平成２８年２月２６日（金）
第１４８回郵政民営化委員会後
（１１：００～１１：２５

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）

○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します。
資料は配付いたしましたとおりであります。
今日は、議題として二点取り上げております。
一点目は、日 本郵便グル ープ各社の 第３四半期 の決算。２ 月12日に日 本郵政
グループから発 表されたも のでありま すが、これ について改 めてヒアリ ングを
して質疑を行いました。
二点目は、前 回、前々回 から当委員 会で議題と しておりま したかんぽ 生命保
険の新規業務、 いわゆる再 保険などの 関係であり ます。こち らについて は、本
日、意見を集約して意見書をまとめたところであります。
決算の方につ いては、も う既に発表 されており ますので、 改めて申し 上げま
せん。
二点目の意見 書につきま しては、新 規業務を認 めるという ことで意見 の取り
まとめを致しま した。この 意見書につ いてはお手 元に配付さ れていると 思いま
す。そこに記載 のとおりで ありますけ れども、本 日中に金融 庁長官、そ れから
総務大臣に提出 したい。こ れは、従来 どおり、事 務的に両省 庁に出すと いうこ
とになりますが、そういう形で処理したいと思っています。
この意見書の関係について簡単に申し上げておきますと、資料148－２と書い
てあると思いま すが、結論 は新規業務 を認めると いうことで あります。 昨年の
12月に所見を出 しているの で、その後 初めての新 規業務につ いての意見 書にな
るのですが、組み立て方だけ申し上げておきます。
「はじめに」のところは 、どういう認可申請があったのか ということを書く。
「１

基本的 な考え方」 については 、従来から の当委員会 の意見書の 立て方

と同じような形で「（１）利用者利便の向上」「（２）適正な競争関係」「（３）
業務遂行能力・ 業務運営態 勢」「（４ ）経営の健 全性の確保 」、法律に 基づく
こういう考え方 でこの新規 業務を考え ていきます と。そのう ち「（２） 適正な
競争関係」は昨 年12月の所 見の中で触 れています ので、その 考え方をこ こで引
っ張ってきているということです。
その上で「２

所見の観 点からの評 価」ですが 、今回の再 保険につき まして

は、１行目から ２行目、３ 行目辺りに 書いていま すけれども 、一般に市 場で広
く募集するので はなくて、 生命保険会 社間の合意 の下に行う 相対取引と いうこ
とであって、中 ほどから下 に書いてい ますが、も う既に昨年 の暮れの所 見にお
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いて示した新た な視点と整 合的である と。したが って、今回 、それにつ いて優
先的に検討するということをそこで述べています。
一番下の「３

申請に係 る業務の認 可に関する 考え方」で す。これに ついて

は、これによっ て引き受け るリスクに ついて一定 の範囲を設 けている、 リスク
管理の工夫がな されるとい う形で、堅 実な内容に なっていま す。それか ら、か
んぽ生命保険に とって他の 生命保険会 社が引き受 けている様 々な保険の ノウハ
ウを習得できる 、連携強化 の展開も期 待できると いうことで 望ましいも のと、
このようなことをそこで述べております。
その他の点に ついては、 従来の考え 方と同じよ うに述べて おりますの で、こ
れによって今回 の新規業務 を認めると なっており ます。今回 、所見が出 てから
初めての意見書 となるので 、意見書の 内容につい て、かいつ まんででは ありま
すが、詳しく申し上げたところであります。
それから、ま た戻りまし て、委員会 の中でのや り取りであ ります。決 算の方
についてこういうやり取りがあったということで御紹介しておきます。
ある委員から 、ゆうちょ 銀行とかん ぽ生命保険 の国債保有 割合。第３ 四半期
が終わった段階 で、資料に 書いてあり ますとお り、ゆうち ょ銀行が40.8％、こ
こは対前年同期 比に比べて かなり減っ ています。 かんぽ生命 保険は余り 変化が
ありませんが、 少し減って いて54.8％ となってい ます。両者 でこのよう に違っ
てきている理由 は何かとい うことであ りましたが 、一言で言 うと、ゆう ちょ銀
行とかんぽ生命 保険で取り 扱っている 商品の負債 の期間の長 さに違いが あるわ
けです。かんぽ 生命保険の 方が相当長 期での運用 を考えてお り、そうい ったこ
とによる対応の違いがここに出てきているということであります。
併せて、例の マイナス金 利の影響に ついての問 いもありま した。ちょ うど２
月の半ばからな ので、今回 発表になっ たこの決算 には、もち ろん直接出 てきま
せんし、今、正に進行中の１-３月期の中でマイナス金利ということになったわ
けですが、利益 の影響は当 期の分につ いても極め て限定的で あろうと。 それか
ら、それについ て経営を今 後どうして いくかは現 在検討中で あるといっ た話で
ありました。
それから、あ る委員から 、日本郵便 の物流の関 係について 幾つか質問 があり
ました。ｅコマ ースが全体 として拡大 していて、 特に国境を 越えたｅコ マース
が拡大している のですが、 日本郵便の 国際郵便・ 物流事業に その点でど ういう
影響が出ている かという質 問がありま して、中国 をはじめと したアジア 向けの
土産品などの取 扱いが増え ているとい う話があり ました。そ れに伴って 、国際
郵便・物流の中では、EMSの取扱いが42％、国際小包の取扱いが70％増加してい
る等、この関係では現にプラスの影響が出ているという話であります。
併せて、小口 あるいは中 小の荷物の 営業を強化 していると いう説明が あった
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のですが、実際 にどのよう にやってい るかという 質問があり ました。こ れに対
し、例えば、自 分で物流機 能を持って いない会社 、モールの 中にある加 盟店、
そういったとこ ろに対して 、単に物を 配達すると いうだけで はなくて、 そうい
うお店の決済サ ービス、い わゆるロジ スティクス サービスで すが、そう いった
サービスの提案 も一緒に行 って、いわ ゆる彼らの 言葉で言う ソリューシ ョン営
業に、今、力を入れているという話がありました。
それから、同 じく日本郵 便の物販の 関係です。 この物販事 業について は、そ
の他営業収益の 中で結構な ウエイトを 占めている のです。し たがって、 この分
野については成 長性がある のではない かという観 点から、今 後、この関 係につ
いてどう取り組 んでいくの かという質 問がありま した。答え として、今 まで歴
史的に食品カタ ログでの販 売を中心に 行ってきた 。つい先日 のお歳暮期 のカタ
ログ販売も収益 が増加した 。これは、 今後も伸ば していくよ うに取り組 んでい
きたい。それと 同時に、非 食品分野に も力を入れ ていて、こ こも伸ばし たいの
ですが、収益と してはまだ 非常に小さ い。これに ついては、 様々なアラ イアン
ス、他企業との 提携などを 行うことに よって今後 も伸ばして いきたい。 およそ
そういうことでありました。
それから、こ れが最後に なりますが 、この決算 の期日以降 のこと。冒 頭の委
員からの質問と も重なって くるのです が、マイナ ス金利等々 がゆうちょ 銀行と
かんぽ生命保険 にどのよう に影響して きているか ということ です。これ につい
ては、短期的な 影響は限定 的だと。い ずれにして も、対応策 については 現在検
討中といった答えであります。
再保険の方の 意見書につ いては、今 日の委員会 の中では特 に質疑等は ござい
ませんでしたので、委員会でのやり取りの様子は以上であります。
次回委員会の 開催につい ては現在調 整中であり ます。来月 の開催にな ります
が、これについては、期日が決まりましたらお知らせいたします。
私からは以上であります。
○記者
次回調整中と いうのは、 限度額の政 令改正案の 審議という ことになる のでし
ょうか。
○増田委員長
あれもそうで しょうね。 こちらは早 くやってほ しいなと思 っています 。今、
政府の中で調整していると言っていましたので、それが一つ考えられます。
○記者
他に何かあるでしょうか。
○増田委員長
具体的には、 今のところ 、お話しで きるような 案件で想定 しているも のはな
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いですが、何かあればまた取り上げたいと思っています。
主には、今、 仰った限度 額の政令に ついての意 見書、これ は来月やら なけれ
ばいけないと思っています。
○記者
ありがとうございます。
○記者
日本郵政の西 室社長が病 気というか 、病院に入 院されてい るというこ とで、
政府内でも退任 論が出てい るような報 道も結構出 ていますが 、そういっ たお話
について何か聞かれていることはありますか。
○増田委員長
特に私は。検 査入院で入 られたとい うこと。報 道以上のこ とは私も直 接は聞
いていません。私、１月にはお会 いしているのです。そのと き元気だったので。
いずれにしても 、検査入院 ということ で聞いてい るので、早 く退院して 業務に
復帰されるので はないかと 思っていま す。それ以 上のことは 特に私から はない
です。
○記者
何点かお伺いさせてください。
まず確認です 。先ほど委 員会の議論 の中でマイ ナス金利の 影響を問わ れて、
短期的な影響は 限定的とい うことでし たけれども 、これを回 答されたの はどな
たですか。
○事務局
ゆうちょ銀行の中尾経営企画部長と、かんぽ生命保険の堀金専務です。
○記者
日銀のマイナ ス金利政策 の影響との 関連で、前 回の会見で 増田委員長 は、金
融機関にとって は、今後、 マイナス金 利の下で預 金を引き受 けていくの はリス
クであるという ことで、今 後、日銀の マイナス金 利政策は続 いていくと 見られ
るわけです。一方で、郵政民営化 委員会としては、ゆうちょ 銀行の限度額を１、
２年後に再度引 き上げる議 論が想定さ れていると いうことで すが、この ゆうち
ょ銀行の再度の 限度額引上 げに対して マイナス金 利政策の影 響というの は出る
のか。より慎重に議論されることになるのか。
○増田委員長
まず、マイナ ス金利政策 に対して、 各銀行、金 融機関が、 郵政グルー プで言
えば、ゆうちょ 銀行やかん ぽ生命保険 がどういう 経営方針を 立てていく のかが
まずあって、多 分、５月ぐ らいの年度 全体の決算 のときに来 年度の経営 方針の
ようなことを併 せて郵政グ ループ各社 から出され ると思うの で、まずそ れがど
のような方向かというのが一つ議論になると思うのです。
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あと、マイナ ス金利自体 は、もちろ ん来月の日 銀の会合等 もあります が、し
ばらくは続くの でしょうね 。２％、物 価が上がる まで色々な ことを何で もやる
と仰っているし 、今、それ が続く環境 であると思 うのです。 そうすると 、これ
は金融機関全体 の問題であ って、特に 国内営業を 中心にやっ ているとこ ろは、
今日も地銀の経 営統合のよ うな話がち ょっと出て いましたけ れども、色 々な経
営戦略をそれぞ れとられる と思います から、そう いったこと をどう見る のか、
あるいはどうい う経営戦略 がその中で 適切なもの かというの は、その時 期その
時期で考えてい かなくては いけないだ ろうと思い ます。金利 だけではな くて、
為替の動向だと か、さらに は経済には オイルだと か、そうい ったことも それぞ
れ絡んできます から、その 時点その時 点で広く全 体を見て考 えていく必 要があ
る。
あと、今の社 会の状況か ら言うと、 地銀などは 多くの地域 で人口減、 すなわ
ち地域に根付いて営業しているところほどお客さんが少なくなってくる 。今日、
国勢調査のとり あえずの速 報値が総務 省から発表 されている はずですけれ ども、
国勢調査とすれ ば初めて人 口減に切り 替わってい ると思うの です。そう いう環
境を含めて、む しろそうい った状況を 受けて金融 機関として 地域の中で どうい
う役割を果たし ていくのか 。本来、産 業創造など により力を 発揮するよ うな金
融機関でなけれ ばいけない ので、その ための戦略 なども各金 融機関で色 々お作
りになると思う のです。そ ういうこと もどれだけ 実行される のかという のがす
ごく問われると 思うのです 。まずは、 そういうこ とを含めて 金融庁と総 務省の
方で限度額の問 題について もどのよう に考えてい ったらいい かというこ とがあ
るのではないか と思います から、こち らの委員会 では、総務 省や金融庁 のアク
ションを待つという姿勢になります。
12月の会見で言ったことは、そのとおりのスタンスでありますが、その上で、
これから限度額 についてど うするかと いうのは、 あのときに お話をして いたと
おり、預金のシ フトなどに ついて厳密 に見ていき たいと思い ます。その 先のこ
とを話すのはち ょっと早過 ぎるかなと 。まず、限 度額を引き 上げる政令 につい
てこちらで意見 を述べる。 その後、ゆ うちょ銀行 、かんぽ生 命保険、特 にゆう
ちょ銀行です。 その預金な どがどうな っているか 、様々な指 標できちん と見て
いきたいと思っ ています。 それをしっ かりやりた いというの が今の委員 会とし
ての考え方だと思います。
○記者
日銀のマイナ ス金利に加 えて、増田 委員長、そ れから金融 担当の牧島 政務官
も、郵便局ネッ トワークの 活用という ことで、金 融機関には 積極的にこ の提携
策を考えてもら いたいとい うことで、 例えば、今 日、経営統 合の話が一 つ出ま
したけれども、 今後、地銀 で経営統合 に踏み切る 例が続々と 出てくるの か、こ
5

の辺はどう予想されますか。
○増田委員長
客観情勢は昔 と大分変化 しているの です。です から、経営 をより堅実 にして
いくためにどう いうことが あるかとい うと、経営 統合という のは一つの 有力な
手段であると思 います。こ ちらは、経 営の中身に ついてはそ れぞれお考 えいた
だければいいと いう立場で すが、本来 金融機関が 果たさなけ ればいけな い機能
として、産業人 材をより鍛 えて、新し い産業を創 造していっ たり、今の 経営を
より強固にして いくような 、そういう ところにう んと力を発 揮できる金 融機関
のスタイルを追 求してほし いなと思い ますので、 そのために 採れる手段 を使っ
たらいいのではないか。
郵便局ネット ワークとい うのは、す ごく良い機 能だと思う のです。日 本郵便
にとってみると 、あのネッ トワークを 維持するの は相当努力 しないとだ めだけ
れども、他の金 融機関から 見れば良い ネットワー クだから、 そういうも のを両
者はよく見て、 当然、あの ネットワー クを使うと いうのも、 先ほど私が 言いま
した金融機関の 機能を果た していく上 では有力な 選択手段で はないかな と思い
ます。
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