平成２７年６月５日（金）
第１３４回郵政民営化委員会後
（１７：３０～１７：５５

委員長記者会見録

於：永田町合同庁舎３階

郵政民営化委員会室）

（会見概要は以下のとおり）
○増田委員長
本日の郵政民 営化委員会 におきまし て、委員の 互選で引き 続き私が委 員長を
務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長代理には、米澤委員を私から指名しております。
なお、前回ま での委員全 員、５月７ 日までの任 期だったの ですが、そ の５名
のメンバーがそ のまま継続 して委員に 任命をされ ております ので、委員 長であ
る私も、それか ら委員長代 理の米澤委 員も、以前 と同様に、 引き続きそ の職に
当たるということになりました。
本日の議事で すが、日本 郵政グルー プ各社か ら2015年３月 期決算につ いてヒ
アリングを行っ たものであ ります。そ の決算の内 容について は、既に各 社から
報道機関に発表 がありまし て、説明を されたと思 いますので 、その内容 につい
て私の方から触 れるのは省 略を致しま して、早速 委員会の中 での質疑の 主な点
について御紹介をしたいと思います。
少し順不同に なりますが 、決算全体 を見たこと から、こう いう質問が ござい
ました。人件費 が各社とも 増加してお ります。特 に日本郵便 については 多くの
人を雇っている わけですが 、その人件 費の増加に ついて、こ れからどう いうふ
うに対応してい くのかとい うことであ りまして、 これに対し ては、取扱 物数の
増減に対応して 、内務要員 を応援に投 入したり、 少なくなる とそれを引 き上げ
て別の部署で使 うというこ とです。い わゆる人材 の柔軟な活 用、機械化 で作業
率を高めること 等によって 、できるだ けコストを 抑えるよう なことを今 後も行
っていきたいと いうことで す。ですか ら、現在も そういうこ とをしてい るので
すが、今後より そうしたコ ストコント ロールを行 っていきた いという話 であり
ました。
かんぽ生命保 険の保有契 約の減少傾 向がずっと 続いており ます。旧契 約につ
いて満期がきて 、新契約に ついては件 数が増えて いるのです が、トータ ルする
と保有契約の減少になっているのは、決算資料に出ているとおりであります。
このことに対 して、かん ぽ生命保険 から、貯蓄 性を高めた 短期払いの 養老保
険の販売と、一 旦満期が来 た後、すぐ に新しい商 品に再加入 できるよう な、お
客様への色々な 商品の紹介 等、きちん とやってい きたいとい うことです 。いわ
ゆる満期代替率 ということ で、満期で 来た人がそ のまま離れ て、他社の 方に加
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入するのではな くて、引き 続きかんぽ 生命保険の 方に加入い ただけるよ うなこ
とに努めていきたいということでした。
それから、病 院・宿泊事 業です。こ れは日本郵 政の本体、 持株会社が やって
いるもので、以 前から赤字 が指摘され ていたもの ですが、病 院について は、順
次他の病院管理 者の方への 譲渡を進め たり、宿泊 施設につい ては閉鎖す るもの
と、またこれも 別のところ に譲渡する ものが出て きておりま すが、引き 続きそ
ういった取組を 行うという ことと、経 営している ものについ ては収益改 善策の
検討を行ってい きたいとい うことであ ります。こ れは従来の 方針と同じ ような
答えでありました。
日本郵便の関 係ですけれ ども、郵便 ・物流事業 の方なので すが、ゆう パック
は御承知のとお り、かなり 伸びが大き いのですが 、一方でゆ うパック部 門のコ
ストも大幅な増 となってい るのです。 この全体の バランスを どう考える かとい
うことでありま した。会社 から、新し い中期経 営計画で2016 年度のゆう パック
黒字化というこ とを打ち出 しておりま して、実現 に向けて取 り組んでい くとい
うことです。そ れは運賃単 価を適切に 改定したり 、コストコ ントロール をより
強化して、それ で来年度ゆ うパックと しての黒字 化を目指し たいという ことで
ありました。
あと、金融窓 口事業の関 係ですが、 システム経 費が決算の 概要の中で 見ると
増加しているの ですが、こ れの負担は どういうこ とによって 生じたのか という
ことがあって、 これは会社 から、シス テムの更改 時期到来に よる費用増 という
ことで、毎年継 続して発生 するもので はないとい うことです 。投資をし て、そ
れで処理速度が 向上するな どの業務の 効率化が大 きいので、 これはやら なけれ
ばいけない投資 であり、し かもそれは 一時的なも のであると いう説明で ありま
した。
ゆうちょ銀行 の貯金残高 が増加して 、要は底を 打って、そ れから少し 上がっ
てきているので すが、他の 民間金融機 関の情報を 見ると、全 体として他 の民間
金融機関の方が 増加率が大 きくて、ゆ うちょ銀行 はその意味 で引き離さ れてき
ているのですが、これについてどういうふうに対応策を講じ るかということで、
ゆうちょ銀行は 主力が定額 貯金という ことになっ ているので すが、他行 と比べ
ての金利に差が ほとんどな く、比較優 位性がなく なってきて いるという ことが
苦戦している原 因だという 分析と、い ずれにして も、ここは 個別の顧客 対応を
できるだけきち んと丁寧に やっていく ということ に尽きるの で、情報端 末を配
布して、行員が 一人一人の お客さんの ところでト ータル資産 コンサルタ ントの
ような役割を果 たすだとか 、夜間セミ ナーとか休 日相談会と いうことで 、平日
はなかなか話を 聞く機会が 持てない人 たちの層を 開拓してい くとかいう ような
対応で、より商品を買っていただけるようにしたいという話がありました。
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あとは、ゆう ちょ銀行と かんぽ生命 保険の資産 運用の多様 化というこ とで、
両方とも国債で の運用比率 が低下して 、特にゆう ちょ銀行の 方が低下が 大きい
のですが、それ についての 考え方の質 問があって 、これはい ずれも、き ちんと
リスクをコント ロールしな がら、運用 の多様化に 努めていき たいという 話があ
りました。
最後に、御承 知のとおり 、最近日本 年金機構の 個人情報の 漏えいの問 題が報
じられています けれども、 日本郵政グ ループ全体 で、この問 題について どう受
け止めて対策を講じているのかという質問がありました。日本郵政、日本郵便、
ゆうちょ銀行、 かんぽ生命 保険、各社 とも、今回 のことを受 けて、保有 システ
ムで弱いところ がないかど うかという 緊急点検を したのと、 システムの 運用を
行っている一人 一人の社員 に、きちん としたルー ルにのっと って操作を 行うと
いうことで、決 して情報が 漏れること のないよう に、すぐに 徹底をした ところ
だという話がありました。
今日の委員会のやり取りの概略は以上であります。
○記者
増田さんが再 任というこ とで、この 任期中には 株式上場が 控えている と思う
のですが、改め て抱負とい いますか、 問題意識を 持ってどう いうことを やられ
ているかという点をお願いします。
○増田委員長
委員長として、やはりこれからの任期の間で一番大きな課 題となりますのは、
きちんとした株 式上場が行 われて、郵 政全体が民 営化されて いくという 法律の
趣旨がより現実に具体化していくことだと思います。
この株式上場 がきちんと 行われるか どうかとい うのは、も ちろん会社 側がど
うしていくのか ということ が一義的で ありますけ れども、こ の郵政民営 化委員
会もそうであり ますし、財 務省、総務 省といった 関係機関も 、よくこの 問題に
ついてきちんと 連携して対 応していく ということ が必要なの だろうと思い ます。
委員会でこれ から審議を 、その案件 ごとに的確 にやってい きたいと思 います
が、これまでの 郵政民営化 の進捗状況 については 、先般意見 書を取りま とめた
のですが、それはそれとして、その中でも上場についての記述がございますが、
今回新しい任期 が始まりま したので、 この法律の 趣旨にのっ とったきち んとし
た上場がスムー ズに行われ るような側 面を、委員 会としても きちんと見 て、審
議をしていきた い。そして 、上場が行 われるに当 たって委員 会がどうい う貢献
ができるかというのは、改めて私自身も考えていきたいと思っております。
会社から進捗 状況を適宜 聞くことも 必要であろ うと思いま す。その時 々で非
常にデリケート な部分もあ ると思いま すので、伺 えるところ とそうでな いとこ
ろとあるかもし れませんが 、委員会と しての役割 をきちんと 果たしてい きたい
3

と思います。
○記者
これも今まで の会見でも 出たお話で 、改めて任 期を迎えら れての御質 問なの
ですけれども、 最近会社側 でみまもり サービスを 、アメリカ のアップル ですと
か、国内のイオ ンですとか と連携して やるという ことを強く 打ち出され ている
のですけれども 、これに対 しての御評 価ですとか 期待感を伺 いたいのが 一点で
す。
もう一つ、そ れも含めて 、以前と同 じ質問の繰 返しなので すけれども 、地方
創生ですとか地 域活性化に 対して、郵 便局が果た すべき役割 というのを 、今、
改めてどう考えているのかを教えていただけますか。
○増田委員長
みまもりサー ビスは、既 に有料で、 郵便局が有 する多彩な 地域でのネ ットワ
ークを通じて実施しているということでありましたが、極め て慎重にというか、
モデル的にごく ごく一部で 始めたばか りでありま したが、こ れから各地 域でよ
り一層、特に後 期高齢者が 増えていく 中で、どう いう事業体 がどういう サービ
スを提供するか 、公的なサ ービスのみ ならず民間 会社がどう いうサービ スを提
供できるかとい うのは、あ る種競争で あり、社会 全体として 、介護サー ビスな
どが多様な形で展開されることは有益ではないかと思っています。
日本郵便が、 その中でITですとか最 新の技術を 使って、そ ういう有益 なノウ
ハウとかスキル を持ってい る企業と共 同して、新 しいサービ スを開発し て展開
していくという のは、まず 一つは、会 社としての イメージア ップにすご くつな
がってくる。そ こから得ら れる一般的 な情報とい うのは、ま た会社とし て有益
なものが出てく るのではな いか。さら には、私は 、経営にす ぐに影響を 与える
ような形のプラ ス効果とい うのを期待 するのは余 りにも性急 過ぎると思 うので
すが、これが、 やがては一 つの経営の プラス要因 にもなって くるのでは ないか
と、そういう可 能性を持っ ているので はないかと 思いますの で、これか ら是非
プラスにつながるような事業として展開してもらいたいと思います。
まだ具体的な 形がきちん と見えてい るわけでは ありません ので、そう いう期
待感を表明しておきたいと思います。
それから、今 、国内で大 きな課題に なっている 地方創生と の関係でい うと、
全国の各市町村 に必ず郵便 局、郵便事 業の拠点、 金融の窓口 を提供して いかな
くてはいけない という義務 は、逆にい うと地方創 生を行って いく自治体 だとか
住民からすると 、非常に有 益な機能で はないかと 思います。 必ずなけれ ばいけ
ない郵便局が地 域の拠点と してむしろ そこに色々 な他の機能 が集まって くるぐ
らいの、集約化 した拠点の 中枢部分を 構成するぐ らいに地域 で存在感を 発揮し
てもらうといいのではないかと思います。
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これは日本郵 政グループ からのアプ ローチも必 要でしょう けれども、 やはり
まずは、今、地 方創生を色 々やってい る各地方自 治体の方か ら、それぞ れの地
域の郵便局にア プローチす るというこ とが一番大 事なことだ と思います 。その
ネットワークを できるだけ 生かすとい うことで、 地方自治体 で知恵を出 すこと
が大事ではないかと思います。
地方部ではネ ットワーク をどう維持 していくか というのが 問題になりま した。
一方で都市部は 随分、一部 御指摘のよ うに過密な 地域がある わけです。 ですか
ら、そういうと ころをもう 少し整理を して、整理 をしても他 のサービス で十分
代替できるよう なところは もう少し整 備をして、 全体的なネ ットワーク の維持
のために、もっと合理化する余地があるのではないかという気が致します。
具体的に、各 論でどこが どうだとい うことを持 っているわ けではない のです
が、地方創生の 中で、実際 に持ってい る、それか ら、義務付 けられてい るネッ
トワーク価値を 生かすとい うのは、一 言でいえば 日本郵政の 最大の地方 創生に
対しての影響力の行使ではないかと思います。
○記者
二点目の関連 で、この前 、総務省で ユニバーサ ルサービス コストの試 算とい
うものが。
○増田委員長
出ていましたね。
○記者
赤字の郵便局 の割合がか なり多いで すとか、将 来サービス の水準の見 直しも
行うべきという ことも提言 されている のですけれ ども、委員 長としては サービ
スを維持していくべきか、その辺りの考えをお願いします。
○増田委員長
過疎地域に行 けば行くほ ど、郵便局 の存在感や 配置をどう するかとい う問題
は大きな比重を 占めるので 、そこは十 分議論して 、基本的に は維持する ための
最大の努力を郵 便局側が行 うのと、も っと行政だ とか周辺の 社会生活機 能を維
持するサイドか らも、郵便 局をうまく 活用すると いう発想が 必要ではな いかと
思います。収益 が非常に厳 しいところ が多いわけ ですね。だ けれども、 必ず残
さなければいけ ないし、農 協なんかが 撤退してし まっている ところでも きちん
と残ってくれて いるわけだ から、だっ たらそれを むしろ活用 しようとい う発想
が大事ではないかと思います。
一方で、収益 が悪化して いる中で、 過密配置地 域みたいな ものもある のを見
ると、そこはやはりもっと合理化していいのではないかと一方で思いました。
○記者
ゆうちょ銀行 の預金と運 用の関係で 御意見を賜 りたいので すけれども 、今、
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自民党の方では 限度額の議 論をしてい るのですけ れども、反 対する民間 金融機
関の団体なんか は、ゆうち ょ銀行で集 めた全国の 預金を運用 で地方に還 流でき
ない仕組みのま ま預金を増 やすと、地 方創生には つながらな い。それで 今、市
場での運用を強 化しようと いう方針を ゆうちょ銀 行が掲げて いる中で、 預金を
増やすのはある 意味で、郵 便局が自分 で自分の首 を絞めるよ うなことに もなり
かねないのでは ないかとい うことで甚 だ疑問であ るという意 見を聞いて いるの
ですけれども、こういう点については、委員長はどのようにお考えでしょうか。
○増田委員長
その資金がど こにいくか 、地元にき ちんと還流 されている かというと 、もし
郵便局ではなく て地銀に行 ったときに どうなるか と考えると 、どうも必 ずしも
そうなっていな いです。で すから、そ ういう観点 から見ると 、お互いど っこい
どっこいではな いかという ことです。 もしそうい う御批判が あるとすれ ば、地
銀の方はどうな のかという こともあっ て、今、現 実にどうな っているか という
と、気になるの は、例えば 民間の企業 年金も含め て60兆円か70兆円ぐら い母体
があると思うの ですが、そ れこそ今の 高齢者の年 齢層とかボ リュームを 考える
と、現在はかな りの高齢の 方が、高齢 化率が各過 疎地域で高 くなってい ること
からお分かりの とおり、各 地方に相当 まだいらっ しゃるので すが、やが てそう
いう方々が、残 念ながらだ んだんお亡 くなりにな っていくわ けなので、10年後
にどこに高齢者 がいっぱい いるかとい うと、この 辺りなので す。東京圏 なので
す。
そうすると、 今までは相 当地方に行 って、そこ の地域の経 済の消費に 回って
いたのですが、 これからは 東京圏にい るから、す ごく多額の 年金が、そ れだけ
の膨大な金が東 京圏に払わ れるわけで す。ですか ら、そうい うこととか 、何か
もっと色々大き く考えない と、資金の 一極集中、 人も金もみ んな東京で いいの
かどうかという 話があるか ら、金融機 関なんかも 、例えば郵 便局のネッ トワー
クをどう活用す るかという 、自分たち にとっても メリットに なる部分も あるの
で、私は郵便局 と地方銀行 とでどうい うもっと良 い姿が描け るのかとい うのを
考えるくらいに ならないと 、地方創生 のレベルで 考えるとも う到底大き な力、
一極集中の流れにあらがえないような気がします。
ですから、御 心配とかそ ういうこと はもう重々 以前から聞 いています し、全
銀とか地銀の、 いわゆる民 間金融機関 の論点とい うのがある のですけれ ども、
それ以上の大き な流れとい うか、動き が出てきて いるから、 そちらの方 がどう
も心配な感じが して、みん な共倒れし てしまうの ではないか という気が するの
です。
いずれにして も、個別論 については 、きちんと ここで委員 会として公 平な審
議はしていきたいと思っています。
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○記者
先ほど、法律 の趣旨にの っとった上 場ができる かを見てい くとおっし ゃった
と思うのですけ れども、形 だけ上場し たとしても 逆に法律の 趣旨にのっ とらな
いような上場というのは、どういう違いと考えておられるのですか。
○増田委員長
法律の趣旨に のっとった のは、一回 途中で法律 が変わった ので、処分 の期限
が一応なくなっ た中で、で きるだけ早 くという形 です。そう いう変更と 、どこ
が上場するかと いう辺りも 、やはり仕 組みが変わ ったから、 新しい今の 現行法
の体系のそうい う変更点を きちんと踏 まえた上場 をこちらも 後押しして いくと
いうことが必要ではないかと思いました。
何年何月まで と書いてあ った時期を 外したとい うのは、そ れは立法者 の趣旨
が入っているの ではないか と思いまし た。とにか く、できる だけ早く上 場する
ようにと書いて あるから、 それに沿っ て、市場の 状況などを 見なければ いけな
いですから、時 期は決まっ ていないけ れども、早 く株式を上 場して、一 般の多
くの株主さんに開放するというのは必要だと思います。
○記者
改正法のことということですか。
○増田委員長
そうですね。
○記者
ポイントは、そこの時期ぐらいということですね。
○増田委員長
いや、どこを 上場させる かというの は、金融二 社をどうい うふうに取 り扱う
かとか変わって きています 。ですから 、現行の改 正郵政民営 化法の趣旨 にのっ
とってきちんと上場が行えるようにしていきたいと思います。
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