平成２７年１２月２日（水）
第１４３回郵政民営化委員会後
（１０：４７～１１：０５

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、今日の民営化委員会の概要について御説明します。
資料は配付したとおりであります。
今日は、2016 年３月期の中間期決算についてのヒアリングと いうことで、各
社に来ていただ いてヒアリ ングを行い ました。中 間期の決算 については 、先月
の 13 日に発表になっていますので、改めて私から繰り返しません。基本的には
全体として減収 減益になっ ていますけ れども、そ の内容につ いてはもう 既に発
表されているとおりであります。
私から質疑の様子についてお話しいたします。
一つは、資産運 用について 多様化を図 って、中 間期の決算 を見ても国 債の比
率などを下げているのですが、別途、GPIF の資産運用につ いて、一昨日、運用
損失についての 報道があっ たので、ゆ うちょ銀行 、かんぽ生 命保険、い ずれも
中間期で大きな 損失を計上 するような ことはなか ったかとい う質問があ りまし
た。
これについては 、全体とし ては、両社 とも計上 項目は違う のですが、 その他
業務利益のとこ ろにそうい ったことが 入ってきて います。運 用資産全体 の含み
益も大変多く、 兆円単位で あって、き ちんとした 運用で行っ ているとい う話が
ありました。そ れぞれ、そ の他業務利 益の所に表 れていくの ですけれど も、両
社とも利益を計 上しており ますので、 特にその点 についての 大きな損失 を計上
するということにはなっていないという話であります。
この関連につい ては、資産 運用の多様 化は当然 必要で、そ れを進めて いくべ
きということと 同時に、そ のためにし っかりとし た人材の確 保を行って 、こう
した取組みを行 っていくべ きという委 員からの指 摘があり、 各会社の方 から、
そういうことに努めていくという返事がありました。
それから、かん ぽ生命保険 の資産構成 で貸付金 を計上され ているので すけれ
ども、中身は地 方公共団体 への貸付金 なのですが 、その点に ついての質 問があ
って、その貸付金の内訳は何かということだったのです。
今、言いました ように、民 営化前に地 方公共団 体に貸し付 けた部分で 、これ
は結構な割合が あるのです が、その部 分がまだ非 常に大きく 残っている 。民営
化後の新たな貸出割合というのは非常に小さいという話がありました。
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あと、今回から トール社が 連結で、３ か月分で すけれども 、中間期決 算の中
に出てきていま す。オース トラリアの 資源価格の 下落という ことで、ト ール社
自身の収益、収 入も減って きているの ですけれど も、今後、 トール社自 身、ア
ジアをホームグ ラウンドに していると いうことで 、例えば、 中国経済の 影響を
受けるのかどうか、こういう質問がありました。
連結になってか らまだ３か 月で、トー ル社自身 の経営状況 というのは 慎重に
見ていく必要が あるけれど も、いわゆ るサード・ パーティー ・ロジステ ィクス
というか、トール社がやっている業務の中で、３PL と言い ますけれども、そう
いった順調な事 業もあって 、トール社 自身はアジ ア中心に今 後も設備投 資を行
っていく。以前 の説明では シンガポー ルと言って いましたが 、そういう ことを
行っていくのだ ろうと思い ます。中国 経済の影響 がどうなる か、今後の 予測に
ついては、会社 の方から特 に明確な見 通しという のはありま せんでした けれど
も、全体として は、トール 社の事業に ついては順 調な事業を 中心に、今 後もア
ジア中心に設備投資を行っていくという話でありました。
あと、かんぽ生 命保険の方 ですけれど も、件数 で、昨年、 学資が大変 伸びた
のです。小さな 契約が多い ので、金額 はそれほど 大きくない のですが、 件数で
は学資保険が昨 年非常に伸 びている。 昨年は全体 の３割ぐら いまで伸び たので
すが、今回、２ 割ぐらいに なっている のです。こ の点につい て質問があ りまし
た。
会社側とすると 、学資保険 というのは 、御承知 のとおり、 ドアノック のよう
な若い世代に対 してのもの で、昨年、 それについ て商品化、 ラインナッ プを多
くしたので、そ ういう意味 でお客様獲 得というこ とで非常に 伸びた。今 年、終
身保険、養老保 険などの件 数の伸びが 大きくなっ ているので すが、これ は、養
老保険などで加 入年齢の引 上げをした り、色々や ったりして いるので、 そうい
う新しい商品の 中で新しい お客様の獲 得にいって いるので、 そちらの方 の件数
が伸びているの です。従来 は、学資保 険はもっと 少なくて、 終身保険、 養老保
険の方が大変多 かったので すね。しば らくはこう いう傾向が 続くだろう という
ことを言っておりました。
それから、決 算全体、郵 政グループ とすると減 収減益とい うことで、 この発
表が 11 月 13 日、株式上場後でありました。その決算の発 表によって、株価が
どのように変動 したかとい う質問があ ったのです けれども、 その前後で 株価に
は大きな影響は なかったの ではないか ということ 。特に大き な変動は見 られな
かったという話であります。
最後に、マイ ナンバーの 関係。今、 日本郵便の 方で、簡易 書留で配達 してい
るわけですけれ ども、この 辺について の問いがあ りました。 収益面では プラス
にはなるのです が、超過勤 務等が多く 発生してい る。現在進 行形なので 、費用
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がどの程度にな るかという のは未だ不 明なのです けれども、 そのことに よって
費用もかなり出 ていると。 トータルで どうなるか というのは まだはっき りして
いないという話であります。
決算の方は以上です。
それから、資料 143－2－1 で「今後の郵政民営化の推進の在り方に関する調
査審議事項（案 ）」と書い てありまし て、これを 配付して、 金融庁と総 務省か
ら来ております 調査審議要 請に対して 、我々がお 返しをする 内容につい ての事
項を改めて今日 確認をいた しました。 これについ て、この内 容で異議な く了承
いただきました 。当然、個 々の内容を この中にき ちんと盛り 込むわけで ありま
す。これまでの 様々な各種 ヒアリング 等によって 、もう既に 委員会とし て色々
質疑等を行って 内容を深め ていますの で、また整 理をして全 体をまとめ たいと
考えております。
以上です。
○記者
内閣府の地域再 生計画で「 小さな拠点 」づくり というもの を推進して いくと
いうことで、郵 便局が関わ っていく場 合にどのよ うな働きか けをしてい ったら
良いでしょうか。地域再生計画に関する委員長のお考えをお願いします。
○増田委員長
小さな拠点につ いてのポン チ絵という のが内閣 府の方で出 ていて、あ れには
確かに、中心的 な集落のと ころに「郵 便局」とい う名前も書 いてあって 、いわ
ゆる旧役場も合 併したりし て、役場自 体が大きな 市の市役所 に移ったり してい
るわけですが、ポンチ絵の構図は、郵便局、診療所、お店、そういったものは、
旧役場、あと、 学校等もあ りますが、 そういう所 に集約して 、個々の小 さな集
落全体は残せな いけれども 、中心的な 所に拠点を 作って、そ こで生活機 能全体
を支えるような 構造にして いこうとい うことなの で、その両 面から、自 治体は
機能を集約して 全体を残す ような工夫 、中山間の かなり過疎 の地域に対 しての
絵なのですが、そういうことが必要です。
あと、郵便局 からは、役 場に対して の働きかけ なり、診療 所や、生活 を支え
る機能を果たし ている様々 な人達とよ く話し合い をして、そ の中で郵便 局は、
撤退ということ がなくなっ て、ユニバ ーサルサー ビスですか ら最後まで 残る所
でしょうから、 そこに売店 だとか、人 が必要とさ れるような 業務を積極 的に展
開して、人がど んどん離れ ていなくな ってしまう ようなこと を防ぐ、そ ういう
ことが必要では ないでしょ うか。ガソ リンスタン ドなども地 域を支える 上で重
要ですから、み んな集まっ て、それで 利便性を向 上していく ような取組 みが大
事ではないかと私は思います。
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○記者
こちらの 143－2－1 の資料ですけれども、これはいつ頃までに総務省と金融
庁に返すのか。 それから、 この１から ６までの内 容について 、先ほど、 これま
での経緯のもの を盛り込む というお話 だったので すけれども 、今後、重 点的に
また話し合わなければならないというところがあるのか。
○増田委員長
時期を言うには まだ早いの で、もう少 し中身を 審議します 。例えば、 経緯や
調査審議の意義 について、 この辺りは 良いと思う のですけれ ども、今回 の株式
上場や中期経営計画の推進状況については、それなりに、上場後の推移だとか、
中期経営計画の 推進状況は 今日も含め て色々聴い ていますの で、かなり の項目
について材料は そろってき ていると思 います。で すから、特 段色々な関 係者を
多く呼んで、新 たにまたこ の項目につ いてヒアリ ングをする ということ はそれ
ほど多くはない と思ってい ます。今ま で積み重ね てきた審議 で各委員が 抱いて
いる考え方をま とめればあ る程度まと まると思っ ていますけ れども、時 期はも
う少し。今月委員会を開きますので、またそれで判断したいと思っています。
○記者
金融二社の限度額についてはどうなのでしょうか。
○増田委員長
今日の新聞でも 報道が出て いたけれど も、それ についても これからの 審議の
内容に任されていますので、申し上げるのはまだ少々早いです。
○記者
調査審議事項の目次の「(4)金融二社」のところに二つ点があるところなので
すけれども、委 員間で議論 が分かれて いたり、ま だまだ話し 合わないと 結論が
出そうになかったりする事柄というのはあるのでしょうか。
○増田委員長
そこは、明確に分かれているとか 、そういうことはないですね 。それよりも、
それぞれがヒア リングした りして意見 を固めて、 考えをお持 ちになって いると
思うのですが、 まだ外向け に明確に申 し上げる段 階には来て いないし、 もう少
し審議をきちんとしてみたいと思います。
ざっくばらん に言うと、 御承知のと おり、ヒア リングした ときの金融 二社に
対してのそれ以 外の金融機 関の意見と いうのはそ れぞれ大分 違っていた り、金
融庁や総務省と もスタンス が少し違っ ていたりす るけれども 、それを含 めて委
員がどうするか 、それを委 員会として どうするか はもう少し 議論を深め たいと
思っています。 まだ外にア ナウンスす るだけのも のにはなっ ていないと 思いま
す。
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○記者
新規業務につい ては、一度 、過去に審 議して、 認めるべき だという意 見は出
しているのですけれども。
○増田委員長
宙ぶらりんになっているものですね。
○記者
そうです。それ を今回の審 議に出すと きに、何 かニュアン スが変わる ような
ことというのはあり得るのですか。
○増田委員長
あれはあれで郵 政民営化委 員会として はまとめ て外向けに 言ったもの ですか
ら、今のところ 、委員から 見解自体を 変更すると いう話は全 くないです 。それ
はそれだと思うのですけれども、もう既に言った話なので、あれはあれとして、
その後新たに両 省庁から審 議要請が来 ているから 、それを受 け止めて、 その次
のことを審議したいと思っています。
○記者
先ほどの確認なのですが、143－2－1 は、もう少々中身を審議するということ
だったのですが 、今月委員 会を開くの でそれで判 断というこ とは、早け れば年
内、遅くとも年度内には、というようなイメージですか。
○増田委員長
スケジュールは まだ申し上 げられない 。誠実に きちんとや っていきま すけれ
ども、スケジュ ールを申し 上げるのは まだ少し早 いです。調 査審議要請 の項目
が実際の文書の 目次のよう なものにな ると思って いますけれ ども、御質 問の二
点目の時期につ いてはもう 少し深めて から決めて いきたいと 思います。 お尻を
切るとスケジュール的にもなかなか厳しくなるので。
○記者
ヒアリングの予定はもうないということなのですか。
○増田委員長
ヒアリングは特 に新たにや る必要はな いと私は 思います。 委員にもう 少し聞
いてみます。
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