
 

平成 16 年第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

 

（概要） 

（竹中議員） 本日は、８月末から行う「骨太 2004」の実現に向けた集中審議について

の説明を行い、その後、郵政民営化について審議していただく。 

 

○「骨太 2004」の実現に向けた集中審議について 

（浜野政策統括官） 資料を見ていただきたい。７月 21 日の当会議における議論を踏ま

え、８月下旬から関係閣僚の参加を得て、「基本方針 2004」の具体化に向けた集中

審議を行いたい。具体的な検討課題については、現在、精力的に取り組んでいる郵

政民営化に加え、６項目を挙げている。 

（麻生議員） 「教育の基本的なあり方」は、義務教育そもそも論の話とは別なのか？ 

（竹中議員）  教育そもそも論という意味である。 

（牛尾議員） この話が出てきた経緯は、地方との関係もあり、義務教育に大きくアク

セントがあった。 
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（竹中議員）  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り、この方向

で８月末からしっかりと議論していきたい。「集中審議」の実施を決定したというこ

とで、関係閣僚へは８月 10 日の閣僚懇談会において、協力をお願いしたい。 

総理、よろしいでしょうか。 

（小泉議長） はい。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員） 前回の議論で概ね合意されたことと、まだ議論すべき点が残っている。 

   簡単に申し上げると、組織全体については４機能別に分社化の方向を探るという

方向で概ね合意されたが、持株会社をつくるか、どのような性格のものにするかは

議論の余地がある。 

   郵便については、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、

ということで合意された。 

窓口については、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、ということで合意があったが、窓口にユニバーサルサービス義務を課す

かどうかは検討が必要。 

   郵便貯金と保険は、民間同様の法律に定められた業務を行うという方向について

は合意があった。イコールフッティングと経営の自由度を調和させていくことは、

以前から合意があるところだが、具体的な進め方については、十分な議論ができて

いない。また、銀行・保険は、最終的に民有・民営を目指すという意見があったが、

まだ議論が十分に煮詰まっていない。 

   政府保証分の扱いについては、新勘定と一体的なＡＬＭを行う、つまり一体的管

理を行うことと、損益は郵政の新会社に帰属させることについては多くの合意があ

るが、その保証分の保有をどのようにするかについては議論の余地があった。 

   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合意はあったが、具体的な工程・プロセスについての

議論は必ずしも行われていない。 

   ユニバーサルサービスは、どこまで法律で義務づけるかという点で十分な合意が

得られていない。職員の身分についても、まだ十分に合意されていない。今後の議

論の進め方だが、基本方針を秋までに決めることは決定済みだが、シミュレーショ

ン等を含む制度設計、経営委員会等についてはまだ十分な議論ができていない。 

   設立後定期的にレビューして見直すことは合意があるが、どのようなモニタリン

グをしていくかについては、十分な議論がなされていない。 

（奥田議員） 「ユニバーサルサービス」という言葉がよくわからないという声をよく

聞く。もっと国民全体にわかるような言葉が、日本語で何かないのかという話が出

ている。 

（小泉議長） 「公平にあまねく」が日本語である。全国津々浦々サービスだろう。 

（牛尾議員） 「公平にあまねく」は、大正２年の言葉だ。 

（小泉議長） 「津々浦々」というのは今、若い人にはあまり馴染みがないんだな。「あ

まねく」もあまり言わない。 

（竹中議員）  全国一律サービスと言える。 

（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。 

（牛尾議員）  「ユニバーサルサービス」というのは、英語であるのか。 

（竹中議員）  ある。ただし、日本の使い方と違うなと思うのは、「ユニバーサルサー

ビス・オブリゲーション」と「オブリゲーション」がついている。一律提供義務と

して、一律に同じように提供する場合でも、それが法律で定められた義務なのか、
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経営上の判断としてそうなっているのか、法律ではない別の設置基準等で保証され

たものなのかといった点については、もう少し詰める必要がある。 

（小泉議長） 「全国一律サービス」と言うのか。 

（麻生議員） 「全国均一」では。 

（小泉議長） 「均一」とは違う。 

（麻生議員） ちょっと違う。 

（牛尾議員） 「均一」ではない。 

（吉川議員） とりあえず、「ユニバーサルサービス」という言葉を使うが、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、郵便に限るのがよい。そ

れ以外の３事業については、やめた方がいい。 

（麻生議員） 「論点整理」では、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され、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。吉川議員は、それを法律に書く

のはいろいろ問題があるというご意見と思うが、私がもし経営者だったら、コスト

もかかり、基本的にはやりたくない。だから、やらねばならないというものにして

おくためには、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、定款や国会答弁などで担保されているなど、何らかの形が必要ではないか。生

田総裁のようなきちんとした経営者がずっと出てくるという保証はなく、何らかの

形で担保されるよう配慮をしておく必要があると思う。 

（竹中議員）  例えば、窓口ネットワークに関しては、設置基準があり、かつ、この窓

口で３つの事業が提供される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に提供されているということが

実現する。 

（麻生議員） 基本的にはそうだと思う。例えば特定郵便局長が簡保・郵貯を集めるに

当たって、「銀行の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

な話も民間だったら在り得るわけで、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。だから、今後ともある程度のもの

を維持するのであれば、何らかの形での明文化が必要だと思う。 

（牛尾議員） ユニバーサルサービスが現実にあり、民営化したときにも残っている方

がスムーズだということはよく分かるが、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。コストを最小限にしてバランスをとったと

ころで義務づけるのは、現実化するときに相当そのことを配慮する必要がある。こ

ういうのは均衡感覚で説得力があるので、しばしば法律で義務を課した場合、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だ。だ

からこそ民営化の方がいいという議論になるわけだから、その振り合いをどうする

か、実施するときには、よく頭に入れてやるべきだと思う。 

（麻生議員） 全く賛成だ。ドイツのように約３万局あったものを自由化したら約１万

局になりあわてて対応し、分社化した郵便貯金をあわてて再統合し、子会社にする

といった失敗例があるので、そのようにならないようあらかじめ対応しなければ、

学習したことにならない。 

（本間議員） 窓口ネットワークをどういう形で維持し、地域住民等に対してのサービ

ス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、旧勘定の扱いも含め、郵貯・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。定額預金は窓口ネットワーク

会社にとって無形の資産になり、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、新しい銀行でも窓口で扱ってくれといわれるような、
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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、それとの競合的な関

係に走り、郵貯・郵便保険を扱わないということはあり得ないだろう。そういう意

味で、窓口ネットワークの収益の担保についても、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思う。 

   それから、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

していくことが保証されるか否かという問題だが、ドイツの経験を含めて検討しな

ければならないが、さりとて全部を今までと同じような形でやる場合、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ことになれば、

後々相当な問題の禍根を残す状況になると思う。 

（福井議員） 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、そして、それらの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をすべ

て市場メカニズムの働く世界に移しかえるところに非常に大きな意味があるので、

ユニバーサルサービスや資本金のあり方とも絡み、デファクトな政府保証が残ると

いう姿、あるいは印象を残しては、この目的と大きく違ってしまうのではないか。 

新しくスタートする民営化された郵政銀行・郵政保険会社が自ら収益性を確保し

ていくうえで一番重要なのは、経営の自由度の確保だと思う。これに関し、郵政銀

行・郵政保険会社にデファクトな政府保証が残存しているという印象を伴うような

仕組みがあると、民間とのイコールフッティングが明確に確立しているかどうかが

わからなくなり、民営化を隠れみのに、デファクトな政府保証を裏付けにしてこれ

らの会社が肥大化する可能性があるのではないかというような懸念が残ることに

なれば、逆に経営の自由度を奪うことが必要となるというような議論がいつまでも

続くことになる。私は経営の自由度の確保を最優先に考えるべきだと思っており、

それと矛盾する可能性のある資本金やユニバーサルサービスのあり方については、

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と思う。 

（竹中議員）  デファクトの政府保証は大変重要なファクターだと思う。ユニバーサル

サービスとの関連で、経営の自由度と矛盾するというのは分かりやすいが、資本金

との関連でもう少し付言をしていただきたい。 

（福井議員） 現在の郵貯・簡保部分の資本金が過少なのか過大なのかは正確には分か

らないが、もし表面的に資本金が少なく見えても、リスクアセットも少ない状況で

は、実態はそんなに過少資本にはならないのかもしれない。今後、新・郵政銀行あ

るいは、新・郵政保険会社の経営者がどのようなビジネスモデルで、どれぐらいの

リスクアセットを組み込んでいくかによって必要なエコノミックキャピタルの量

が決まってくる。そして、それはできる限り民間が資本として調達する姿が望まし

い。最終的に完全な民有・民営に移行する前に、持株会社にぶら下がるという場合、

持株会社には政府の資本金が入ることになるため、デファクトの政府保証が懸念さ

れることから、早期に、独立した政府の資本金の入っていない主体とすべきである

と思う。 

（牛尾議員） 2007 年４月に民営化に入ると、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るが、非常に大事なポイントは、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も、基本的には一番初めは

国有・民営である。だから、福井議員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、政府保証がなくても国営企業だと皆国民は安心する。

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のかが非常に重要な要素
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になる。 

   更に、政府系金融機関は 2005 年の７月から 2008 年の３月にかけて、民営化する

部分と政府系で残る部分の案が出るので、2008 年は新たな民営銀行が続々と出てく

る。2004 年度末までの２年間、2005 年度から 2007 年度までの３年間、2008 年度以

降の３段階で改革が進められると記憶しているが、2008 年度以降は、速やかに新体

制に移行すると決まっていたと思う。 

政策金融の規模が縮小し、それから 10 行ぐらいの政府系金融機関で民有・民営

する部分と国有・国営の部分が分かれていくので、金融界はいろんな問題が出てき

ているはずである。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。そこのとこ

ろは、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。 

   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のか、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。新会社ができたときに、役員の指名等をある程度オープンにするのかしな

いのか、指名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、

全く違う方法をとるのか、この辺のやり方もよく考えていかないといけない。やは

り経営の自由度は、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あるから、これらがオープンに決められるかどうかによって国

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

体的な工程表が相当重要な要素になるのではないか。民間企業から役員を選定する

とか、経営の将来の予測とか、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 9,000 億円とか 7,000 億円ぐらい儲かるとかという論議があったが、やは

り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は年内に相当

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がデ

ィス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、いろいろなディビジョンについて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の試算で数字

の片鱗だけが見えたけれども、経営資料が公開されないと予測は非常に難しいので、

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オープンにしすぎて

不安定になると困るので、公開した上で多様な経営計画を一度見てみるという作業

をどう進めるのかというのも重要なことだと思う。 

（谷垣議員） 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

う議論で本当にいいのかということを思っている。今の資料のオープンの話もある

が、具体的に経営の責めに当たる方が、これでいけるという判断ができるような対

話をどこで仕込んでいくのかは、極めて大事ではないかと思う。それは実際の人事

と絡むから簡単ではないけれども、今後の議論の整理の中でも、その工夫をお願い

したい。 

（竹中議員）  前回の生田総裁の話では、準備経営委員会とか経営委員会とおっしゃっ

たが、そういうものをやる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思う。 

（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が、

数字を出していく過程というか、あのような計算方式というのは正直言って我々は
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よくわからない。確かに外郭的にはわかるけれども、具体的な工程とか、時間軸と

か、こういうものに基づきながら、数字を積み上げていけば、それは相当ビジュア

ルに、こういうふうに変わっていくというのがわかる。今回のマッキンゼーの試算

は、あれでよく分かるなというのが、正直言って事業をやっている者としてはそう

いう感じがする。 

（牛尾議員） 今、機能論から組織論に入ろうとしているわけだが、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が立たない。2007 年４

月に民営化に着手するということは、その何年前に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、様々な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ことについては、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年ぐらい前に内定しないといけ

ない。 

   それぞれ相互に議論していく、実際４人の組み合わせも、こういう大きな民営化

では非常に大事だ。ＪＲの場合には、実際３つの中心でやった松田さん、葛西さん、

井出さんは改革派国鉄職員で相当内定は早かった。若手の細谷さんは設立準備室の

次長でプランを書いていて、そもそも一緒にやっていたわけだから、非常にスムー

ズに見えた。今度はわからないところが多いので、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は、私は２年ぐらい前に決めないとだめだろうと思う。

しかし、公社準備で 2005 年の４月ごろに人事を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。その辺のところを

どのようにするか。役員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

もするが、それが形式的になって、この人だという人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あり、ガバナンスの最たるものなので、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、と言ったって、

人の顔が見えないとだめだ。だから、そういうのも非常に難しい点であると考える。 

（吉川議員） ２つのことがある。１つは将来の経営を担う方々の意見が反映されて、

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う。もう１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。原則自体は民営化に当たってきっちり決めていただきたい。 

   いろんな論点が出ていると思うが、例えば、４つの機能別に事業を分社化すべき

だということとか、あるいは金融については、私は先ほど福井議員のおっしゃった

ことは、我々民間議員が考えてきたことと同じだと思う。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う。 

（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。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、市役所や登記所の仕事をやりましょう、コンビニ、喫茶店、レスト

ラン、旅行サービスなどをやってもよろしい。そして一番大きな簡保・郵貯でたく

さん手数料収入をもらってもよろしい。民間として、できるだけそこで豊かな将来

性が見えるように表現した方がいい。「窓口サービス」と言うと、今の郵便局の窓

口のことだけを考えるが、それこそが民営化の大きなメリットだ。あまり広げると

銀行との関係とかいろいろあるかもしれないが、銀行から受託しても構わないわけ

だ。そこは楽しみのある表現にしてほしい。 

（竹中議員）  ちなみに、英語ではアウトレットと言うそうだ。まさにおっしゃったよ
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うに店舗のイメージだと思う。そういうことを少しどういうふうにするか工夫して

みたい。 

（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思っている。経営準備委員会が仮にできて、

新しい経営主体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

の原則の下で、きちんと将来の経営が確立するかどうかの検討をするということじ

ゃないといけない。そうした原則にはいくつかのものがあると思うが、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

れから職員の身分についても民間人という意識のもとでリーダーに従うことが必

要であり、組織形態としては、持株会社のもとに独立採算の４つの企業体が所属す

るという姿までは、少なくとも持っていかなければいけないのではないか。 

その３番目の点について申し上げれば、少なくとも銀行、保険、ネットワーク

会社、郵便、これがいずれも独立採算でスタートするべきであり、それぞれ黒字化

しなければいけないという時間的プレッシャーが経営者に跳ね返る形でスタート

しなければいけないと思う。前回の生田総裁のお話では、とりあえず分割しないで

スタートして収益性が上がる道筋を確立したいというお話だったが、それだと黒字

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ことになってしまうので、そうい

う条件がきちっとあった方がいいと思う。 

（麻生議員） 移行期の話を含めての話になるが、生田総裁の話では、少なくともスタ

ートする 2007 年の段階においては、特殊法人という格好で１つの法人の中で、３

事業一緒でスタートする以外に物理的に無理であるとおっしゃった。少なくとも、

直前まで公務員というのを抱えて、それを民営化の段階において、いきなり３事業

を別々でなんて言われたら、それはとても無理である、と。法律も 200 本ぐらいつ

くらなければいけないことになると思うので、これは簡単にはいかない。ただ、今、

福井議員がおっしゃったのと同じで、なるべく早い段階で３つあるいは４つの会社

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、今いる会社からそれぞれの会社の所属を分けるのだから、それだけ

でも結構大変である。「私はこの会社に行きたくないのに行かされた」という話に

なるが、そういう人たちに対しては、「何年何月までに、何年以内にこういう形に

する、少なくともそれまでには黒字にしなければならない」というような話をする

のだろうと思う。 

   私は自分で会社をやっていたから思うのだが、「牛角」という 30 代の男性が始め

た焼き肉料理チェーンの会社がコンビニの「ａｍｐｍ」を買うなんてことを５年前

に想像した人はいなかったはずだ。 

（牛尾議員） 約 1,500 店舗ぐらいかな。 

（麻生議員） すさまじい。この会社は、実際やってのけたわけである。したがって、

細田議員と同じ考えで、「窓口」というイメージは暗いなと私も思う。何か小さな

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思う。「窓口ネット

ワーク」会社は当たれば一番伸びる会社である。当たる確率は極めて高いものにし

ないといけないが、プレッシャーがある一方、これはチャンス、可能性があるとい

うように、基本的には夢の広がっていく話にしなくてはいけない。先に行けばどん

どん小さくなる話など、経営者はやらない。 

   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、福井議員がおっしゃるよ
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うに、何となくそのままでいってしまうかもしれないので、その枠組みを決めてお

くのは、インセンティブとしては１つの手口だと思う。実際にそのとおりできるか

どうかは分からない、情勢が変わっているかもしれないし、３年かからず２年でで

きるという感じもしないでもなく、考え方はいろいろある。しかし、スタートの段

階と先とを少し分けて考えないと、法律を通さなければいけない立場からいうと物

理的に 2007 年４月というのは結構しんどいなと、そんな感じがする。 

（谷垣議員） 移行期間における組織のあり方については、いろいろ経路があると思う

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議論

もされた。もし、その出発点がそうでなければだめだというのであれば、リスクの

遮断をどうしていくのかというのは、きちんと議論しておいていただかないといけ

ないと思う。 

   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、それぞれが自立可能

にしておかないと。郵便会社は債務超過という話もあったが、出発点は現在の貸借

対照表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、出発点はきち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があると思う。 

（奥田議員） 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う。公社をつくって、１年以上経っているが、結局、公社の

中に民営化あるいは民営の手法というか、それを取り入れて１年半以上やっていた

ので、１年半も経てば生田総裁、團副総裁と高橋副総裁の３人については、郵政民

営化の問題の核心というか、内容がわかっているし、おそらく、民営化した場合に

こうなるという数字は持っているのではないかと私は思う。前回、生田総裁は言及

されなかったが、私はそこのあたりは実際に民営化手法を取り入れて、その結果こ

ういう問題があったと、それについて自分たちはこう考えているという話を聞いて

みたいなと、あるいは聞いた方がいいのではないかと思う。あるいは本当にできて

いないのであれば、公社側で作っていただく。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。それが具体的な工程

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する。その次

の年度ではこうする」という、その工程に従って組織というものも考えていく。こ

れをうまくすり合わせていかないと、何年経ってやるという案について、なかなか

結論は出ないと思う。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思っている。 

（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重要な論点である。連続性というのは、細田議員が

言われた通り、新しいビジネスモデルをつくるという点で言えば、相当非連続的な

部分が出てくると思われる。その際、今の経営形態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のだから、ドイツポストみたいな形で

極めて斬新な、新たな「牛角」タイプの経営者がやるのかによって、随分違った話

として位置づけなければならないテーマだと思う。 

   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である。これは旧新の経営者にかかわら

ず、甘い条件設定の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、ビジネスの自由度を確保してくれ、となるのは、自然の成り行きである。

したがって初期値の設定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、十分精査をし、経営の効率性に向けてのインセンティブを最大

限発揮できることと、経営基盤が最低限保証されるという問題は違うことを十分認
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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。その前

提条件はイコールフッティングで、吉川議員が言われた通り、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は、私は法律としてきちんと書く必

要があると思う。その意味で、全体としての具体的な制度設計にかかわる問題では

あるが、先ほど福井議員が言われた最低限の部分について、はっきりとした指針と

いうものを、確認をして進む必要がある。 

   その上で、政府のコミットメントの仕方というのは、大きく分けて３つあると考

える。 

   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、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。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等の問題が、当然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あり、１つの重要なポイントである。 

   ３番目は資本金の問題である。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。資本の部分についても、他の会

社とは違う、国民的な要請は高くなることは、当然、予想されるので、少なくとも

金融の部分については、姿形としてできるだけ早くリスクを遮断し、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。 

   そういう意味で、全体像を考える場合に、利害得失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と思う。 

（牛尾議員） 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のではないかとか、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るが、

窓口ネットワークは明らかに創業的なビジネスであり、非常に性格が違う。このこ

とを十分意識した上で、麻生議員が言われた通り、出発点にかなり高い目標をつく

り、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つくり、その中

で経営者が精一杯頑張るという、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なので、その辺のところをよく考えながら現実的にやっていく

べきではないか。 

   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原則もあるが、競争

力を持って競っていくことが重要。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。やはり、

郵政の４つの会社というのは、国民からの継続した信頼感は非常に高いけれども、

国有会社で安易にやられたのでは困るので、そこのところのタイミングのはかり方
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というのは非常に微妙なものがあると思う。それをブレークスルーする道はあると

思う。 

（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

が、今、公社でやっていて非常に特徴的に出てきているのは、生田総裁たちの話を

聞いても、郵便保険の問題については、どんどん減ってきて、将来性を持って他と

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ようだ。そうしたときに具

体的に考えると、それでは保険はやめてしまうのか。あるいは例えば外国の会社と

提携する等、何とか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のではないかと思っている。それについても、公

社化になってからの１年半の経過を見てみたい。 

（麻生議員） 会社をやるのだから、将来先行き暗くなる話ではやる者もいないので、

やれるような自由度を与えなければいけないということは、皆の意見が一致してい

る。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、基本的に、この種の業界においては、店舗戦略が一番重要な戦略なので、

その店舗戦略を誰が行っているかがわからないなんていうのではとても不安なの

で、きちんとコントロールすることが必要である。 

   例えば、コニカはそうだと思うが、コニカのカメラの銀盤の写真は、売上高はか

つての 15％。フィルムというものは年率 50％ずつ減っておりデジタルに置き換わ

っている。あの会社はどうしているかというと、コニカ本社は百人程いるが、ここ

に資本を持たして、ミノルタを買ったわけだ。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、どこでやめるかということを、本社で決めている。この部分をなくすのは、

国鉄みたいに地方分割ならできるが、全国でやる場合は、店舗戦略というのは絶対

なので、ここが確実に要ると思う。この会社の株式を上場するのか、この会社が持

っている会社の株式を上場するかは、それは全然意味が違うと思う。 

   したがって、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

る自由度は与えておかないといけない。結果として利益が出て配当し、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、「５原則」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だと思う。目的はほとんど一致しており、諮問会議で

民営化反対を言っている方はいないので、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、自ずとある程度は出てくる。私が郵政

公社総裁の立場だったら、こんなに責任を押しつけられてはかなわないから嫌だと

思うが、いずれにしても、私も奥田議員と同じで、実際はどういう具合に思ってお

られるのか、少なくとも、公社の間はその責任を負われる方の意見というのは、数

字を含めてぜひ聞きたい。 

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

てきたので、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

だというのが奥田議員の意見である。それを早急に出してもらったらどうだと。そ

れは出すべきである。４つに分かれているというようなことまではないかもしれな

いが、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られ

ると思う。 

（奥田議員） 数字をつくろうと思ったらつくれると思う。 

（竹中議員）  これは伝聞であるが、経過だけ申しておくと、そういう議論の協力につ

いて、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が、出していた

 10



 

だけなかった。だから、やむを得ずマッキンゼーが独自に試算をした。それぞれの

言い分があると思うが、やはり基本方針をしっかりと決めて、その基本方針を理解

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べきではと思う。 

（細田議員） ある程度議論が出尽くしたところで、竹中議員、麻生議員で少し内容的

な詰めをしてもらって、現時点での考え方、基本的な考え方をまとめられればと思

う。 

（竹中議員）  今、細田議員から御示唆をいただいたが、麻生議員と私で少し今までの

議論を整理して、それで細田議員の指示に従って簡単なメモを出したい。15 分から

20 分ぐらい休憩をとってもよろしいか。 

（小泉議長） また議論しなきゃいけないですよ。 

（竹中議員）  また議論する。それでは、ここで一旦休憩とする。 

                 （休    憩） 
（竹中議員） それでは、議論を再開させていただく。 

   現時点までの議論を、麻生議員と私で要約させていただき、民営化基本方針の骨

子として、案をメモの形で用意した。中身について、麻生議員からポイントの指摘

をお願いする。 

（麻生議員） 論点整理における５原則を踏まえることを大前提としつつ、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の確保」「事業毎の損益の明確化と事業間のリスク遮断

の徹底」。これは福井議員等がご指摘されたことだが、ここは大事なところだと思

っている。 

   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、生田

総裁が言われたとおり、2007 年 4 月は特殊会社でスタートする以外に方法がないと

思うが、それ以降について、４つに分けることや、持株会社の下にぶら下げること

など、いろいろな案がある。この点については、牛尾議員が先ほど指摘されたよう

に、３年や５年などある程度目標を定めて行うべきという御意見と思うので、「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。 

   最終的な民営化の姿が大事である。そこで、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。」とした。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」「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、先ほ

ど本間議員等からいろいろ御指摘があったが、基本的には、この点を法律で書くと

いうのではなく、明文化することを意味していると御理解いただきたい。窓口ネッ

トワーク会社については、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、いろいろな考え方があると思うが、これは会社を経営される方

に今後考えていただく問題だと思っている。 

   （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、フェデックスの話などを生田総裁がされていたことを勘案した。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るだろうし、郵便でやる場合も

あると、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。」としたが、
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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あるため、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ければならないことを考え

ておかないと、最初のスタートから具合が悪いことになる。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、税の面でそのまま置くことを認める

とか、資本勘定に組み入れることを認めるとか、いろいろな表現があろうかと思う。

何らかの優遇措置を講ずる、という意味である。 

   次の（４）、「郵便貯金会社・郵便保険会社は、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」は、当然なことだ。なお、郵便保険会社は、正確

には簡易保険会社かと思う。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。」との表現にしたが、

生田総裁から、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があり、

私も、確かに日本の場合でも、銀行が信託や証券をグループ化するなど、コングロ

マリ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、今後い

ろいろな形が考えられると思われるため、こういう表現にさせていただいた。 

   （５）では、「民営化前の政府保証が付いた郵便貯金・簡易保険については、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、損益は持ち株会社に帰属させる。」としたが、

これはいろいろな表現があろうかと思う。例えば、政府保証を付けた旧勘定、これ

は民営化時点において数百兆円と額が大き過ぎるため、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、という福井議員のご指摘であったので、「何らかの

形」という表現をしている。別の公社をつくるのか、事業団のようなものにするの

か、いろいろな方法が考えられるが、「何らかの形」という意味しか他に表現がな

かったため、「何らかの形での公的な保有形態を考慮する必要がある。」とした。し

かし、その場合でも、新規の契約が全然入ってこない場合には、旧勘定しか持って

いなければ運転資金が回らないことになるため、新規契約分と一括して運用するこ

とを考えなければ成り立たない。そういった意味では、損益は、新会社の親会社で

ある持株会社に帰属させる。問題は、今の法律では、この利益を戻す時に譲渡益課

税がかかるではないか、ということであり、ここは何らかの形で担保しておく必要

がある。時間がなかったために文章に盛り込めていないが、基本的には、譲渡益課

税というようなことに、税について特別な配慮が必要だと思っている。 

（６）では「地域の実情に合ったサービス提供を可能とするため、窓口ネットワ

ーク会社を地域分割するか否かについて、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。」としている。これは、私は基本的には一括だと思っているが、新会社の経営

を縛ることになろうかと思われるため、新会社の経営陣の判断に委ねることにして

いる。仮に、窓口ネットワーク機能が持株会社に入れば、その段階で地域分割する

ことはなくなると思うが、これは新会社の経営陣の判断に委ねた方が正しいと思う。 

   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。」とした。生田総裁は特殊会社で

スタートする以外に方法がないと言っておられる。しかし、現実にそうなったとし

ても、少なくとも最終的な民営化の姿はこうなる、例えば持株会社の下に４つぶら

下がる、３つぶら下がる、など、ある程度いろいろなものを最終的な姿として前提

にして考えておく必要がある。改正を要する法律が約二百数十本と予想されること

を勘案し、物理的なことも考えなければならないため、「更に検討して早急に結論
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を得る」としている。 

   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付けるかにつ

いては、更に検討して早急に結論を得る。」とした。重ねて申し上げているが、ユ

ニバーサルサービスをどこまで義務付けるかについては、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のようなことになりかねない

ことや、生田総裁の御意見もあったため、どこまで義務付けるかについては、「検

討して早急に結論を得る」としている。 

   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

の職員となるが、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が、誤配送や年賀はがきが届かない等の問題を調べる

ことができるのは、郵政監察官が行っているからだ。また、裁判所が書類を送付す

る場合の特別送達については、民事訴訟法によって公務員でなければならないと規

定されている。従って、郵政公社の職員を簡単に全て民間人にしてしまうと民事訴

訟法違反になりかねないので、そこのところはしかるべき措置が必要だろう。市町

村合併が進み、私が総務大臣に就任した時約 3,180 あった市町村は、もう既に約 350

減ることとなっており、さらに約 500 の法定協議会で合併が進もうとしている。そ

ういったところでは、地方のいろいろな行政サービスを提供するために、郵政官署

法に基づいて郵便局で行政手続をやれることになるが、それには公務員でなければ

ならない等々があり、その辺りのところについて検討していく必要がある。以上を

勘案し、「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

万人の職員について、特殊な郵政監察官等々の問題を考えなければいけないとか、

勤労意欲等々を考えて勲章の話など、いろいろとあろうかと思われるため、こうい

ったところについて検討していただかなければならない。 

   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。 

   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、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。」とした。これは、いろいろな事業分野に出ていくと、総務省以外にも

関係してくるところが出てくるため、そういったところについては必要な取り組み

を迅速に進める、ということで、「政府」という表現をさせていただいている。 

   ９．では「民営化の基本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

も御指摘のあった通り、全く数字が入っていないのでは話にならないし、牛尾議員

からも、制度設計をきっちりとしておかなければダメだ、というご指摘があったた

め、「準備作業に取り組む」としている。 

   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見直すため

の委員会を設置する。」とした。 

言葉が麻生太郎用語または竹中用語で、役所用語になっておらず、法律としては

いかがなものかと思うが、ここまでが竹中議員と合意させていただいた骨子だ。 

（竹中議員）  それでは、この案について、御意見があったらおっしゃっていただきた

い。 

（奥田議員） 信書の取扱いということが問題だったと思うが、これはこの中でどうい

うふうに読み込めばいいのか。 
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（麻生議員） 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。先程の郵政監察官等と同じことで、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

ったが、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くと、公務員で

残る人もいるのかということになり妙な形に誤解を招いたりすることになりかね

ないと思ったので、こういう形にしてある。郵政監察官等々は基本的には必要なも

のであり、ある程度特殊な職業ということになろうと思っている。信書の話もその

中で検討させていただきたい。 

（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、そういう御趣旨か。 

（奥田議員） 要するに、参入規制を緩和して信書を取り扱わせるか、させないかとか、

それが問題になっていたと思うが、それについて、これは何かやれるとか、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） 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か。 

（麻生議員） その通り。そのように御理解いただいて結構。 

（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

うことである。 

（奥田議員） それから、３．の（２）だが、確かに今まで、我々はこの議論をやって

きたわけだが、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、そういう反応がこの（２）から出てきて、何か政治的な問題になるとい

うことはないのか。私はそこまで考えていなかったが、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はコンビニの中に郵便局があ

るというのが正しい感じであるので、基本的には新たに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

何か所か見たが、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う。誤解を招く点もあろうかと思

うが、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、郵便局に行ったら、そこそこのものが揃う、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

る程度を意味している。 

（細田議員） サービス業だっていろいろやったらいい。 

（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

た別の規制があるのだろうけれども、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。 

（牛尾議員） やらせるという判断だろう。 

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

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

わからない。 

（吉川議員） ユニバーサルサービスについて、 1 枚目の３．の（３）では、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している。これは従来から我々

全員アグリーしていることだと思う。同じくその次の（４）に貯金と保険は民間企

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だから、ユニ
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バーサルサービスの義務はないということだと思う。１枚目の３．の（３）、（４）

は最終的な民営化の姿ということだが、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３．（３）と（４）との関係が若干わかりにくいので、５．の趣

旨を、もう少しわかりやすく説明していただきたい。 

（麻生議員） ユニバーサルサービスについては、諮問会議でも意見が最後まで分かれ

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

う吉川議員、本間議員の御意見だったと思うが、これを法律化するというのは多々

問題という御意見だったと思う一方で、生田総裁等々は、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るかと思うが、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だったので、こういう書き方にさせていただ

いた。 

（谷垣議員） これは要望であるが、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。それからも

う１つ、３．（３）の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いるが、私は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。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

ただきたいと思う。 

（麻生議員） 今の３．のところであるが、これは郵便事業は初年度は黒字になったが、

あの黒字になった内容をよく見ると、いろいろな特殊な事情があり、公務員給与が

下がったとかという要因もあるので、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いといけないところだと思っている。5,500 億円の債務超過

のままでスタートしているので、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、ある程度は配慮してやらないとできないと思うので、「優遇措置」と書

かせていただいた。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だから、それはするつもりはない。 

   それから、先ほど最初に言われた点についても、これは一番悩ましい話であるの

で、そこの点については、当然、2007 年に民営化と決まってはいるが、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

ろうと思うので、主たる業務は今後国債になると思う。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うので、その点に関しては、当然、配慮すべきものだと思っ

ている。 

（竹中議員）  谷垣議員の質問の第１に関しては、３年ごとに進捗状況を見直すことで

そういうことがないようにしていく。それから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だと思う。先ほど御質

問があった信書に関して、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いる。 

（牛尾議員） ９．だが、「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」について、主体が誰なのか。 

（竹中議員）  その点は、民営化の基本方針を決める段階では、決めなければならない

と思う。ただ、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
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であるから、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う。 

（小泉議長） 要するに、準備作業に取り組めばいいんでしょう。 

（牛尾議員） ９．について申し上げたのは、私も奥田議員も言ったように内部の人が

業績見通しを出すべき。その行為は９．の制度設計や準備作業に取り組む中に入っ

ているのか。 

（麻生議員） その通り。「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」の中に、郵政公社は、入っている。 

（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か。 

（麻生議員） その通り。当然公社がやらなければ。我々がやったってできない。 

（竹中議員）  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ければいけないこと、いろんなことをやっていか

なければいけないということは私たちの頭の中にあるのだが、具体的にどうやるか

という議論は必ずしも煮詰まってない。したがって準備作業に取り組むにあたり、

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

したい。 

（小泉議長） 要するに骨子だから。具体的には、みんなで相談していけばいい。 

（竹中議員）  それでは、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．についても、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。よろしいか。それでは、10 分間の休憩をいただき

たい。 

（休    憩） 

（竹中議員）  それでは再開する。お手元に案を配っている。これでよろしいというこ

とであれば、経済財政諮問会議の決定とし、この後の記者発表で配らせていただく

ことにしたいと思う。これでよろしいか。 

            （「はい、いいです。」と声あり） 

（竹中議員） それでは、これを「民営化基本方針の骨子」として、経済財政諮問会議

の決定とさせていただく。最後に総理。 

（小泉議長） よく御苦労いただき、ここまでまとめていただいた。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る。 

（竹中議員）  本日は大変ありがとうございました。 

（以  上） 


