
 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成１９年度年度計画 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 31 条の規定に基づき、独立行政法人郵便

貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」という。）の平成 19 年度の業務運営に関する計画

を次のとおり定める。 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 組織運営の効率化 

組織の活性化を図り、業務をより効率的・弾力的に遂行することができるよう、業務内容

に対応した柔軟かつ機動的な人員配置を行う。 

 

２ 業務経費の効率的な使用 

機構が日本郵政公社（以下「公社」という。）から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適

正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行できるよう配意しつつ、職員の意識改

革を図るとともに、各業務への適切な資源配分を行うため、各部門における業務進捗状況と

経費を的確に把握し、見直しを行い、一般管理費及び業務経費の効率的な使用を推進する。 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

１ 資産の確実かつ安定的な運用 

（１） 機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険に係る債務の確実な履行を確保

するため、郵便貯金資産及び簡易生命保険資産について、郵便貯金資産の運用計画（別

紙１のとおり）及び簡易生命保険資産の運用計画（別紙２のとおり）に従い、確実か

つ安定的な運用を行うよう努めるものとする。 

 

 （２） 再保険先において確実かつ安定的な運用が行われるよう、株式会社かんぽ生命保険

における運用状況を毎月把握し、必要に応じ、下記２（１）③による確認等を行うこ

ととする。 

 

２ 提供するサービスの質の確保 

（１） 委託先の監督 

   ① 業務の質の確保 

     郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の委託先である株式会社ゆうちょ銀行

及び株式会社かんぽ生命保険（以下「委託先」という。）に対し、委託した業務につい

て、利用者の利便を確保するため、郵政民営化以前に公社が行っていた郵便貯金業務
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及び簡易生命保険業務（以下「公社業務」という。）と比較し業務の質の維持・向上に

努めるとともに、委託先が行う銀行業務及び生命保険業務と同等以上の質を確保する

ことを求めることとする。 

   ② 監督方針の策定 

委託した郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の質の維持・向上及び適正性

の確保のため、委託先に対する監督方針を定めることとする。 

   ③ 確認等 

監督方針に基づき、確認等を行うとともに、必要に応じ改善計画の策定及びその履

行を求める等の措置を講ずることとする。 

なお、平成 19 年度における重点確認項目等は次のとおりとし、項目ごとのスケジュ

ールについては監督方針等に盛り込むこととする。 

    ア 重点確認項目 

     （郵便貯金管理業務） 

    ⅰ 業務品質の確保 

     ⅱ 委託先及び再委託先（再々委託先を含む。）の役職員による犯罪の防止 

     ⅲ 顧客情報の管理 

     ⅳ 苦情申告等の対応 

     ⅴ 委託先の外部委託の管理  

     （簡易生命保険管理業務） 

     ⅰ 業務品質の確保 

     ⅱ 委託先及び再委託先（再々委託先を含む。）の役職員による犯罪の防止 

     ⅲ 顧客情報の管理 

     ⅳ 苦情申告等の対応 

     ⅴ 保険金等支払の管理 

     ⅵ 委託先の外部委託の管理  

    イ 実地監査計画 

      平成 19 年度における実地監査計画を定め、実地監査を行う。 

      なお、実地監査計画には、次の内容を盛り込むこととする。 

    （郵便貯金管理業務） 

  ・ 委託先の本支店又は出張所等を対象として、委託業務の実施状況を監査する。 

     ・ 実地監査は、下記（３）①及び②に掲げる項目について行うほか、必要に応じ、

上記アの項目について行う。 

    （簡易生命保険管理業務） 

     ・ 委託先の本社又は支店を対象として、委託業務の実施状況を監査する。 

     ・ 実地監査は、下記（３）①及び②に掲げる項目について行うほか、必要に応じ、

上記アの項目について行う。 

 

（２） 再委託先の監督 

郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の再委託先である郵便局株式会社（以

下「再委託先」という。）に対し再委託された業務について、再委託先が業務を再々委
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託する場合も含め、公社業務と比較し業務の質の維持・向上に努めるとともに、再委

託先が行う銀行業の代理業務及び生命保険契約の維持・管理業務と同等以上の質を確

保するよう、委託先を通じて求めることとする。 

また、再委託した郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の適正性の確保のた

め、委託先を通じて、上記③による確認等を行うとともに、必要に応じ改善計画の策

定及びその履行を求める等の措置を講ずるよう再委託先に求めることとする。 

 

（３） 監督にあたり留意する事項 

   ① 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の提供場所及び提供時間 

    利用者の利便の確保に配慮したものとなるよう、委託先及び再委託先に対し、委託先

が行う銀行業務及び生命保険業務並びに再委託先が行う銀行業の代理業務及び生命保

険契約の維持・管理業務と同等以上の提供場所及び提供時間を確保するように求める

こととする。 

   ② 標準処理期間の設定 

預金者、契約者等の利便を図るため、次の取扱いについて、標準処理期間を設定し、

その期間内に案件の９割以上を処理するよう、委託先に求めることとする。 

その対応状況について、必要に応じ上記（１）③による確認等を行うとともに、改

善計画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずることとする。 

    （郵便貯金管理業務）（詳細は別紙３のとおり） 

     ア 貯金証書・保管証の再交付の取扱い 

     イ 定額郵便貯金及び定期郵便貯金に係る払戻証書の発行の取扱い 

     ウ 残高証明書の発行の取扱い 

    （簡易生命保険管理業務）（詳細は別紙４のとおり）  

     ア 満期保険金の支払い  

     イ 入院保険金の支払い 

     ウ 生存保険金の支払い 

     エ 失効・解約還付金の支払い 

     オ 基本契約の死亡保険金の支払い 

 

３ 業務の実施状況の継続的な分析 

郵便貯金の預金者の郵便貯金の利用及び簡易生命保険の契約者等の簡易生命保険の利用に

関するご意見等を把握するための調査研究等を行うとともに、この調査研究等を基に、業務

の実施状況を継続的に分析し公社業務と比較して、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理

業務の質の維持・向上に努めることとする。 

 

４ 照会等に対する迅速かつ的確な対応 

  機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会等に対し

ては、応対の基本、対応例等を定めた応答マニュアルのほか、実際の応対事例を分類整理し

た応対事例集を作成し、これに基づき対応することにより、照会等に対し、迅速かつ的確に

対応することとする。 

 3



  委託先及び再委託先が郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等から受け付ける照会

等に対しては、迅速かつ的確に対応することを求め、その対応状況について、必要に応じ、

上記２（１）③による確認等を行うとともに、改善計画の策定及びその履行を求める等の措

置を講ずることとする。 

 

５ 情報の公表等 

（１） 公社が公表していた情報の範囲を基本とし、機構の組織、業務、商品の概要、資産

運用及び財務に関する情報等並びにコンプライアンスの推進その他の機構の取組内容

等に関する冊子を調製し機構に備え付けるほか、その内容を公表する等、機構が承継

した郵便貯金及び簡易生命保険の適正かつ確実な管理及びこれらに係る債務の確実な

履行について、その透明性を高め、機構の役割、組織、業務、活動状況等に対する利

用者の理解を深めるため新聞広告等も活用して情報の提供に努める。 

  

（２） 機構の情報の提供にあたっては、ホームページを積極的に活用することとする。ま

た、専門家の知見も活用して、ユーザビリティ、アクセシビリティのチェック等を行

ったうえで、必要な改善を行うことにより、利用者に分かりやすくするよう努めると

ともに、その充実を図ることとする。 

 

６ 預金者等への周知 

郵便貯金管理業務について、預入期間を経過した郵便貯金の残存状況を毎月把握し、郵便

貯金の預金者に対しその状況をホームページにより公表するとともに、預入期間を経過した

郵便貯金の有無の確認及びその早期払戻しを呼びかける新聞広告等を行うことにより、郵便

貯金に係る債務の履行の確保・促進を図る。 

簡易生命保険管理業務について、支払義務が発生した保険金等の残存状況を毎月把握し、

簡易生命保険の契約者等に対しその状況をホームページにより公表するとともに、受取未済

の保険金等の有無の確認及びその早期受取りを呼びかける新聞広告等を行うことにより、簡

易生命保険に係る債務の履行の確保・促進を図る。 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 予算 

  別表１のとおり 

２ 収支計画 

  別表２のとおり 

３ 資金計画 

  別表３のとおり 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ 適切な労働環境の確保 
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 （１） 人事に関する計画 

① 方針 

ⅰ 業務運営を効率的かつ効果的に実施するため、組織編成及び人員配置を実情に即

して見直す。 

ⅱ 職員の努力及びその成果を適正に評価する人事評価制度を実施する。 

② 人員に係る指標 

     年度末の常勤職員数については、40 人（期初の常勤職員数）以内とする。    

 

 （２）  労務課題 

       セクシャルハラスメントの防止、メンタルヘルス等について関係規程の整備、マニ

ュアルの配布、相談員の設置等管理体制を整備する。 

 

２ 機構が保有する個人情報の保護 

 （１） 機構における個人情報の保護 

保有する個人情報の保護に関する規程を設けるとともに、四半期に１回当該規程の

遵守状況をチェックすることにより、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ

の他個人情報の適切な管理に努めることとする。 

 

 （２） 委託先における個人情報の保護 

委託先においても個人情報の適切な管理が図られるよう、それぞれの業務の委託契

約において個人情報の保護に関する事項を定め、必要に応じ上記第２の２（１）③の

確認等を行うとともに、改善計画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずること

とする。 

 

 （３） 再委託先における個人情報の保護 

     再委託先においても個人情報の適切な管理が図られるよう、それぞれの業務の再委

託契約において個人情報の保護に関する事項を定めることを義務付けるとともに、必

要に応じ、委託先を通じて、上記第２の２（１）③に準じる確認等を行うとともに、

改善計画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずるよう再委託先に求めることと

する。 

 

３ 災害等の不測の事態の発生への対処 

 （１） 機構における対処 

  災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保

険管理業務を適切に実行できるように、緊急時の対応マニュアルを作成することとす

る。 

また、当該マニュアルの内容について年度内に１回検証し、必要に応じ見直しを行

うことにより、リスク管理体制の整備・強化を図る。 
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 （２） 委託先における対処 

委託先においても災害等の不測の事態の発生への対処が図られるよう、リスク管理

体制について、必要に応じ、上記第２の２（１）③の確認等を行うとともに、改善計

画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずることとする。 

 

 （３） 再委託先における対処 

     再委託先においても災害等の不測の事態の発生への対処が図られるよう、リスク管

理体制について、必要に応じ、委託先を通じて、上記第２の２（１）③に準じる確認

等を行うとともに、改善計画の策定及びその履行を求める等の措置を講ずるよう再委

託先に求めることとする。 

 

４ その他 

環境に配慮した製品の使用の推進、リユースやリサイクルの推進、環境負荷の低減等を盛

り込んだ環境物品の調達の推進に関する方針を策定し、継続的に環境に配慮した業務運営を

行う。  
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別紙 １ 

 

郵便貯金資産の運用計画 

 

１ 基本方針 

（１） 安全・確実性を重視した運用 

     郵便貯金の元本・利子を確実に支払う必要があることから、安全・確実性を重視す

る。 

（２） 運用方法 

   ① 株式会社ゆうちょ銀行に対する預金 

     独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」という。）が日本郵政

公社（以下「公社」という。）から承継した各郵便貯金に係る預入年月日、預入金額、

据置期間又は預入期間、利率、利子の計算方法及び利子の支払方法（以下「預入条件」

という。）と同一の預入条件により、株式会社ゆうちょ銀行に対する預金を行う。 

   ② 預金者貸付け 

     郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 102

号。以下「整備法」という。）附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされる同法第２条の規定による廃止前の郵便貯金法（昭和 22 年法律第 144 号）第

64 条の規定により預金者に対する貸付けを行う。 

   ③ 地方公共団体に対する貸付け 

     整備法附則第６条第２項の規定により、公社から承継した地方公共団体に対する貸

付けに係る債権について、保有のために運用する。 

   ④ その他 

     国債、地方債及び政府保証債（以下「国債等」という。）を取得する。この場合、満

期まで保有する運用を基本とする。 

          また、郵便貯金勘定における流動性を確保するため、預金による運用を行う。 

 （３） 有価証券の保有目的区分の設定 

     金融商品の会計基準に基づく保有目的区分については、「満期保有目的の債券」に区

分することを基本とする。 

 （４） 市場への影響に配慮 

     各資産の市場規模に配意する等、市場に及ぼす影響が少なくなるよう配慮する。 

 

２ 平成 19 年度における資産構成 

  平成 19 年度における資産構成を次のとおり定める。 

・ 機構が公社から承継した郵便貯金に相当する資産と同額の株式会社ゆうちょ銀行に対

する預金 

・ 機構が株式会社ゆうちょ銀行から借り入れる資金と同額の預金者貸付け及び地方公共

団体に対する貸付け 

・ その他、現金及び預金並びに郵便貯金勘定における流動性を確保しつつ取得する国債

等   
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別紙 ２ 

簡易生命保険資産の運用計画 

 

１ 基本方針 

（１） 安全・確実性を重視した運用 

    簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務を確実に履行するため、安全・確実性を

重視する。 

（２） 運用方法 

  ① 契約者貸付け 

    独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成 17 年法律第 101 号）第 29 条

第１号の規定により、保険契約者に対する貸付けを行う。 

  ② 地方公共団体に対する貸付け 

    郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第 102号。

以下、「整備法」という。）附則第 18 条第１項の規定によりなおその効力を有するものと

される整備法第２条の規定による廃止前の簡易生命保険法（昭和 24 年法律第 68 号）第

88 条の規定により地方公共団体に対し貸付けを行う。 

また、整備法附則第 18 条第２項の規定により、日本郵政公社から承継した地方公共団

体に対する貸付けに係る債権について、保有のために運用する。 

  ③ 公庫公団等に対する貸付け 

    整備法附則第 47 条の規定により、日本郵政公社から承継した郵便貯金法等の一部を改

正する法律（平成 12 年法律第 98 号）第５条の規定による改正前の簡易生命保険の積立

金の運用に関する法律第３条第１項第５号及び同条同項第10号に掲げる貸付けに係る債

権について、保有のために運用する。 

  ④ その他 

    簡易生命保険勘定における流動性を確保するため、預金を中心とした運用を基本とし、

国債、地方債及び政府保証債（以下「国債等」という。）に運用する場合は、満期まで保

有することを基本とする。 

（３） 有価証券の保有目的区分の設定 

    金融商品の会計基準に基づく保有目的区分については、「満期保有目的の債券」に区分

することを基本とする。 

（４） 市場への影響に配慮 

    各資産の市場規模に配意する等、市場に及ぼす影響が少なくなるよう配慮する。 

 

２ 平成 19 年度における資産構成 

    平成 19 年度における資産構成を次のとおり定める。 

・ 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が株式会社かんぽ生命保険から借り入

れる資金と同額の契約者貸付け、地方公共団体に対する貸付け及び公庫公団等に対する

貸付け 

・ その他、現金及び預金並びに簡易生命保険勘定における流動性を確保しつつ取得する

国債等 
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別紙 ３ 

 

郵便貯金管理業務に係る標準処理期間 

 

 

 

 

項          目 標準処理期間

貯金証書・保管証の再交付 

（住所氏名変更を伴う場合を含む。） 
３日 

定額郵便貯金及び定期郵便貯金に係る払戻証書の発行 

（住所氏名変更を伴う場合を含む。） 
４日 

自貯金事務センター受入分 ４日 
当該貯金の管理担当貯金事

務センターの処理 
他貯金事務センター受入分 ２日 残高証明書の

発行 
当該貯金の管理担当貯金事

務センター以外の貯金事務

センターの処理 

管理担当貯金事務センターへの関

係資料の発送 ４日 

注：１ 上記は、貯金事務センターにおける標準処理期間（非営業日を除く。）である。 

  ２ 非営業日の翌営業日に受け入れたものに係る標準処理期間は、上記の日数に１日を加えた

日数とする。 

  ３ 貯金事務センターとは、郵便貯金の原簿の管理等を行う株式会社ゆうちょ銀行の組織をい

う。 

  ４ 管理担当貯金事務センターとは、残高証明書の発行に係る郵便貯金の原簿の管理等を行う

貯金事務センターをいう。 
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別紙 ４  

 

簡易生命保険管理業務に係る標準処理期間 

 

 

 

項    目 標準処理期間

満期保険金の支払い 14 日 

入院保険金の支払い 

（病院に対する調査等を要するものを除く。） 
14 日 

生存保険金の支払い 14 日 

失効・解約還付金の支払い 14 日 

基本契約の死亡保険金の支払い 

（病院に対する調査等を要するものを除く。） 
14 日 

注：１ 入院保険金の支払いには、手術保険金の支払いが含まれている。 

  ２ 処理期間は、株式会社かんぽ生命保険又は郵便局株式会社で保険金等の支払請求を受

け付けてからサービスセンター（保険金等の支払決定等を行う株式会社かんぽ生命保険

の組織）において支払通知書を作成した日又は振替データを作成した日までの期間とす

る。（暦日とする。） 



別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収益の部 10,658,114 資金支出 31,420,935

業務収入 11,168,125 経常収益 10,658,114 業務活動による支出 26,526,935

保険料等収入 10,036,695 保険料等収入 9,831,096 投資活動による支出 1,401,121

運用収入 708,806 資産運用収益 404,394 財務活動による支出 3,488,755

手数料収入 25 役務取引等収益 25 次期への繰越金 4,124

その他の業務収入 422,598 その他業務収益 -

借入金償還原資 3,488,755 その他経常収益 422,598 資金収入 31,420,935

計 14,656,880 業務活動による収入 12,146,534

費用の部 10,658,114 保険料等収入 10,036,695

支出 経常費用 10,658,114 貸付金の回収等 978,409

業務経費 11,167,542 保険金等支払金 10,252,742 運用収入 708,806

保険金等支払金 10,458,332 資金調達費用 404,377 手数料収入 25

支払利子 708,793 役務取引等費用 25 その他の業務収入 422,598

その他の業務支出 418 その他業務費用 0 投資活動による収入 17,436,743

一般管理費 85 事業費 642 財務活動による収入 1,829,751

人件費 290 一般管理費 303 前期よりの繰越金 7,908

施設整備費 0 その他経常費用 24

借入金償還 3,488,755

計 14,656,671 経常利益 0

特別利益 － 

特別損失 － 

当期純利益 0

当期総利益 0

【人件費の見積り】

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成１９年度年度計画の予算等

【総　表】

区　　　分 区　　　分 区　　　分

ただし、上記の額は、退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除いた費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。 （注１）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

期間中総額２２４百万円を支出する。 （注２）前期よりの繰越金は、日本郵政公社からのものを示す。
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別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収益の部 119,233 資金支出 16,467,728

業務収入 123,605 経常収益 119,233 業務活動による支出 15,482,513

運用収入 123,046 資産運用収益 118,674 投資活動による支出 149,121

手数料収入 25 役務取引等収益 25 財務活動による支出 832,688

その他の業務収入 533 その他業務収益 - 次期への繰越金 3,406

借入金償還原資 832,688 その他経常収益 533

計 956,293 資金収入 16,467,728

費用の部 119,233 業務活動による収入 1,102,014

支出 経常費用 119,233 貸付金の回収等 978,409

業務経費 123,307 郵便貯金利子 95,973 運用収入 123,046

支払利子 123,033 借入金利息 22,684 手数料収入 25

その他の業務支出 274 役務取引等費用 25 その他の業務収入 533

一般管理費 42 その他業務費用 - 投資活動による収入 14,780,676

人件費 145 事業費 373 財務活動による収入 577,751

施設整備費 - 一般管理費 153 前期よりの繰越金 7,288

借入金償還 832,688 その他経常費用 24

計 956,183

経常利益 0

特別利益 － 

特別損失 － 

当期純利益 0

当期総利益 0

【人件費の見積り】

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成１９年度年度計画の予算等

【郵便貯金勘定】

区　　　分 区　　　分 区　　　分

（注１）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

期間中総額１１２百万円を支出する。 （注２）前期よりの繰越金は、日本郵政公社からのものを示す。

ただし、上記の額は、退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除いた費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。
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別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収益の部 10,538,881 資金支出 14,953,207

業務収入 11,044,520 経常収益 10,538,881 業務活動による支出 11,044,422

保険料等収入 10,036,695 保険料等収入 9,831,096 投資活動による支出 1,252,000

運用収入 585,759 資産運用収益 285,720 財務活動による支出 2,656,067

その他の業務収入 422,065 その他業務収益 - 次期への繰越金 718

借入金償還原資 2,656,067 その他経常収益 422,065

計 13,700,587 資金収入 14,953,207

費用の部 10,538,881 業務活動による収入 11,044,520

支出 経常費用 10,538,881 保険料等収入 10,036,695

業務経費 11,044,235 保険金等支払金 10,252,742 運用収入 585,759

保険金等支払金 10,458,332 資金調達費用 285,720 その他の業務収入 422,065

支払利子 585,759 事業費 269 投資活動による収入 2,656,067

その他の業務支出 144 一般管理費 150 財務活動による収入 1,252,000

一般管理費 42 その他経常費用 - 前期よりの繰越金 620

人件費 145

施設整備費 - 経常利益 0

借入金償還 2,656,067

計 13,700,489 特別利益 － 

特別損失 － 

当期純利益 0

当期総利益 0

【人件費の見積り】

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構平成１９年度年度計画の予算等

【簡易生命保険勘定】

区　　　分 区　　　分 区　　　分

（注１）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

期間中総額１１２百万円を支出する。 （注２）前期よりの繰越金は、日本郵政公社からのものを示す。

ただし、上記の額は、退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除いた費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。
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