
資料７６－１ 

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局

ネットワーク支援機構法第１８条の２第３項の規定に基

づく交付金の額及び交付方法の認可並びに同法第１８

条の３第３項の規定に基づく拠出金の額及び徴収方法

の認可

（諮問第１２２２号） 

＜ 目 次 ＞ 

資料７６－１－１ 諮問書 

資料７６－１－２ 御説明資料 



資料７６－１－１ 

【公印・契印省略】 

諮 問 第 1 2 2 2 号 

令 和 ４ 年 １ 月 26 日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

  会長 川濵 昇 殿 

総務大臣 金子 恭之 

諮 問 書 

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機

構（理事長 天野 藤男）から、別添１及び別添２のとおり独立行政法人

郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法（平成 17 年

法律第 101 号。以下「法」という。）第 18 条の２第３項の規定に基づく交

付金の額及び交付方法の認可の申請並びに法第18条の３第３項の規定に

基づく拠出金の額及び徴収方法の認可の申請があった。 

申請の概要は別紙１のとおりであり、申請の内容について審査した結

果は別紙２のとおりである。申請の内容は関係法令の関係規定に適合し

ていると認められることから、申請のとおり認可することとしたい。 

上記について、法第 32 条の２第２号の規定に基づき諮問する。 
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別紙１ 

申請概要 

１ 申請者 

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 

（理事長 天野 藤男） 

２ 申請年月日 

令和３年 11 月 26 日（金） 

３ 申請内容（概要） 

 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構（以下「郵政

管理・支援機構」という。）から令和４年度における独立行政法人郵便貯金簡易生命保険

管理・郵便局ネットワーク支援機構法（平成 17 年法律第 101 号。以下「法」という。）

第 18 条の２第３項の規定に基づく交付金の額及び交付方法の認可の申請並びに法第 18

条の３第３項の規定に基づく拠出金の額及び徴収方法の認可の申請があったもの。 

（１）交付金の額及び交付方法

交付金の額（年額）：280,786,555,900 円

交付方法：令和４年４月から翌年３月までの間、原則、関連銀行及び関連保険会

社から各月の拠出金が納付された日の属する月の末日を交付期限として、

日本郵便株式会社に対して交付金を交付する。 

（２）拠出金の額及び徴収方法

拠出金の額（年額）：230,710,971,100 円（関連銀行から徴収する拠出金の額）

50,174,204,800 円（関連保険会社から徴収する拠出金の額） 

徴収方法：令和４年４月から翌年３月までの間、原則、毎月 15 日を納付期限とし、

関連銀行及び関連保険会社から拠出金を徴収する。 

４ 申請の理由 

 郵政管理・支援機構は、法第 18 条の２第３項の規定に基づき、総務省令で定めるとこ

ろにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可

を受けなければならないこととされ、また、法第 18 条の３第３項の規定に基づき、総務

省令で定めるところにより、拠出金の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法につい

て総務大臣の認可を受けなければならないこととされているため。 
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別紙２ 

審査結果 

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法（平成 17

年法律第 101 号。以下「法」という。）及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・

郵便局ネットワーク支援機構に関する省令（平成 19 年総務省令第 98 号。以下「省令」

という。）の関係規定に適合したものと認められることから、これを認可することが

適当である。 

 第１ 交付金の額及び交付方法 

審査基準 
審査

結果 
理由 

１ 交付金の額が法第18条の２第２項及び

省令第11条の２の規定による方法に基づ

き算定されていること。 

法第 18 条の２第２項及び省令第 11 条

の２ 

- - 

(1) 交付金の額が、不可欠な費用の額か

ら、日本郵便株式会社に係る額（機構

の事務費を含む。）を控除して得た額

とされていること。

 （法第 18 条の２第２項） 

適 申請された交付金の額は、算定した

不可欠な費用の額から、日本郵便株式

会社に係る額を控除して得た額とされ

ており、適当である。 

(2) 郵便局ネットワークの維持に要す

る費用のうち、あまねく全国において

郵便局（簡易郵便局を含む。）で郵政

事業のユニバーサルサービスが利用

できるようにするために不可欠な費

用の額が適切に算定されていること。 

 （法第 18 条の２第２項） 

適 下記ア～ウのとおり、郵便局ネット

ワークの維持に要する費用のうち、あ

まねく全国において郵便局（簡易郵便

局を含む。）で郵政事業のユニバーサル

サービスが利用できるようにすること

を確保するために不可欠な費用の額が

適切に算定されており、適当である。

ア 直近の郵便局ネットワークの維

持の状況を基礎として算定されて

いること。

（省令第 11 条の２） 

適 直近の郵便局の局数や費用を算定に

用いる等、直近の郵便局ネットワーク

の維持の状況を基礎として算定されて

おり、適当である。 

イ 郵便局ネットワークを最小限度

の規模の郵便局により構成される

ものとして以下の区分ごとに費用

が算定されていること。

（省令第 11 条の２第１号） 

適 郵便局ネットワークが最小限度の規

模の郵便局（局員２名）により構成さ

れるものとした場合として以下の区分

ごとに費用が算定されており、適当で

ある。 

（ｱ） 人件費が算定されているこ

と。

（省令第 11 条の２第１号イ） 

適 郵便局に、管理者１名及び窓口職員

１名を配置するために必要な人件費の

額が算定されており、適当である。 

（ｲ） 賃借料、工事費その他の郵

便局の維持に要する費用が算

定されていること。

（省令第 11 条の２第１号ロ） 

適 局員２名の郵便局を前提として、賃

借料、工事費その他の郵便局の維持に

要する費用の額が算定されており、適

当である。 
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（ｳ） 現金の輸送及び管理に要す

る費用が算定されているこ

と。

（省令第 11 条の２第１号ハ） 

適 現金の輸送及び管理に要する費用の

額が局規模により大きく異ならないこ

とを想定して算定されており、適当で

ある。 

（ｴ） 固定資産税及び事業所税が

算定されていること。

（省令第 11 条の２第１号ニ） 

適 局員２名の郵便局を前提として、固

定資産税及び事業所税の額が算定され

ており、適当である。 

ウ 簡易郵便局で郵政事業に係る基

本的な役務が利用できるようにす

ることを確保するための最少限度

の委託に要する費用の額が算定さ

れていること。

（省令第 11 条の２第２号） 

適 簡易郵便局への委託に要する費用の

うち業務の多寡にかかわらず要する費

用の額に基づき委託費の額が算定され

ており、適当である。 

２ 交付方法が郵便局ネットワークの維持

の支援の観点等から適切であること。 

- - 

(1) 交付方法が郵便局ネットワークの

維持の観点から適切であること。

適 日本郵便株式会社に対して交付する

交付金について、各月基本的に同額を

交付することとされており、適当であ

る。 

(2) 交付金を安全に管理するための措

置を講じることとしていること。

適 交付金を安全に管理するための措置

をとることとされており、適当である。 

３ 申請が法第18条の２第３項及び省令第

11 条の３の規定に適合していること。 

法第 18 条の２第３項及び省令第 11 条

の３ 

- - 

(1) 申請書に交付金の額及び交付方法

が記載されていること。

 （省令第 11 条の３） 

適 交付金の額及び交付方法が適切に記

載されており、適当である。 

(2) 申請書に法第 18 条の２第２項第１

号に掲げる不可欠な費用の額（内訳を

含む。）が記載された書類が添付され

ていること。

 （省令第 11 条の３第１号） 

適 法第 18 条の２第２項第１号に掲げ

る不可欠な費用の額（内訳を含む。）が

記載された書類が添付されており、適

当である。 

(3) 申請書に法第 18 条の２第２項第２

号に掲げる日本郵便株式会社に係る

額が記載された書類が添付されてい

ること。

 （省令第 11 条の３第２号） 

適 法第 18 条の２第２項に掲げる日本

郵便株式会社に係る額が記載された書

類が添付されており、適当である。 

(4) 申請書に交付金の額の算定の根拠

に関する説明が記載された書類が添

付されていること。

 （省令第 11 条の３第３号） 

適 交付金の額の算定の根拠に関する説

明を記載した書類が添付されており、

適当である。 
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第２ 拠出金の額及び徴収方法 

審査基準 
審査

結果 
理由 

１ 拠出金の額が法 18 条の３第２項及

び省令第 11 条の４の規定に基づき算

定されていること。 

法第 18 条の３第２項及び省令第 11

条の４ 

- - 

拠出金の額が、不可欠な費用の額

及び機構の事務費に相当する額の

合計額を、郵便局ネットワークの利

用の度合に応じて按
あん

分して得た額

のうち、関連銀行及び関連保険会社

に係る額とされていること。 

 （法第 18 条の３第２項） 

適  拠出金の額は、下記ア～エのとお

り、不可欠な費用の額及び機構の事務

費に相当する額の合計額を、郵便局ネ

ットワークの利用の度合に応じて按
あん

分して得た額のうち、関連銀行及び関

連保険会社に係る額とされており、適

当である。 

ア 不可欠な費用の額及び機構の

事務費の額が適切に算定されて

いること。

（省令第 11 条の４） 

適  不可欠な費用については、第１ 

の１（2）のとおり、適切に算定され

ており、また、機構の事務費の額につ

いても、事務の処理に要する職員数等

に基づき、適切に算定されており、適

当である。 

イ 人件費及び賃借料、工事費そ

の他の郵便局の維持に要する費

用（利用者の用に供するものに

限る。）について、利用者の範囲

及び利用状況を勘案して見込ま

れる利用者による郵便局の利用

の度合に応じて按
あん

分されている

こと。

（省令第 11 条の４第１号） 

適  左記費用について、人口、貯金の口

座数及び保険の保有契約数を利用の

度合として按
あん

分されており、適当であ

る。 

ウ 賃借料、工事費その他の郵便

局の維持に要する費用（上記イ

の費用を除く。）等の費用につい

て、日本郵便株式会社法施行規

則（平成 19 年総務省令第 37 号）

別表に規定する整理方法に準ず

る方法により按
あん

分されているこ

と。

（省令第 11 条の４第２号） 

適  左記費用について、日本郵便株式会

社法施行規則別表に規定する整理方

法に準じ、各窓口業務における郵便局

舎の専有面積等を基に按
あん

分されてお

り、適当である。 

エ 郵便局ネットワーク支援業務

に関する事務の処理に要する費

用について、上記イ及びウによ

り按
あん

分した額の合計額に応じて

按
あん

分されていること。 

（省令第 11 条の４第３号） 

適 左記の費用について、上記イ及びウ

により按
あん

分した額の合計額の割合に

応じて按
あん

分されており、適当である。 
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２ 徴収方法が交付金の円滑な交付の観

点等から適切であること。 

- - 

(1) 拠出金の徴収が交付金の交付に

支障のない方法で行われること。

適  交付金の交付は各月、月末までに行

うこととなっているところ、拠出金は

各月 15 日までに交付金の交付に必要

な額を徴収することとされており、適

当である。 

(2) 拠出金を安全に管理するための

措置を講じることとしているこ

と。

適  拠出金を安全に管理するための措

置をとることとされており、適当で

ある。 

３ 申請が法第 18 条の３第３項及び省

令第 11 条の５の規定に適合している

こと。 

  法第 18 条の３第３項及び省令第 11 条

の５ 

- - 

(1) 申請書に拠出金の額及び徴収方

法が記載されていること。

 （省令第 11 条の５） 

適  関連銀行及び関連保険会社からそ

れぞれ徴収する拠出金の額及び当該

徴収方法が適切に記載されており、適

当である。 

(2) 申請書に不可欠な費用の額（内

訳を含む。）が記載された書類が添

付されていること。

 （省令第 11 条の５第１号） 

適  不可欠な費用の額（内訳を含む。）

が記載された書類が添付されており、

適当である。 

(3) 申請書に郵便局ネットワーク支

援業務に関する事務の処理に要す

る費用の額及びその内訳を記載し

た書類が添付されていること。

 （省令第 11 条の５第２号） 

適  郵便局ネットワーク支援業務に関

する事務の処理に要する費用の額及

びその内訳を記載した書類が添付さ

れており、適当である。 

(4) 申請書に費用の按
あん

分方法に関す

る説明を記載した書類が添付され

ていること。

 （省令第 11 条の５第３号） 

適  費用の按
あん

分方法に関する説明を記

載した書類が添付されており、適当で

ある。 

(5) 申請書に上記（2）～（4）のほ

か、拠出金の額の算定の根拠に関

する説明を記載した書類が添付さ

れていること。

 （省令第 11 条の５第４号） 

適  拠出金の額の算定の根拠に関する

説明を記載した書類が添付されてお

り、適当である。 
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参考

参照条文 

○独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法（平成 17 年法律

第101号）（抄）

第三章 業務 

第四節 郵便局ネットワーク支援業務 

 （交付金の交付） 

第十八条の二 機構は、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節に

おいて同じ。）ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号イの交付金（以下単

に「交付金」という。）を交付する。 

２ 前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第一号に掲げる額

から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 

一 郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局（日本郵

便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する

日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第七条第

一項に規定する簡易郵便局を含む。）で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済

の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすることを確保する

ために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額 

 二 次条第二項の按
あん

分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額 

３ 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金

の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 

４ 機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を

記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額（第二項各号に掲げる額を含む。）及び交付

方法を通知しなければならない。 

 （拠出金の徴収） 

第十八条の三 機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務（以

下「郵便局ネットワーク支援業務」という。）に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連

保険会社から、拠出金を徴収する。 

２ 前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一

号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当す

る額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業

務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按
あん

分して得た額のうち、関

連銀行及び関連保険会社に係る額とする。 

一 日本郵便株式会社 日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務 

二 関連銀行 日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務 

三 関連保険会社 日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務 

３ 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金（以下単に「拠出

金」という。）の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けな

ければならない。 

４ 機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受け

た事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知し

なければならない。 

５ 関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付

する義務を負う。 
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第五章 雑則 

 （審議会等への諮問） 

第三十二条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三

年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければ

ならない。 

一 （略）  

二 第十八条の二第三項又は第十八条の三第三項の規定による認可をしようとするとき。 

○独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令（平成19年

政令第234号）（抄）

（審議会等で政令で定めるもの）

第十三条 法第三十二条の二の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議

会とする。 

○独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令（平成

19年総務省令第98号）（抄）

（不可欠な費用の額の算定方法）

第十一条の二 法第十八条の二第二項第一号の総務省令で定める方法は、直近の郵便局ネット

ワークの維持の状況を基礎として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合

計して算定する方法とする。 

一 郵便局（日本郵便株式会社法（平成十七年法律第百号）第二条第四項に規定する郵便局

をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所を含む。以下同じ。） 

あまねく全国において郵便局で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務

並びに簡易に利用できる生命保険の役務（次号及び第十一条の四第一号において「郵政事

業に係る基本的な役務」という。）が利用できるようにすることを確保するものとなるよ

うに郵便局ネットワークを最小限度の規模の郵便局により構成するものとした場合にお

ける次に掲げる費用の額の合計額 

イ 人件費

ロ 賃借料、工事費その他の郵便局の維持に要する費用

ハ 現金の輸送及び管理に要する費用

ニ 固定資産税及び事業所税

二 簡易郵便局（簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第七条第一項に規定する

簡易郵便局をいう。以下この号及び第十一条の九第一項第一号において同じ。） 簡易郵

便局で郵政事業に係る基本的な役務が利用できるようにすることを確保するための最少

限度の委託に要する費用の額 

 （交付金の額等の認可の申請） 

第十一条の三 機構は、法第十八条の二第三項の規定により交付金の額を算定し、当該交付金

の額及び交付方法の認可を受けようとするときは、当該交付金の額及び当該交付方法を記載

した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該交付金を交付する年度の前年

度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。 

一 法第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額（前条第一号イからニまでに掲

げるそれぞれの費用の額及び同条第二号に定める費用の額を含む。） 

二 法第十八条の二第二項第二号に掲げる日本郵便株式会社に係る額 

三 前二号に掲げる事項のほか、交付金の額の算定の根拠に関する説明 
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 （拠出金の額の算定方法） 

第十一条の四 法第十八条の三第二項の総務省令で定める方法は、同項に規定する合計額を、

次の各号に掲げる費用に相当する額ごとに、当該各号に掲げる方法により按
あん

分する方法とす

る。 

一 第十一条の二第一号イ及びロに掲げる費用（ロに掲げる費用にあっては、郵政事業に係

る基本的な役務の利用者の用に供するものに限る。） 郵政事業に係る基本的な役務の利

用者の範囲及び利用状況を勘案して、郵便窓口業務（日本郵便株式会社法第二条第一項に

規定する郵便窓口業務をいう。第三号及び第十一条の九第一項第一号において同じ。）、銀

行窓口業務（同法第二条第二項に規定する銀行窓口業務をいう。第三号において同じ。）又

は保険窓口業務（同条第三項に規定する保険窓口業務をいう。第三号において同じ。）にお

いて見込まれる利用者による郵便局の利用の度合に応じて按
あん

分する方法 

二 第十一条の二第一号ロ（前号に掲げる費用を除く。）、ハ及びニに掲げる費用並びに同条

第二号に定める費用 日本郵便株式会社法施行規則（平成十九年総務省令第三十七号）別

表に規定する整理方法に準ずる方法により按
あん

分する方法 

三 郵便局ネットワーク支援業務（法第十八条の三第一項に規定する郵便局ネットワーク支

援業務をいう。次条第二号において同じ。）に関する事務の処理に要する人件費、物件費そ

の他の費用 前二号に掲げる費用に相当する額を、それぞれ当該各号に掲げる方法により

郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に按
あん

分して得た額の合計額に応じて按
あん

分す

る方法 

 （拠出金の額等の認可の申請） 

第十一条の五 機構は、法第十八条の三第三項の規定により拠出金の額を算定し、当該拠出金

の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、関連銀行（日本郵便株式会社法第二条第

二項に規定する関連銀行をいう。）及び関連保険会社（同条第三項に規定する関連保険会社

をいう。）からそれぞれ徴収する当該拠出金の額及び当該徴収方法を記載した申請書に次に

掲げる事項を記載した書類を添付して、当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日ま

でに総務大臣に提出しなければならない。 

一 法第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額並びに前条第一号及び第二号

に掲げる費用の額の内訳 

二 郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用の額及びその内訳 

三 前条各号に掲げる按
あん

分する方法に関する説明 

四 前三号に掲げる事項のほか、拠出金の額の算定の根拠に関する説明 

 （端数計算） 

第十一条の六 交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 
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資料７６－１－２

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法
第１８条の２第３項の規定に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに
同法第１８条の３第３項の規定に基づく拠出金の額及び徴収方法の認可
について

令 和 ４ 年 １ 月
総 務 省
情 報 流 通 行 政 局
郵 政 行 政 部
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令和４年度における交付金・拠出金の額等の認可申請（令和３年11月26日付）の概要等

令和４年度（認可申請） （参考）令和３年度（令和３年１月 認可済）

「不可欠な費用」の額
［→ P29, 30］

4,138億円 4,254億円

交付金
［→ P29, 30］

2,808億円
※ 日本郵便に係る按分額 1,331億円

2,910億円

※ 日本郵便に係る按分額 1,344億円

拠出金
［→ P31, 32］

ゆうちょ銀行（関連銀行）に係る額 ：2,307億円
かんぽ生命（関連保険会社）に係る額：502億円

ゆうちょ銀行（関連銀行）に係る額 ：2,370億円
かんぽ生命（関連保険会社）に係る額：540億円

（※）

「不可欠な費用」： 郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において、郵便局（簡易郵便局も含む）で郵政事業のユニバーサル

サービスが利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用。直近の郵便局ネットワーク（約24,000局）の維持の状況を基に

計算する。

交付金： 当該「不可欠な費用」と、郵便局ネットワーク支援業務に係る機構の事務費との合計額を、郵便局ネットワークの利用度合に応じて

日本郵便・関連銀行・関連保険会社で按分。その後、日本郵便に係る按分額を、 「不可欠な費用」から控除した額。

拠出金： 関連銀行・関連保険会社に係るそれぞれの按分額。

2

□ 令和４年度分に係る主な変動要因

• コロナ禍における窓口営業時間短縮による人件費の減少等の影響により、交付金・拠出金の算定の基礎となる「不可欠な費用」が減少。

• 交付金の額・拠出金の額いずれも減少。

 令和４年度における交付金・拠出金の額（認可申請の概要）
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