郵政民営化委員会（第１４０回）議事録
日

時：平成２７年１０月１５日（木）９：３０～１０：１０

場

所：永田町合同庁舎３階

郵政民営化委員会室

出席者：増田委員長、米澤委員長代理、老川委員、清原委員
日本郵便株式会社

津山執行役員、
關郵便・物流商品サービス企画部長、
坂東郵便・物流施設部長

○増田委員長
おはようございます。
ただ今から、第140回「郵政民営化委員会」を開催いたします。
本日は、委員 ５名中４名 の出席を頂 いておりま すので定足 数を満たし ており
ます。
お手元の議事 次第に従っ て、議事を 進めていき ますが、始 めに、再配 達削減
に関する取組に ついて、日 本郵便から 説明をして いただきま して、質疑 応答を
行いたいと思います。
日本郵便の津山執行役員から10分程度で御説明をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
○津山執行役員
それでは、お手元の資料140-1に基づきまして、説明させていただきたいと思
います。
表紙をめくっ ていただき まして、資 料の１ペー ジは「はじ めに」とい うこと
でございますけ れども、い わゆるECの 発展という ことで、B to Bもある わけで
すが、主にB to Cにおける 取扱量が非 常に継続的 に上昇して おりまして 、日本
郵便としてもゆ うパックと いう形で各 家庭に商品 をお届けし ているので すが、
受取人不在等に よる再配達 の削減が非 常に大きな 課題となっ ております 。これ
まで再配達削減 のためにど ういう取組 みをしてき たのかを御 説明を差し 上げた
いと思っております。
既にここに全 体をざっと 書いており ますけれ ども、2010年 ７月からコ ンビニ
エンスストア、 具体的には ローソンでECの商品を 受け取れる というのを 始めて
おります。その後、ミニストップに拡大をしてきているのが現状でございます。
それから、大 型郵便受箱 の設置を普 及させてい こうという ことで、こ れは昨
年10月から始め させていた だいており ます。郵便 だけではな くてECの商 品をそ
のまま対面で手 渡しではな くて、ポス トインの形 でお届けす るという流 通形態
も広がっており まして、こ れに対応し てそれが受 け取れるよ うな大型の 郵便受
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箱を設置していこうと。
また、今年４ 月から、受 取ロッカー サービス「 はこぽす」 という名称 で展開
をしておりまして、ロッカーで無人で受け取れるということ も始めております。
実施予定ということで、これは先般報道発表させていただい たのですけれども、
コンビニエンス ストアでの 受取場所を ローソン、 ミニストッ プに加えて ファミ
リーマートにも広げるということで、11月からの実施を予定しております。
それから、配 達予定日時 の事前メー ル通知サー ビスも予定 しておりま して、
今ですと、よくEC事業者の 方から「出 荷しました 」というメ ール通知が 来たり
するのですが、 いつ届くの かは、結局 、配送会社 側の配送リ ードタイム がどれ
ぐらい掛かるの かによって しまうわけ で、受取人 の方に正確 にいつなの かが事
前に分かれば、 在宅して荷 物を待って 受け取って いただける のではない かとい
うことで、こう したサービ スも提供し たいと思っ ております し、郵便局 で荷物
を受け取るというのもやれるようにということで検討しております。
今も郵便局で 「留置き」 という形で 、荷物を郵 便局に留め 置いてそれ を取り
に行くというの はできるの ですが、基 本的にこう いう通知を するサービ スが無
いものですから 、基本的に は受け取る 方が、自分 自身で荷物 が着くのを 知って
いる、多分着い ただろうと いうときに 郵便局に出 向いていた だくという スタイ
ルになっており まして、ECの場合、注 文したのだ けれども、 いつ荷物が 来るか
分からないとい う状態では 、ちょっと 使いづらい だろうとい うことがあ ります
ので、これも郵 便局に着い たら連絡が 行くような 仕組みを考 えていると いうこ
とでございます。
２ ペ ージ 以 降 、少 し 詳し く 説明 を した 資 料 にな っ てお り ます 。 ２ペ ー ジ が
「（１）コンビ ニエンスス トアでの受 取り」と いうことで 、これは2010年にロ
ーソンを皮切り にミニスト ップ、今度 はファミリ ーマートと いうことに なって
いるのですけれども、基本的な仕組みの絵が描いてあります。
一番右側がEC事業者ということで、こちらにお客様の方か ら注文があります。
注文する際に、 コンビニエ ンスストア で受け取り たい場合に は、コンビ ニエン
スストアで受け 取りたいと いうのを希 望していた だいて、ど このコンビ ニエン
スストアかとい うのは、地 図上にコン ビニエンス ストアが出 るようにな ってお
りまして、その 中でクリッ ク、選択し ていただく と、そこの コンビニエ ンスス
トアで受け取れるという流れになっています。
そうしますと 、EC事業者 から③の流 れで商品発 送指示がEC事業者の物 流拠点
に流れまして、 それを私ど もの方で荷 物を引き取 る。引き取 ってコンビ ニエン
スストア⑤のと ころで配達 をしますと 、受取人の 方にコンビ ニエンスス トアに
荷物が到着しま したという メール通知 が行く。メ ール通知が 行くと、受 取人の
方は荷物につい ている固有 の番号と認 証番号を入 れていただ ければ、コ ンビニ
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エンスストアの 専用端末機 で受取り用 のレシート が出てきま すので、そ の受取
り用のレシート をレジに持 って行って いただくと 、受け取れ るという流 れにな
っております。
次の３ページ が、「（２ ）大型郵便 受箱」なの ですけれど も、先ほど 申し上
げましたとおり 、対面、手 渡しでお渡 しするだけ ではなくて 、特に薄い ものな
どはポストイン で配送する というEC事 業者が増え ているとい うことでご ざいま
して、これをや ろうとしま すと、今、 例えばマン ションとか そういった ところ
は１階に郵便受 けがあるの ですが、こ れは郵便法 に基づいて 総務省でル ールを
定めておりまし て、３階以 上の高層の 建物につい ては１階に 必ず集合の 郵便受
けを設置してく ださい、と いうもので す。その際 の差入口の 幅、高さで すけれ
ども、25ミリ以 上というの がルールに なっており ます。そう しますと、 今、一
般に普及してい るのがこの25ミリ以上 という最低 条件をクリ アした受箱 という
ことで、25ミリが現状は主流になっております。
ところが、例 えば私ども の商品でポ スパケット やレターパ ックという ものが
あるのですけれども、これが私どもの中で商品設計が3.5セ ンチとか３センチま
でという厚さの 指定をした 商品を出し ておりまし て、実はそ れがこうい う集合
の郵便 受け が2.5 セン チが主 流に なっ てい るとい うの と少 しミ スマッ チが 起き
ている。そういう中で、実際の３センチとか3.5センチサイズでECの商品が運ば
れるのが増えてきているということで、何とかここを3.5セ ンチにしていただけ
ないかというこ とで、昨 年10月には 、Amazonが私 どものポス トインのサ ービス
を大変沢山利用していただいていまして、Amazonは3.5セン チまでということで
利用して頂いて いるとい うこともあ って、Amazon、集合受箱 のトップメ ーカー
になりますナス タと共同で 、日本郵便 としてはこ ういった会 社と協力し ながら
3.5センチ以上の 受箱を設置 していた だいた会社 には１個当 たり500円の 手数料
を今年度に限っ てお支払い しますとい う形で、こ れはもちろ んナスタの 受箱に
限るということ ではなくて 、設置して いただいた 方には手数 料をお支払 いしま
すということで 、未来永劫 というわけ ではないの ですけれど も、こうい うこと
で社会的な認知度を上げて、多くのデベロッパー、受箱メーカーに3.5センチと
いうのが今後のECの主流に なってくる と思われる ので、是非 協力をお願 いした
いということで取り組んでいるところです。
現在のところでは、ナスタ以外にも３社、合わせて４社のメーカーがこの3.5
センチサイズを 供給してい ただいてお りまして、 設置が確認 され次第、 今、手
数料のお支払いをしている最中でございます。
４ページが「 （３）受取 ロッカーサ ービス『は こぽす』」 で、これは 今年４
月からサービス を開始して おりますけ れども、都 内の25の郵 便局にこの 「はこ
ぽす」を設置し て、商品を 受け取って いただいて いる。基本 的な流れは コンビ
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ニエンスストアで説明した流れと同じような流れになっております。
現在、郵便局 が一つ工事 のために運 用を停止し ております ので、24の 郵便局
で運用中ということになっております。
５ページは「 （１）コン ビニエンス ストアでの 受取り場所 の拡大」と いうこ
とですけれども 、11月から はファミリ ーマートで も受け取れ るようにな ります
ということで、 【参考】に 書いてござ いますとお り、ゆうパ ックが受け 取れる
コンビニ受取拠点ということでは、ファミリーマートを加え ると２万5,000店舗。
参考までに宅配 最大手のヤ マト運輸は ホームペー ジ等でのデ ータからし ますと
ファミリーマー ト、サーク ルＫなど２ 万1,000店舗 で受け取れ るというこ とで、
ヤマトも含めて 宅配業界は 色々な受取 ニーズに対 応したサー ビスを展開 してい
るところでございます。
６ページが、 冒頭説明し ましたとお り、来月ぐ らいを予定 しておりま すけれ
ども、いつ荷物 が届くとい うのをEC事 業者と私ど もの送達、 リードタイ ムのデ
ータベースと連 携をして、 出荷日、出 荷時間が分 かれば到着 も分かる。 これを
ユーザーの方に通知するというサービスを始めたいと思っております。
それから、郵 便局での受 取も便利に できるよう にというこ とで、これ は年度
内に何とか実施したいということで、現在、検討中でございます。
７ページは国 交省で実施 している「 宅配の再配 達の削減に 向けた受取 方法の
多様化の促進等 に関する検 討会につい て」という ことで、昨 日、最終報 告が出
たということで 、宅配便の 大体２割ぐ らいが不在 になってい るというこ とで、
もちろん私ども も配送会社 側としての 企業努力も やってまい りますが、 それ以
外にもEC事業者 、ロッカー 会社や、ハ ウスメーカ ー、デベロ ッパーだと か色々
な方の理解も得 ながら進め ていくこと で、効率的 な物流が社 会的にも実 現して
いくためには、 私どもの努 力だけでは なかなか難 しい面もあ りまして、 国交省
の方でこういう 検討会もあ りますので 、私どもの 方から、今 隣に座って おりま
す部長の關も参 加させてい ただいて、 こうした取 組にも積極 的に協力し ていこ
うということで取り組んでいるところでございます。
ひとまず、再配達に関する資料の説明は以上でございます。
○増田委員長
ありがとうございました。
それでは、ただ今の関係について、御質問等があればお願いいたします。
老川委員、どうぞ。
○老川委員
どうも御説明ありがとうございました。
念のため伺い ますが、こ れはこれで 大事なこと だと思いま すが、再配 達それ
自体は従来どおりやるわけですよね。
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○津山執行役員
もちろんそうです。
○老川委員
それ以外にプ ラスアルフ ァでこうい うことも加 わるという 理解でよろ しいの
ですね。分かりました。
それから、本 件とは直接 関係ないの ですけれど も、今日の テレビの情 報番組
などを見ていま すと、地方 の簡易郵便 局の元郵便 局長による 多額の詐欺 事件が
報道されていま した。他の 地域でも、 それよりは 金額が少な いけれども 犯罪が
あったというこ とで、長野 県の場合は 郵便局業務 と直接関係 していない 、局長
個人による犯罪 ということ のようなの ですが、こ ういう事件 があると郵 便局そ
れ自体に対する 信頼性を著 しく損なう ことになっ てしまって 、大変まず いこと
だなと思います。
かねがね、こ の委員会で も私は郵便 局における 金銭の取扱 いの不祥事 は、特
に完全民営化を 目指してい く上で大き な障害にな るというこ とで注意を 促して
いるわけなので すが、こう いうケース があると非 常にマイナ スイメージ になる
と思いますので 、今日は御 担当の方で はありませ んけれども 、郵便局全 体とし
てここら辺の綱 紀粛正とい いますか、 そこら辺を 厳重にやっ ていただく ように
お願いしたいと思いますので、意見を申し上げておきます。
○増田委員長
今の、特に後 の点につい ては、郵便 局の窓口を 預かってい る会社とし て重く
受け止めていた だかなけれ ばいけない ので、是非 綱紀粛正に 努めていた だきた
いと私からも申し上げておきます。
○津山執行役員
どうもこのたびは申し訳ございませんでした。
○増田委員長
それでは、どうぞ。
○清原委員
御説明ありがとうございます。
私は、今、御 説明を伺っ ておりまし て、今日の 表題は「再 配達削減に 関する
取組について」 という表記 になってお りましたが 、むしろお 客様にとっ ては、
「受け取る機会 の拡充」と いいましょ うか、自宅 以外でECに よる郵便物 を受け
取る機会の拡充を色々考えていらっしゃるのではないかと思ったのです。
ですから、事 業経営の観 点では、職 員が何度も 自宅に行く ことを削減 し、い
わば経費削減にも結びつくし、社員の皆様が夜遅く配達する ことも防ぐという、
労働安全衛生の 観点からも こういう表 題になった のかもしれ ないのです が、私
自身は、本当にECの需要が 増えている 中の、受け 取る機会を 様々な事業 体と連
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携しながら拡充 されている と、そうい うサービス 向上の観点 から御説明 される
ということも、 方向性とし ては間違っ ていないの ではないか と思って受 け止め
ておりました。
そうであるな らば、利用 者の方の信 頼を得るた めに幾つか 確認させて いただ
きたいのですが 、コンビニ エンススト アでの受取 りの際は、 ２ページに ありま
すように情報端 末機にイン ターネット のサイトで 商品を注文 した際に送 られて
くる問合せ番号 、認証番号 を入力して 引換券を受 領する。こ れで確かに この商
品を注文したこ とを確認し 、支払って いない場合 には代金引 換でコンビ ニエン
スストアが受けるし、クレジットカードで決済していればそれで済む。
こういう場合 に、EC会社 と日本郵便 との適切な 個人情報の 保護に関す る覚書
とか、そういう ものがない といけない のかなと思 いまして、 そういう両 事業体
間の契約という か覚書とい うか、そう いうことは 個人情報の 保護等につ いても
決められていらっしゃるかどうかを確認したいと思いました。
それから、３ ページにあ ります「（ ２）大型郵 便受箱の設 置普及」に ついて
なのですが、こ うした集合 郵便受箱を 設置すると いうのは、 設置場所と いうの
は集合住宅だっ たりするわ けですよね 。でも、今 の御説明を 伺っている と、１
個当た り500円の 手数 料がひ ょっ とし て受 箱メー カー に行 くの かなと 聞こ えた
のです。これはそれでよろしいのでしょうか。
つまり、管理 組合等ある いはマンシ ョン事業者 が受け入れ る郵便物の 厚さの
サイズの大きい 集合受箱を 設置すると いう際は、 その費用を 払っている のは設
置する方ですから、受箱の経費を払われた方に１戸当たり500円が戻るのか、そ
れとも、メーカ ーと連携し てというこ となのでメ ーカーに行 くのかによ って、
手数料が今年度 限りといっ ても、どう いう位置付 けなのかな と思いまし て、確
認させていただきます。
以上、よろしくお願いします。
○増田委員長
２点ありましたので、よろしくお願いします。
○津山執行役員
個人情報の扱 いなのです けれども、 基本的にこ の仕組みの 中で、コン ビニエ
ンスストアで受 け取られる 場合には、 住所とかそ ういったこ とが表記さ れない
形になっており まして、EC事業者から そうした個 人情報を私 どもが取得 すると
いうことがない 形で運用し ております 。逆に、個 人情報はEC事業者の方 が特商
法等に基づく色 々なレギュ レーション がございま すので、そ の中の個人 情報の
扱いの中でやっ ていただく 。私どもの 方には個人 情報は来な い形で運用 してお
ります。
○清原委員
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届け先がコン ビニエンス ストアであ ることしか 明確になら ないという ことで
すね。
○津山執行役員
二つ目ですけれども、この500円の手数料はあくまでも住 宅に大型郵便受箱を
設置した方とい うことにな っています 。マンショ ンですので 、大体デベ ロッパ
ーが先に住宅に 郵便受箱を 設置されま すので、デ ベロッパー の方にそれ をお支
払いしているという形になっております。
○清原委員
株式会社ナス タ等の受箱 メーカーと こうした機 運を醸成し ているという のは、
設置の営業とい いましょう か、そうい うことにつ いては連携 していると いうニ
ュアンスですか。
○津山執行役員
当然、3.5センチサイズを作っていただかないといけません。それがマンショ
ンですと、玄関 スペースの 設計上どの ように入れ 込んでいく というのは 、マン
ションも色々な シリーズ物 になってい ると、大体 設計が決ま っているの です。
その中に急に3.5センチの受箱が上手くはまるのかというのは 、やはりこういう
プロの受箱メー カーに色々 工夫してい ただかない と難しいと ころもあっ て、こ
ういう商品開発を是非お願いしますと。
ただ、あくま でも設置さ れる方にお 支払いする ものですか ら、お支払 いする
のは設置者にということです。
○清原委員
確認できてよかったです。ありがとうございます。
○増田委員長
最後に、受取りを郵便局に指定するというのは、多分 EC サイトで商品を本人
が頼んだときにだけ受取郵便局渡しということしか余り考えられないと思うの
ですが、配達予定日時の事前メール通知サービスは、誰かどこかの個人から荷
物が来た場合も、EC サイトで頼んだ場合も、どちらもあるととても便利になる
のです。
今、どこもヤ マトも佐川 もそこまで は全部きっ ちりやって いないと思 うので
すが、いずれど んどん他の 会社も、今 はいきなり 荷物が来る けれども、 こうい
う荷物をいつ届 けるという 通知をどん どんやって いくと思い ます。だか ら、い
ずれ会社として こういうも のを全部に 広げるとい う考え方を 持っている わけで
しょうか。
○津山執行役員
ちょっとまだ仕組みとしては考えておりません。
○増田委員長
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要望だけれども、もう早く作って、それで是非そうしてほしい。
荷物がいきな り来るので はなくて、 事前にこう いうものを いつ届ける と知ら
せる仕組みにし ないと、必 ず他のライ バルもやる でしょうか ら、そうい う面で
全体的に郵便局 は図体が大 きいからか なり遅れて いるところ があって、 急速に
立ち上げてほしい。
そういう意味 では、投資 コストを掛 けるという のは意味が あると私は 思いま
すけれども、是 非こういう 面で物流の 合理化とい うか効率化 というか、 そうい
う観点なので、早くそれを検討して実用化してほしいと思います。
要望としてお願いしたいと思います。
それでは、よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。
それでは、ただ今の件については、以上に致したいと思います。
続きまして、 郵便・物流 ネットワー ク再編の取 組について 、日本郵便 から説
明をいただきまして、質疑応答を行いたいと思います。
同じく日本郵 便の坂東郵 便・物流施 設部長から 、こちらも10分程度で 説明を
お願いしたいと思います。
○坂東郵便・物流施設部長
郵便・物流施設部長の坂東です。よろしくお願いいたします。
郵便・物流ネ ットワーク の再編とい うことで、 ２年前ぐら い前から本 格的に
既存施設等も活 用しながら 進めてきて いるところ なのですけ れども、「 １．施
策概要」として は御案内の とおり、集 配局という のは街の中 にある、い わゆる
本局といわれる 、大きな窓 口と非常に 大きな建物 を有してい る局です。 現在、
そこの中でも、 実は周辺の ポストに入 った郵便物 等を集めて 、そこに機 械を入
れて仕分けをし て、それを 県単位で地 域区分局と いうところ にまとめた 上で全
国の配達をして いるわけで すが、街中 の一般の集 配局に置い てあるそう いった
仕分け機能を地 域区分局、 県単位に設 置している ハブ的な局 に集中させ て、そ
こで徹底的な機 械化と作業 の簡素化、 手順の簡素 化を進める ことで、郵 便・物
流ネットワーク 全体の生産 性を大幅に 向上させる ことを意図 して進めて きてお
ります。
これをやるこ とで、今後 の成長基盤 の構築、ゆ うパックを どんどんお 客様に
お届けしたいと いうことの 基盤にもな りますし、 郵便の増減 にも柔軟に 対応で
きるという、バ ックヤード のインフラ をしっかり と作ってい きたいと考 えてお
ります。
それにより、 街中の集配 局は郵便や ゆうパック をお引き受 けし配達す る、窓
口サービスを提 供するとい ったお客様 対応にどん どん特化し 、そういっ たサー
ビス品質の向上にも寄与していきたいと考えているものでございます。
今、述べたこ とが下のポ ンチ絵にあ ります。現 在は集配局 から地域区 分局、
8

それで別の県の 地域区分局 にまず大き なトラック で配送して 、実際に配 達する
局まで持ってい くのですけ れども、あ ちらこちら に全長20メ ートルから30メー
トルの結構大き な機械が配 置されてお りまして、 それが街の 真ん中に多 数ある
といった状況を 、ネットワ ーク再編後 は、例えば 東京都です と、江東区 の新砂
に新東京郵便局 という日本 で一、二を 争う規模の 局があるわ けですが、 そこに
機械を集中させ て、この辺 りの麴町や 神田、世田 谷といった 一般の郵便 局から
は機械を除いて いくという ことを考え ております 。ゆうパッ クがおかげ さまで
大幅に増加して いるわけで すけれども 、その配達 スペースが 非常に狭あ い化し
ております。そ ういったこ とのスペー スを集配局 で生み出す という効果 もござ
います。
これらについ て、左の真 ん中からち ょっと下の 四角になり ますけれど も、こ
の区分作業を集中するために、2015年度から2017年度にかけ て1,300億円の設備
投資を行い、大 規模な郵便 局の設置、 機械の集中 配備等によ る生産性を 向上す
るということを 考えており ます。この 大規模な郵 便局という のは、東京 都の場
合、昔は東京駅 前に東京中 央郵便局が ありました 。それを先 ほど申し上 げた江
東区の新砂の新 東京郵便局 に移転して いるのです けれども、 まだ駅前で こうい
った県単位の郵 便物を集め るような業 務をやって いるところ が多数ござい ます。
そういったと ころが道路 整備等も含 めて非常に 狭あい化し ております ので、
そういったとこ ろを街の郊 外の高速道 路のインタ ーチェンジ の近くにし っかり
とした将来の物 流にも耐え られるよう な施設を設 けまして、 そこに機械 を集中
していくことを 今、進めて いるところ でございま す。これが 大規模な郵 便局の
設置という意味合いでございます。
老朽・狭あい 化の著しい 地域区分局 は、高速道 路付近の新 築施設に機 能を合
わせたということをやっております。
この新築拠点 の進捗状況 が右の四角 にあるよう に、今、既 に土地を購 入して
建設準備あるいは建設を進めているところでございます。
順番に説明いた しますと、 「２．関連 施策」と しては、そ ういった新 設拠点
の最上階に3,000坪ぐらいの物流倉庫を設けまして、そこに「物流ソリューショ
ン事業」という ことで、お 客様の荷物 を先に預か っておいて 、先ほどのEC等々
にも対応できる ニーズに応 えて、そこ からリード タイムを短 く発送する という
基盤も併せて、一部の局で整備していくということを考えております。
また、「空き スペースの 不動産活用 」というこ とで、先ほ ど申し上げ ました
とおり、ゆうパ ックの増加 に伴って集 配作業スペ ースが必要 なわけです けれど
も、それでも、 現在、駅前 で地域区分 局をやって いるような ところは機 械が多
数ございまして、それを除きますと相当なスペースが空くことになります。
例えば、一番 下の括弧に 書いてあり ますように 、昔の地域 区分局であ った浦
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和の駅前にある 、さいたま 中央郵便局 などでは、 空きスペー スの一部を 賃貸で
貸し出して、そ ちらで別の サービスを 提供すると 。さいたま 中央郵便局 につい
ては、敷地内の 別の建物を 全部空っぽ にできまし たので、そ こを完全に 郵便局
とは分離しまし て、認可保 育園という ことで、駅 前で非常に 好評だとい うサー
ビスも取っ掛かりについたという状況でございます。
どれぐらい進 んでいるの かでござい ますけれど も、右の「 ３．地域区 分局の
変遷」というこ とで、日本 地図にもプ ロットして おります。 赤いマルが 新設地
域区分局で確定しているものでございます。北海道はまず札幌に設けます。
濃い青の丸と 薄い水色の 丸が、現在 の地域区分 局です。北 海道ですと 今、６
か所で地域区分 局機能をや っておりま す。北海道 は日本全国 ４分の１の 広さで
ありますので、 これぐらい の数は必要 です。この うち札幌の １カ所で、 実は札
幌と苫小牧が水 色になって いるのです けれども、 この二つの 局の機能を 受け持
とうということをやってまいります。
なぜこれがで きるかと言 いますと、 高速道路の 近くに持っ ていくとい うこと
で、時間の余裕ができますのでこういうことができてまいります。
そういった形で、東北は岩手県の北上の方で、これもインターのすぐ傍です。
そこから更に下 に目を移し ていきます と、福島県 の郡山でこ れもインタ ーの傍
という形で、左 の青いタイ トルの四角 にあるよう に「道央エ リア」「岩 手エリ
ア」という形で 、今、着々 と進めてお りまして、 そのうち「 東京北部郵 便局」
というものを、 これは東京 と言いなが ら、外環の 和光北イン ターチェン ジにあ
るのですが、こ こに新設い たしまして 、東京の地 域区分局機 能を更に拡 充する
といったところが実現しているところでございます。
これをやるこ とで、もう 少し中身に 入りまして 「４．今後 の取組」と いうこ
とで、箱だけ作 っても当然 駄目ですの で、その箱 に最初に申 し上げたと おり、
集配局等にある 機械を集中 し、あるい は新たに入 れ換えて、 現在、小型 の郵便
物が封書とはが きというと ころで、A4の封筒や雑 誌の類を大 型郵便物と 称して
いるところです が、これら を合わせて 全体の76％ 程度が機械 で処理とい うか、
仕分けをしてい るのですが 、これを再 編後は最終 的に全国で95％の機械 処理率
まで持っていこ う。これを もって生産 性を向上し ていこうと いうことを 考えて
おりまして、こ れは大きな 地域区分局 を作った後 に、周辺の 一般局から 機械を
移設し、順次こ の95％まで 持っていく ということ を現在、進 めていると ころで
ございます。
「郵便・物流 ネットワー ク再編の取 組」の状況 については 、今のとこ ろ以上
でございます。
○増田委員長
ありがとうございます。
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それでは、御質問等ございましたら、老川委員、どうぞ。
○老川委員
どうもありがとうございました。
このようにす れば大分効 率的になる だろうとい うことは漠 然と分かる のです
が、具体的に、 例えば、郵 便配達の処 理の時間が これだけス ピードアッ プされ
るとか、何かそ ういった効 果といいま すか、その 辺はどのよ うになって いるの
でしょうか。
○坂東郵便・物流施設部長
最新型の機械 等を使いま して、配達 する準備作 業をとこと ん機械化し てまい
りますので、各 配達人の作 業時間が30分ぐらい短 くなるかな とか、そう いった
色々細かな効果もございます。
また、数千人 単位で現在 、そういう 仕分け作業 等に従事し ている人間 が、例
えばほかの営業 とか、ある いはゆうパ ックが増え てきていま すのでそち らの配
達とか、そうい った形に、 今後の成長 のために振 り替わって いくと考え ており
ます。
○老川委員
どうもありがとうございました。
○増田委員長
ほかにはございますか。
米澤委員長代理、どうぞ。
○米澤委員長代理
感想ですけれ ども、まさ に大規模と いうかネッ トワークの 効果をより 効率的
に発揮させるということと理解していますし、規模が大きい ので1,300億円の設
備投資費用を賄 えるという ことなので 、このとこ ろを積極的 に、大きい とむし
ろ叩かれること が多いので すが、大き いからゆえ に効率的な ことが、今 後より
できるし資金調 達もできる ところなの で、積極的 にやってい っていただ きたい
と思います。
郵便と言うと なかなか収 益が上がら ないような 感じがする のですけれ ども、
今後、技術的な ところでコ ストがすご く削減でき る余地があ りそうなの で、積
極的に進めることをお願いしたいと思っております。
○増田委員長
意見としてよろしくお願いします。
ほかにはよろしゅうございますか。
それでは、こちらの関係もここまでとしたいと思います。
今日は皆様方、御苦労様でした。
（日本郵便退室）
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○増田委員長
以上で本日の 議題は終了 したいと思 いますが、 あとは事務 局からお願 いしま
す。
○若林事務局次長
次回の郵政民 営化委員会 の開催につ きましては 、別途私ど もから御連 絡させ
ていただきます。
以上です。
○増田委員長
それでは、以上をもちまして、本日の郵政民営化委員会を閉会します。
なお、この後、私から記者会見を行うこととしております。
以上であります。
今日はどうも御苦労様でした。
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