するんだというお話ですけれども、ネットワークを維持するというこ

とと、地方分割とは違った問題だろうと思うんです。例えば、ＪＲのケースにし

ても、それからＮＴＴのケースにしても、組織の問題とネットワークの維持は、

これは完全に両立している問題ですから、そこは私は地域に即した、実情に即し

たサービスの多様化という意味で、競争をどのように織り込むかというような観

点で地域分割も一つの考え方ではないかという感じがいたします。 

それからもう１つは、もう時間がございませんので簡単に申し上げますけれど

も、雇用の問題で維持していく配慮性の原則、これは５原則の中に入れているわ

けですが、これは国家公務員か、あるいは非公務員かの問題とは別個の問題なん

だろうと思います。例えば、私と吉川議員は、国立大学法人になって失業保険に

入りました。これは非公務員です。ほかのＪＲの問題も全部そういうことであり

ます。郵政の事業がなぜ非公務員であってはならないのかと、こういう問題は検

討に値する問題で、雇用を発展的な形態の中でどういう具合に守っていくかとい

う問題、これは経営努力としてやっていただければいいわけでありますから、法

律上の問題と雇用の実体的な維持の問題、これは別個の問題だろうという具合に

思います。 

それからもう１つは過少資本の問題でございます。これは御承知のとおり、１

兆3,000 億円、そして当初郵便の債務超過が5,800 億円という状況の中で過少じ

ゃないかという話が出ましたけれども、これは御承知のとおり、１年延ばすだけ
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で２兆38,000 億円ぐらいの利益になっておりますし、そういう意味では十分吸収

できる状況になっておりますから、郵政事業の中で、これは１年、２年あるわけ

でありますから私は十分可能なんだろうと。 

さらには、官房長官がおっしゃったとおり、例えば、三井住友銀行は単年度で

105 兆円の中で１兆3,000 億円の収益を上げておるわけであります。つまり、単

体として自由度を持った場合には、これは十分にそういうような収益を上げ得る

ビジネスモデルには発展し得る、理想形態においては発展し得る形態になってお

ります。 

それから民間の金融機関は、公的資金が投入されているとなっているが、これ

とて１年でロットでは１兆3,000 億円ぐらいである。仮に試算が正しいとすれば、

毎年毎年、見えざる隠れた負担の部分のところを免除されているとすれば、毎年

毎年公的資金を入れ込んでいる話とよく似たような話になっているのである。つ

まり、機能を純化してそれぞれが完全に自由度を与えられた場合には、そういう

ものを一つの理想像としながら、それぞれの業務というものをどのように効率化

をしていくかということが重要なんだろうと思います。 

ユニバーサルサービスによって追加的な制約及び負担を負うのであれば、ユニ

バーサルサービスを郵政事業において行うのでありますから、これはちゃんと守

っていくというような形で持ち株会社の部分のところで、究極の姿のところでは、

政府の関与を昀小限認める形で、ここを担保するというような形でいけば、私は、

論理矛盾は全然起こらないと思いますし、総裁と私の間の関係というのは、それ

ほどシリアスな対立を生んでいるという具合には思いませんが、いかがでござい

ましょうか。 

（生田総裁） まず細田官房長官のおっしゃったことは、まさにそのとおりだと思う

ので、それが私、申し上げた準備期間中にできるだけ早く設立委員会的なもの、

前にやったものと並行して、予定されている経営委員会みたいなものをつくって

作業をすべきだということと同時に、ぜひプロによるＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌのシミュレ

ーションと分析、どうやったら成り立つのか、そのためには今、若干ファジーに

なっているコストなんかも３事業に明確にどう割っていくのかということをベー

スに、新しいビジネスモデルが入れば、それは商品を売る方も運用も含めまして、

どのぐらい利益を生むものかも含めまして、Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌを第三者のプロに見

ていただきたいというのが、そこに通ずることであります。 

今の本間先生のネットワークと地方分割は分けて考えたらいいじゃないかと、

私はそういう考え方はあり得ると思います。あり得ると思うけれども、何かもの

すごいことをやったようには見えるけれども、実は割る意味があんまりないじゃ

ないか、割らない方がいいんじゃないかというのが私の意見ということで申し上

げたつもりであります。 

雇用重視が身分の問題と雇用の継続という問題とを分けて考えるべきだと。そ

れはそのとおりで、私もそれはきちっと分けて考えております。ただ、その２つ

がリンクして組合の人たちには非常に不安を与えていることは事実であります。
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それは良い悪いじゃなくて、そういうふうに理解していただかないと労使問題な

んてうまくいくわけがないわけです、頭の体操だけでは。そういう非常に微妙な

問題であるということを踏まえて、やはり私は昀近の新聞に率直に言って大変当

惑しています。労使問題、本当にみんな心配しています。ここは慎重に取扱いい

ただきたいということです。私はそれを分けたときに非公務員にすべきかどうか

という点については、論評は避けさせていただきます。 

それから過少資本の問題は、論点はわかるんですけれども、今年２兆3,000 億

円も儲かって、おまけに資本金のところで簡保の指定単のうちの１兆円が加わっ

ているんです。だから、なんと自己資本は３兆円以上膨らんでいるわけです。や

れるじゃないかと、これが怖かったから御説明したので、去年8,000 億円まで時

価評価した指定単が郵貯で１兆2, 000 億円、簡保で１兆円、２兆2,000 億円出て

いるんです。これを抜いたら残りは１兆円ぐらいになってしまう。だから、毎年

出るじゃないかという誤解を持たれると非常に困るというか、現実離れするので、

先ほど申し上げたわけで、そこはひとつ正確に見ていただきたいと思います。 

それから、毎年毎年そういう税とか費用の軽減で負担になるじゃないか、ずっ

と行ったらどうなるんだと。いつまでもならないんですよ。７兆円まで行ったら

フルストップなんです。７兆円になったら、その後利益の50％国庫納付すること

になっているんです。民間企業なら法人税等は40％で済むわけです。だから、自

分で資本金を７兆円まで積めと言われて、今、利益出して一生懸命努力している

んです。まだ、本当は足らないんです。７兆円になったら５割国庫に納めるわけ

です。だから、その意味では民間企業以上に厳しい実質課税の義務を負っている

と、こういうふうに御認識いただきたいと思います。 

（麻生議員） もう一点。あの点も言われたらどうですか。僕はついこの間まで知ら

なかったんですけれども、基礎年金拠出金共済年金は、普通は国が３分の１、会

社が３分の１、個人が３分の１ですが、郵政公社は３分の２基礎年金拠出金共済

年金を払っておる。国は払っていませんから。 

（牛尾議員） ３分の２と３分の１？ 

（麻生議員） 普通は３分の１ずつなんです。 

（生田総裁） 公社の立場で３分の１＋３分の１。 

（麻生議員） 国の分も払っているんです。それは明らかに見えない国民負担、「見

えない公社負担」。 

（吉川議員） 先ほど総裁から私の発言にコメントをいただいたので、もう一度発言

させていただきたいんですが、市場経済において、セーフィネットが大切だから

とおっしゃって、結局、郵貯と簡保についてもユニバーサルサービスが必要だと、

こういう御発言だったのですが、結論的には、私はそういう形でのセーフティネ

ットが賢いセーフティネットなのかどうか疑問に思う。諸外国でないんですよ、

先進国では。総裁は、諸先進国にはない世界に冠たるものを日本だけが持ってい

ると、こういうような御説明をされたのだと思いますが、私はやはり、ほとんど

の先進国で郵貯、簡保というものがないということは、市場経済におけるセーフ
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ティネットが大切だというのは一般論としてはおっしゃるとおりですが、郵貯、

簡保という形でのユニバーサルサービスとしてのセーフティネットというものが

果たして、本当にコストに見合ったものなのかどうか疑問に思う。 

繰り返しですが、コストについては、私は田中理事長が先ほどおっしゃったと

おりだと思います。コストがあるわけであります。したがって、ユニバーサルサ

ービスというのを郵便以外に法律で付けることがいいことなのかどうか。私は福

井総裁がおっしゃったように経営の自由度を縛ることになるだけと、そのとおり

だと思います。したがって、繰り返しだが私はユニバーサルサービスについては、

郵便に限るというのが改革としては正しいと思う。 

（竹中議員） 議論はたくさんあると思いますが、時間になっておりますので。 

（奥田議員） １つだけいいですか。 

（竹中議員） じゃ、お願いします。 

（奥田議員） 何回でもこの席で私申し上げているんですが、名寄せの問題は一言も

問題にならないし、してももらえないんですが、本当に名寄せというのはやられ

ているのか、やられていないのか、あるいはやれないのか、そこらあたり非常に

私は疑問に思っているんです。実は名寄せを本当にしっかり規則どおりやれば、

残高はもっと私は減るんじゃないかという感じがするんですが、そこはあたりに

ついて、いつか説明をしていただきたいと思うんですけど。聞いてみるとできる

ようでもあるし、できないようでもあるし。 

（竹中議員） 総裁、一言だけどうぞ。 

（生田総裁） 一言だけ言いますと、定額の方は完全にシステム化したんですよ。定

額の方は今システムでどのぐらい残っているのかというのがわかるわけです。兆

を超えていたのが5,000 億円まで下がってきて、今また1,000～2,000億円増えて

いるんですけど、大体定額は7,000 億以内だと思います。これは何十兆億円かや

りましたけれども、強制的に国債を買っていただく、買っちゃうというようなこ

とで必死に努力中で、こっちは出口が視界に入るんです。視界に入らないのは、

「通常貯金＋定額貯金」というもの。これは全然別のシステムになっているので、

これは相当の人海戦術で今やっている昀中でして、そっちの方は両方合わせます

と、おっしゃるように兆は優に超えると思います。だけど、それは一桁の兆の下

半分ぐらいで、民間の銀行も同じだと思いますけど、非常に努力するもなかなか

追いつかずということです。 

（奥田議員） 民間銀行も同じだということを聞いているものですから、民間も郵貯

も含めて名寄せというのは難しいし、それでまたルールがあるようでないような

形になっているから、あれはやっぱりもっとしっかりした方がいいんじゃないか

という感じがします。 

（生田総裁） 努力させていただきます。ただし、350 兆円近い残高が、それをやっ

たら200 兆円になるという話ではないので。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。今日は論点を出していただくという

ことを中心に議論をしましたので、時間が足りなかったかもしれませんけれども、
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今回の議論を踏まえて、次回、収束の方向でさせていただきたいと思います。 

ちょっと申し訳ないのですが、幾つか確認だけしておく方がいいと思いますの

で聞いていただきたいと思います。 

まず、経営の自由度を拡大して、イコールフッティングを確保する。コインの

両面をしっかりやっていく。リスク遮断についてはしっかり考える。これは恐ら

く同意する原則であろうかと思います。さらには昀終的な姿としては、やはり４

つの機能をそれぞれ株式会社として独立させるということに対しては、若干の組

み合わせについてはいろいろあるかもしれませんが、昀終的な方向としてはそう

いう方向を目指すのかなと、これは確定ではありませんけれども、そういう御議

論が主流であった、ないしは多かったというふうに一応させていただきたいと思

います。それを軸に考えていくということなのではないかと思います。 

４つの事業に関しては、それぞれ窓口ネットワークというのは、郵便、郵便貯

金、簡易保険の窓口業務を受託するということ等を行うということだと思います。

それとユニバーサルサービス義務については、これは異論のないところで前回と

同じです。基本的な考え方として、郵便貯金は銀行法で認められる業務を行う。

簡易保険は保険業法で認められる業務を行うということが軸になるという点につ

いても、今日は特に異論がなかったのだと思います。 

民営化前の政府保証がついた勘定については、これは一括管理と損益帰属につ

いてはしっかりとやってほしい。その上で一方では、政府保証がついているとい

うことに鑑みて、適切な枠組みをつくる。ただし、その場合、今２つの条件は満

たすべきであるということ。もう一度言います。一括管理、一元的な管理という

意味だと思います。新旧勘定の一元的な管理、ＡＬＭが行えるようにするという

ことと、それの損益はきちっと郵政会社に帰属するようにするということであろ

うかと思います。 

地域分割については、議論が分かれるところであるということと、なにがしか

の部分はしっかりと経営判断に任せるべきであろうというような御判断があった

と。意見は分割すべきという議論とそうではないという議論があったということ

だと思います。 

持株会社の必要性については、これも幾つかの異なった意見があったと。ただ

し、昀終的に郵貯と簡保については、リスク遮断の観点から民有民営にすべきだ

という観点からするならば、昀終的な形態では、実は持株会社を持つかどうかと

いうのは、ひょっとしたら大きな差異ではないのかもしれない。しかし、その経

過・移行については、どのような一元的な管理を行うかどうかで判断をすべきだ

ということだったと思います。 

それと移行期については、早い方がいいということは明らかなんですけれども、

同時に実務的な難しさも考えるべきだということで、これについては引き続き、

恐らく検討を要するということだと思います。ただし、移行期の意味合いを不明

瞭なものにしてはいけないというような御指摘も福井総裁等々からございました。

それと、準備期についてもダイナミックにできるだけ一括法と同時に議論すべ
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きではないかという田中理事長のお考えも示されましたし、そこも戦略的に位置

付けるということに関しては、恐らく合意があるのかと思います。 

雇用については、これは公務員の身分を離れるということ、そのものについて

の異論があったわけではありませんが、「大問題であって慎重に」と。ここは大

変重要な点であろうかと思います。 

それと、今日の議論で大変重要だと思いましたのは、我々は今、基本方針を定

めるわけでありますけれども、基本方針ですべてが決まるわけではもちろんなく

て、これを受けて詳細な制度設計をしなければいけないということだと思います。

詳細な制度設計の中には具体的な財務政策のあり方、ここではシミュレーション

等々もしっかりと行って、第三者のプロの目での評価が必要だ、という点も入っ

てくるんだと思います。今の時点で基本方針の時点で、それを求めるのはちょっ

と無理だというふうに思うんですけれども、次の段階でやるべきことはしっかり

と認識しなければいけない。さらには、それを受けて「準備経営委員会」という

ふうに生田総裁はおっしゃいましたけれども、制度設計を受けて、さらに次の経

営者の顔も見定めながら、そういう委員会を早めに立ち上げなければいけないと

いうことなのではないかと思います。 

意見が対立している問題が依然としてたくさんあります。ユニバーサルサービ

ス、当面、３事業一体として、国民に必要なサービスを供給する、ということに

ついて意見は一致しておりますが、それを法律で義務付けるかどうかについては、

引き続き異なった意見が見られるということだと思います。 

それと、先ほど言いました移行期の期間をどのように見るかということに関し

ては、実務上の問題も考えてしっかりと現実的に判断をすべきであるということ

かと思います。 

情報の管理が出ましたので、一言申し上げておきたいんですが、今回のような

問題は、ほんとにびっくりするほどぽろぽろ出ているわけですけれども、事務方

から不用意にこういう情報が流れているということではないと思います。理由は、

事務方ではこういう議論はしていないからです。実際に準備室でも、諮問会議の

議論の中身に関する資料作成とか、議論とかは行わないようにということを厳に

命じておりますし、内閣府においても担当者でそういうものがいるわけではあり

ません。これは民間議員だけで議論していただいている問題でありますので、恐

らく、今、御指摘のような問題は、極めて政治的な意図を持った方が、どなたか

はわかりませんけれども、お出しになったものだと思います。これら恐らく混乱

させようとか、問題が大きくしようとかと思っている方もおられるでしょうから、

したがって、こういうリークはこれからも形を変えていろいろ出るということを

覚悟しながら、我々はそういうものに混乱させられないようにしていくしかない

のかなというふうに思います。いずれにしましても、残された問題、しっかりと

次回行っていきたいと思っております。総理。 

（小泉議長） 繰り返しますけど、もともとこの郵政民営化はほとんどの議員が反対

なんだから、今でも。全政党、自民党でもそうです。谷垣さんなんか郵政族のボ
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スだったんだから。私が総裁選挙に出てきたときに、なに馬鹿なことを言ってい

るんですかと言われたぐらいだから。それを乗り越えて、去年の総裁選で、「郵

政民営化反対なら、私を代かえればいい」と言って代えられなかったんだから、

民営は決着ついているんですよ。良い民営化をつくるために、議論を進めていく。 

それで私が総理就任前みんな何て言っていたか。不良債権処理進めない限り日

本の経済再生はないと、これはほとんどの人が言っていたんだよ。しかし進めて

いくと、遅過ぎる、早過ぎる、と両方批判が出てきて、結果的には予定どおり進

んだ。今回の問題も蒸し返して、今でもブツブツブツブツ自民党の中にも、そも

そも論やって反対だというのがいますよ。それは余り気にする必要はない。これ

はいかに良い民営化案をまとめるか。だから、５原則に則っていよいよ核心に入

っていきましたから、できるだけ早くまとめていきたいと思っております。 

実際、この郵便局というのは、みんな親しみやすいし、つくってくれと言えば、

どこでもつくってくれって言うんですよ。現に都市部ですよ、増えてきたのは、

特定郵便局も。過疎地よりも都市の人だって郵便局が必要だと陳情しますよ。神

奈川県だってそう。「特定郵便局、必要ですか」と聞けば、ほとんどの住民は「つ

くってくれ、つくってくれ」ですよ。それでどんどん増えていったんだ。だから、

福祉という名前を付ければみんな必要だと。簡保福祉事業団、年金福祉事業団、

どんな必要でないことをやってきたか、今わかってきた。簡保の宿とか、メルパ

ルク、こんなの必要のないところばっかりつくっているよ。地方だって旅館はあ

る、都市だってホテルはある、それなのに「民間の宿より安いから簡保の宿をつ

くってくれ」、「メルパルクをつくってくれ」と。住民に聞くとね、ないよりあ

った方がいい、そうなっちゃうんだよ。 

問題は、私の内閣で一番大事なことは行財政改革なんだから、国が政府が余計

なことをするなと。余計なことをしてきたんですよ。だから、この問題というの

は非常に難しい。しかし、やらないと財政改革もできない。行政改革もできない。

財政改革、行政改革、どうですか。みんな賛成、やれやれと。今だってそうです

よ。財政再建、なぜもっと思い切ってやらないんだと。これだけ財政再建やって

いるんだけど、まだ不十分だ、不十分だと。実際そうやると反対が起こってきま

すよ。行政改革、民間でできることは民間にやる、みんな賛成。しかし、郵政だ

けは別だったんでしょう。常勤職員28万人、非常勤職員12万人、合計40万人の国

家公務員じゃなきゃできないのか。民間でやればできるんですよ。小泉内閣の各

論に入ってきたんです、本当に。みんな総論賛成、各論反対でできなかった。そ

れをやろうとしているんだから、これは本当に大事な改革だと思っております。

ほとんど反対の中でやろうとしているんだから。国民の資産、財産、資金をいか

に有効に使って経済活性化を果たすか。そして、役人に任せるより、民間に任せ

た方が郵便局のサービスはもっと展開できる。そういう視点からやっているんだ

ということでやらなきゃならないですから、かつての郵政族も含めて、そもそも

論はもうやめよう。いかに良い民営化をつくるか、これに集中してやっていただ

きたいと思います。 
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（竹中議員） それでは、今日は大変長時間ありがとうございました。 

（以 上） 
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