
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 19 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  9 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年８月６日(金) 16:35～18:46 

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 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 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）集中審議について 

（２）郵政民営化について 

3.閉会 

(説明資料) 

○「基本方針 2004」の実現に向けた集中審議について（竹中議員提出資料） 

(会議中作成資料) 

○民営化基本方針の骨子 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年19回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

今日は郵政民営化について集中審議を続けていただくことになっておりますが、
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平成 16 年第 19 回 議事録 

その前に「骨太2004」の実現に向けた集中審議を８月の末から行わなければいけ

ませんので、それにつきまして少し御説明をさせていただきたいと思っておりま

す。お願いします。 

○「骨太2004」の実現に向けた集中審議について

（浜野内閣府政策統括官） お手元の１枚紙でございますが、「『基本方針2004』の

実現に向けた集中審議について」という紙を御覧ください。 

去る７月21日の当会議におきましての議論を踏まえまして、８月下旬から関係

閣僚の参加を得まして、「基本方針2004」の具体化に向けた集中審議を行いたい

ということでございます。 

具体的な検討課題につきましては、現在、精力的に取り組んでおります郵政民

営化に加えまして、以下の６項目を挙げてございます。１が「教育の基本的なあ

り方」、２が「人間力の強化に向けた取組み」、３が「『国から地方』への加速」

ということで三位一体、地域再生でございます。４が「社会保障の一体的見直し

等」ということで、年金、社会保障制度の一体的な見直し、社会保険庁改革等で

ございます。５が「『官から民へ』の徹底」ということで規制改革特区でござい

ます。６が「予算制度改革の推進」ということで、特別会計改革についてという

ことでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） より詳細な進め方につきましては、また各大臣とも御相談をさせてい

ただきたいと思いますが、集中審議全体につきまして、もし御意見がございまし

たら、どうぞお願いいたします。麻生大臣。 

（麻生議員） これは「義務教育」じゃなくて「教育」ですね。「教育の基本的なあ

り方」というのは、例の義務教育そもそも論の話とはまた別なのか。 

（竹中議員） 教育そもそも論という意味ですね。 

（麻生議員） 例の義務教育の話とは全然別にか。 

（牛尾議員） ただ、これが出てきた経緯は、義務教育に大きくアクセントがありま

したよね。要するに地方との関係だから。 

（竹中議員） そもそも論です。 

（麻生議員） そもそも論。 

（竹中議員） はい。ほかによろしゅうございますでしょうか。集中審議は政策全体

を進めていく上で大変重要なものであると思っておりますので、ぜひ、この方向

で８月末からしっかりと議論していきたいと思っております。 

では、「集中審議」を実施するということを決定させていただいたということ

で、関係閣僚へは８月10日の閣僚懇談会におきまして、私の方から御協力をお願

いするということとさせていただきます。 

この点については、総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 
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○郵政民営化について

（竹中議員） それでは、郵政民営化についての議論を始めさせていただきたいと思

います。 

前回、フリーディスカッションをしていただきましたが、前回で概ね合意をさ

れたことと、まだ議論が残っているということがございます。ぜひ、議論を掘り

下げていただきたいと思います。 

簡単に申し上げますと、前回、組織の全体につきましては、４機能別に分社化

の方向を探るということで方向として概ね合意があったように思われますが、持

ち株会社をつくるか、どのような性格のものにするかについては、まだ議論の余

地があるということだと思います。 

郵便につきましては、ユニバーサルサービス義務が当然ある、国内外の物流を

やるということで合意があると思います。 

窓口につきましては、住民のアクセスを確保する、３事業を委託する、更に事

業分野を増やす、そういったことについての合意はあったと思いますが、窓口に

ユニバーサルサービス義務を課すかどうかということについては、更に検討の余

地があったということだと思います。 

郵便貯金と保険につきましては、民間と同様の法律の業務を行うというような

方向については合意があったと思います。また、イコールフッティングと経営の

自由度をコインの両面として調和させていくということについては、以前から合

意があるところではございますが、具体的な進め方については、必ずしも十分な

議論ができていないということだと思います。また、銀行・保険については、最

終的な姿として民有・民営を目指すという御意見がありましたけれども、それに

ついてもまだ議論が十分に煮詰まっていないと思います。 

政府保証分の扱いにつきましては、新勘定と一体的なＡＬＭを行う、つまり一

体的管理を行うということと、損益は郵政の新会社に帰属させるべきだというこ

とについて多くの合意があると思いますが、その保証分の保有をどのようにする

かということについては、議論の余地があったと思われます。 

スケジュールについては、2007年４月に民営化に着手し、遅くとも10年で最終

的な民営化を実現するということでの合意はあったと思われますが、その具体的

な工程についての議論、プロセスについての議論は必ずしも行われていないと思

います。 

ユニバーサルサービスについては、どこまで法律で義務づけるのかというよう

なことについて、十分な合意があるわけではないと思います。 

職員の身分についても、必ずしも十分にまだ合意をされていないと思います。

また今後の議論の進め方でありますが、基本方針を秋までに決めるということは

決定済みでございますけれども、制度設計、これはシミュレーション等を含む制

度設計、経営委員会等につき、まだ十分な議論ができていないということかと思

います。 

そして設立後定期的に、例えば３年ごとにこれをレビューして見直すというこ
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とでは合意があるというふうに思いますが、どのようなモニタリングをしていく

かということについては、十分な議論がまだなされていないのではないかという

ふうに思います。 

以上、前回の議論の総括でございますが、まず、自由に今申し上げたような点

について、テーマを限ることなく御議論をいただきたいと思います。奥田議員。 

（奥田議員） 前回の議論の後でいろんな人に話を聞くと、「ユニバーサルサービス」

という言葉がよくわからない。だから、もっと国民全体にユニバーサルサービス

がわかるような言葉で、日本語で何かないんですかという話が出ているものです

から、これは何か日本語で言うようにした方が……。 

（小泉議長） 「公平にあまねく」というのが日本語なんだよ。全国津々浦々サービ

ス。 

（牛尾議員） 「公平にあまねく」というのは大正２年の言葉なんです。 

（小泉議長） 「津々浦々」というのは、今、若い人は余りなじみがないんだよな。 

（奥田議員） 言わないですね。 

（牛尾議員） 「あまねく」というのも、今あんまり言わない。 

（小泉議長） 「あまねく」もあんまり言わないんだよな。 

（竹中議員） 全国一律サービス。 

（小泉議長） 確かに「ユニバーサルサービス」というのは、わかりにくいよな。ユ

ニバーサルスタジオを知っている人はいるけど（笑）。 

（牛尾議員） 「ユニバーサルサービス」というのは、英語にはあるんですか。 

（竹中議員） あります。ただし、日本の使い方と違うなと思っているのは、「ユニ

バーサルサービス・オブリゲーション」というのは大体「オブリゲーション」が

ついているんですね。一律提供義務のような形で、実は一律に同じように提供し

ようという場合でも、それが法律で定められた義務なのか、経営上の判断として

そうなっているのか、また、法律ではない別の設置基準等のようなものでの保証

されたものなのかと、そういう点については、もう少し詰める必要があるのでは

ないかというふうに思います。 

（小泉議長） これは確かにわかりにくいな。「全国一律サービス」というのかね。 

（麻生議員） 「全国均一」では。 

（小泉議長） 「均一」とは違うんだ。 

（麻生議員） ちょっと違いますね。 

（牛尾議員） 「均一」じゃないよね。 

（吉川議員） とりあえずは「ユニバーサルサービス」という言葉を使いますが、竹

中大臣がおっしゃった「オブリゲーション」ですかね、法律に義務づけるという

意味でのユニバーサルサービスについては、これは私どもが前回も申し上げまし

たけれども、やはり郵便に限るのがいいと、それ以外の３事業については、法律

でそれを義務づけるということはやめた方がいいのではないかという考え方です。

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 今、ユニバーサルサービスが出ましたのであれですけど、「論点整理」
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のときに御記憶の方もあろうかと思いますが、民営化後も引き続き郵便・郵貯・

簡保のそれぞれのサービスの提供の窓口としての役目を果たすべきという論点整

理があのときなされたと思うんですが、すべての国民が利用可能な状態を維持し

つつという前提条件もついていたと思います。吉川議員がおっしゃるように、そ

れを法律に書くというのがいろいろ問題があるんじゃないかという御意見なんだ

と思いますが、これが確実に、私がもし経営者だったら基本的にはやりたくない、

コストがかかるから。だから、やらねばならぬというものにしておくためには、

基本的な、ある程度そういったものを義務づけておくという明文化されたもの、

定款で書いてあるとか、明文されているとか、国会できちんとそれが担保されて

いるなど、何らかの形がないと。生田さんならともかく、ああいうきちんとした

経営者がずっと出てくるという保証は民間会社にはありません。したがって、か

わるわけですから、その場合のことも考えたら、何らかの形でこれはきちんとそ

ういったものが担保されるような配慮をしておくべきだと私は思います。 

（竹中議員） 例えばですけれども、窓口ネットワークに関しては何らかの設置基準

があるということがあって、かつ、この窓口で３つの事業が提供されるというこ

とが決まっているならば、結果的に郵便・貯金・保険業に義務を課さずとも、サ

ービスはユニバーサルサービスに提供されているということが実現するわけであ

りましょうから、そういったことも含めて……。 

（麻生議員） 基本的にはそうだと思います。ただ、私どもは、最近、商売を離れて

25年も経っていますので、ちょっと感覚が大分いかれてきていますので怪しげな

んですが、大体そうやっておけば必ずやってくれるだろうという期待はあります

けれども、逆に言えば、特定郵便局長さんが簡易保険もしくは郵貯を集めるに当

たって、「何々銀行さんバックマージン幾ら、郵便貯金だったらこれだけ」とい

うような話が民間だったら、それはあり得る話ですから、そうすると、そういう

ところが集まってという可能性とかいろいろなことが考えられると思います。ち

ょっとぱっと考えただけでも。ですから、そういった形では、今後ともある程度

のものを維持するということを考えるというと、基本的なところで何らかの形で

の明文化というものは必要と私は思います。 

（牛尾議員） 前回も同じことを言ったんですけれども、ユニバーサルサービスとい

うものが今現実にあって、今度民営化したときに、それができるだけ残っている

方がやっぱりスムーズだということはよくわかるんですが、このサービスの規定

を義務化して強くすればするほど、基本的にはコストがかかるんですね。コスト

を最小限でバランスをとったところで義務づけるというところは、現実化すると

きには、相当そのことを配慮する必要があるだろう。 

こういうのは完全に均衡感覚で説得力があるわけですから、しばしば法律で義

務を課した場合は、一番悪い例を出して、そのコストを全部もらうようにすると

いう形式に走りがちなんですね。だから、民営化の方がいいという議論になるわ

けですから、そこのところの振り合いをどの辺でつけるかということ。実施する

ときには、その辺をよく頭に入れてやるべきだと私は思います。 
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（麻生議員） 全く賛成です。ですから、ドイツみたいに約３万局あったのを自由化

したら約１万局になって慌ててやって、分社化した郵便貯金というものをあわて

て再統合して、子会社にするといったみっともない失敗例がもう既にあるわけで

すから、ああいったことにならないように、あらかじめきちんと対応しておかな

いと、私は学習したことにならぬのじゃないのかという感じがします。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 窓口ネットワークをどういう形で維持して、そしてそれが地域住民等

に対してのサービスの提供の一律性にかかわる部分をどのように保証していくか

という問題と、窓口ネットワーク会社が、郵貯並びに郵便保険を扱うか否かとい

う主体的インセンティブの問題は分けて考える必要があるのだろうと思います。

後段の部分のところについては旧勘定の扱いも含め、あるいは定額預金、これは

窓口ネットワーク会社にとりますと無形の資産になって、顧客関係においても、

他のものが追従できない関係がそこに帰属されておりますから、新しい銀行でも

窓口で扱ってくれという、それとの競合的な関係で、今まで自分たちが一番得意

としてきた分野をわざわざ捨てて、そちらに走るということはあり得ないのでは

ないかと。そういう意味で窓口ネットワークの収益の担保という点でも、私は、

これはインセンティブの点では、それほど矛盾しないのではないかという気がし

ます。 

それからもう１つのポイント、これは確かに窓口ネットワークの効率化の問題

等で既存のネットワーク全部を維持していくということが保証されるか否かとい

う問題だが、ドイツの問題も含めて検討しなければならないテーマだと思います

が、さりとて、そこを全部今までと同じような形でやる場合には、都市部と地方

部の再配置の問題、今後の経営にかかわる方々に対して、自由度を損なうような

形でユニバーサルサービスを義務として、極めてリジッドに要求するということ

になりますと、これは後々相当な問題の禍根を残すような状況になるのではない

かというのが、私の今の見方であります。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 竹中大臣が御提示されました残りの論点の中では、ユニバーサルサー

ビスの範囲、それから銀行、保険について最終的に民有・民営にするかどうか、

それから御提示がなかったんですけれども、資本金をどうするか、この３つの問

題に共通する非常に重要な事項、特に新しい郵政銀行と郵政保険について大事な

点はお金の流れを大きく変えることである。つまり、これらのパイプを通ずるお

金もすべて市場メカニズムの働く世界に移しかえるというところに非常に大きな

意味があるわけですので、ユニバーサルサービスや資本金のあり方に絡み、デフ

ァクトな政府保証が残るという姿形、あるいは印象を残しては、やはりこの目的

に大きく違ってくることになるのではないか。 

もう１つは、新しくスタートする民営化された郵政銀行と郵政保険会社という

のは、やはり収益性を自己確立していくために一番重要なのは、経営の自由度と

いうことだと思いますけれども、デファクトな政府保証が残存しているんだとい
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う印象を伴うと、民間とのイコールフッティングの競争ということが明確に確立

しているのか、していないのかわからなくなる。常に民営化の隠れみののもとに、

何かまだ、デファクトな政府保証を裏付けにして肥大化する要素があるのではな

いかという懸念がいつも残存しているということであると、やはり、逆に経営の

自由度を奪うような議論、業務制限しろという議論がいつまで経っても断ち切れ

ないということがあると思いますので、私はどう考えましても、前回以降も真剣

に考えているんですけれども、経営の自由度というのは、やはり最優先に考える

べきではないか。その場合に、それと矛盾する可能性のある資本金のあり方、そ

れからユニバーサルサービスのあり方というのは、相当慎重に制度設計しない限

り、首尾一貫したモデルができあがらないのではないかと思えてならないんです

けれども。 

（竹中議員） 福井総裁、デファクトの政府保証、前回も御発言いただいて大変重要

なファクターだと思うんですが、ユニバーサルサービスとの関連で、むしろ経営

の自由度と矛盾するというのは、わかりやすいんですけれども、資本金との関連

でもう少し付言をしていただけませんでしょうか。 

（福井議員） それは、例えば民有・民営に至る以前の段階で、つまり現在の郵便物

取扱いとはちょっと別に、郵便貯金と簡易保険ですか、この部門についての資本

金が過少なのか過大なのかちょっとわからないんですけれども、多分この部分は、

私は表面的には非常に少ない資本金に見えても、今リスクアセットが少ない状況

からスタートするので、実態はそんなに過少資本ではないんじゃないかと思いま

す。 

今後、新郵政銀行あるいは新・郵政保険会社の社長さんがどういうビジネスモ

デルを、どれぐらいリスクアセットを組み込んでいくかということによって必要

なエコノミックキャピタルのスケールが決まってくるので、できる限りそれは民

間が調達していくという姿が望ましい。それから、最終的に完全な民有・民営に

移行する前に、持ち株会社の下にぶら下がるという場合に、持ち株会社には政府

の資本金が入りますから、やはり、これは早く離脱して独立した、つまり政府の

資本金の入っていない主体に早く持っていく、そういった意味のことを言ってお

ります。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） ここは非常に大事なポイントで、2007年４月に民営化に入ると、これ

は経営形態が株式会社になって従業員が非公務員になるということが一番明確な

例でありますけれども、しかし、その出発点においては４つの部門が別々にある

ことは事実であっても、基本的には一番初めは国有・民営なんですね。だから、

今、福井総裁がおっしゃるように、できるだけ早く民有・民営に金融関係を移さ

ないと、政府保証がなくたって、国営企業だと皆庶民は安心するわけです。そこ

のところは、これからどういう工程表でつくっていくかということが非常に重要

な要素になる。 

更に思い起こせば、政府系金融機関は2005年の７月から2008年の３月にかけて、
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民営化する部分と政府系で残る部分の最後の案が出るわけですから、2008年は新

たな民営銀行が続々とあらわれるわけです。中小企業金融公庫が全部、２年、３

年、２年だと記憶しているんですが、最後の２年は完全に民営として分離する形

態を見せるという、僕の記憶が定かではないんですが、そういうふうに決まった

と思うんですね。 

（竹中議員） 組織がどうなるかという議論はしておりませんけれども、規模を…。 

（牛尾議員） 規模と、それから民有・民営する部分と国有で国営する部分のあれが

分かれていくんですね。だから、金融界はいろんな問題が出てきているはずです。

その10行ぐらいの政府系がね。だから、この辺は、金融と保険に関しては、やは

り事実上デファクトに民営であるということを明確にすることを考えていかない

といけないということがある。そこのところがちょっと、郵便とか窓口ネットワ

ークとは性格が違うところがあるだろう。 

それからもう１つは、窓口ネットワークはどんな人が経営者になるか、どうい

う経営形態でやっていくか、どういう幹部を入れていくかによって非常に見通し

が違うんです。ですから、新会社ができたときに、役員の指名とかそういうもの

をある程度オープンにするのかしないのか、委員会会社みたいに委員会をつくっ

て指名の経過をオープンにするような形式をとるのか、全くそうでない方法をと

るのか、この辺のやり方もよく考えていかないと、やはり経営の自由度というの

は、裏返しに言えば経営者の器量の大きさというものが非常に大きな影響を持つ

わけですから、これがどこまでオープンに決められるかということが国民に対す

る説得力というか、国民に対する納得性にも非常に影響が出てくる。この辺の問

題も議論するとすれば、やはり2007年４月の民営化の発足から遅くとも10年、で

きれば５年以内ぐらいに最終的な民営化を実現するということについての具体的

な工程表というものは相当重要な要素になるのではないか。いろんな民間企業に

ある役員の選定とか、経営の将来の予測といいますか、そういうものも、相当従

前から交渉できるようにしていかないといけない。 

前回このぐらい儲かるとか、9,000 億円とか7,000 億円という論議があったん

ですが、やはり年内に３つか４つの視点は、経営感覚から見て、経営予測をどう

立てるかということは相当議論する必要がある。経営予測を立てようと思うと、

現状でどこまで経営資料というものがディクロージャーされて、それに仮定的な

経営チームが入ってそれぞれが皆見通しを立てて、こういうディビジョンだけじ

ゃないかということをオープンに議論していけば、こういうものの未来に対する

安心感が出るだろう。この間初めてマッキンゼーかなんかの数字をちょっと、片

鱗だけが見えたんですけれども、経営資料が公開されないとこれは非常に難しい

のであって、その辺はどうしたらいいのか。公社が移行期にある経営資料をあん

まりオープンにし過ぎると不安定になると困るので、その辺を公開した上で多様

な経営計画を一回見てみるということをどう作業するかというのも割と重要なこ

とだと思います。 

以上です。 
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（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今、牛尾さんがおっしゃったことと関連するんですが、私、前から思

っておりますのは、やはり、どういう制度設計をするにせよ、具体的にそのとき

の経営の責めを負う方との間で対話も何もなくて、「これでいけるだろう、あれ

でいけるだろう」という議論で本当にいけるのかということを思っている。やは

り、今の資料のオープンの話もございますけれども、具体的に経営の責めに当た

る方が、これでいけるというような判断ができるような対話といいますか、そう

いうものをどこで仕込んでいくかということは、私は極めて大事なんじゃないか

なと思っておりまして、今後の議論の整理の仕方の中でも、それはなかなか実際

の人事と絡みますから簡単ではないんですけれども、そこらの工夫をお願いでき

たらなというふうに思っております。 

（竹中議員） 前回の生田総裁の話では、準備経営委員会とおっしゃいましたか、経

営委員会とおっしゃいましたか、そういうものをどこかでやって、恐らく今の御

発言は、そのときは経営者の顔が見えているような状況下でそういう仕組みをと

いう御趣旨だと存じます。奥田委員どうぞ。 

（奥田議員） 私も今の牛尾議員と同じでマッキンゼーの数字を見せてもらったんで

すが、マッキンゼーの数字を出していく過程といいますか、ああいう計算方式と

いうのは正直言って我々はよくわからないんですね。あのやり方をよくいろいろ

な会社でやってもらってマッキンゼーに頼んで、マッキンゼーの悪口を言うわけ

じゃないですけど、数字をやってみたら全然違っておったとか、ということは確

かに外郭的にはわかるんだけれども、本当のその工程、ここで書いてあります具

体的な工程とか、時間軸ですね、こういうものをひっつけながら、数字というも

のを積み上げていけば、それは相当ビジュアルに我々にとって、こういうふうに

変わっていくのかというのがわかるんですけど、今回のマッキンゼーの試算的な

手法というのは、アメリカのエムエムの手法なのかどうかよくわからぬけど、正

直言ってあれでみんなよくわかるなというのが事業をやっている者としてはそう

いう感じがするんですけどね。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） ここで議論するまでは、機能論はやるけれども、組織論はやらないと

いうことからスタートして、今、機能論から組織論に入ろうとしているわけです

が、実は経営というのは、誰が経営するかという実際の人間が出てこないと見通

し立たないんですね。2007年４月に民営化に着手するということは、何年前に４

つの機能の社長が決まるのか。その人たちが経営準備委員会で準備に入って、い

ろんなところと対応を始めてオープンにしていくというプロセスをどこでするか

というのは、民間の企業の視点からいうと、これだけ大きなものをつくるのだっ

たら、２年ぐらい前に内定するでしょうね。 

それはそれぞれ相互に議論していく。実際４人の組み合わせも非常に大事です

けれども、こういう大きな民営化というのは非常に大事で、ＪＲの場合にどうい

う過程であったということがありますが、実際３つの中心でやった松田さんとか
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葛西さんとか井出さんというのは改革派国鉄職員で、そのときの幹部と闘いなが

ら左遷された人をまた戻してきたから相当内定は早かったわけです。現実は一緒

にプランをやっていたわけですから。その若手の細谷さんなんかは企画室の次長

でプランを書いていたんですからね。だから非常にスムーズに見えたんです。今

度はわからないところがいっぱいあるから、そういう具体的な機能から組織、組

織から人事へというものが、私は２年ぐらい前に決めないとだめだろうと思うん

です。 

しかし、公社準備でそういうことがあり得るのか。2005年の４月ごろに人事と

いうのは内定していいのかというと、それは実行する前に非難が出てきて首にな

ったりしたら非常に困るので、その辺のところをどういうふうにするかというの

は、役員の選定も指名委員会みたないものがあった方がいいような気もするし、

それが形式的になって、これだというのが選べなくなるとまた困る。人事という

のはトップの決断ですから、ガバナンスの最たるものですから、その辺の問題も

ぼちぼち議論に入らないと、機能だけやろう、組織だけやろうといったって、人

の顔が見えないとだめなんですね。だから、そういうのも非常に難しい点がある

ということを考えます。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） ２つのことがあると思います。１つは今何人かの方がおっしゃったよ

うに、将来の経営を実際に担う方々の意見が当然反映されて、具体的な事業につ

いては、そういう方々が実際にその業に当たられる。これは当然のことであって、

それをあらかじめきちっと準備をしておくべきだということは全くそのとおりだ

と思います。 

そのことともう一つは、そういう将来の経営を担われる方の問題とは別に、や

はり民営化に当たっては、幾つかの原則というものをきちっと決めておくべきだ。

これは皆様方と我々と何ら違いはないと思うんですが、その原則を決めるという

ことは第１のこととは別のことであって、その原則自体はやはり民営化に当たっ

てきっちり決めていただきたいと思います。 

いろんな論点が出ていると思いますが、例えば、４つの機能別にやはり事業を

分社化すべきだというようなこととか、あるいは金融については、私は先ほど福

井総裁のおっしゃったことは我々民間議員がずっと考えてきたことと同じだと、

このように思います。そうした原則はやはりきちっと確認しておいた方がいいと

思います。 

（竹中議員） 官房長官どうぞ。 

（細田議員） 「窓口サービス」というのはユニバーサルサービスとともにわかりに

くい言葉なので、どこまで広がりのある言葉かというのを、楽しみを与える意味

でも考えたらいいと思うのです。切手、はがきの販売から振込、いわゆる郵便的

な窓口サービスもあれば、レタックスを受ける市役所の業務や登記所やそういう

仕事をやりましょう、コンビニをやりましょう、喫茶店、レストランをやっても

よろしい、旅行サービスをやってもよろしい。そして一番大きな簡保・郵貯で手
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数料商売でたくさん収入をもらってもよろしい。民間として、どこまで広がって

もいいはずですから。できるだけそこで非常に豊かな将来性が見えるように言っ

た方がいいので、その方がいいんじゃないかと。「窓口サービス」なんて言うと、

今の郵便局の窓口のことだけを考えているのだけど、それこそがまた大きな自由

度、民営化の大きなメリットでしょう。だから、あんまり広げて書くと銀行との

関係が怒るとかいろんなことがあるかもしれないけど、さっき言われたようにそ

れは銀行から受託しても構わないわけだし、ちょっとそこは楽しみのある表現に

してほしいなと思いますね。 

（竹中議員） ちなみに、英語ではアウトレットと言うんだそうです。まさにおっし

ゃったように店舗のイメージなんだと思うんですね。そういうことを少しどうい

うふうにするか工夫はぜひしてみたいと思います。福井総裁どうぞ。 

（福井議員） 吉川議員のおっしゃった民営化にあたっての原則を決めるというのは、

この経済財政諮問会議の重要な責任だというふうに思っていまして、経営準備委

員会というものが仮にできて、新しいボディのフィージビリティスタディをやる

にしても、あるいはその先、実際の経営者ないしはその候補の方が責任を持って

点検されるにしても、やはり一定の原則のもとできちんと将来の経営が確立する

かの検討をするということじゃないといけない。幾つもあると思いますが、私は

最低限、準備期間が終わって移行期間が始まるその最初の時点で政府保証は廃止

すること、それから職員の身分はもう変わっているんだと、公務員ではなくて民

間人という意識でリーダーの下に従わなきゃだめだと。３つ目はやっぱり組織形

態として少なくとも持株会社方式、その中に独立採算の４つの企業体が所属する。

少なくとも、この姿までは持っていかなきゃいけないんじゃないか。 

少なくとも、その３番目の点について申し上げれば、銀行、保険、ネットワー

ク会社、郵便屋さん、これがいずれも独立採算でスタートする。そして黒字化し

なきゃいけないということがその時間的プレッシャーが逆に経営者に跳ね返る形

でスタートしなきゃいけないと思います。前回は、生田さんのお話では、とりあ

えず、そういうふうに分割しないでスタートして、収益性が上がる道筋を確立し

たいと、こういうお話だったんですけれども、それだとやっぱり黒字化する時間

的プレッシャーを強く受けるというよりは、黒字化するまでどれだけ時間がかか

るかわからないという形でスタートする。将来、潮の流れが変わって、また変に

ならないかという心配すら入ってくるというふうにちょっといたしますので、そ

ういう条件がきちっとあった方がいいんじゃないかという気がいたします。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 移行期の話を含めて今の話になりますが、この間、生田総裁の言って

いた話、ちょっと正確じゃありませんけれども、少なくともスタートする2007年

の段階においては、いわゆる特別会社みたいな特殊会社、何とかと表現されまし

たね。とにかく３事業一緒でやる以外に物理的に無理ですと。我々は少なくとも、

ついこの間まで公務員というのを抱えて、それをやっと今民営化とした段階にお

いて、いきなり３事業別々になんて言われたら、それはとても無理です、と。物
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理的に、私は法律的にも200 本ぐらい法律をつくらなければいかぬことになると

思いますので、これは簡単にはいかぬと。ただ、今、福井総裁が言われたのと同

じで、これはなるべく早い段階で３つだか４つだかの会社にするというのは、あ

る程度時間的プレッシャーを与えて、そこそこの会社にしないといけないが、こ

れ皆今いる会社から、それぞれの会社の所属を分けるんですから、それだけでも

結構大変ですよ。「私はこの会社に行きたくないのに行かされた」とかなんとか

いう話になりますから、それは結構大変な作業なんだと思いますので、その行か

された人たちにとっては、「何年何月までに、何年以内にこういう形にしなけれ

ばいかぬ、少なくともそれまでには黒字にしなければいかぬ」というような話で

行くんだろうと思います。 

私は自分で会社をやっていたからそう思うんですが、皆さん方「牛角」という

会社が今あるのを御存じかどうか存じませんが、焼き肉屋です。30代の男性が始

めた焼き肉屋、あれが「ａｍｐｍ」を買うなんていうことを５年前に想像した人

はゼロですよ。「ａｍｐｍ」を買ったんですよ、考えられませんよ、そんな話。 

（牛尾議員） 1,500 店舗ぐらいかな。 

（麻生議員） 今1,500 店舗。すさまじいですよ。あんなものを考えたのは一人もい

ませんよ。それを実際やってのけたわけです、この会社は。したがって、窓口な

んていうものは、官房長官と同じで、このイメージは暗いなと私もそう思うんで

す。なんか小さな穴からのぞいているイメージで、こういうのはよろしくないと

私もそう思うんですが、この会社は当たれば一番伸びる会社ですよ。外れればえ

らいことになりますよ。でも、当たる確立は極めて高いものにせにゃいかぬので

しょうけど、そういった意味では、こういったようなプレッシャーというものが

あるのと、チャンス、可能性があるという話にしない限りは、経営なんていうも

のは、基本的には夢の広がっていく話にしなくて、先に行けばどんどん小さくな

る話なんか、あほらしくて経営者なんかやりませんよ。僕はそう思うんです。 

そういった意味では、このスタートはとにかく３年でこれやれとか、５年でこ

うだとか、６年でこうという形で決めてやらないと、今、福井総裁がおっしゃっ

たように、何となくそのままでいっちゃうかもしれないというので、一応そこら

の枠組みを決めておくというのは、インセンティブとしてこれは１つの手口だと

思います。物理的にそれができるかどうかは知りませんよ。情勢がごろっと変わ

っているかもしれませんし、３年かからなくたって２年でできると、牛角の例を

見れば、そういう感じがしないでもありませんけれども、そこの考え方はいろい

ろあるんだと思いますけれども、スタートの段階と先とを少し分けて考えないと、

物理的に2007年４月というのは結構しんどいなと、法律を通さなきゃいかぬ立場

からいくとそんな感じがします。 

（竹中議員） 谷垣大臣、奥田議員の順番でお願いします。 

（谷垣議員） 移行期間における組織のあり方については、いろんなつくっていく行

路経路があると思うんですが、前回の議論の中で、たしか生田総裁は各事業一体

での特殊会社化みたいな御議論もされました。もし、その出発点がそうでなけれ
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ばだめだというのであれば、リスクの遮断をどういう中でしていくのかというの

は、きちんっと議論しておいていただかないといけないんじゃないかと思うんで

す。 

それから、各事業体をそれぞれ別会社化していく場合には、今の麻生大臣のお

話でもありますけれども、やはり、それぞれが自立可能にしておかないと。この

間、郵便会社は債務超過みたないなお話もあったわけですけれども、出発点は現

在の貸借対照表というようなものにとらわれることなく、事業全体の中で資産と

負債をどう適切に配分していくかということを工夫していただいて、出発点はち

ゃんと自立可能なものに設計していくということはやっておいていただく必要は

あるんじゃないかと思います。 

（奥田議員） 私から申し上げたいのは、この公社をつくるときに、小泉首相からは

公社をつくるのは民営化の一里塚だと、こういう言葉を何回もお聞きしたと思い

ます。結局、公社をつくって、１年以上経っているわけですけれども、公社の中

に民営化あるいは民営の手法といいますか、それを取り入れて１年半以上やって

いたわけですから、１年半も経てば生田総裁、團副総裁、高橋副総裁の３人でや

っているわけですけど、あの３人でやっている限り、私は、あの３人については、

郵政の民営化の問題というもののについての核心といいますか、そういうものが

わかっているし、内容もはっきりわかっているし、数字は出てきてないけど、多

分、民営化した場合にこうなるよという数字は私は持っているんじゃないかと思

うんですけどね。、だけど、それをあえて、生田さんは言われなかったというの

が前回であって、私はそこらあたりは、実際にやって民営化手法を取り入れて、

その結果こういう問題がありましたと、それについて自分たちはこう考えている

という話を本当はもう一遍聞いてみたいなと、あるいは聞いた方がいいじゃない

かと思う。あるいは本当にできていないとしたら、それは向こうにはつくらせる

という、それをやらないと外部の第三者が入っていってやるのと、内部でやって

いるのとは違うと思うんです。それがここに書いてある具体的な工程の問題にな

ってきて、「この年度ではこういうものを付け加えてこうします、。その次の年

度ではこうしますよ」という、その工程に従って組織というものも考えていくと

いう。これをうまくすり合わせていかないと、なかなか何年経ってやりますよと

いう案について、なかなか結論は出ないということで、どうしても私は、数字に

ついて、マッキンゼー的な損益計算書とか資金繰りの表は非常に使いにくいなと、

そういうふうに思っておるんですけれども。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今の郵政公社とこれからの民営化された後の会社の連続性をどういう

具合に保つかという問題は非常に論点として重要なんだろうと思います。連続性

というのは、官房長官がおっしゃったとおり、新しいビジネスモデルをつくると

いう点で言えば、恐らく、相当非連続的な部分が出てくるんだろうと思います。

その際に、今の経営形態、あるいは経営者の方々を前提にしながら進めていくの

か、あるいは新しいビジネスモデルをつくるんだから、ドイツポストみたいな形
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で極めて斬新な、マッキンゼーの人が余りにもコミットし過ぎているということ

はあるんだろうとは思いますけれども、そういう新たな「牛角」タイプの経営者

の方々がやるのかどうかによって、これは随分違った話として位置づけなければ

ならないテーマなんだろうという具合に思います。 

その際に大事なのは、新会社に対して初期値をどういう形で与えていくか、経

営上の条件をどういう具合に設定していくか。これは旧新の経営者にかかわらず、

甘い条件設定でやらせてくれた方がリスクが少ないという意味では、既存の恩典

をそのままにしてくれと、それからビジネスにおいては自由度を確保してくれと、

こういう具合になるのは、これは自然の成り行きだろうと思います。 

したがって、初期値の設定の部分のところと経営の自由度の問題は、特に政府

のコミットメントのかかわり方も含めて、やっぱり十分精査をして経営の効率性

に向けてのインセンティブを最大限発揮できるということと、経営基盤が最低限

保証されるという問題は違うんだということを十分認識しながら、このトレード

オフをはっきりさせながら努力をしていただく。そして、そのことの前提条件は

イコールフッティングで、今、吉川議員がおっしゃったとおり、最低限、課さな

ければならない公的な関与と、それに向けての制約ということは、やはり、私は

法律としてきちんと書いておく必要性があるんだろうというぐあいに思います。 

その意味で、私は全体としての具体的な制度設計にかかわる問題ではございま

すけれども、先ほど福井総裁がおっしゃったような最低限の部分のところについ

てのはっきりとした指針というものを、ぜひ確認をして進んでいく必要性がある

んだろうと思います。 

その上で、政府のコミットメントの仕方というのは、私は大別すれば３つある

んだろうと思います。 

１つは政府保証。これは過去においてつけてきた問題でありますし、新旧勘定

の一体運用の中で政府保証が生保の部分等も含めてかなり長引く可能性がある。

その形態の中で、その損益の発生等も含めてどのように政府がコミットしていく

かという問題。 

それからもう１つは、ユニバーサルサービスの義務づけの問題。この問題が先

ほどから議論が出ておるわけですが、郵便事業だけに限定するのか、あるいは窓

口のネットワークに対して、全国の最低の基準をドイツポスト的な形で設定する

のか否かとか、そういうような問題が当然その後ろにあるコストの問題との関係

において整理されなければならないテーマで、ここもまた一つ重要なポイントな

んだろうと思います。 

３番目は資本金の問題であります。政府が特殊会社に出資をするということ、

あるいは完全民営化後においても、例えば３分の１等の出資をコミットするとい

うことは、株主の責任としてだけにとどまり得るのか。国家が株主になるという

ことの、いわば隠された保証というのか、そういう暗黙の政府のかかわり方とい

うものをどのように見ていくかということによって随分違う話になる。資本の部

分のところについても、ほかの会社とは違う国民的な要請というものは高くなっ
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ていくということは、当然、予想されるわけでありまして、その意味では少なく

とも金融の部分のところについては、姿形としてできるだけ早く遮断をし、安全

性を保っていくという方向性をきちんと打ち出していくということが求められる

のではないかという気がいたしております。 

そういう意味で、全体像を考える場合に、ぜひ利害得失というものを十分精査

しながら、理解できるような形での説明資料の作成も含めて考えていかなければ

ならないことになるのかと思っております。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 皆、割と近い、同じことを言っている部分があるんですが、４機能別

に分社化して、将来それぞれが収益を生む、しかも発展していくことを頭に入れ

るべき。民営化発足当時は多様な従業員対策は４社で分けるよりも一体感でやっ

た方がうまくいくんじゃないかとか、初めて民営化して非公務員になって、将来

の不安に対してスタート時点は一緒にいる方が不安感が少ないという気持ちはわ

かる。しかし、経営ははっきりと初めから分かれていないといけない。ある程度

自己申告も入れて職場の自由な動きも保証して、その期間を最低限にして、特に

金融の方から民有・民営というものを早くすべきである。 

それから４つの機能の中で、やはり従来の郵政３事業というのは、どちらかと

言えば、継続的なものをしながら新規事業を開発していくというイメージになり

ますけれども、窓口ネットワークは明らかに創業的なビジネスなんですね。そこ

で非常に性格が違う。そういうものも十分意識した上で、やはり今、麻生大臣が

おっしゃったように、出発点にかなり高い目標をつくって、しかも民有・民営化

のスケジュールもぎりぎり早いスピードで計画をつくって、その中で経営者が精

いっぱい頑張るという、かなり厳しい条件の方がかえって経営というのはいい成

果が出るわけですから、その辺のところをよく考えながら現実的に物を考えると

いうようなことかなと。 

しかし、４機能はそれぞれリスクを全部遮断してきちんとやっていくという原

則とか、それと競争力を持って闘っていく。事実、「牛角」みたいなものと闘っ

ていくわけですから、次から次へと新しいビジネスが出てくるので、その中で特

にネットワークの方が創業的な力を爆発的に持たないとだめだと。しかし、郵政

の４つの会社というのは、国民からの信頼感は高いと思うんです。しかし、信頼

感は高いけれども、国有会社で安易にやられたんじゃ困るので、そこのところの

タイミングのはかり方というのは非常に微妙なものがあると思います。それをブ

レークスルーする道はあるというふうに私は思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。ほかに。 

（奥田議員） 郵便貯金と郵便保険、これは一緒になって金融の問題で論じられてい

るんですけれども、今、公社でやっていて非常に特徴的に出てきているのは、郵

便保険の問題については、生田さんたちの話を聞いてもどんどん減ってきて、将

来性を持ってよそと競争するためには大変な努力をしないとやっていけないと。

そうしたときに具体的に考えると、それじゃ保険を生かしていくためにやめてし
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まうのか、あるいはそうじゃなくて、例えば外国の会社と提携するとか何とかや

って保険を維持していくのか、ここらあたりもこれから同じ金融の問題としても

私は違う方法があるんじゃないかと、そういうふうに思っている。そこらも、や

っぱり１年半の経過といいますか、公社化になってからの経過というのを、これ

はやはり我々も見たいなと、そういう感じがしています。 

（竹中議員） 麻生大臣ございますか。 

（麻生議員） 今、言われたとおりなんだと思うので、会社をやるんですから、将来

先行き暗くなる話じゃ、会社なんかやる者はいませんから、だから、やれるよう

な自由度を与えなきゃいかぬというのは、皆さん御意見も一致しているところだ

と思います。物理的な話と不安な話といろいろありますけれども、最初は、特殊

会社でスタートして、できるだけ早い期間に分離独立する。そのときに私は、例

の持ち株会社の話を前のときにしたと思いますけれども、基本的にどの店舗展開

をするかというのは、この種の業界においては、戦略の一番が店舗戦略だと思う。

その店舗戦略は誰がやっているのかわからぬなんていう店舗戦略じゃとても不安

ですから、やはり、きちんとコントロールするというのが要るんだと思うんです。 

例えば、コニカフィルムはそうだと思いますけれども、コニカのカメラの銀盤

の写真なんていうものは、売上高はかつての15％。大体フィルムというものは年

率50％ずつ減っています。それは全部デジタルに置き換わっているわけです。あ

の会社はどうしているかというと、コニカ本社というのは百人程いるんですけれ

ども、ここに資本を持たして、うちはミノルタを買うといって、コニカはミノル

タを買ったわけです。ミノルタにデジタルカメラをやらせて、「カメラもやりま

す、デジカメもやります、ファックスもやります、複写機もやります、銀盤もや

ります」とずっとやって、どこに資本投下をし、どこに人を引上げ、どこでやめ

ちゃうかというのは、ここで決めているわけです。 

この部分をなくすというのは、国鉄みたいに地方分割ならできますけれども、

全国でやる場合は、店舗戦略というのは絶対ですから、ここが確実に要るものだ

と思うんです。この会社の株式会社を上場するのか、この会社が持っているこの

会社の株を上場するかは、それは全然意味が違うと思うんです。 

したがって、私はここの戦略も含めて、この会社の社長というか、新経営者陣

が決める自由度はそこに与えておいていただかないと、おまえら政治家なんかに

言われたくないよ、俺たちがそれを決めるんだということになるという感じがし

ますので、結果として利益が出て配当し、それによって政府はそれの利益を得、

かつ経営が自由化されてサービスが向上し、そして従業員のモラールは上がり、

そして利便性は落ちないということが重要。将来、竹中大臣の言葉を借りれば「５

原則」というやつを満たしながらやるための会社設計の絵をどうかくかという話

なんだと思います。目的はほとんど一致しているように思われますので、ここで

民営化反対を言っておられる方はいないと思いますので、民営化前提でどうする

かという話をしたときに、今のような絵のかき方というのは、自ずとそこそこの

ところは出てくるんです。 
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僕があの人の立場だったら、こんなに責任を押しつけられちゃかなわないから

嫌だなと思いますけれども、いずれにしても、その数字の内容を僕も奥田議員と

同じで、この内容の数字は私らもよくわかりませんので、実際はどういう具合に

思っておられるのかというのは、少なくとも公社の間は負われる方の御意見とい

うのは数字を含めて私もぜひ聞きたい。 

（牛尾議員） 今、聞きたいのは大体皆同じようなことで、出発のときの条件が決ま

ってきたわけですね。それを理解した上で、今の正副総裁は自分で計画を書いて

みたらどうだというのが奥田さんの意見でしょう。それを早急に出してもらった

らどうだと。それは出すべきなんですね。もうあるんじゃないですか。４つに分

かれているというようなことまではないかもわからないけれども、そういうこと

を頭に入れて、４つの会社がどうなるかという見当をつけれると思うんです。 

（奥田議員） 数字をつくろうと思ったらつくれると思うんです。 

（竹中議員） 経過だけ申しておきますと、そういう議論の御協力、これは私も伝聞

でありますけれども、準備室の有識者議員から何度か公社等々にお願いをしてい

るんですが、そういうものは出していただけなかったと。だから、やむを得ずマ

ッキンゼーが独自に試算をしたというのが、それはそれぞれの言い分があると思

いますが、したがって、まさにやはり基本方針をしっかりと決めて、その基本方

針を御理解した上で、今度は経営の部分でしかできないところをしっかりやって

いただくという段階に持っていくということなのではないかなというふうに思っ

ております。 

（細田議員） 実は前もって打ち合わせもしておったんですが、ある程度議論が出尽

くしたところで、竹中大臣、麻生大臣で少し15分ぐらいですかな、内容的な詰め

をしていただいて、現時点での考え方、基本的な考え方はこうであるというよう

なことがまとまればと思う。 

（竹中議員） 今、官房長官から御示唆をいただいたんですが、公社を担当しておら

れる麻生大臣と、この会の運営の私で少し今までの議論を整理させていただいて、

それで官房長官の御指示に従って簡単なメモをお出しすると。15分から20分ぐら

い御休憩をいただいてということでよろしゅうございますでしょうか。 

（小泉議長） また議論しなきゃいけないですよ。 

（竹中議員） また議論をいたしますので。 

それでは、すみません、ここで一旦休憩ということでよろしくお願いいたしま

す。 

（休 憩） 

（竹中議員） すみませんでした、お待たせをいたしました。それでは休憩後の議論

を再開させていただきます。 

現時点までの議論を麻生大臣と私の方で要約をさせていただきまして、民営化

基本方針の骨子の部分として、こういうことでいかがかというメモを用意させて

いただきました。中身につきまして、麻生大臣からポイントの指摘をお願い申し

上げます。 
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（麻生議員） それでは、お手元に配布させていただきました案というのを書いてお

ります。いわずもがなのことで恐縮ですが、論点整理のときにやらせていただき

ました５原則というのを踏まえてというのが大前提だと思いますが、郵政公社の

民営化に当たっては、以下の３つの視点を重視する。 

「経営の自由度の拡大」「民間とのイコールフッティングイの確保」「事業ご

との損益の明確化と事業間のリスク遮断の徹底」。これは福井総裁等々が言われ

たところだと思いますが、ここのところは大事なところだと思っております。 

２．では、「2007年４月に郵政公社の民営化を行う。その後、移行期間を設け、

遅くとも2017年には最終的な民営化の姿を実現することとするが、そこに至る具

体的な工程については、更に検討して早急に結論を得る。」とした。これはこの

間、生田総裁の言われたとおり、2007年４月は特殊会社でスタートするにしても、

ほかにそれしか手がないと思うが、それ以後４つに分けるの、ぶら下げるの、い

ろんな話がありますけれども、あの点につきましては、牛尾議員が先ほど言われ

ましたように、３年とか５年とかある程度目標を決めてやらねばならぬという御

意見だと思いますので、その点の「具体的な工程については、更に検討して早急

に結論を得る」としました。 

最終的な民営化の姿というのが大事だと存じますので、３．の（１）で「持ち

株会社を設置するとともに、郵政公社が担う４つの機能をそれぞれ株式会社とし

て独立させることを基本に調整する。」といたしております。 

この話は、次の（２）の「窓口ネットワーク会社は、３事業の窓口業務、地方

公共団体の公共サービス、民間金融機関の業務を受託する他」、「コンビニの小

売・サービスと地域と密着した幅広い事業分野への進出を可能にする。また、住

民のアクセスが確保されるよう設置基準等を明確化し、過疎地の拠点を維持す

る。」という形は、これは基本的には、先ほど本間議員等々からいろいろお話が

挙がっておりましたが、この点を法律で書くというのではなくて、明文化すると

いうことを意味していると御理解いただければと存じます。 

窓口ネットワーク会社は他の３事業の業務と並列にして４事業にするとか、持

ち株会社にするとかいろんな考え方はあると思いますが、これは会社を経営され

る方に今後考えていただく話だと思っております。 

（３）では「郵便事業会社は、郵便事業、国内外の物流事業を行う。」とした。

これはフェデックスの話とか、いろいろ生田総裁がしておられましたので考えた

んですが、物流事業を行うことについては、窓口サービスをやる場合もありまし

ょうし、郵便でやる場合もあろうと、これはいろいろ考えられると思う。また、

郵便に関して「ユニバーサルサービス義務を課すこととし、その維持に必要な場

合には優遇措置を講ずる。」と書いてありますが、これはもともと5,500 億円の

債務超過でスタートしている会社ですから、ある程度のものが出てくるまでの間

は、きちんとしてやらなきゃいかぬということを考えておかないと、最初のスタ

ートのところから具合の悪いことになります。そのため、過少資本の部分はある

程度補ってやる、利益が出た分は税金できちんとそのこ部分はそのまま置いてお
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いてやるとか、資本勘定に組み入れるとかいろんな表現はあろうかと思いますが、

優遇措置を講ずるという意味であります。 

次の（４）、「郵便貯金会社・郵便保険会社は、正確には簡易保険会社ですけ

れども、民間企業と同様の法的枠組みに定められた業務を行うこととする」は、

当然だと思います。そういうことであります。それから、「また、新規契約分か

ら政府保証を廃止し、預金保険機構・生命保険契約者保護機構に加入する。なお、

リスク遮断の観点から、金融市場の動向も見極めながら実質的な民有・民営を目

指す。」という表現にしましたが、これも生田総裁が世界というものは、今の世

界の金融業界というものは、総合金融・コングロマリット化しているのであって、

分社化していくようになるというのはないというお話でもありましたし、私も確

かに日本の場合も銀行が信託をやってみたり、証券にいったりという傾向にはあ

ろうと思います。コングロマット化している動向の中にあっては、金融市場の動

向を見極めながらということでありますので、いろんな形が今後考えられると思

っておりますので、こういう表現にさせていただきました。 

次のページでありますが、（５）では「民営化前の政府保証が付いた郵便貯金、

簡易保険につきましては、何らかの形での公的な保有形態を考慮する必要がある

が、その場合でも、管理・運営は新規契約分と一括して行うとともに、損益は持

株会社に帰属させる。」という表現にしてありますが、これはいろいろな表現が

あろうかと思います。例えば、政府保証を付けた旧勘定だけ約何百兆円の金を別

にして、何百兆といういい加減なことを申し上げておりますのは、２年経ちまし

たら、今、三百五十何兆円がどれだけ減っているかわかりませんから何百兆と申

し上げているんですが、そういった形での政府保証をした分につきましては、何

百兆円かになりますので、額がでか過ぎますので、その分を何らかの形できちん

とリスク遮断をしておく必要があるという福井総裁のお話でしたので、これを「何

らかの形」という表現で言っています。 

これが別の公社をつくるのか、事業団みたいなものにするのか、いろんな表現

が考えられると思いますが、「何らかの形」という意味しかほかに表現がなかっ

たので、「何らかの形での公的な保有形態を考慮する必要がある。」といたして

おります。しかし、その場合でも、新規の契約は全然入ってこないということに

なりますと、旧勘定しか持っていなければ、これは基本的には運転資金が回らな

いことになりますので、その分では新規契約分と一括して運用ということを考え

ませんと、これは成り立ちませんので、そういった意味では、損益は持ち株会社

というか、新会社の親会社である持株会社に帰属させます。 

問題はこのときに、この出た利益を公社に戻すときには譲渡益課税がかかるじ

ゃないか、ということであり、常識的には今の法律ではそういうことになります

ので、ここは何らかの形で担保しておく必要がある。ちょっと時間がなかったの

で書けておりませんけれども、基本的にはそこのところは、これは議事録で残る

と思ってあえて申し上げているんですが、譲渡益課税というようなことに、税に

ついては特別な配慮が必要だと思っております。 
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（６）では「地域の実情に合ったサービス提供を可能にするため、窓口ネット

ワーク会社を地域分割するか否かについては、更に検討して早急に結論を得る。

他の新会社を地域分割するか否かについては、新会社の経営陣の判断に委ねるこ

ととする。」といたしております。これは、私は基本的には一括だと思っており

ますけれども、新会社の経営を縛ることになろうかと思いますので、そういった

意味では、新会社の経営陣の判断に委ねるということにいたしております。窓口

ネットワーク機能が持株会社というものに仮に入ったとするならば、その段階で

地域分割することはなくなるということになろうかと思いますけれども、これは

新会社の経営陣の判断に委ねた方が正しいと思っております。 

４．では「2007年４月の民営化の時点での組織の姿については、最終的な民営

化の姿を前提に、更に検討して早急に結論を得る。」といって、これは御存じの

ように特殊会社でスタートする以外に方法がないと生田さんは言っておられます

が、これは最終的にそれになったにしても、少なくとも最終的な民営化の姿はこ

うなります。例えば持株会社の下に４つぶら下がります、３つぶら下がりますと

か、いろんなものをある程度、最終的な姿を前提にして考えておく必要がありま

す。これは法律約二百数十本と予想される。もうちょっと細かくあるという意見

もありますけれども、そういったものを考えて、物理的なことも考えなきゃいか

ぬところでもありますので、そういった意味では、「更に検討して早急に結論を

得る」といたしております。 

５．では「ユニバーサルサービスをどのような形態でどこまで義務づけるかに

ついては、更に検討して早急に結論を得る。」としました。重ねて申し上げてお

りますが、ユニバーサルサービスというのは、これは何回も出ましたので、どこ

まで義務づけるかにつきましては、法律で書くということではなくて、少なくと

も明文化をしておかないとドイツみたいなことになりかねぬとかいろいろ生田さ

んの御意見もありましたので、どこまで義務づけるかということに関しては、「検

討して早急に結論を得る」と、これもいたしております。 

６．では「民営化とともに、郵政公社の職員は、国家公務員の身分を離れ新会

社の職員となる」というところであります。「人材の確保や勤労意欲・経営努力

を促進する措置の導入等、待遇のあり方について更に検討して早急に結論を得

る。」としたが、その理由は、例えば郵政監察官というのがあるんだそうで、私

は正直言って知らなかったんですが、郵政監察官というのは、昔、鉄道公安官が

いたのと同じように、郵政にも監察官がいるんだそうです。これは誤配送や年賀

はがきが届いていないとか調べられるのは、全部この人たちが調べている話だそ

うです。 

こういう問題の職業とか、裁判所が送りつけてきます特別送達といって内容が

きっちりわかるやつ等々は、民事訴訟法によって、これは公務員じゃなければな

らないと書いてありますので、これを簡単にぱっと全部民間人よといったときに、

民事訴訟法違反ですということになりかねませんので、そこのところはしかるべ

き措置が必要だろうと思います。内容証明とかいろいろ公務員の仕事を、今後、
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市町村合併でどんどん、私が就任したとき約3,180 ありました市町村は、もう既

に約350 減ることとなっておりまして二千八百幾つになっており、そういった段

階を更に進んで、あともう約500 の法定協議会で合併が進もうとして思います。 

そういったところには、地方のいろいろなサービス、行政サービスを受けるの

は、郵便局で行政手続を郵政官署法に基づいてやれることになるんですが、それ

は公務員じゃなきゃできない等々のことがありますので、そこらのところにつき

ましては、検討していく必要があろうと思います。そこらのところを、「待遇の

あり方については更に検討して早急に結論を得る。」とした。28万人の人たちの

中で、特殊なそういった監察官等々の問題を考えなきゃいかんとか、勤労意欲等々

を考えて勲章の話とかいろいろとあろうかと思いますので、こういったところは、

ちょっと検討していただかなきゃいかぬところだと思っております。 

７．では「新会社は、移行期間の当初から、原則として納税等民間企業と同様

の義務を負うが、同時に新会社の経営の自由度も民間同様となるよう拡大してい

く。」とした。これはこのとおりです。 

８．では「2007年４月の民営化までの時期は準備期間と位置づける。民営化に

向けた準備が迅速・円滑に進むよう、同期間においては、郵政公社は勘定区分、

子会社への出資、物流等の業務の拡大等に取り組み、政府としても必要な取り組

みを迅速に進める。」というのは、これはいろんな事業分野に出ていきますと、

総務省以外にも関係してくるところが出てくる。もちろん財務省を含めていろい

ろ出てくるんだと思いますので、そういったところにつきましては、ぜひ必要な

取り組みを迅速に進めるというので、「政府」という表現をさせていただいてお

ります。 

９．では「民営化の基本方針をとりまとめた後、民営化に向けた詳細な制度設

計及びその後の円滑な準備作業に取り組む。」とした。これは先ほど奥田議員か

らも御指摘のありましたとおり、数字が全然入っていないのは話にならぬ。私も

そう思いますし、牛尾議員からもその制度はどうするんだということについては、

制度設計というものをきっちりとしておかないとだめじゃないかというお話があ

ったので、「準備作業に取り組む」といたしております。郵政民営化推進のため

に推進本部を設置するとしたのは、これは各省庁に関係いたしますので、これは

閣僚会議をイメージいたしております。民営化に向けた準備のための経営委員会

を設置するというのは、いわゆる生田さんの言葉を借りれば、郵政公社の中につ

くるなんていうのは、とてもうちはそんな手間暇をかけるだけの人はいませんし、

時間も物理的にはない。場所は貸してもいいけど、その他以外はとてもうちはや

るだけのあれはありませんというお話でしたので、これは別の民間の方でやろう

ことになろうかと思いますけれども、経営委員会を設置するといたしております。

10．では「民営化後３年毎に民営化の進捗状況や経営形態のあり方をレビュー

を行うこととし、そのためにモニタリング委員会を設置する。」といたしました。

これはモニタリング委員会という名前もいろいろと考えたんですが、これは監査

委員会とか、監視委員会と書くといかにも総務省が、もしくは政府が、もしくは
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役人がこれに目を光らせておるというイメージで、その委員がやたら役人ばっか

りのようなイメージは断固避けたいと思いましので、何となくこういった言葉か

なと思って、ほかに適当な言葉がなかったので、私、片仮名をこの種の役所用語

に使うのは余り好きじゃないんですけれども、ほかに思いつかなかったものです

からこういう言葉にいたしましたが、趣旨は役所等々の監察委員会とか、監視委

員会みたいなイメージだけは避けたいということで、こういったことにさせてい

ただいております。 

大体、ここらのところは、竹中大臣とたった20分でまとまるはずはありません

ので、これまでも何回となく、ここまで詰めてきたところでもありますので、こ

こらまでなら何となくというので、言葉があまり役人的でないのが、役所の方と

してはこれは言葉が少々、麻生太郎用語もしくは品よく竹中用語になっている点

は、役所用語になっておらぬというので、こういうのは、多分、法律としてはい

かがなものなのかと思いますが、基本的に骨子でありますので、単語は、私に言

わせていただくと、「郵便保険会社」なんて書いてありますけれども、これは正

式には「簡易保険会社」というのが正しいんだと思いますけれども、こういった

ものを含めて、今ここまでが竹中大臣と一緒に合意させていただいた骨子であり

ます。 

（竹中議員） それでは、どうぞこの案につきまして、御意見がありましたらおっし

ゃっていただきたいと思います。 

（奥田議員） 信書の取扱いということが問題だったと思うんですが、これはこの中

でどういうふうに読み込めばいいんですか。 

（麻生議員） ２ページ目の６．のところに「民営化とともに、郵政公社の職員・・・

更に検討して早急に結論を得る」としている。さっきの郵政監察官とかと同じこ

とでありまして、信書を取り扱う人については、特別にしておく必要があるので

はないかという御意見が前からありましたので、ちょっとここのところに関しま

しては、今これだけ最初から公務員扱いにするなどということを書きますと、公

務員で残る人もいるのかということになって妙な形に誤解を招いたりすることに

なりかねないと思いましたので、こういう形にしてあります。郵政監察官等々は、

これは基本的には必要なものだろうと私自身は思っておりますので、ここらのと

ころはある程度特殊な職業ということになろうと思っておりますので、信書の話

もその中で検討させていただきたいと思っております。 

（竹中議員） 奥田議員の御質問は、信書に関する規制の緩和とかそういう問題を今

後どうしていくのか、そういう御趣旨ですか。 

（奥田議員） 要するに、信書を取扱わせるか、させないかとか、それが問題になっ

ておったと思いますけど、それについて、これは何かやれるよとか、やれないと

か、そこらは言ってあるのかどうか。 

（麻生議員） 信書については従来どおり。 

（奥田議員） ここに何も書いていないということは、従来どおりだということです

か。 
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（麻生議員） はい、そういうように御理解いただいて結構です。 

（竹中議員） 今回の民営化との絡みで、その問題に言及することは考えていないと

いうことであります。 

（奥田議員） それから、１ページの３．の（２）だが、「窓口ネットワークは・・・

地方公共団体の公共サービス、民間金融機関の業務を受託する他、コンビニの小

売・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とする」、確かに

今までの議論の中で、我々はこれを検討してきたわけですけれども、この文字を

見るとぎょっとする人はたくさんおって、例えばヨーカー堂さんだとか、コンビ

ニにも出られるんだとか、そんなところに出てこられたら大変だとか、そういう

反応のがこの（２）から出てきて、何か政治的な問題みたいになるということは

ないんですか。私はそこまで考えていなかったんですけれども、こうやって書か

れてみると、一体どこまで出てくるんだろうと。 

（麻生議員） 現実問題として、ドイツのドイチェポスト等々はやりましたけれども、

あれはコンビニの中に郵便局があるというのが正しいような感じでありますので、

基本的には新たにこれをやってコンビニに手を出しているというものではない。

もともと郵便局であった所にコンビニをくっつけたところも何か所か見ましたけ

れども、正直申し上げて生鮮食品はなくて、ささやかな文房具等々のものを売っ

ており、売上高にして微々たるものだと思います。誤解を招く点もあろうかと思

いますけれども、地域に密着したということを書いた理由は村落がいずれもどん

どん町村合併等で減っていく中で、多分郵便局に行ったら、そこそこのものがそ

ろう、消しゴムが買える等々の文房具店がほとんどなくなってくる中で、そうい

ったものが郵便局で買える程度を意味しております。 

（細田議員） これは「コンビニの」というより、「小売業・サービス業等」という

ふうに。 

（麻生議員） それでもいいですよ。 

（細田議員） サービス業だっていろいろやったらいいし。 

（奥田議員） 今、地方の酒屋とかそういうようなものはどうなるんだとか、それは

また別の規制があるんでしょうけれども、これを見ると地方の郵便局が進出して

きて、地方で細々とやっている中小企業も、雑貨店とかそんなようなものまで浸

食してしまうとか、そういうふうに読まれないか……。 

やらせるという判断であれば、それでいいと思うんですけどね。 

（牛尾議員） やらせるという判断でしょう。 

（竹中議員） 民営化ですから、幅広いサービスができるようにしないといけない。 

（麻生議員） 「コンビニ」と書くと妙に刺激するというのなら、「小売業」と書け

ば、基本的にコンビニも入っておりますからね。 

（小泉議長） どんなことをやるかわからないよ、それは。どんなサービスを展開す

るかわからないよ。 

（細田議員） 「小売・サービス等」の方がいいです。 

（麻生議員） 「小売・サービス等」。 
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（細田議員） そうそう。 

（麻生議員） じゃ、それで決めます。 

（竹中議員） それでは「コンビニの」をとりまして、「小売・サービス等」といた

します。後で訂正いたします。吉川議員。 

（吉川議員） 麻生大臣にひとつ伺いたいのですが、ユニバーサルサービスについて、 

1枚目の３．の（３）には、郵便事業について、ユニバーサルサービス義務を課す

こととする。これは従来から我々も全員アグリーしていることだと思います。同

じくその次の（４）に貯金と保険、金融ですね、これは民間企業と同様の法的枠

組みに定められた業務を行うこととするというわけですから、ユニバーサルサー

ビスの義務はないということだと思うんです。この１枚目の３．の（３）、（４）

は最終的な民営化の姿ということですが、２枚目の５．に「ユニバーサルサービ

スをどのような形態でどこまで義務づけるかについては、更に検討して早急に結

論を得る。」とある。この５．と１枚目の３．の（３）と（４）との関係が若干、

ぱっと見たときにわかりにくいので、２枚目の５．のところの趣旨というのを、

もう少しわかりやすく説明していただきたい。と思います。 

（麻生議員） ユニバーサルサービスというのにつきましては、ここでも意見が最後

まで結構分かれていたと思う。郵貯、簡保はサービスを義務づけるよう法律化す

る必要はないという吉川先生、本間先生の御意見だったと思いますが、生田さん

やら等々は、これが大事なんだ、これはどうしても要るという御意見だった。 

明文化するとか、どういう形で義務づけるかということに関しましては、これ

は議事録に残すとか、国会答弁で補うとか、定款に書くとかいろんなやり方はあ

ろうかと思いますけれども、ユニバーサルサービスを法律でやれというのはいか

がなものかという御意見でしたので、こういう書き方にさせていただいたという

ことです。 

（吉川議員） ２枚目のここですね。 

（麻生議員） はい。 

（竹中議員） 谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） これは要望でございますが、要するに10年間かけて最終的な民営化に

持っていく過程で度々ここでも申し上げました国債等の市場、マーケットに不測

の影響を与えないように、制度設計なり、透明化なりいろんなことを考えて進め

ていただきたいというのをひとつ御要望申し上げます。それからもう一つ、ユニ

バーサルサービスのところで、「その維持に必要な場合には優遇措置」とソフト

に言いかえて。 

（麻生議員） どこですか。 

（谷垣議員） ３．の（３）です。書いていただいておりますが、私はここで、要す

るに民営化してそこで税を突っ込むというようなことは理解を得られないのでは

ないかということを申し上げてきたわけですので、今後の制度設計の中で、その

あたりを十分に配慮していただいて制度設計を進めていただきたいと思っており

ます。 
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（麻生議員） 今の３．のところでありますけれども、これは郵便事業は初年度は黒

字になりましたけれども、あの黒字になった内容をよく見ますと、いろいろな特

殊な事情があって公務員給与が下がったとか、株がどうしたとかという特殊な要

因もありますので、これは今後とも基本的には黒字化するための努力をしていた

だかなきゃいかぬところだと思っております。5,500 億円の債務超過のままでス

タートしておりますので、そういった意味では、郵便会社を別会社にするに当た

っては、これはよほどある程度配慮してやらないとできないと思いますので、「優

遇措置」と書かせていただいたのが１点であります。それで税金、主に補助金を

後から突っ込むなんていうことは、とてもじゃないけど、今より悪くなる話です

から、それはするつもりはありません。 

それから、先ほど最初に言われた点につきましても、これは一番悩ましい話で

ありますので、そこの点につきましては、当然、法律的には2007年とか決まって

はいますけれども、実際問題として、最初から融資するだけの審査能力等は基本

的には持っていないという形になろうと思いますので、主たる業務は今後国債に

なると思います。ただ、もしかしたら、天才的なデリバティブをやるのが出てく

るかもしれないとか、いろんなことが考えられているのは当然だと思いますので、

その点に関しましては、当然、配慮すべきものだと思っております。 

（竹中議員） 谷垣大臣の質問の第１に関しましては、３年ごとにレビューするとい

うことと、モニタリング等々でそういうことがないようにしていく。それとユニ

バーサルサービス義務を課す以上は、何らかの待遇というのは、これはまさにコ

インの両面なんだと思います。先ほど御質問がありました信書に関して、これ以

上規制緩和しないというのも、実はそれをリザーブドエリアにするという意味で

の優遇に当たる。そのように理解をしております。牛尾議員。 

（牛尾議員） ２ページ目の９．なんですが、「民営化の基本的方針を取りまとめた

後、民営化に向けた詳細な制度設計及びその後の準備作業を取り組む」というも

ののも主体が誰かということと、その後、推進本部を設置する。これは法律家の

ための確認の意味で、民営化に向けた準備のための経営委員を設置するというの

は、今、麻生さんの説明によれば、これは場所を貸すだけで、中身は外の人がす

るんだという話ですけれども、その辺の主体が、初めの主体は今の公社でやるこ

とですか。後の経営委員会は外部の人か。 

（麻生議員） と生田さんは言っておられました。 

（牛尾議員） それは内部でやらないと。半分ぐらい内部の人が入らないと、外部の

人に全部数値を公開するわけにもいかないだろうし、この経営委員会というのは、

少しわかりにくい。 

（竹中議員） その点は、骨子ではなくて、民営化の基本方針を決める段階ではしっ

かりと決めなきゃいけないと思います。ただ、ここではまず、制度設計について

は、これはシミュレーション等でやるということでありますから、諮問会議もや

るべきことがあるし、準備室もやるべきことがある、公社もそれぞれにある、そ

ういうことだと思います。 
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（牛尾議員） 麻生大臣が「公社は場所を貸すだけで」というのはやってみないとわ

からない。 

（麻生議員） 私は生田さんの御意見をそのままとって、ここは、こんなものまでや

らされたらとてもたまらぬという。 

（牛尾議員） こんなものもやらないといけない部分があるかもわからないから。 

（麻生議員） 最初の制度設計の方だけでも精いっぱいなのに、その上に経営委員会

まで冗談を言うなというお話でしたから。 

（小泉議長） 推進本部と経営委員会というのはちょっとわかりにくいな。要するに、

準備作業に取り組めばいいんでしょう。余計なことを書かない方がいいんじゃな

いの。どうだろう。 

（牛尾議員） 推進本部は法律を通す場合に、閣議了解が要るという……。 

（麻生議員） 消してもいいですよ。民営化に向けた準備委員会、経営委員会と、こ

れは例のレビューのときの、その次のモニタリング委員会と重なるイメージで持

たれると、総理のどうしてもその次のところと重なるかもしれないという。 

（小泉議長） この10番目もレビューとか、モニタリングじゃなくて、「民営化後３

年毎に民営化の進捗状況や経営形態のあり方を見直すための委員会」でいいんじ

ゃないの。あえて「レビュー」、「モニタリング」を入れるからわかりにくくな

るんだよ。 

（麻生議員） 恐縮ですけれども、もう一回。 

（小泉議長） 「民営化後３年毎に民営化の進捗状況や経営形態のあり方を見直すた

めの委員会を設置する」と。 

（牛尾議員） ９．のことを申し上げたのは、僕も奥田さんも言ったように内部の人

が業績見通しを出すべきなんです。話をね。それは９．の前の方の制度設計や準

備作業に取り組む中に入っているんですか、その行為は。 

（麻生議員） はい。その前の「民営化に向けた詳細な制度設計及びその後の円滑な

準備作業を取り組む」の中に、郵政公社の人は、その中にいるわけです。 

（牛尾議員） 経営計画をつくるところで、業績見通しをつくるのは入っているわけ

ね。 

（麻生議員） そうです。当然公社がやらなければ、我々がやったってできませんか

ら。 

（竹中議員） では、ちょっとここの部分はこのようにさせていただけますでしょう

か。基本的には、いろいろ経営の判断としてやらなければいけないこととか、も

う少し詳細な制度設計をやらなきゃいけないこと、いろんなことをやっていかな

きゃいけないということは私たちの頭の中にあるんですが、具体的にどうやるか

という議論は必ずしも煮詰まっておりません。したがって混乱を招かないために、

９．のところは、総理がおっしゃいましたように、最初のところの文章だけ、準

備作業に取り組むというふうにして、どんな形で取り組むかについては、引き続

き基本方針までに決定するということにいたします。 

（小泉議長） その方がいい。要するに骨子だから。あんまり具体的には、みんなで
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相談していけばいい。 

（竹中議員） そうですね。それで皆さんの問題意識はしっかりと踏まえて、引き続

き議論する。10．につきましても、これも総理がおっしゃいましたように、あり

方を見直すための委員会を設置するが、どういう形になるかは、これから引き続

き議論するというふうにいたします。よろしゅうございますでしょうか。 

すみません、それでは、ちょっと申し訳ないんですが、５分ないし10分だけ待

っていただきまして、今のをしっかりと直したのを今日はお持ちいただくという

ふうにしたいと思います。 

すみません。10分間の休憩をいただきたいと存じますます。 

（休 憩） 

（竹中議員） それでは、お待たせいたしました。再開いたします。 

お手元の案を配っております。もしこれでよろしいということでございました

ら、この「（案）」というのをとらせていただきまして、正式に日付を平成16年

８月６日とさせていただきまして、クレジットを経済財政諮問会議というふうに

させていただくと。それで諮問会議というクレジットで、この後の記者発表では

配らせていただくということにしたいと思います。御一読いただきまして、よろ

しゅうございますでしょうか。 

（「はい、いいです」と声あり） 

（竹中議員） それでは、これを正式の基本方針の骨子ということで、経済財政諮問

会議の決定とさせていただきます。総理、最後に。 

（小泉議長） よく御苦労いただきまして、ここまでまとめていただきました。あと

は、この骨子を基本に更に入念な調整作業をよろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） それでは本日は大変ありがとうございました。 

（以  上）
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