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中間答申に向けた論点整理（案） 
～郵政事業のユニバーサルサービス確保と 
郵便・信書便市場の活性化方策の在り方～ 
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諮問事項１ 
郵政事業のユニバーサルサービスの確保方策 

将来にわたり郵政事業のユニバーサルサービスの提供責務の履行の確保が図られる
よう必要な方策の検討を進めるに当たり、中間答申においては、まず、郵政事業のユニ
バーサルサービスコスト算定手法の基本的な考え方の整理を行う。 
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やめた場合の利益改善額 
（赤字プロダクトの赤字額） 

＝ユニバーサルサービスコスト 

プロダクト 
（地域・サービス） 
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＝ユニバーサルサービスコスト 
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収支曲線 

プロダクト 
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 赤字プロダクトを廃止した場合の利益改
善見込額をユニバーサルサービスコスト
とする。 
 

考
え
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 サービス水準を変更した場合の利益改
善見込額をユニバーサルサービスコスト
とする。 
 

考
え
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■ ユニバーサルサービスコスト算出手法（ＮＡＣ法、ＰＡ法） 

諮問事項１－① 郵政事業のユニバーサルサービスコスト算定手法 2 

○ 現行の郵政事業のユニバーサルサービスの範囲・水準の確保方策を検討するに当たり、郵政事業のユニバーサルサービ
スコスト算定においては、「日本郵便株式会社に提供責務が課された郵政事業のユニバーサルサービスの確保に関する大
局的な判断材料を得るために、ユニバーサルサービス提供に係る収支を客観的かつ定量的に算定する」ことを目標とし、Ｎ
ＡＣ（Net Avoidable Cost）法及びＰＡ（Profitability Approach）法によるコスト算定手法に対応できるようユニバーサルサービ
スコスト算定モデルを構築することでよいか。 

論点 

収支曲線 



 ユニバーサルサービスコストの算定方法としては、前頁のNAC法とPA法以外に、「EP法」「ベンチマーク法」が存在する
が、諸外国の郵便事業におけるコスト算定では、NAC法又はPA法が主に使われている。 

  （ＮＡＣ法：イタリア、スペイン等  ＰＡ法：米国、イギリス、スイス等  ＮＡＣ法及びＰＡ法：オランダ） 

独占分野に他の事業者が新規参
入することによって発生する損失
額（利益水準の低下）をユニバー
サルサービスコストとする 

収入を考慮せず、サービス提供費
用が一定水準（ベンチマーク）を超
えた部分をユニバーサルサービス
コストとする 

考
え
方 

考
え
方 

地域 

収
入
・
費
用 

平均費用 

費用 
ベンチマーク 
（平均＋X%） 

収
支 

地域・サービス 

参入前 

参入後 

黒字プロダクトの 
利益水準の低下 

（赤字） 

EP法 ベンチマーク法 

■ ユニバーサルサービスコスト算出手法（ＥＰ法、ベンチマーク法） 

（補足）その他のユニバーサルサービスコスト算定手法 3 

収支曲線 
費用曲線 



 赤字プロダクト（地域・サービス等）の赤字額に着目する場合にはNAC法が、サービス水準の変更に伴う利益改善の可
能性に着目する場合にはPA法が適していると考えられる。 

手法 長所／適した用途 短所／適さない用途 

①NAC法 現在の法制度・市場環境の維持を意識した手法で
あり、ユニバーサルサービス義務を維持した上でコ
スト補填を意図する場合に適している 

赤字プロダクト（地域・サービス等）の赤字額を知り
たい場合に適している 

一般に計算は比較的容易（トップダウンモデル（※
後述）でも算定可） 

サービス水準の変更による利益改善額は算定で
きない 

収益と費用について、プロダクト別（地域・サービ
ス等）に配賦する基準の設定方法により、算定さ
れるコストが変動する 

 

②PA法 法制度の変化や市場の反応を強く意識した手法で
あり、ユニバーサルサービス義務を緩和した場合の
影響を評価する目的に適している 

サービス水準の変更による利益改善額を知りたい
場合に適している 

サービス水準の変更によって利益改善できる見
通しが乏しい場合には不適切 

法制度の変化に対応した事業者行動を仮定する
必要があるなど、恣意性が高い 

計算は複雑で、ボトムアップモデル（※後述）でな
いと困難 

③EP法 競争導入（独占分野撤廃）の影響を測定すること
で、競争導入に伴う補填額を算定できる 

新規参入事業者のサービス水準や市場構造の変
化等を予測することが困難 

独占分野が存在しない場合には適用できない  

④ベンチマ
ーク法 

費用の地域間格差に着目する場合に適する 

算定において収益を考慮しないため、収益を地域
別に配賦するなどの手間が不要 

ベンチマーク水準の設定において恣意性が高い 

地域間費用格差以外の要素は考慮困難 

（補足）主なユニバーサルサービスコスト算定手法の比較 4 



5 （補足）郵政事業のユニバーサルサービスの現状① ～郵便（サービス範囲）～ 

サ ー ビ ス の 範 囲 
対象 

サービス 

【郵便法に基づき提供される郵便サービス】 

○内国郵便 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）大きさ又は重さの制限を超える郵便物についても郵便約款に定めれば取扱い可能 

（注２） 郵便葉書の規格は約款で規定 
    通常葉書の場合 最大15.4㎝×10.7㎝、最小14㎝×9㎝、重さ2g以上6g以下 

○国際郵便（通常（書状２㎏以下、点字：７㎏以下等）、小包30㎏以下、EMS30㎏以下） 

○郵便物の特殊取扱（義務的特殊取扱） 

  書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、特別送達 

■ 日本郵便(株)に課された郵便のユニバーサルサービスの提供の責務を果たすため、郵便法、郵便法施行規則等により、

以下のユニバーサルサービスの提供が義務づけられている。 

大きさ（注１） 重さ（注１） 

最  大 最  小 

第一種郵便物
（書状等） 

長さ60㎝ 
長さ＋幅＋厚さ＝90㎝ 
 
 
 

①円筒形又はこれに似た形の
もの 
 長さ14㎝、直径等3㎝ 
②①以外 
 長さ14㎝、幅9㎝ 
上記より小さいものでも、6㎝×12
㎝以上の耐久力ある厚紙又は布
製のあて名札を付ければ可 
 
 

４㎏以下 

第二種郵便物
(郵便葉書) － 

第三種郵便物
(定期刊行物) １㎏以下 

第四種郵便物
（盲人用点字
等） 

１㎏以下 
但し、点字郵便物
等については３㎏
以下 

（１）郵便のユニバーサルサービス（サービス範囲） 

※ 荷物（いわゆる「ゆうパック」等）は、郵便法の規律の対象ではなく、宅配便事業等と同じ位置付けとされている。 
※ 特殊取扱のうち、速達、代金引換及び年賀特別郵便等は、郵便法上、ユニバーサルサービスの提供は義務づけられていない。 



サ ー ビ ス 水 準 
引 受 【随時かつ簡易な差出し方法として、ポスト（郵便差出箱）の設置】 

＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条２項（郵便業務管理規程の認可基準） ＞ 

・日本郵政公社法施行時（15年4月1日）のポスト数を維持（約１8万本） 

・各市町村等内に満遍なく設置すること 

・公道上など常時利用できる場所又は駅、小売店舗などの施設内の公衆の目につきやすい場所に設置すること 

【郵便局の設置】＜日本郵便株式会社法第６条、施行規則第４条１項～３項＞ 

・日本郵便株式会社は、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置すること 

料 金 【全国均一料金でなるべく安い料金】＜郵便法第67条、施行規則第23条＞ 

・郵便料金の事前届出制（第３種、第４種郵便物の料金は認可制） 

・最軽量（25㌘以下）の場合については、８０円以下の料金 

配 達 
 

 

【週６日 原則１日１回の配達】 ＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条３項＞ 

・祝日及び１月２日を除き、月曜日から土曜日までの６日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと 

【（差し出された日から）原則３日以内に送達】＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条５項＞ 

・以下の地域からの差出しの場合を除き、３日以内に送達 

 ▶１日１回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島（本州等との間を連絡する道路が整備されていない島に

限る）  ２週間以内 

 ▶上記以外の離島 ５日以内 

【全国あまねく戸別（あて所）配達】＜郵便法第７０条３項、施行規則第30条３項＞ 

・通常の方法により配達できない交通困難地※あての場合等を除き、郵便物をそのあて所に配達すること 

 ※冬期の山小屋など、日本郵便株式会社が別に定める地域 

（１）郵便のユニバーサルサービス（サービス水準） 

（補足）郵政事業のユニバーサルサービスの現状② ～郵便（サービス水準）～ 6 



         サービス 

かんぽ生命
保険を所属
保険会社とし
て行う保険
募集 

終身保険 普通終身保険(＊)、特別終身保険(＊) 

養老保険 
普通養老保険(＊)、特別養老保険(＊) 

特定養老保険、学資保険 

定期保険 普通定期保険 

年金保険 定期年金保険 

財形保険 財形住宅貯蓄保険 等 

災害特約 災害特約 

入院特約 無配当傷害入院特約 等 

かんぽ生命
保険の事務
の代行 

保険金等の支
払の請求の受
理に関する事
務の代行 

死亡保険金、年金、契約者配当 等 

満期保険金(＊)、生存保険金(＊) 

その他の事務
の代行 

保険料の収納、貸付金の請求に係る事
務 等 

かんぽ生命
保険以外の
保険会社を
所属保険会
社として行う
保険募集 

がん保険 がん保険 

医療保険 引受条件緩和型医療保険 

年金保険 変額年金保険 

法人（経営者）
向け生命保険 

平準定期保険 

逓増定期保険 

損害保険 自動車保険 等 

        サービス 

 
 
 
ゆうちょ銀行
の銀行代理
業として行う
もの 

流動性預
金の受入
れ 

通常貯金(＊) 

通常貯蓄貯金 

振替貯金 

定期性預
金の受入
れ 

定額貯金(＊) 

定期貯金(＊) 

自動積立貯金（定額・定期）、財形貯金
（一般、年金・住宅）、満期一括受取型
定期貯金、ニュー福祉定期貯金 

為替取引 為替(＊) 【普通為替、定額小為替】 

払込み(＊) 【通常払込み、電信払込等】 

振替(＊) 【電信振替、自動送金】 

払出し【通常現金払、電信現金払等】 

振込【他の金融機関口座への送金】 

ゆうちょ銀行
が提供する金
融商品の仲
介業 

国債の販売 

投資信託の販売 

【郵便局で提供される銀行サービス】 【郵便局で提供される保険サービス】 

○ 銀行・保険窓口業務として営むべき役務については、省令において、「取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が
定めるものに係るものとする」と規定されており、総務省告示において、関連銀行※1がゆうちょ銀行、関連保険会社※2がかんぽ生命である場合の役
務を定めている。 

（＊）銀行窓口業務として営むべき役務 

（２）金融のユニバーサルサービス 

※1：日本郵便㈱が銀行窓口業務契約を締結する銀行、※2：日本郵便㈱が保険窓口業務契約を締結する保険会社 

○ 日本郵便株式会社法において、金融のユニバーサルサービスの提供の責務を果たすために日本郵便㈱が営むべきものとして、「銀行窓口業務」
（銀行代理業）と「保険窓口業務」（生命保険に係る保険募集及び保険会社の事務の代行）を規定している。  

（＊）保険窓口業務として営むべき役務 

（補足） 郵政事業のユニバーサルサービスの現状③ ～金融～ 7 



 一般に、規制当局が構築するモデルとしてはボトムアップモデルが多く、事業者が自らユニバーサルサービスコストを申
請する場合にはトップダウンモデルが使われる。 

コスト算定モデルの構築手法の比較 

項目 ボトムアップモデル トップダウンモデル 

主な利用データ  需要、需要あたり必要な設備や人員の量、設
備や人員に係る単位費用 

 会計実績、配賦ドライバ 

計算方法  需要から必要な設備量・作業量等を計算し、単
位費用を乗じて積算（下から上へ） 

 総費用を必要な区分に配賦（上から下へ） 

メリット・デメリット ○感度分析が容易 
○第三者による構築が容易 
○検証性が高い 
×実態とかい離するおそれがある 

○数値の信頼性が比較的高い 
×第三者による構築が困難 
×感度分析をしにくい 
×検証性が低い 
 

算定手法との相性  どの手法にも対応可能 
 

 NAC法に向くが、PA法には適さない 

構築事例（国内）  通信分野（総務省；ユニバーサルサービス基金算定） 
 郵便分野（過去の総務省調査研究で実施） 
 

－ 
※事業者が独自に構築するケースはある 

規制当局に
よる採用が
多い要因 

相互チェック
の必要性 

諮問事項１－② コスト算定モデルの構築手法 8 

○ 郵政事業のユニバーサルサービスコストの算定モデルの構築手法としては、ボトムアップモデルとすることでよいか。 

論点 



主要な要件 考え方 

収支算定の地域単位 集配エリア（約1,000）単位で収支算定できるものとする。 

収支算定の役務単位 
次の役務単位で収支算定できるものとする。 
 郵便（第一種／第二種／第三種／第四種／年賀／特殊義務／国際通常／国際小包／ＥＭＳ） 
 郵便窓口業務、銀行窓口業務、保険窓口業務 

収支の算定範囲 ユニバーサルサービスに係る収支のみを算定する。 

効率性の考慮 将来的な効率化は予測することが困難であるため考慮しない。 

サービス範囲・水準 現在のユニバーサルサービスの範囲・水準を所与とする。 
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算定方法 考え方 

収益の算定方法 
• 郵便事業（窓口業務含む）の収益は、地域別・役務別の郵便物数に、地域別・役務別の１通あたりの料

金収入を乗じることにより算定する。 
• 銀行・保険窓口業務の収益は、実績収益を一定の基準（実績業務件数等）で地域別に配分する。  

費用の算定方法 

• ①郵便事業（窓口業務以外）の費用は、地域別・役務別・工程別の郵便物数に、地域別・役務別・工程別
の１通あたり費用を乗じる、②共通事務経費等を加算する、ことにより算定する。 

• 郵便・銀行・保険窓口業務の費用は、①郵便局ごとに最低限必要となる人員と建物の費用、②郵便局ご
との実績業務件数等に１件あたりの費用を乗じた費用、③地域単位で発生する渉外費用・共通事務経費
等を算定し、それらを加算することにより算定する。 

共通費の扱い 共通費の配賦を一定の基準（例：作業時間比等）で行う。 

（１）主要な要件の考え方 

（２）収益・費用等の算定方法の考え方 

○ 郵政事業のユニバーサルサービスコストの算定モデル構築の主要な要件の考え方、収益・費用等の算定方法の考え方は、 
 以下のとおりでよいか。 

○ また、今後、具体的なコストの算定作業を行っていくに当たり、日本郵便(株)に詳細なヒアリングを行い、コスト算定モデル 
 に必要なデータの制約条件を明らかにするとともに、日本郵便(株)に対し必要なデータの提出を求めることが必要ではないか。 

論点 

諮問事項１－③ コスト算定モデル構築の主要な要件等の考え方 



 コスト算定モデルの収支算定の地域単位の考え方は、以下のとおりである。 

主要な要件 考え方 

収支算定の地域単位 

集配エリア（約1,000)単位で収支算定する。 
郵便サービスの業務は、複数の郵便局をカバーする集配エリア単位で実施されており、集

配エリア単位で収支算定することが適当である。 
郵便局窓口の業務も、複数局エリアを跨る営業活動などがあることから、集配エリア程度

の地域単位で収支算定することが適当である。 

集配エリア

〒

〒

集配郵便局

他の集配エリアへ

他の集配エリアから
〒

〒

〒

コンビニ等

窓口郵便局

窓口郵便局

窓口郵便局

窓口郵便局

収集

配達

営業利用

10 （補足）コスト算定モデルの収支算定の地域単位 
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諮問事項２－① 一般信書便事業の参入要件の明確化 12 

論点 

○ 一般信書便事業の参入要件（ポスト設置、全国均一料金、配達日数等）は、法令で具体的に規定されており、既に明確な
のではないか。事業者ヒアリングでも、明確化すべき点について具体的な要望は出されておらず、現段階で更に明確化すべ
き参入要件は無いのではないか。 

【中長期的な課題】 
○ 中長期的には、ＩＣＴの普及や郵便の利用構造の変化等を踏まえ、国民のニーズに沿った郵便のユニバーサルサービスの

在り方の検討が必要ではないか。それを踏まえて、一般信書便事業の在り方も検討し、新規参入を促進していくことが必要
ではないか。 

○ 郵便のユニバーサルサービスの在り方の検討については、利用者の利便性は確保しつつ、時代の変化に対応した効率的
でコストのかからない方法を検討するという視点が必要ではないか。他方、ある程度のコストをかけてでも国民のために守ら
なければならないのがユニバーサルサービスであるという視点も重要ではないか。 

○ 日本郵便株式会社は、ユニバーサルサービスの提供を義務付けられている事業者として、コスト等を考えながら、郵便の
ユニバーサルサービスの在り方について積極的に提案していくことが必要ではないか。 

【委員からの指摘】 
・（参入要件は）法律ではっきり書いてあるので明確だと思う。事業者からは「これが不明確である」という主張は無かった。 
・ユニバーサルサービスの在り方を考えるということと並行して、一般信書便事業の内容を今後検討するということを留意事項として指摘しておいて
もいいのではないか。 

・ユニバーサルサービスのコストがかかりすぎるから参入がないというのが現実だと思う。現在、高いコストを払ってユニバーサルサービスを維持し
ている日本郵便の負担を下げるような形でユニバーサルサービスを見直すということも考えるべき。ＩＣＴを利用して効率のよいユニバーサルサービ
スは可能だと思う。何十年前の発想で作られたユニバーサルサービスではない形で、利便性を確保しつつ、コストがかからない方法が可能なよう
にもう一度定義し直すことが必要ではないか。 

・お金がかかって、ある程度税金を投入しても、このサービスは国民のために守らなければならないというのがユニバーサルサービスではないか。 
・ユニバーサルサービスの定義を緩和するのであれば、コスト等を考えながら、日本郵便が積極的にどう考えるかということを提案するということも
今後の方向としてあるのではないか。 

【事業者からの意見】 
・一般信書便事業に入るのですかという質問であれば、答えようがない。【ヤマト運輸】 
・一般信書便は、配達日数やポスト等の様々な規定を考慮すると莫大な投資がかかる。後は、現状の郵便事業の市場が成熟化している。更に規制

緩和されて皆さんが入ってくると、ここに価格競争が起こっていくという現象を踏まえると、莫大な投資をかけて、ユニバーサルサービスを確保でき

るだけのインフラを作っていこうというふうにはならない。【佐川急便】 



（参考）郵便法・信書便法の規制対象の在り方等 13 

○ 事業者ヒアリングで提案のあった、①郵便法・信書便法の規制対象の在り方（規制条件を信書という内容基準からサイズと
いう外形基準に改めるべき）、②送り主に対する罰則規定の在り方（違反した場合の送り主に対する罰則規定を廃止すべき）、
については、以下の点に留意して整理することでよいか。他方、信書制度の適正な運用の観点からは、事業者のみならず利
用者一般に対する分かりやすい周知活動を業界とも連携して推進していくことが必要ではないか。 

 ① 郵便法・信書便法の規制対象の在り方（規制条件を信書という内容基準からサイズという外形基準に改めるべき） 

・諸外国の一部で外形基準に基づき定められているのは、信書・書状のうち郵便事業体が送達を独占するものの範囲についてであり、信書・書状

の定義そのものについてではない。 

 ※米国の例：「書状（letter）」の定義は内容基準で定め、書状のうちUSPSが送達を独占するものの範囲を外形基準で定めている。 

・現在の郵便法・信書便法の規制対象は、①憲法で保障された通信の秘密の確保、②国民の基本的通信手段の確保、という観点から、文書によ

る通信手段である「信書」とされている。 

・文書の内容にかかわらず、サイズ等の外形基準のみをもって、憲法で保障された通信の秘密を確保すべき対象や国民の基本的通信手段として

確保すべき対象を合理的に区別することは困難。また、外形基準に該当するものの送達を日本郵便の独占とした場合、市場の活性化につながら

ない。 

 ② 送り主に対する罰則規定の在り方（違反した場合の送り主に対する罰則規定を廃止すべき） 

・信書便事業の許可を受けずに他人の信書の送達を業とする者（無許可事業者）は、送り主から依頼されて信書の送達を行う場合が大半であるた

め、無許可事業者に対して信書の送達を委託すること自体も罰則の対象とされているもの。 

・封をして差し出された内容物が信書か否かは、事業者には分からないため、無許可事業者に信書の送達を委託する送り主の行為を禁止せずに、

制度の実効性を担保することは困難。 

・実務上は送り主に罰則は科されていないとされるアメリカでも、法律上は送り主への罰則規定を残し、制度の実効性を担保している。我が国でも、

送り主に罰則が科されたことが確認できた事例は過去１件（昭和34年７月に発覚した事案で、送り主に罰金刑）のみであり、実務上は、行政指導

によって対処することにより、制度の適正な運用を行っている。 

【事業者からの意見】 
・当然のことながら信書の重要性あっての私どもの事業と考えており、一層の周知を図っていただきたい。また、貨物業界から参入する会員が多く、

信書という情報の確実な保護、伝達が必要な分野であるという点を重く受け止めて、私ども会員の啓発を図っていきたい。【信書便事業者協会】 

【委員からの指摘】 
・運送会社は、信書かどうかということについて、周知する努力をされているのか。 

論点 



諮問事項２－② 特定信書便事業の業務範囲の在り方 14 

論点 

○ 現在の特定信書便事業の業務範囲は、日本郵便に提供を義務付けている郵便のユニバーサルサービスに影響を与えな
い範囲で設定しており、特定信書便事業の業務範囲を変更するのであれば、郵便のユニバーサルサービスにどのような影
響を与えるか、日本郵便株式会社と総務省で、具体的なデータに基づいて検証することが必要ではないか。 

○ １号役務の大きさの基準、３号役務の料金基準について、事業者からの具体的な要望も考慮しながら、具体的なデータに
基づく検証の下、業務範囲を拡大することが可能か検討することが必要ではないか。 

【事業者からの意見】 
・１号役務のサイズ規定（３辺90cm超）について、合理的でない（大きすぎる）、小さい書類を大きい封筒で送付することは環境配慮が不足していると
のお客様の声がある。【佐川急便】 

・３号役務の料金（1,000円超）が高すぎるとのお客様の声がある。【佐川急便】 

・日本郵便のレタックスは、1000円を超える商品以外に500円、820円の安価商品も販売しているが、1000円以下の配送料金を禁じられている３号役
務信書便事業者の電報類似サービスと公正な競争が展開されているとは思えない。利用者から見た実態がほぼ同じサービスであるなら、利用者
利益の観点から、信書便事業者と日本郵便は公正な条件の下でサービスを提供する必要がある。【信書便事業者協会】 

・特定信書便事業の現在の業務範囲は、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障が生じない範囲で高い付加価値を有するサービスを提供する
ものとして設定されていると理解。【日本郵便】 

・健全な競争によるお客様利便の向上は重要だが、我が国における信書の送達のユニバーサルサービスが今後とも適切に確保されることが前提。
参入事業者にクリームスキミングの余地を与えるようなことがあると、私どものユニバーサルサービスに影響が及ぶ懸念があるので、そういうこと
がないように検討が行われることを希望。【日本郵便】 

【委員からの指摘】 

・特定信書便の業務範囲については、ユニバーサルサービスに悪影響を与えない範囲で１号～３号を定義しているので、これを変えるのであれば、
これがユニバーサルサービスにどういう影響を与えるのかということを、きちんと日本郵便と総務省で検証することが必要ではないか。 

・３号役務の電報類似サービスは1,000円を超えなければならないようなコスト構造なのか。見直す価値があるかなという気がする。日本郵便のレ
タックスの最低料金程度には、基準を下げて差し上げるのも１つの解決策では。 



諮問事項２－③ その他の郵便・信書便市場の活性化方策 15 

【委員からの指摘】 

・郵便・信書便は成熟産業であり、活性化は難しい。明らかに減るという状況の中で、ユニバーサルサービスを過疎地も含めてどのように維持してい
くのかという方が重要。 

・電子媒体によるコミュニケーションが主流になりつつあり、このトレンドを逆にするのは不可能ということはどなたも感じていると思う。活性化というこ
と自体が無理のある命題だと思っているので、その辺りを報告書の中で付け加えていただけたらと思う。 

・通信の目的はコミュニケーションであり、コミュニケーションができるものであれば、紙の郵便にこだわることはなくてもいいと思う。今の形態のユニ
バーサルサービスである必要はなく、柔軟な発想で、何をすればユニバーサルサービスとしてのサービスの提供ができるかというのを考えるべき。 

・貯金・保険についてもユニバーサルサービスが義務付けられた。これらと郵便をどう関連付けていくのか。また、郵便局の見守りサービスと連携す
ると面白いものができるのではないか。 

・付加価値を付けたものは最後まで残り、将来の位置付けとしては、それなりに増加していくと見れる。 

・インターネットでエントリーシートを書くというのがあるが、最近数が増えすぎて、手書きでなければ受け付けないというところが出てきている。手紙
文化については、そういう面ではアプローチの仕方があるのではないか。 

・活性化というのは、文化どうこうというものではなくて、実際に手で書くことが逆に意義があるということを見出す。それは、ある意味ビジネスの力で
あるかもしれないし、そういうのを喚起することが大事だと思う。 

【事業者からの意見】 
・人が文をしたためる、人に対して思いを伝えるというのは、いかに電子媒体若しくは簡便な通信手段が出てきても、日本人の心として、そういう文

化を受け継がせることが重要。【信書便事業者協会】 

・特定信書便という中で、付加価値を付けて、融合したサービスにして利便性を上げていく。そのように努めることで、活性化を含めて拡大していくと

いうことは考えている。【佐川急便】 

・お客様の利便性に応えるサービス展開をしていけば、市場は広がるだろうし、更に使いやすいものができていくだろうと考えている。【ヤマト運輸】 

・電子的な手段によって郵便物が減少している状況にきちんと対応していく必要がある。学校教育や生活の中で、郵便の大事さを普及させ、文をし

たためる文化を維持していくだけでなく、効率化・機械化や事業範囲の拡大もやらなければいけない。【日本郵便】 

論点 

○ 今の形態の郵便・信書便を前提としたままでは、成熟産業であり、市場の活性化は難しいのではないか。 

○ 市場の活性化には、ＩＣＴや貯金・保険との連携等、事業領域を広くとらえてサービスの多様化・高度化を図り、新たな付加
価値を生み出すことが、日本郵便株式会社及び信書便事業者に期待されるのではないか。 

○ 単なる手紙文化の振興にとどまらず、儀礼性や現物性という郵便・信書便の意義をいかに見出していくかという観点での検
討が、日本郵便株式会社及び信書便事業者に期待されるのではないか。 
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