平成２７年８月２７日（木）
第１３６回郵政民営化委員会後
（１１：５５～１２：４２

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
それでは、今日の郵政民営化委員会の概要について申し上 げたいと思います。
資料はお配りのとおりです。
まず、１点目 として、か んぽ生命保 険の新規業 務の認可申 請について 、意見
募集結果の報告と、金融庁、総務省からのヒアリングを行いました。
意見募集をした のですが、 意見はござ いません でした。意 見の取りま とめは
また次回行いた いと思って いますが、 金融庁、総 務省からも 今のところ 特段の
支障があるような話は聞かれませんでした。
それから、２点目で、今後の郵政民営化の推進の在り方についてであります。
これについて 意見募集結 果の報告と 、関係団体 からのヒア リングとい うこと
で、まず、意見募集結果は資料が配付されていると思います 。1,400件近く意見
が来ております 。それを御 覧いただけ ればと思い ます。寄せ られた意見 、正確
には1,395件ですが、これについてはこの後、今日の午後ホームページに全部掲
載する予定にし ております 。金融二社 の規制緩和 に関する意 見とか、他 の金融
機関等との提携 ・協調に関 する意見、 地方創生、 ユニバーサ ルサービス の維持
に関する意見、 その他色々 出てきてお りますけれ ども、今、 申し上げま したよ
うなことが比較的件数が多かったということでございます。
ヒアリングの 方です。今 回の意見募 集に意見を 提出いただ いた団体の 、全部
というのはやは り難しいの で、意見を 出していた だいた中の 一部という ことに
なりますが、大 きく、今後 我々が所見 を取りまと めていく上 で必要であ ろうと
我々が判断した ところ、ま た、従来こ の委員会に 呼んで意見 を聞いてい たよう
な団体を中心に ヒアリング をしました 。最後に日 本郵政グル ープからも ヒアリ
ングを行ったところであります。
各団体の御意 見はおおむ ねお配りの とおりでご ざいますが 、金融業界 の団体
からおおむね郵 政グループ との協調・ 連携につい て前向きな 発言もあり ました
が、一方で、限 度額の引上 げ等の規制 緩和につい ては慎重な 意見が述べ られた
ということであります。
全国郵便局長 会等の郵政 関係団体か らは、顧客 利便の向上 などの観点 から、
限度額の引上げ を始め、規 制緩和やユ ニバーサル サービス確 保のための 措置が
必要との意見が述べられたところであります。
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それから、最 後にヒアリ ングをした 日本郵政グ ループから は、平成27年度第
１四半期決算の 概要、日本 郵政グルー プの事業戦 略と今年度 の取組、金 融二社
の新規業務等の 政府への認 可申請・要 望状況等に ついて説明 があったと ころで
す。四半期決算 の話はまた 改めて詳し く聞きたい と思ってい ますが、今 日は本
当に概要だけ少し説明がありました。
今日の委員会 の内容は大 体そういっ たことです が、委員会 の質疑の状 況につ
いて、お話をしたいと思います。
まず、関係団 体をグルー プに分けて 、それぞれ のグループ ごとに来て 説明を
していただくと いうやり方 を採ったの ですが、全 銀協、地銀 協、第二地 銀協、
信託協会、これ が一つのグ ループにな っていまし て、この４ 団体をヒア リング
したときの質疑のやり取りです。
ある委員の質 問なのです が、４団体 の説明内容 がほぼ同じ ように見え るのだ
けれども、４団 体の中で考 え方の違い があるかと いう質問を 地銀協にし たとこ
ろ、地銀協から は、４団体 がそれぞれ 見ている方 向性は同じ である。ゆ うちょ
銀行とお互いが ウイン・ウ インになる 関係を築い ていくため に協調でき るとこ
ろは協調してい きたい。た だし、公正 な競争条件 が確保され なければ信 頼関係
に影響を及ぼしかねないと、こういうようなやり取りがありました。
それから、資 料の中で、 金融機関の 団体の方か ら地域活性 化ファンド につい
て記述があって 、協調して いきたいと いったこと が出ていた のですけれ ども、
こういった地域 活性化ファ ンドについ て、４団体 の中で何か 話をしてい るのか
という質問があ りましたが 、非公式に ４団体の中 でも話をし ているので すが、
具体化するのは 全て個別の 金融機関が 進めていく 話なので、 個別の金融 機関が
それぞれ連携を 進めていく ものと理解 をしている 。ただし、 先陣を切っ てゆう
ちょ銀行と連携 をして、成 功例を作っ ていきたい と、そんな 答えが全銀 協から
ありました。
今回の資料の 中でも暗黙 の政府保証 ということ について記 載をしてい るもの
もあるのですが 、最初の４ 団体につい ては、それ ほどこの点 については 強調さ
れなかったので すけれども 、この点に ついてどう 考えるかと いうことで 、委員
から地銀協に質 問があった のですが、 答えは、暗 黙の政府保 証について は、ゆ
うちょ銀行の完 全民営化と いう前提の もとにあっ た話だと。 要は、今回 の株式
上場が完全民営 化に向けて の大きなス テップとは 考えている のだけれど も、今
後、どのように 進むのか、 そこにとて も関心があ って、また 、そこの示 され方
が十分ではないというような認識を持っているようであります 。いざとなると、
特に地方では民 間金融機関 からゆうち ょ銀行へ資 金シフトが 起こる恐れ がある
という懸念も言っておりました。これが地銀協からの答えであります。
生保協会とJA共済のグル ープでは、 委員から、JA共済とか んぽ生命保 険のす
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み分け、バラン スをどう考 えているの かという質 問がありま して、それ に対し
てJA共済からの 答えなので すが、簡易 な手続でで きるのがか んぽ生命保 険、そ
れを超えて上乗 せをJA共済 ということ で、これま でもすみ分 けはそれぞ れの地
域でできている と考えてい る。今後の 連携につい ては、地域 の事情に合 わせて
より連携を進め ていくとい うことが有 り得ると考 えるという 答えでありま した。
生保労連は単 独で話を聞 きましたが 、その中の 説明で、営 業現場でか んぽ生
命保険の商品は 優位性を持 っていると いう説明が 簡単にあり ましたので 、委員
の方から、そう いうことは 本当にある のかという ことだった のですが、 現場の
具体的な声とし て、信用力 で勝るかん ぽ生命保険 の商品が第 一の選択肢 とされ
ることは多いというのが組合員の多くの声であるということでありました。
意見書を出し たところで 最後のグル ープになり ますが、全 国郵便局長 会、郵
政グループ労働 組合の関係 です。まず 、郵便局長 会に対して 委員の方か ら、限
度額の引上げ、しかも自民党の提言には最終的には3,000万 円まで引き上げると
いうことも書い てありまし たし、今回 も郵便局長 会は引上げ が必要だと いうこ
とを言っていた わけですが 、いったい どういう場 面が想定さ れるのかと いう質
問がありまして 、例えば年 金の受取り をしようと する時に限 度額いっぱ いで、
これ以上無理ですなどという話や、退職金を受け取る時に、通常ですと2,000万
円から2,500万円が普通であって、そういったものを郵便局 を通じて振り込めな
いなどという状況がよくあるという話がありました。
郵政グループ の労働組合 に、現在行 われている 社員研修に ついて組合 員がど
のように評価し ているのか という、組 合員の内部 の声を教え てほしいと いう委
員からの質問が あって、こ れは特に具 体的にはか んぽ生命保 険の新規業 務、こ
の間、学資保険 について改 定したので すが、そう いった新し い商品がこ れから
どんどん増えて いくときの 対応につい て、組合員 がどのよう に評価して いるの
かという質問で あります。 これに対し ては、新規 業務への研 修は非常に 重要で
あって、きちんとやっていく必要があるという認識と、会社との協議の場では、
会社に常に研修 の充実につ いて組合か ら要望して いるのだと 、こういう 話があ
りました。
最後に、意見 書を出した グループと は別であり ますが、日 本郵政グル ープを
呼んで、総括的 にお話をし てもらいま した。他の グループの 各会社の幹 部も来
ていましたが、お話になったのは日本郵政の鈴木上級副社長です。
まず、限度額 引上げにつ いて、慎重 な意見もあ るし、民間 金融機関の 「規模
を縮小すべき」 との意見も ありますが 、日本郵政 グループと して限度額 の引上
げについてどの 程度必要と 考えている かというこ とに対して の答えです が、限
度額の引上げに ついては国 民の声、ゆ うちょ銀行 に預けたい のに枠が埋 まって
いて、それ以上 預けられな いという現 実が国民の 間にあって 、それに応 えるこ
3

とが大事で、経 営上の必要 性からのみ でこの問題 を考えるべ きではない 、常に
国民のニーズに 応えるとい う、そちら の観点が大 事だという こと。一方 で、民
間の金融機関が 心配してい るような限 度額の引上 げによって 、預金が一 気に伸
びるとは考えていない、こういう答えがありました。
別の委員から 、預金量が ずっとゆう ちょ銀行は 低下してき た。中の説 明資料
に表が入ってい ますが、預 金残高は確 か1999年ぐ らいが最高 だったと思 うので
すが、それがず っと下がっ てきて、二 、三年前に 一応下げ止 まって、今 、少し
増えて177兆円ぐらいだったかと思いますが、預金量がピー ク時からずっと低下
傾向にあったわ けです。そ れについて は金利が効 いているの か、限度額 規制が
効いているのか 、どちらの 要因が大き いかという ことに対し て、日本郵 政グル
ープの方からは、金利の影響が大きいという話がありました。
限度額引上げ で預金が大 きく増える ことは考え ていない。 無利子の振 替預金
から振り替わる ということ であって、 全体の預金 残高が大き く増えると は考え
ていないという 話で、ボリ ューム自体 はさほど大 きくは増え ないだろう という
話をしておりました。
前の前の委員 の意見とも 多少ダブり ますが、今 日の特に金 融業界の意 見は、
その委員の受取 り方では、 民営化当初 よりも少し ニュアンス が変わって きて、
ネットワークな どを通じた 金融機関と の連携・協 調ですとか 、地方創生 へ共に
貢献していきた いとか、そ ういうニュ アンスが出 ていたので すが、郵政 グルー
プとしてそうい った金融機 関の団体の 意見をどう 受け止めて いるかとの 質問が
あって、答えは他行、他社との提携は今まで以上にしっかりと進めていきたい、
一方で、金融機 関の意見書 の中にも出 ているよう な、ゆうち ょ銀行、あ るいは
かんぽ生命保険 など、そう いったとこ ろでのリス ク管理につ いては引き 続きし
っかり行ってい きたいと、 そういうこ とで懸念を 払拭してい きたいとい うこと
が意見としてありました。
基本はお手元 に配られて いる資料を お話になっ たというこ とで、やり 取りは
本当に短時間で ありました 。そういう ことなので 、若干様子 について委 員との
やり取りを申し 上げたので すが、また いずれ議事 録等で御確 認いただけ ればと
いうことであります。
最後に、今後の調査審議の進め方ですが、意見募集で寄せられ た意見、1,400
件近くあって、 かなり多い ボリューム になってい ます。あと 、今日、ヒ アリン
グを行いました ので、その 内容を参考 に今後、委 員ともよく 相談して、 決めて
いきたいということであります。
次回委員会の 日程につい ては、今、 調整中とい うことで、 ９月に開く わけで
すが、今、調整しております。
私の方からは以上になります。
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○記者
結論を出すよ うなタイム スケジュー ルは大体ど のくらいを 目途に考え られて
いますか。
○増田委員長
未定で、調査 審議の要請 は前回御紹 介したので すが、非常 に広い内容 になっ
ていますので、 それについ て、多くの 意見が寄せ られて、今 日またヒア リング
をやった。その 意見の内容 をよく分析 して、それ に基づいて 意見をまと めてい
くということになりますので、スケジュール、いつまでに出すということを今、
この会見の場で 明確に申し 上げること はできませ んけれども 、それだけ 時間を
かけないといけないと思っています。
○記者
例えば上場までには間に合うか、間に合わないかというと、どうですか。
○増田委員長
上場のスケジ ュールは委 員長として 何とも申し 上げられな いので。今 、手続
を進めているの ですが、恐 らくプロセ スとすれば 上場の承認 が一方であ って、
あと必要な手続 を踏まえて 上場すると いうことに なると思う のです。私 も新聞
などで一応推測 的に書かれ ている記事 などは拝見 しています けれども、 何とも
そちらの方につ いてはコメ ントできな いわけです 。ですから 、それの前 になる
か、後になるかということは何とも申し上げられない。
ただ、いずれ にしても、 非常に広い 意見を求め られていま すので、そ れに係
る意見をまとめ るにはそれ なりに時間 が掛かると いうことだ け申し上げ ておき
たいと思います。
○記者
今のに関連して、自民党の提言ですと、今年の９月に2,000万円ということで
す。９月にまた 委員会が開 かれるとい うことなの ですが、次 の９月の委 員会で
結論が出る可能性はあるのでしょうか。９月末に間に合うかという意味で。
○増田委員長
もう少し申し 上げておき ますと、自 民党は具体 的にこのよ うにしてほ しいと
いうことで、引 上げのこと を言ってい ます。それ を行うには 政府の方で 政令を
決めて、正式に我々民営化委員会の意見を聴くという手続き が必要になります。
ですから、それ は政府がま ず本当にそ れを捉えて 政令を作る かどうかに 掛かっ
ているのですね 。ところが 、今、政府 は御承知の とおり、そ ういう手続 きに入
るという様子は ないわけで すが、むし ろ我々の審 議の全体の 、引上げだ けでは
なくて、もっと 広い内容に ついて、ま ず委員会に 聴かせてく れというこ とです
から、我々はそ ちらの方に ついてきち んと時間を 掛けて審議 しようとし ていま
す。ですから、 政府の動き 次第ですけ れども、な かなかスケ ジュール的 には大
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変ですね。
○記者
あと、この後 の進め方な のですけれ ども、ヒア リングはこ れで一応終 わりと
いうことになるのですね。この後、具体的にはどういった作業をするのですか。
○増田委員長
改めて団体に は丁寧に聴 いておいた 方がいいな と思って、 多少質疑も できま
すから、そうい う意味でや ったのです が、一応今 のところ予 定していた ヒアリ
ングは以上と考えています。
ですから、次 のときに会 社の方から 四半期決算 、これは通 常やってい ますけ
れども、大事な 微妙な時期 ですから、 四半期決算 をどう捉え るかとか、 まだこ
れは事務局と余 り相談して いないけれ ども、この 間、三井住 友信託銀行 とか野
村ホールディン グスとの新 法人設立の 話もあって 、今、そう いったこと を進め
ているので、こ れも一回会 社の方から 聴きたいと 思っていま すので、そ ういう
ことも一方でや りながら、 今回、ヒア リングした 結果につい ても委員間 で意見
交換していきたいと思っております。
○記者
今日、パブコ メとヒアリ ングを終え られて、委 員長として は限度額引 上げが
必要だと思われたのか。
○増田委員長
それは直接そ う言われる となかなか 申し上げら れないけれ ども、今の ことに
ついてはノーコ メントなの ですが、た だ、今日ヒ アリングを しましたね 。私は
郵政民営化委員 会では一番 当初の委員 をやってい ましたので 、途中に大 臣にな
ったのでそこは 空いていま すけれども 、この会社 が民営化さ れて、ちょ うど平
成19年10月から スタートし たのですが 、その前の 年から民営 化委員会が スター
トして、ああい うところで 今日お呼び したような 団体が来ら れると、相 当ゆう
ちょ銀行と距離 があって、 暗黙の政府 保証がずっ と続いてい るというこ とで、
業務の規制を緩 和しようと いうことに 非常に警戒 感があった のですが、 そこは
少しニュアンスが変わってきているように思うのです。
というのは、私の受取り方、これは委員会でよく相談しなくてはいけないが、
ゆうちょ銀行が 持っている ネットワー クを活用し た連携・協 調というお 話をさ
れたり、上場を 成功させる ということ は大事なこ とだという お話をされ たり、
例えば金融機関 とゆうちょ 銀行と、こ れから連携 ・協調を図 るような方 向性を
先に仰るような 団体もあり ましたし、 昔に比べて ニュアンス は変わって きてい
ると思います。
ですから、そ ういう各団 体のスタン スというか 、団体によ ってはこれ からゆ
うちょ銀行への 会社の業務 の方向性と して、定額 貯金でわっ とお金を集 めて国
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債で運用してい くようなモ デルではな くて、投資 銀行として そういう方 面、い
わゆる手数料ビ ジネスでも っと伸ばし ていくべき ではないか 、というよ うなこ
とをお話しにな る団体もあ ったので、 日本の金融 機関全体と して見て、 現実に
ある金融機関と 、今後、上 場していく 、市場規律 にさらされ るようなゆ うちょ
銀行を始め、そ ういうとこ ろと、どう いう姿をし ていくと考 えていけば いいの
か、その辺りに ついて委員 会でよく意 見を交換し たいと思っ ています。 この辺
りはよくよく委 員間できち んと議論し た上で、政 府の要請に 応えていき たいと
思います。
○記者
ちょっと確認 になるので すけれども 、今回、金 融関係団体 を中心にヒ アリン
グを必要と判断 されたとい うことは、 調査審議の 中で、最大 の焦点にな るのが
金融事業の預入 れ限度額で あるとか、 新規業務で あるとかの 規制緩和を どう考
えるかというこ とになるだ ろうという 御判断をさ れたからと いうことに なるの
ですか。
○増田委員長
政府から来て いるのは、 前回、その ことだけを 言われたわ けではなく て、御
承知のとおり、 もっと広い ので、です から、多分 、仰るのは 、物流業界 などは
もっと呼ぶ必要 があるのか どうかとい うことでは ないかと思 うのですが 、物流
などについても 含めて郵政 グループ全 体について 、我々の方 で考えてい かなく
てはいけないと思っています。
一方で、限度 額の引上げ の議論とい うのは現実 にあります ので、これ までも
呼ぶときは金融 業界を束ね た団体を丁 寧に呼んで いますので 、今回の意 見書の
内容も、そこに 非常に多く 集中してい る。それで 、そこを中 心に直接の 意見を
聞いた方がいいだろうということで判断して、呼びました。
○記者
もう一点、1,400ほどの意見の、個人の1,300幾つという御意見の多くは多分、
特に限度額引上 げについて は引上げが 望ましいと いう意見が 多かったの だろう
と推測するので すけれども 、意見の割 合というの が調査審議 の委員会と しての
判断を左右する 指標になる のかどうか ということ を教えてい ただきたいの です。
○増田委員長
そこで出ている1,395分の幾つというのはないですね。要するに、国民各層全
体から出てきて いるかどう かというの は見ていか なければい けないので 、直接
の1,395分 の何 とか がこ うだ から という 判断 は余 りに も短 絡的 過ぎる と思 いま
す。ただ、出て きている背 景にあると ころ、例え ば地理的に どうなのか という
ことを、色々ヒ アリング等 を通じて、 あるいは社 会の実情を 聞いて、お おむね
過疎地域ではこ ういう問題 もあるのか なと、そこ は我々の審 議の中で突 き止め
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ていかなければ いけないと 思っていま すが、今の 直接のお話 の、もしそ れがこ
ういう御質問であれば、1,395分のこれこれが賛成だからと いう割合で決めるの
かと言われれば、それはないということは申し上げておきたいと思います。
○記者
最後、多分個 人の方の御 意見という のは公表す る中で個人 情報をそん なに出
さないと思うの ですけれど も、どうい う属性の方 からの御意 見が多かっ たかと
いうのがもしあれば教えていただければ。
○増田委員長
それは全然出さない。
○記者
先ほど民営化 当初と今と 、金融機関 の雰囲気が 少し変わっ てきたと仰 ったの
ですけれども、 それはいわ ゆるメガバ ンクと地域 金融機関の ようなとこ ろと、
大体同じような 形で変わっ てきたとい うのでしょ うか。それ とも、若干 そこは
違っているのでしょうか。
○増田委員長
これは私の受 取り方、し かも委員長 というより は委員会全 体でまとめ たので
はなくて、私個 人、平委員 としての受 取り方を先 ほど申し上 げたので、 委員会
全体としてどう 受け止めて いるかと取 られてしま うとちょっ と誤解にな ってし
まうのですが、 そういう前 提で申し上 げると、最 初のグルー プの４団体 は先ほ
どの答えでも言 っていたと おり、大き な違いはな いように思 いました。 ただ、
信金などとは少 しニュアン スが違うか もしれない のだけれど も、全銀協 、地銀
協などはほぼ同 じではない ですかね。 どちらかと いうと、以 前は暗黙の 政府保
証とか、政府の 関与という ことをまず 出していた のだけれど も、むしろ 上場を
成功させる、そ の上で連携 ・協調でき るところは 協調して、 例えば地方 創生な
どにお互いに貢 献していき たいとか、 そちらの話 が先に出て きたので、 私は、
そういうものを 見ていて、 少しニュア ンスが変わ って来てい るなと思っ たので
すが、それは最 初のグルー プはみんな 同じような 認識で答え ていると言 ってい
ましたが、次の 人たちは少 し地域で預 金がシフト することに ついて、そ の背景
は国の関与が相 当あるから というお話 を言ってい たので、そ こは金融機 関とか
でも少しニュアンスが違うように私は受け取りました。
○記者
何点かお伺い するのです けれども、 １点目は、 今日のヒア リングが４ グルー
プということで、このグルーピングされた理由はどういう理由からですか。
○増田委員長
１団体ずつやらずにということですか。
○記者
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はい。例えば 全銀協、地 銀協とかま とめて、な ぜこの４グ ループにさ れたか
というところですが。
○事務局
類似の業態ご とにという ことです。 意見を表明 するときに しやすいで しょう
と。端的に申し 上げますと 、最初の４ 業態は全部 、全国銀行 協会に加盟 してい
る４団体です。 それ以外と いうのが次 のグループ 。それから 、生命保険 事業、
あるいは類似の 事業をやっ ています生 保協会と全 共連が一緒 、そして労 働組合
ということで４グループでございます。
○記者
今回でヒアリ ングは終え られるとい うことです が、やはり 限度額引上 げに象
徴されるように 、論点ごと に各団体意 見が対立し ているとこ ろもあって 、例え
ば委員の方々の 前で討論と いうか、デ ィスカッシ ョンという か、そうい うこと
をされる予定というのはございますか。
○増田委員長
あります。委員間でディスカッションしていこうと思っています。
○記者
団体を呼んで団体同士でやらせるというのは。
○増田委員長
それはない。
○記者
今日は13団体 ということ で、非常に 個々の団体 の時間が短 かったと思 うので
すが、先ほど仰るとおりで、今回で意見の聞取り自体は終えられる。
○増田委員長
そうです。
○記者
もう一つだけ 、足元で、 昨日は日本 生命の三井 生命の買収 とか、生命 保険会
社の海外買収と か再編とい うのが報じ られるよう になってき まして、そ の一つ
の要因というと ころでかん ぽ生命保険 が挙げられ たりするの ですけれど も、こ
の件について、増田委員長のお考えは。
○増田委員長
これは、かん ぽ生命保険 をどれだけ ライバルと いうか脅威 に感じるか という
辺りはこちらの 審議対象外 なので、直 接は答えら れないので コメントは 差し控
えたいのですが 、大きな環 境変化がか んぽ生命保 険も含めて あることは 間違い
ないですね。そ こは短期的 には金利の 状況とかそ ういうこと はあるけれ ども、
これは期間によ って色々変 わっていく というか、 長期に考え ると、国内 でいう
と人口減少とか 、超高齢化 とか、そう いう大きな 変化ではな いですかね 。だか
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ら、そういうこ とをどのよ うに会社経 営で考えて いくかとい うこと、そ の受け
止め方は色々あると思うのですけれどもね。
プラス、今、仰ったようなかんぽ生命保険の上場をどう考えるかというのは、
市場規律全体の 中でどのよ うにかんぽ 生命保険が これから振 る舞ってい けるの
かとか、その辺 りは正にこ こで審議し なくてはい けないこと だから、そ ちらは
コメントを差し控えたいと思います。
○記者
基本的にはこ ういう生命 保険会社の 動きという のも、当然 それらを踏 まえて
議論して決めていくということでしょうか。
○増田委員長
議論はそれらを踏まえてということになりますね。
○記者
先ほどの限度 額引上げに 対して、メ ガバンクと 信金などの 考え方が大 分違っ
てきているとこ ろを見ると 、結局この 問題に対す る問題は大 分集約され つつあ
って、銀行の方 は地域創生 ということ で、ゆうち ょ銀行とあ る程度協調 できる
が、信金・信組で地元に根差しているところは民業の圧迫に なるということで、
非常に警戒している。この点に対する委員長のお考えが先ほ どあったのですが、
それはどうでし ょうか。そ れから、こ の辺は結局 どうやって 集約してい くこと
になるのでしょうか。
○増田委員長
大分そこは違 ってきてい ると私は言 っていない ので。今の 二つで大き く違う
のではなくて、 微妙にニュ アンスが違 うように受 け取れたと 。しかも、 それは
私個人でということなので、そこは正にこの中での審議ですね。これからです。
それから、ど う集約化す るかは委員 会の中の審 議で、委員 会ではいつ もそう
いうことをやっ てきていま すので、そ こは委員会 のそれぞれ の委員の見 識でま
とめていきたいと思います。
○記者
微妙な違いというのは。
○増田委員長
書き方が違っ ているから ね。意見書 を御覧いた だくと、そ の辺りは出 ている
と思います。
○記者
今日は各団体どういうクラスの方が御出席されたのですか。
○増田委員長
申し上げます 。全銀協は 藤原企画委 員長、地銀 協は望月一 般委員長、 第二地
銀は藤井一般委 員長、信託 協会は小足 業務部長、 これが第１ グループで す。第
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２グループは、全国信金は森川常務理事 、信組は鈴木専務理事 、片岡常務理事、
農中は奥専務理 事。生保協 会は児島一 般委員長、 全国共済農 業協同組合 連合会
は島崎代表理事専務。生保労連は浜田中央執行委員長。郵便局長会は大澤会長、
郵政グループ労 組は窪田中 央本部書記 長。郵政グ ループは先 ほど言いま した鈴
木上級副社長。
これがトップ です。ただ し、説明の ときは随行 者が少し説 明した部分 があっ
て、随行者が２人、３人ついてきたところと１人随行者というところがあって、
詳細は議事録で示しますが、来たグループのトップは今の人たちです。
○記者
午後に意見がアップされれば分かると思うのですが、1,395の意見のうち大体
限度額に絡むものは何割ぐらいだったのですか。
○事務局
そこについては集約しておりません。
○増田委員長
いっぱい書い てあるから 、なかなか 難しいんだ 。事務方で 公式に数字 を出そ
うとしても必ず 違うとかい うのが出て くるので、 確かにいっ ぱい書いて あった
りして、これをどのように読み込むか結構大変は大変。
○記者
大体で言うと。例えば８割ぐらいとか７割ぐらいとかというのも。
○増田委員長
私がざっと見 た感じは結 構触れてい るのは多い けれども、 ちょっと数 字を言
うのはなかなか危険かもしれない。
○記者
分かりました。
○記者
日本郵政グル ープに最後 に話を聞い たときは、 限度額の引 上げの話だ けで、
新規業務についての話はなかったのでしょうか。
○増田委員長
説明は色々あ りました。 まだ検討中 で、例えば かんぽ生命 保険の再保 険の話
とか。この間発 表になった 資産運用会 社の設立み たいな話を 詳しく聞か せてほ
しいということ も伝えまし たから、そ ちらの方の 話も少しや り取りをし ていま
す。
○記者
委員会としては引上げの方を先に結論を出して、新規業務は。
○増田委員長
そうではなく て、中央省 庁から聞か れているの は、引上げ などという 文言は
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全然出ていないから、全体でやっています。
○記者
冒頭、信用金 庫とか、信 用組合の発 言について の御紹介が なかったと 思うの
ですけれども、 資料を見る と限度額の ところには 資金シフト が起こると か、資
金供給に支障が生じるとかということ。
○増田委員長
それはもちろん仰っています。
委員の方から の質問の主 だったもの だけという ことで。そ れは資料に 書いて
いて、当然仰るだろうなと思って、それはそのまま聞いておりました。
○記者
確認ですけれ ども、ヒア リングは以 上と仰った のは、民営 化全般に関 するヒ
アリングが以上 であって、 限度額に関 してはまた 別途そこに 特化してや られる
可能性というのは。
○増田委員長
政令の案で、 もし、中央 省庁がやる ということ であれば、 当然ヒアリ ングは
やるのだけれど も、それは 中央省庁が どうするか はまだ聞い ていません ので、
今後、中央省庁 がどのよう に腹を決め るかという ことだと思 います。政 令を何
も上げるつもりはないということであれば、一切必要ありません。
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