平成２７年１２月１０日（木）
第１４４回郵政民営化委員会後
（１１：３０～１１：５０

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の概要について御説明申し上げます。
資料は配付されたとおりであります。
一点目は、先般 、国土交通 省から出さ れた報告 書について ヒアリング を行い
ました。内容は、宅配の再配達の削減に関する検討会であります。
二点目は、今後の郵政民営化の推進の在り方についてであります。
一点目の方につ いては、既 に国交省か ら報告書 がまとめて 出ています けれど
も、宅配便の再 配達の現状 、再配達に よる社会的 な損失、ド ライバーの 過剰負
担や地球環境上のCO2増加による問題点等々でありますが、そういう社会的損失。
それから、今後 、再配達を 削減するた めにどうし ていったら いいか。配 付され
たペーパーでも 要点の方向 性が出てい ますが、そ ういったこ とについて 説明が
ありました。
これは日本郵便 が抱える重 要な問題に 関連して おりますの で、本日聴 取をし
たということでございます。
二点目の郵政民 営化の推進 の在り方に つきまし ては、資料 が配付され ている
と思いますけれ ども、今後 の検討の視 点という形 で、内容に ついて取り まとめ
たものでありま す。本日、 委員間でこ ういう視点 の考え方に ついて確認 を行い
まして、特段の異論はございませんでした。
それから、質疑の模様、特に一点目について簡単に申し上げます。
不在の時に、も う一度再配 達をすると いうこと 。それを削 減するため の報告
書ということで すが、委員 からは、そ もそも不在 のときに宅 配ボックス に入れ
ておいてくれない場合もあるので、クール便等で、宅配ボックスに入れるもの、
入れないものの 区別を教え てほしいと いうことで 、これは基 準が宅配会 社によ
って、いわゆるサービス基準があるので異なっている、という話がありました。
最初から不在で あればすぐ に宅配ボッ クスに入れ る会社もあ れば、不在 通知を
郵便受箱に入れ て、その後 、宅配ボッ クスに入れ るという会 社もあるよ うで、
ここは様々なようです。
別の委員から、 再配達によ るある種の しわ寄せ が宅配業者 に行ってい るとい
うことですが、 それはそも そも通販市 場の、通販 業者のサー ビス競争が 激化し
ていることによ るのではな いか、検討 会でもそう いった通販 市場の在り 方のよ
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うな議論があっ たのかとい う質問があ りました。 今回は通販 市場で活動 してい
る会社の方も参 加している のですが、 直接そうい う議論はな かったとい うこと
でしたけれども 、送料無料 という形で 書かれてい る表示が消 費者の誤解 を招き
かねない。です から、送料 無料という よりは、そ れは無料と いう表示で はなく
て、どこかが負 担している ので、そう いう表示は 如何かとか 、そういう 議論は
あったという話でありました。
それから、別の 委員からで すが、再配 達の削減 に向けた具 体策におけ る緩や
かなコンソーシ アムという ことが書か れています 。要は、あ の検討会の 報告書
が出た後、関係者が今後どういうふうに動くかということ、次の展開について、
今、どうなって いるかとい う質問があ ったのです が、検討会 自体は一応 、３回
の検討を経て報 告書をまと めて終わっ ているので すが、今後 も必要があ れば開
催する。関係者 を集めるよ うにという 、そういう 含みを持た せて、今、 水面下
で、関係した人 たちが今後 どうするか ということ で色々動い ているよう であり
まして、今後い ずれにして も、具体的 に再配達を 削減する方 向でどうし ていっ
たらいいかとい う、その次 の取組みが 進んでいく ように報告 書を活用し てほし
い。今、そういう段階であるという話がありました。
あと、調査審議 の視点の方 ですけれど も、これ については 委員の皆様 方の意
見、この方向性 について特 段大きな異 論があった わけではあ りません。 前回の
委員会ではいわ ゆる目次的 な、本当に 項目だけで ありました が、この調 査審議
の視点について はより具体 的に委員会 としてのス タンスを表 したという ことで
あります。
内容については 、今日はこ ういうペー パーに基 づいての、 いわゆるフ リーデ
ィスカッションの形を行ったということであります。
以上でありますが、次回の日程については調整中であります。
私の方からは以上であります。
○記者
調査審議の視点 （案）とい うことで、 これは異 論はなかっ たというこ となの
ですけれども、 確認で、全 て語尾が「 ではないか 」となって いまして、 これは
そうしますと、 この「では ないか」と いうのを取 り除いたも ので皆が合 意した
ということでしょうか。
○増田委員長
最終的な表現振 りまで詰め ていません 。ですか ら、それも 相談事にな ります
が、これを見れ ば方向性は 、ある程度 出ていると いうふうに 言えるので はない
かと思いますが、これが一つのたたき台になると思っています。
○記者
例えば、「金融 二社に対す る業務制限 等につい て、段階的 に緩和する 方向で
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考えることが適 当ではない か」という 書きぶりで すが、緩和 することは 適当と
考えるということでしょうか。
○増田委員長
中身については 途中経過で 、最終的な ところを 申し上げる のはまだ早 いと思
っています。む しろ、不正 確なことが かえって混 乱を招いて もいけない ので、
中身については 一切申し上 げませんけ れども、こ ういうペー パーをたた き台に
議論をしていく ということ になります が、今、仰 ったような 、その次の ことに
ついてはまだ今日は早いと思っています。
それは正に、き ちんと取り まとめられ ましたら 説明をいた しますが、 それに
至る上で、こう いうペーパ ーに基づい て意見を頂 くときに、 委員間でニ ュアン
スはやはり違う と思います ので、それ を最後の「 ではないか 」を取り除 けばそ
ちらの方向かと 言いますと 、それにつ いては、ま だスタンス を申し上げ るのは
早いと思っています。
○記者
今の視点のもの で、下から 二つ目の○ の中にあ る「様々な 条件付けや 段階的
実施等の工夫に より」とい う記載につ いて、段階 的実施等の 工夫という ものは
何となくイメー ジしやすい のですけれ ども、条件 というもの については どんな
ものをお考えなのでしょうか。
○増田委員長
まだそこまでは出ていませんでした。
○記者
委員長の中でも何か。
○増田委員長
まだ早いです。 今日のとこ ろはまだそ ういうこ とを申し上 げる段階で はない
と思っています。
○記者
分かりました。
○記者
次回は未定とい うことで、 多分、年明 けになる と思うので すけれども 、「で
はないか」とい うのが取ら れるスケジ ュール感と いうものは 大体どんな 感じに
なるのでしょうか。
○増田委員長
まだスケジュー ル感も申し 上げられる 段階では なくて、日 程的な委員 の御都
合もあるのです けれども、 大事な所見 であります ので、でき るだけ委員 の皆様
が集まってやっ ていくとい うことです が、お尻を 余り切られ る形にはし たくな
いので、それについては、まだ調整中であります。
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○記者
今の段階で委員 長が考えら れているス ケジュー ルといいま すか、お尻 といい
ますか、いつまでというのはあるのですか。
○増田委員長
ありません。
○記者
ないのですか。
○増田委員長
はい。
○記者
分かりました。
○記者
結構、自民党の議連とかですごく焦ってきて、総務大臣とか色々働きかけて、
それで委員会の 事務局をさ れていらっ しゃるとこ ろとかにも 早くという 、押し
があったみたい なのですけ れども、そ ういうこと に対して委 員長として 、今、
決めたくないと いうことな のですが、 例えば、決 める材料が そろってい ないと
いうことを今ま で仰ってこ られたと思 うのですけ れども、総 務省とか金 融庁は
求められたもの は出してい るというと ころで、少 し食い違っ ているよう にも思
えるのですが、それについてコメントをお願いします。
○増田委員長
議論をしていく 上で、材料 はかなり集 まってき ていますし 、一番大事 なのは
上場されて、市 場の評価で あるとか、 それから、 規律が現実 に会社に対 して注
がれている。そ こが重要な ところだと 思うのです 。その上で 、委員の中 で議論
していくという ことになり ますので、 別に当然の ことながら 議論するた めの時
間も必要になっ てきますし 、それから 、必要なこ とはきちん とやってい くとい
うことで対応していきたいと思っています。
○記者
ありがとうございます。
○記者
今のお答えで半 分、もしか したらお尋 ねしたいこ とをお答え いただいて いるか
とも思うのです が、視点の 五つ目、金 融二社に対 する業務制 限等につい てのと
ころで「株式処 分等の郵政 民営化の進 捗に応じ」 というのは 、正に上場 であっ
たりというところが進捗であるという理解でいいのか 。この「応じ 」の起点が、
つまり今から先 に応じとい うことでは なく、既に もうある程 度進んでい るもの
で、そこに応じたという理解でいいのかどうか。
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○増田委員長
「株式処分等」 と書いて「 等」にはも う少し他 のことも入 るとは思っ ていま
すが、株式処分 というもの は一つの節 目というこ とになりま す、それで 大きな
環境が変わると いうことか らも、前か ら申し上げ ています。 それは金融 庁も、
総務省の受止め も同じであ り、だから 、所見を求 められてい るのです。 それが
７月の段階でし たけれども 、現実に11月に上場さ れて、市場 の評価も具 体的に
出てきています。
ですから、それ を受け止め てやってい るという ことなので 、両省庁か ら要請
された段階では 、まだそう いう市場の 評価が行わ れる前であ り、しかも 非常に
センシティブな 、手続が進 んでいる最 中でしたの で、どちら も重要な材 料とし
て、上場された 後、どう評 価されてい るか。つつ がなく上場 されるかど うかを
見たいと思って いましたの で、11月４ 日を越えた というのは 一つのポイ ントだ
と思っています。
○記者
二つありまして 、まず、こ の視点の案 に異論が なかったと いうことは 委員の
中で合意がなさ れたという ことだと思 うのですけ れども、と いうことは 、最初
にもあったので すけれども 「ではない か」という ものを取っ て、各項目 を合わ
せれば調査審議 の今後作る 報告書の一 番上の概要 みたいなも のにほぼな るとい
う認識でよろしいのでしょうか。
○増田委員長
そこは少々早い です。「で はないか」 というこ とに対して 、それに対 する答
えが両様あり得るからです。
ただ、項目とし て７項目立 てています ので、で きるだけ先 の、報告書 の姿を
問いただしてお きたいとい うお気持ち は大変よく 分かるので すが、そこ の７項
目についてのニ ュアンスは まだ今日の 段階では、 これこれで はないかと いうこ
とに対して、単 純化してイ エスという 考えもあれ ばノーとい う考え方も 両様あ
り得るので、今 、仰いまし たように、 そこは報告 書の中身に なるのでは ないか
ということですが、そこは書きようによってはすごく広くなるのです。
○記者
ということは、 異論がなか ったという のは、全 て基本であ るとか、必 要最小
限であるべきで あるという 方向で異論 がなかった というので はなくて、 あくま
でも視点というところで異論はなかったということなのですね。
○増田委員長
そうです。この ７項目が重 要な点であ るという ことについ ての異論は ないと
いうことなので 、ですから 、まとまっ ていれば申 し上げる機 会はありま すが、
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今日の段階では それ以上の 先のことま で言ってい ないという のはそうい う意味
です。
○記者
分かりました。
もう一点、段階 的とか様々 な条件付け 等の工夫 というふう にあるので すけれ
ども、これはこ ういう条件 が考えられ るとか、こ ういう段階 になればこ うある
べきであるとい う、そうい うところま で踏み込む 御予定なの か。お考え があれ
ば。
○増田委員長
やはり個々具体 的にやらな いと難しい ですね。 先ほどの御 説明にもあ ります
けれども、そこ のところは ものによっ て違ってく るでしょう ね。ですか ら、当
然、これをベー スに色々な ことを行間 から読み取 られるのは 当然だと思 うので
すが、前回、本 当に簡単な 項目だけを 示しました ね。それか ら、私自身 はこれ
を見て、さらに 前回に比べ ると相当先 に進んでい るなと思っ ていますが 、こう
いう形で、大変 重要な問題 ですから、 慎重に委員 間で議論し ていく必要 がある
のだと思っております。
○記者
最後に一点、時間をかけるということではなくて。
○増田委員長
時間をかけると いう意味で はなくて、 慎重に議 論をしてい くというこ とで、
まだスケジュール感について申し上げる段階ではないということです。
○記者
分かりました。
○記者
段階的にこれを 緩和する方 向で考える ことが適 当であると お考えにな る理由
をお聞きしたい と思ったの ですけれど も、先ほど のお話で一 つ、上場で 環境が
変わったという のがあった と思うので すが、それ 以外に何か あれば教え てくだ
さい。
○増田委員長
特に段階的でい いかどうか ということ までは言 っていませ んので、そ のもっ
と手前というこ とです。そ れで、何か そういうこ とで、でき るだけ考え ること
が望ましい姿な のではない か。イエス かノーかは 特に言って いませんの で、今
日はそこまでです。
○記者
五つ目の○で、 金融二社に 対する業務 制限とい うものは、 これは限度 額も含
めた形での業務制限という理解でよろしいのでしょうか。
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○増田委員長
はい。そうです。業務範囲、それから、限度額、色々あると思います。
○記者
今の質問の補足ですけれども、限度額の他に何があるのですか。
○増田委員長
業務のやれる範 囲について 相当制限さ れていま すので、で すから、毎 回毎回
新しい商品を出 すときに、 こちらの方 に意見を聴 かれて、そ れで両省庁 が認可
していますので 、いわゆる 銀行法です とか、そう いったもの についての 、今、
上乗せ規制がなされていますので。
○記者
具体的に、新規業務の融資とかも含めてということですか。
○増田委員長
もちろん、それもそうです。
○記者
六点目のところ で一応確認 なのですけ れども、 「できるだ け競争を促 す方向
で考えることが 望ましい」 とありまし て、これま での議論で もちろん、 民間金
融との競争条件 ということ が色々議論 になってい ますけれど も、それも ある一
方、やはり色々 な規制を外 して、でき るだけ緩和 して、日本 郵便、ゆう ちょ銀
行、かんぽ生命 保険、日本 郵政全体が 競争できる ようなこと の方が上回 ってい
るという認識で現状を捉えてよろしいのですか。
○増田委員長
誤っています。そこまで言っていません。
○記者
分かりました。
○記者
確認なのですけれども、年内はもう会議は開かないと。
○増田委員長
いえ、そんなことは言っていないです。
○記者
開く予定はあるのですか。
○増田委員長
いや、まだ調整中と申し上げました。
○記者
可能性としては 、年内に金 融庁や総務 省に対し て提言する ということ もある
のですか。
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○増田委員長
両様あると思い ます。やる かもしれま せんし、 やらないか もしれませ ん。ま
だそこは言っていないということです。
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