平成２８年２月１７日（水）
第１４７回郵政民営化委員会後
（１５：１５～１５：５０

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。
資料はお配りの とおりであ りまして、 一点目は 、前回から の引き続き であり
ますが、かんぽ 生命保険の 新規業務の 認可申請に ついて、パ ブコメを行 いまし
たので、その結 果の報告を してもらっ たのと、金 融庁、総務 省からヒア リング
を行いました。これが一点目です。
二点目は、年賀 、それから 、お歳暮期 のゆうパ ック。この 状況につい て、日
本郵便からヒアリングを行いました。
三点目は、ゆうちょ銀行から JP 投信株式会社について、来週から新商品の発
売を行うということでありましたので、この JP 投信株式会 社についてヒアリン
グを行ったということであります。
内容については 、もう既に 発表されて いるもの であります ので、質疑 の模様
について私から御紹介しておきたいと思います。
一点目は、かん ぽ生命保険 の新規業務 の関係で あります。 それから、 その関
係のパブコメは 一件だけで ありました 。資料も付 いているか と思います が、内
容はそのとおり であります 。日本郵政 グループ労 働組合から の一件とい うこと
でありました。
それから、金融 庁、総務省 からのヒア リングの 際の委員と の間のやり とりで
あります。
一点目、新規業 務について 、委員から 、利用者 利便、他社 との公平な 競争関
係、いずれの観 点からも両 省庁の現在 の審議状況 でいずれも 特段の問題 になっ
ていない。こう いう理解で いいのかと いう確認の 質問があり まして、両 省庁か
ら、そのとおり であり、現 在のところ 、本件につ いて特段問 題があると は思っ
ていない。こう いう話があ りました。 再保険の引 受けによっ て、元受会 社はリ
スク分散ができ る。かんぽ 生命保険は 収益源の多 様化が図ら れて、財務 の健全
性が高まる。そ れから、間 接的には利 用者は安心 して生命保 険を利用で きる。
こういうメリッ トがありま すという説 明がその場 で両省庁の 中から同じ ように
あったということであります。一点目はそういったことであります。
二点目の年賀と お歳暮期の ゆうパック の状況。 こちらは、 年賀状につ いては
販売枚数、収入 等も減って いる。ただ 、スマート フォンを使 ったほうに ついて
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は伸びている。それから、ゆうパックは伸びてはいるのですが、11 月期までの
伸びよりは 12 月期は少なかった。101.0％ということでありました。そういっ
た説明を受けた上での各委員とのやりとりであります。
委員から、年賀 郵便物の配 達について 、必ず元 日に配達し てほしい。 そうい
うニーズも一方 であると同 時に、それ だけではな くて、正月 の三日間に 届けば
よいというニー ズの変化も あるのでは ないか。こ ういうニー ズの変化に 対応し
てサービスの在 り方を変え ていくこと も考えられ るのではな いか。そう いう質
問がありまして 、日本郵便 側からは、 やはり元日 配達のニー ズが依然と して大
きいので、元日 配達の比率 を上げるよ うに努めて いる。ただ 、一方でニ ーズの
変化については 全体のバラ ンスを見な がら今後も 取り組んで 考えていき たいと
いうことであり ました。そ の際に、付 随的な説明 で、近年は 年賀状の購 入で、
これは 11 月から売っているわけですが、実際には 12 月 15 日以降ぐらいになっ
てからの購入の 量が大分増 えてきてい るようです 。全体とし ては大分後 ろ倒し
になっていると いうことが ありまして 、従来と大 分、色々な 状況が変わ ってき
ているのは事実であるということを言っておりました。
それから、次に、ある委員から、ゆうパックの 12 月期の引受 数が伸びるにし
ても、それほど の伸びでは なかったと いうことだ ったのです が、同業他 社の状
況はどうなったかという質問がありまして、他社も 12 月期の前年比は他の、そ
の以前の月より も低かった というふう に認識して いる。他社 の状況がき ちんと
発表されていな いので数字 の説明まで はありませ んでしたけ れども、日 本郵便
と傾向は似てい るという答 えでありま した。それ で、暖冬が この問題に 影響し
ている。アパレ ル関係の荷 物が多い中 で、暖冬で それが余り 動かなかっ たとい
うのが影響して いるという ことは今の 段階での分 析として話 していまし た。そ
れに関係して、 そうした要 因の検証は 今後きちん としておく 必要がある だろう
という委員の意 見がありま したので、 来年のお歳 暮期のため にも当然、 きちん
とした分析と対策を考えていきたい。そういう答えでありました。
それから、必ず しも、この 年賀・お歳 暮期の例 年のもので はないので すが、
ある委員から、 昨年の暮れ はマイナン バーの簡易 書留郵便物 の取扱いな どとい
うことで非常に 特別な取組 というもの があったの ですけれど も、その中 で、そ
のマイナンバー の関係での 特徴的なこ とはどうい うことであ ったのか。 それか
ら、今年、どう いうことが 特別にまた 出てくる可 能性がある のか。こう いう質
問がありまして 、マイナン バー郵便物 への対応は 極めて限ら れた短期間 に、再
配達分も含めて、約 6,800 万通を配達するということで、大変大きな取扱いで
あった。それか ら誤配率は 、確かに誤 配になった ものもあり まして、大 変残念
でしたけれども 、全体の水 準からしま すと極めて 低い水準で 抑えること ができ
たのではないか。こういう見解を言っておりました。
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あと、今年の特 別なものと しては参議 院選挙が 控えている ので、この 関係で
郵便物を取り扱 うので、対 策をきちん と強化して いかなけれ ばいけない と考え
ている。こういう話でありました。
それから、年賀 とかお歳暮 期のものと は別なの ですが、報 道で郵便物 の配達
を放棄した事件 があった。 そのような 事件は会社 の信頼を失 うので気を つけて
もらいたいとい う委員から の指摘があ りました。 それで日本 郵便側から 、その
案件は四国で恐 らく発生し 、報道にな った事例の ことだと思 うけれども 、特に
年末年始などは アルバイト の多い時期 でもあるし 、当然、事 件自体、指 導強化
しているが、ま たアルバイ トを多く使 う場合には さらに指導 強化に気を つけて
いきたい、こういう話もありました。
三つ目、JP 投信の状況です。これについては、非常に株式市 場、投資市場の
状況が激変している中での JP 投信の設立、それから、新商品の発売ということ
になるわけです けれども、 それについ てのゆうち ょ銀行とし ての思いを 伺いた
い。こういう質問がありまして、ゆうちょ銀行側からは、JP 投信を設立した趣
旨は、長い目で 資産形成を していただ く商品の社 会への提供 が目的で、 そうい
うことで会社を 設立し、確 かに今、相 場が非常に 動いている ところなの ですけ
れども、一喜一 憂せずに中 長期で見て 、資産形成 をしていき たいと考え るお客
様に商品をきち んと提供し ていきたい 。そういう 思いでいま す。こうい う話が
ありました。
それから、別の 委員から、 資料の中に も営業人 材の育成等 と書いてあ ります
ので、ゆうちょ 銀行として の人材育成 の考え方に ついて改め て伺いたい 。こう
いう質問がありました。それで銀行側の方から、今回、JP 投信という会社をつ
くるということ で、商品開 発を含めて 幅広くノウ ハウを吸収 し、人材の 幅を高
めていきたい。それで、JP 投信自身も出資会社の、これは 御承知のとおり、野
村ホールディン グスとか三 井住友信託 銀行とか、 そういうと ころが出資 をして
いますが、そういう出資会社の力も借りて人材育成できるよ うにしていきたい、
という話がありました。
以上が今日の委 員会の様子 でありまし て、それ から最後に 、次回の委 員会は
来週２月 26 日金曜日午前９時半から開催ということです。議題はまだ、調整中
ではありますけ れども、先 般、日本郵 政グループ 全体の第３ 四半期の決 算が公
表されています ので、それ について聴 取する予定 であります 。委員会の 後、ま
た記者会見は開 催しますが 、今のとこ ろ、議題と して考えら れますのは 第３四
半期の決算、そ れから、今 日委員会の ほうに意見 を聞かれて いるかんぽ 生命保
険の案件につい て両省庁か ら意見聴取 したので、 その件につ いても議論 したい
と考えております。私からは以上です。
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○記者
前回（の郵政民 営化委員会 ）は確か１ 月中旬で したね。そ の間に日銀 がマイ
ナス金利政策導 入というこ とがありま して、金融 の環境が一 変したので すけれ
ども、このかんぽ生命保険の新規業務の件で、それに関連するような意見とか、
金融政策が変わ ったことで これに何か 影響がある のかどうか 。その辺を お願い
します。
○増田委員長
かんぽ生命保険 の新規業務 の関係は、 委員の中 での意見取 りまとめは これか
らということに なるので、 余り今の段 階で先走っ て言うわけ にもいきま せんけ
れども、基本は昨年の暮れに委員会の方で両省庁から意見を 聞かれていたので、
上場後のこれか らの各会社 の方向とい うことで、 例の所見を まとめまし たね。
あの中でかんぽ 生命保険に ついては、 やはり今回 のような再 保険業務な ど、そ
ちらの方向がこ れから新規 業務として 考えられる 、そういう 趣旨のこと が書い
てあるので、そ の線に沿っ た今回の新 規業務の申 請であると 思っていま す。と
りあえず今のと ころ、両省 庁も特段の 問題は生じ ていない。 これが両省 庁の意
見ですので、各 委員ともそ ういう認識 で我々の表 明している 所見に沿っ たよう
な方向であり、 それから、 監督してい る省庁もそ ういう見解 であって、 これが
多分、皆さんの共通認識であろうと思います。
それで、今、お っしゃった ようなマイ ナス金利 の話は、そ の後、日銀 の金融
政策の変更で出 てきている のですけれ ども、その こと自身は 、これは私 の考え
方ですが、金融 界全体にと って経営を どうしてい くかという こと、金融 機関全
体としてどうい う経営をし ていかなけ ればいけな いかという ことを考え る一つ
の大きな前提に なってくる のですが、 だからこそ 、むしろ新 規業務で社 会のニ
ーズに対応した ものをこれ からきちん と掘り起こ して、それ に即した形 で色々
なサービスを提 供していく という、そ ちらの方向 に金融界全 体が更に努 力して
いく必要がある ので、私は 、今回かん ぽ生命保険 が新しい業 務に乗り出 すこと
は、そういう大 きな環境変 化の中で当 然考えてい かなければ いけない方 向なの
だろう。個別の 新規業務に ついての意 見調整はこ れからさら に詳細に各 委員と
やっていかなくてはいけませんけれども、大きく見ればかん ぽ生命保険が今回、
今後考えていか なければい けない方向 の中で出て きた、そう いう新規業 務の方
向なのだろうなとは思っています。
いずれにしても マイナス金 利で国民に とって、 それを当面 、プラスに 受け止
める層の人達も いるでしょ うし、そう でない人達 もいるかも しれません し、長
い目で見ていか ないといけ ませんが、 金融界にと っては御承 知のとおり 、経営
上は非常に大き なインパク トのあるこ とですから 、なおさら 一層、業務 とか経
営の在り方をよく考えていかなければいけない問題であろうと思います。
4

○記者
今、お話のあり ましたマイ ナス金利の 影響が金 融機関にと って、金融 界全体
にとって大きな 影響がある ということ ですと、当 然、ゆうち ょ銀行にと っても
大きな影響があ ることかと 思うのです けれども、 これについ てはどのよ うにお
考えでしょうか。
○増田委員長
昨年、所見を取 りまとめた ときに様々 な意見が あった中で 、ゆうちょ 銀行が
貯金をこれから うんと増や していくよ うな懸念を 表明する人 たちもいた のです
けれども、マイ ナス金利が 続く限りは そういうこ と、預金獲 得がむしろ リスク
になっていくと いうことで すから、当 然、ゆうち ょ銀行の商 品の在り方 なども
これから変わっ てくると思 いますし、 各金融機関 、どこも経 営をこれか らどち
らに重点を移し ていくのか ということ 。それから 、来月、ま た日銀の金 融政策
決定会合があり ますし、（ 総裁の）黒 田さんはあ あいうふう に言ってい ますけ
れども、ありと あらゆる手 段をとって いくと言っ ている、そ の真意を色 々見極
めようとしていると思うのです。
何とも私も言い 難いのです が、先の見 通しは非 常に、金融 機関だけで はない
ですけれども、金融機関にとっても非常に見通しづらいとこ ろではありまして、
今のところはい ずれにして も様々な影 響、当面ど ういう影響 が出てくる のか。
それから、少し 長い目で見 て、本来、 国民のニー ズに沿った 仕事として 、これ
からこういう状 況の中で伸 ばしていく べきところ はどういう ことなのか 。それ
が経営的には何 がしかにカ ウントでき るものなの か。これを よく精査し ていか
なくてはいけな いのではな いかと思う のと、それ から、余り 金融機関同 士の小
さな中で競争し ていくより は、やはり 大きく協業 すると言い ますか、連 携でき
るところは大き く連携して いかないと いけないの ではないか と思います 。これ
はゆうちょ銀行 と地銀であ ったり、メ ガバンクと 地銀もそう いう方向は 当然こ
れから考えられ ると思うの ですが、ゆ うちょ銀行 も含めて金 融機関同士 が大き
く連携をしてい かなければ いけないの ではないか 。どうして も、やはり 経営的
に見れば住宅ロ ーンなどを 、ゆうちょ 銀行はでき ませんけれ ども、提供 してい
ることについて 、お客さん は色々かも しれません が、どこか でやはり金 融機関
も経営というこ とを考えれ ば、別の意 味で手数料 収入を増や さなければ いけな
いとか、そうい う事情も個 々で出てく るでしょう し、やはり 短期的に見 るので
はなくて、日銀 の金融政策 が、ヨーロ ッパの状況 を見れば、 しばらく続 いてい
くとしますと、 きれいごと 過ぎるかも しれません けれども、 経営の在り 方とか
業務の在り方を ここでもう 一度見直す 。そういう タイミング といいます か、き
っかけにもなるのではないかなと思います。

5

○記者
そういう意味ですと、例えば、新規業務の認可もより早く出すのか。
○増田委員長
今回のかんぽ生命保険の新規業務については、来週、委員会がありますから、
そこで取りまと めの方向を 他の委員と 相談したい と思います 。今日は両 省庁か
らのヒアリング だけで、そ れ以上のこ とはお互い に議論して いませんの で、来
週そこは、他の 決算の聴取 もあります けれども、 併せてやり たいなとは 思って
いますが、また相談したいと思っています。
○記者
ゆうちょ銀行の新規業務についてですか。
○増田委員長
ゆうちょ銀行で はなくて、 かんぽ生命 保険の新 規業務につ いてです。 ゆうち
ょ銀行について は何とも言 えません。 それは、委 員会は受け 身ですから 、ゆう
ちょ銀行がまず どう考える かで、そこ のところは ゆうちょ銀 行で時間を 掛けて
じっくり考えられるのではないでしょうか。
○記者
株の関係なのですけれども、前回の民営化委員会の後ぐらい からでしょうか。
結局、最終的に ３社とも最 初の上場価 格を、公開 価格を下回 ったりした と思う
のですけれども 、その辺り 、どういう ふうに受け 止められて いるかなと 思いま
して。
○増田委員長
今日は、先ほど 閉まったよ うですけれ ども、今 日の株価は ３社とも聞 いてい
ませんが、昨日 の終値の段 階で、かん ぽ生命だけ がかろうじ て、まだ上 回って
いましたけれども、ただ、確かに昨年の 11 月に、この３社が上場したので 、ど
うしても、そこ の辺りが気 にはなるの ですが、メ ガバンクの 動きとゆう ちょ銀
行と比較したり 、それから 、かんぽ生 命保険と同 業他社の生 命保険会社 などを
比較しますと、 結局、どこ も同じよう な状況なの ですよ。ど こも株価は 下がっ
ているのです。
ですから、個別 の郵政三社 というより は、これ だけ大きな 株式市場の 変動、
全体のボリュー ムから言い ますと本当 にちょっと の、海外か らの投資家 などの
動きも色々ある と思いまし て、そうい うことによ って相当動 いていると いうこ
と。それから、 どうしても やはりオイ ルとかチャ イナとか、 そういう問 題が一
方で海外の状況 としてあり まして、そ ういうこと にも引っ張 られている 問題な
ので、私は何と も、郵政グ ループ三社 の株価の推 移について は、余りこ の時期
に、他の同業他 社と余りに も大きく違 う動きです と、気にな るところも あるの
ですが、今のと ころ、各社 を個別に見 ても、それ ほど有意な ものではな いので
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はないかなと思 います。そ れだけ全体 の動き、特 に年明けか らの動きと いうも
のは、一日 1,000 円を超えるくらい（日経 平均が）上がったり 、全体とすると、
年明けで平均で 3,000 円位下がっていますか。今日も多分、終 値が１万 6,000
円を切っている のでしょう か。ちょっ とチェック していませ んけれども 、個別
の郵政三社につ いては、数 字は見てい ますが、落 ちているこ とについて は、個
別にコメントといいますか、それは余り意味がないような気はします。
○記者
先ほど、ゆうち ょ銀行は地 銀とかとこ れからも っと協力し ていくこと になる
のではないかと いう、そう いうものは 委員長の思 いとして、 どこかの場 でゆう
ちょ銀行とか日本郵政に、これから伝えていくというのはございますか。
○増田委員長
伝えると言いま すか、そう いうことは 折に触れ て伝えては あるのです けれど
も、昨年、所見 にも書いて いますので 、それはも う既に伝わ っていると 思いま
す。機会があれ ばそういう ことを、昨 日もちょう ど私、地方 銀行協会か ら講演
を頼まれて、ち ょっと行っ たのですけ れども、昨 日は人口減 少の問題で 、あえ
てそのことは、 時間の関係 もあります し、話題に しないで、 そちらの話 をとい
うことで行って きましたが 、個別に頭 取さんなど にはよく会 いますので 、皆さ
んも既に色々動かれているようには見受けられます。
○記者
またマイナス金 利がそれよ りも更にア ップする のではない かというこ とです
か。
○増田委員長
とにかく環境激 変で、それ ぞれの経営 について 、もう一度 、皆さん危 機感を
持って、やれる ことをいろ いろ多角的 に考えてお られるので はないかと 見てい
ます。
○記者
相場が非常に荒 れていると ころで、関 心として は次回の、 例えば株式 処分な
のですけれども 、やはり環 境として、 こういう乱 高下が続い ているよう ですと
次回のスケジュ ールにも影 響が出てく るかなと思 いますが、 （日本郵政 の）西
室さんは先日の 会見で、で きるだけ早 く処分した いというこ とをおっし ゃって
いましたが、この点はいかがでしょうか。
○増田委員長
委員会は受け身 ですから何 とも言いよ うがない ですけれど も、西室さ んもな
かなか微妙な時 期での発言 なので、郵 政全体とし て、まず会 社がどう考 えるか
だと思います。 しかるべき 時期になっ たら、だん だん発言も できる時期 にはな
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ってくると思い ますが、委 員会として は、特にそ の点につい てはコメン トはあ
りません。
○記者
ゆうちょ銀行、 かんぽ生命 の新規業務 の認可に 当たって、 今回の日銀 のマイ
ナス金利を受け て、金融機 関は総じて 非常に厳し いという中 で、民営化 委員会
が例えば認可の 是非につい て判断する 際に、他の 民間機関に 及ぼす影響 という
ものを、例えば 、より慎重 に審議され るようにな るとか、そ ういう影響 という
ものはありますでしょうか。
○増田委員長
基本線は、他社 との公平な 競争環境が あるのか どうか、そ れから、国 民から
見て経営に悪い 影響がある かどうかと いうことの 二点で、そ の見る観点 の柱、
軸は変わらない と思います 。それは法 律、民営化 法にもその 趣旨が書い てあり
ますし、あと、 個別法につ いては監督 官庁が見る のでしょう けれども、 そこも
整合をとって、 それぞれの 観点で見る 視点が書い てあります ので、それ はどう
いう経済環境で あっても変 わらないこ となので、 そこの公平 な競争環境 にある
のかどうかという観点から新規業務を見ていくという、そこは変わらない。
あと、時期と すると昨年 、民営化委 員会の所見 を出した時 期は確かに 日銀の
マイナス金利の 政策がとら れていない 時期でした けれども、 非常に近い 時期で
出した我々の所 見というも のは今のマ イナス金利 の状況の中 でも十分生 きる。
そういう所見で ありますの で、所見の 線に沿って 、それぞれ の会社の新 規業務
などはその観点からも判断していく。それが基本だと思います。
○記者
所見の中で、ゆ うちょ銀行 の資産運用 の高度化 についても 優先的に取 り組む
べきであるとい うくだりが ありまして 、これにつ いてもゆう ちょ銀行は まだ申
請というものは 出していま せんけれど も、この点 について、 資産運用と いうも
のがゆうちょ銀 行は非常に 課題になっ てくると言 われていま すが、この 点につ
いてはどうお考えですか。
○増田委員長
ゆうちょ銀行で も色々考え ておられる のではな いかと思い ます。です から、
こちらがそれを 、先に何か 言うことは ない。まず はゆうちょ 銀行でよく 考えて
いただきたい。 人材等も含 めて考える べき問題で あろうかと 思います。 一生懸
命、色々考えておられるのではないかなと思います。
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