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郵政民営化に関する住民アンケート  

3 月 11 日現在、郵政民営化に関する住民アンケートに対して、151 通（約 5000 枚を 12
月から四国四県にて配布）の回答がありました。 

郵 政 産 業 労 働 組 合 四 国 地 方 本 部 
〒780-8799 高知市北本町 1-10-18 

郵便事業会社高知支店 4 階 
電話 088-824-2370 

 
問1 民営化でサービスは良くなりましたか 
・そう思う 26  ・そう思わない 104 ・わからない 16 無回答 5 
 
コメント  
・夜遅くまでの配達は気の毒・料金の値上げが心配だ 
・ ある局へ３１日午後 4 時 40 分頃年賀数枚持参、１日の配達を依頼すると本日は業務終

了したのでダメ。数人の外務員は雑談中？ 
・ 事務手続きが何でも遅い。数十分待たしても何のコメントもない。処理が遅い。 
 
問2 郵便の配達について 
・ 良くなった 26 ・悪くなった 77 ・わからない 39 無回答 4 変わらない 5 

 
コメント  
・遅くなった 
・東京への封書が届くのに２０日かかって何の連絡もない 
・ 誤配が多くなった 
・ １２月３日に出した郵便が 6 日昼ついた(高知市内から土佐山田まで) 
・ 大事な郵便物が夕方届くことがある 
・ 配達の方はとても親切です 
・ （よくなった）年賀はがき 
・ （悪くなった）誤配３回 
・ 配達は早くなったように思う 
・ 平気で誤配していく。住所、名前が違っていても平気でほりこんである。 
・ 郵便受けに完全に入れない時あり 
・ 一度、間違えて、他の人のが配達された 

 
問3 窓口サービスについて 
・ 良くなった 40 ・悪くなった 55 ・わからない 51 無回答 4 いそがしそうだ 

1 以前と変わりない 1 
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コメント  
・大変遅い(人員がすくない) 
・番号札を発行…客が数人しかいないのに 
・ 前と同じ 
・ おそい、阿南郵便局がいちばんおそい。 
・ 大変よくなって窓口がこんでいる時はすぐに局長さんが手伝いに出てこられのには

関心いたします。 
 
問4 土・日曜日の時間外窓口の取り扱いについて 
・ 良くなった 20・悪くなった 54 ・わからない 71 無回答 4  

 
コメント 
・悪くなったというよりなくなりました（内子局）困ってます 
・ （わからない）もともと土日はないから 
・ 土曜日くらい郵便課は営業して。年末の年賀状のときでも閉店してだせなかった。 
・ 変わらない 

 ・窓口はしまっている（休んでいる） 
問5 貯金・保険のサービスについて 
良くなった 29・悪くなった 67 ・わからない 59 無回答 6 
 
コメント  
・ ATM が悪くなった 
・ 振込み料の値上げは公約違反だ 
・貯金(集金)は廃止となる 
・利用しないためわからない 
・ 民営化前、かんぽに何口も入っていたが、何のサービスもないので解約した。 
・ 私の地方の局では貯金窓口が一箇所のため手続き式紙記入法の説明を受ける老人が

いるとき 20 分以上待たねばならんことが度々ある。 
・ 局員のサービス態度が良くなってきています。 

 
─自由記入欄へのコメント─ 

《良くなった》 

■郵便局の受付が特に良くなった。また配達員のサービスも良くなった。配達員さんご苦

労さん（高知市一宮） 
■良い人たちばかりでありがたいと思っています。（高知市鏡） 
■寒冷、日暮れ時の配達など感謝します。（愛媛県喜多郡内子町） 
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■あいさつが良くできるようになった（配達方）（高知市一宮） 
■毎日ご苦労様です。皆さん大変親切です。（高知市） 
■ご苦労さまです。（香川県三豊市） 
■民営化前と比較して別に不便を感じたことは今までのところありません（愛媛・大洲） 
■私自身は日常的にあまり不便は感じていません（高知市） 
■民営化する前よりも社員として責任感を持って仕事をしているような気がします。（高知

市） 
■以前と変わらない。良くなったように思う。（徳島美波町） 
■窓口でお世話になるのが多いのですが以前よりサービスが良くなったと思います（徳島

牟岐町） 
■回答がわからないがほとんどですが、時々しか利用していなのでわかりません。（高知市） 
■以前と比べて変わったと実感できるところはありません。以前もがんばってくれていた

と思います。いろいろとノルマが課せられて働いている人は大変になったと思います（高

知県いの町） 
 

《悪くなった》 

集配業務 誤配が増えたなど 
■赤バイクの運転の粗い人が増えた気がする（高知市一宮） 
■時々誤配達もあり昔とまったく違い信用ができなくなっています。窓口もロボット的対

応が多くて愛想があまり良くないと感じる（高知県土佐山田局消印） 
■不在確認をせずに不在票を入れていく。転居していないのにあて先見当たらないと返送

されてきた。配達業務がいいかげんになっているように思われる（高知県） 
■誤配はときどきあり全体にサービスは低下したと思う。集金・配達も時間がまちまちに

なったと思う。特にポストの集取の時間をまもってください(遅れるのは仕方がない)職員の

方は一生懸命にたずさわっていると思う。応対は悪くない。（高知市仁井田） 
■以前は９時半ぐらいには郵便物が届いていたが現在は１０時半から１１時ぐらいと一時

間も遅くなっている。午前中に文書配布や処理ができず大変困っている。元通りに直して

ほしい。（高知県・本山町） 
■郵便さんが暗くなるまで配達している 
■土日の小包を出した四万十市までいかなければならなくなった。時間も経費もかかるの

で地元の宅配便を利用することが多くなった。（高知県・黒潮町） 
■地域の局の統廃合で本当に不便になった。ただ、郵便物の配達についてはメール便の安

いサービスがもてはやされているがきめこまかい配達をしてくれる部分は郵便局が一番で

す。(高知市) 
■運転（バイク）マナーが悪い。平成 18 年から現在まで市内での配達員の運転（バイク）

マナーの悪さに２度注意の電話をしたことがある。（香川県三豊市） 
■私は毎月俳句の添削依頼 12 人分を先生に依頼しています（速達便）その返信が発送され
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たのに届きません。何十年もの中で初めてです。調査中といわれて 3 ヶ月を過ぎても結果

報告ありません。（大洲局）ちょっと無責任です。私信でないだけに大変こまりました。（愛

媛県喜多郡内子町） 
■配達が遅くなった。誤配は増えたと思われる。配達の苦情をいっていくが不明瞭。郵便

局の窓口しかないじゃないか。民営化したのだから貯金の制限は撤廃すべきだ。（松山消印） 
■配達業務が悪くなっていると思う。1 日かけて配達すれば良いと思う職員が増えているの

ではないだろうか。もっとスムースに配達できるよう考えてはどうか（大洲局） 
■集配局の統合で集配地域の拡大し集配職員の労働強化のせいか民営化前と比べて利用者

へのサービスが低下したと思う。またゆうパックの配達に際して不在時の再配達について

の連絡電話は（0120）としてほしい。他の宅配業者への連絡電話は無料になっています。（高

知県大豊町） 
■集配をなさっている方が事故にあわないようにと祈っています。（高知市鏡） 
■集配者に告ぐ。昔の郵便配達さんは言葉をかけていたが今は無言の配達さん。田舎では

おまわりさんの役目もある人だから声かけてね。（愛媛、大洲局消印） 
■昨年の 12 月始頃大切な手紙が他人の家に入っていたと持ってきてくれた。その人が持っ

てきてくれなかったら又いろいろ手続きなど困ることになるところでした。あまりにも無

○な配達です。 
■阿南郵便局はダメ。みんな西または東へ行っている。字名も番地もちがっていても平気

で我家の郵便受けにほりこんで帰る。誤配なので又、ポストに入れにいく。字が読める配

達員を雇えと文句を言ってもスミマセンと言うだけ。その後も何回も誤配がある。民営化

されて何もよいことがない。知らんかったら聞きなさい。宅配便は聞きにくるよ。（徳島県

阿南市） 
■郵便の収集回数が少なく困っている。民間になれば良いサービスを得られると思ってい

たが反対だった。（香川県丸亀市） 
■平成 20 年 12 月 1 日に兵庫県へ 2 個大阪へ一個の荷物を送るため集荷をお願いしたとこ

ろ今日は忙しいのでいけない返事で仕方なく 3 回郵便局へ足を運んだことでした。民間会

社とか商店であればその忙しさを喜びに変えて策を考えることと思います。やはり元公務

員だと思ったことでした。（高知県黒潮町） 
■集配局の統合と各局外務職員の減少（民営化前の配達区域が現在 3 倍広くなっており）

そのため、私の今の住所では松山市内と比べ同じ広告広報誌が 2～3 日遅れて届くなど又一

人の職員の配達区域が広い為遅配誤配が多くなるのは必然と思います（愛媛・内小町） 
■送金の領収が届かなかった。電話で伺ったら先方の方は届いているとのこと、後日、゜

開眼のはがきも別の家に届いていた。（徳島阿南局消印） 
■民営化前は、生ものが不在で届かず 3 日後くさった物が届いたことがあった。（暖房の部

屋での保管？）が今は不在でも届けてくれて助かります。郵便物も以前と比べて誤配もな

く窓口も気配りがされているように思われよくなったと思われる。振込み手数料の値上げ

等は採算がとれなければやむをえないと思う。私は年金の振込み、支払い、貯金はほとん

ど「ゆうちょ」です。がんばってください。（高知市） 
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■新年の集配を 1 日 2 日もしてほしい。配達の方のバイクのスピードが速くて危険なとき

があります。新年の 2 日 3 日の集配も再開してほしい（高知市） 
■商業なんですけどお客さんが老人が多いのですが昔は貯金をいれても出しても局員さん

にお世話になっていましたが今はできないので車に乗れないし便利が悪いそうです（愛媛

県伊予郡砥部町） 
■昨年 7 月に故郷に帰ってきたのですが誤配が 4 回もあり近所の人が持ってきてくれた。

電話してもよくならず担当者をみつけて注意した。（香川県三豊市） 
■現金書留の配達が一日遅くなった。（高知） 
■ほとんど臨時配達員でたよりない（徳島阿南） 
■郵便局の人はサービス低下にならぬよう気をつけられておられても配達等内子等 1 回 3
時 30 分ぐらいになり不便。山間等の特定郵便局等は不便だと皆が言っている。採算があわ

ねばなくなるのではと不安とも、（愛媛県喜多郡内子） 
■ポストの手紙等の収集時刻が半減している（あて先への到着が遅くなる）民営化はイヤ

（約束を守らん）（高知東消印） 
窓口の対応が悪くなったなど 
 
■電話がどれだけ便利でも手紙の良さにはかないません。年間かなりの量のハガキ手紙の

利用者としては全国どこでも８０円と 50 円で届けてくれる郵便に感謝しています。しかし

ながら民営化になり職員さんは一生懸命仕事にとりくんでくださっているにもかかわらず

人数は減らされ手続きはより大変になり待ち時間も長くなりました。また祭日の配達もな

くなりそのうち８０円と 50 円では届かなくなるのではと不安です。民営化は何のためだっ

たのでしよう。（高知県黒潮町 
■小包について発送受取がうまくいかなくなった（高知県大豊町） 
■相続手続きに時間がかかる(徳島本部集中)のでびっくりしました。本人確認の対応をもう

少し柔軟にして欲しい。（高知市・長浜） 
■窓口の手続きもいままでにない書類を要求されたり、同じ内容でも一つ一つ確認がやや

こしい。時間がかかりすぎる。配達の件で問い合わせしても管理外といわれる。年賀状も

まちがいが２件届いた。窓口に臨時さんが増えわかりにくい。時間がかかる。いちいち腹

がたつことが多い。ただ職員の方は臨時さんも含めて一生懸命対応してくれます。制度は

まったく良く思いません。（高知・本山町） 
■不在の場合、遠くの局まで連絡とか近くの局で間に合っていた事が、統合されたため大

きい遠くの局まで・・・ということが不便になったように思う（愛媛県喜多郡内子町） 
■ある局では郵便の受取は窓口ではできません。署名する台もない裏口にまわらなければ

なりません。給料等のふりこみにフロッピイ提出が５日前です。（高知県いの町） 
■まだわからない。窓口の人に笑顔が少ないように感じる（高知市・一宮） 
■振り込み手数料が高すぎる、自治会で墓地、駐車場の経営をしており利用・管理料の振

込み時に手数料が高くなり銀行に変えようと思っています。（高知市） 
■郵便局は窓口業務者が郵便物の集配について何も知らない。又集配関係者にきく事も案
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内もしてくれない。かんぽの宿の転売などでたらめと無責任と国民を馬鹿にしている。今

の日本の政治と同じであると思う。（徳島県阿南市） 
■窓口がわかりづらい（高知東消印） 
■小さい郵便局は大きな金額が引けないのが不便です（高知市） 
■（日・祭日に）近くキャシュのコーナーを開けてほしい。本町まで行くのは大変です。（城

山郵便局）前より窓口の対応は感じ良くなりました。局の中の仕事はわかりませんが、民

営になって利用しやすくしてほしいです。民営になって色々感じ考えることは大変いいと

思います。（高知市神田） 
■同じ局内で何で板で仕切り、別会社ですから知りませんわないでしょう。国民をばかに

していませんか。（徳島・美波町） 
■民営化により大変手続きがややこしくなり窓口対応も悪く気分を害することが多々あり

ました。接客態度も横柄な感じがみられ気分が悪いこと何度もありました（高知市鏡） 
■土日も午前中は窓口で郵便物、定形外などの受付をしてほしい。（徳島県那賀郡那賀町） 
 
過疎地のサービスなど 
■無集配局となり今後廃局になるのではないかと心配である。振り込み手数料も値上げに

なりサービスの低下である。（高知市鏡） 
■職場(国立病院)から ATM がなくなり職員・患者が不便になっている（高知県香美市） 
■特に過疎地の郵便局は廃止してはいけないと思います。とりくみをがんばってください。

（高知市城山町） 
■市内とかは余り今のところ変化はかんじませんがこれから先々郡部特に小さな村落にサ

ービスが低下されないこと望みたいです（高知市） 
■地域に密着した郵便事業が無くなった。気楽に隣人として相談できるという国民のため

の郵政事業が必要で民営化では望むべくもないがわれわれはそれを望みたい。（高知県大豊

町） 
■地域によって手紙・小包を一緒にできるように、前の方が良かった。（高知市鏡） 
■私は市内在住で以前と比べあまり不便は感じないが郡部にお住まいの方がたには不便に

なっていると思います。郵便事業は民営化は(利益追求では)むつかしいと思う。（高知市） 
■料金が以前より高くなった。ポストが遠くて不便になった。郵便局が遠く年取って大変

です。（高知県） 
■窓口サービスについてよくなったと書いたが本来民営・官営にかかわらず良いのが当然

と思う。全体的にみてサービスの質は地方へき地では変化は少ない。変化の可能性が多い

分民営化は不安要素が大きい。（高知県、長岡郡と土佐郡で利用） 
■市内に在住する人はなんとか今の状態で不便ながらも生活できるけれどももう少し中山

間部に住んでいる人たちのことを（特に高齢者）考えてやって欲しいと思う。私の生まれ

た田舎でも高齢者は本当に困っています。ほかに方法はないものでしょうか。サービスの

行き届いた昔の郵便局にして欲しいです。何のための民営化なのか意味がわかりません。

民営化反対です。こんな結果になるとは思いませんでした。国民はすべての件で泣き寝入



 8

りですか？（高知県） 
■簡易局の閉鎖や過疎地域の方のサービス低下が憂慮されます（高知東局消印） 
■郵便事業を独立採算制にした場合過疎地域では事業収入が順次減少しサービス低下が懸

念される。農山村地域はどうして守っていくのか？（愛媛県喜多郡内子町） 
■公社時代の楽天ＫＣゆうちょ・ＪＡＦ・ＥＴＣカード（Ｅｄｙ付き）が無くなり、更新

後は 525 円（年会費）がかかるようになった。病院や市役所のＡＴＭがなくなった。元ど

おりにしてください。市町村合併で集配局 3→1 局になる。すべてのＡＴＭは、小銭入金で

きるように。日曜日すべてのＡＴＭは 17 時までにしてほしい。（徳島県阿南市） 
■ポストの収集回数が減って大変不便になりました。（高知市内） 
■三事業一体化をはるべきである。いなかは不便になっている。（高松市） 
■民営化には反対です。友達から聞きましたが小包が来て不在だったら阿南まで持ってい

かれるそうです。牟岐はまだいいけど川上地区（海陽町）は不便になったと言っています。

（徳島県牟岐町） 
■あなたの町の郵便局 独居老人の家に声をかける郵便さん 前と比較して局員の異動も

多く冷たい感じの郵便局になった この際見直しよき伝統を維持してほしい 政府郵便各

社の社長に要望書を出してはどうか 署名活動もやったら衆議院選挙も控えて良い機会で

ある（徳島阿南消印） 
■トーメン団地の元酒店のポストが小さい。B5 用の封筒が入らない。（高知市一宮） 
■小包が不便になりました（高知県大豊町） 
 
その他 
■今思うと小泉をなぜ首相にしたのか?日本が心配ですね（高知市一宮） 
■すべて民営化で合理化するのも?働く人も庶民も納得がいけるように… 労働組合ガンバ

レ アリガトウ （高知市一宮） 
■現在り民営化後の問題点についてぜひ地域へ各家庭へ宣伝し明らかにしていただきたい

と思います。（高知県香美市土佐山田町） 
■余り郵便局を利用していないので皆に信用されるように努力してください。組合員を信

頼しています。ありがとうございました。（高知市介良） 
■管理職が元国家公務員で果たして民営化が成功するものでしようか?政治家は民営化すれ

ばすぐにも利益があがりサービスが向上すると思っているのか（高知市長浜） 
■民営化の意味が社員全体に理解されていない。なぜか。管理職員が元の公務員であって

は意識改革ができるはずがない。組織が動いていない。一変元に戻す事か!（高知市長浜） 
■なぜ民営化が必要だったのか、いまだにわかりません。知り合いに郵便局の方がいます

がノルマが増えて大変と話しています。（高知市） 
■小泉がやった。自民・公明くたばれ（高知市鏡） 
■民営化になって何が良かったのか・・・。郵貯の巨大資産が狙われている気がしてなり

ません。（高知県・いの町） 
■民営化反対（高知県香美市） 
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■表面的サービスより職員の労働条件の改善を（高知市） 
■以前のように総合の体制にしてもらいたい。金銭の出納が煩雑すぎる（高知市朝倉） 
■貯金や郵便物でいままでにまったく不便を感じていなかったのに民営化になり私自身感

じることはサービス面でまったく違うようになりました。なぜ民営化にするのか今もって

意図がわかりません（高知市鏡） 
■何かと不便になりました。（高知東消印） 
■良いことは何一つありません。株の販売をやらないよう国営に返すこと（大洲局） 
■年賀はがき予約受付は異常だ。まだ労働者が汗をかいて仕事をしている時期に感性をう

たがわれる。外務員に余裕がないのが気になる。営業ノルマに追われてメンタル面でもき

ついのではないか心配です。（高知市） 
■なるべくいままで通りのサービスをしてほしい。（香川県三豊市） 
■民営化は良くない、サービスも悪い。国営の方がサービスもよく親しみもありもとへも

どしてほしい。（高知東消印） 
■国民の信頼できる会社であり続けてほしい。（高松市） 
■小泉元首相の言を受けて選挙時に改悪されることには体をはって阻止すると言った衆議

院議員が居る。特に高知県 3 区の山本有二は現実より退職すべきと思はれる。（高知東消印） 
■郵便事業は国民一人ひとりがつくりあげたもの。安心安全低料金で維持してきたもの。

民営化で財産はくいものにしサービスを低下させてはならない。（香川県高松市） 
■度々出かけませんのでわからないの部分しかお答えできません（高知東局消印） 
■前の郵便局の時代が親しみがあってよいと思う（高知市） 
■小泉が大臣になって何でもかんでも民営化と叫び日本の国はあかんようになった。小泉

のようなみのを総理にしたのはあやまりや、あんな大臣は良くない、今後は考えなければ

いかない。（高知市） 
■民営化されない方が良かったです。（徳島県牟岐） 
■郵便局やポストが廃止されて不便になっている（高知東消印） 
■ゆうパックの商品が年々たのめる品がなくなり値上がりしているのもあり残念。新たな

商品導入してほしい。（高知東消印） 
■最初から民営化は反対でした。民営化してから良いことはひとつもなく田舎で生活して

いるものには悪いことばかりです。（徳島海陽町） 
■何が地方重視だ。地方の隅からくだいてしまったのが郵政民営化だ。 
■民営化してひとつの得策はなくわれわれ田舎者は不便です（徳島海陽町） 
■簡保を原資とした地方公共団体のいわゆる「はこもの」が皆無になったのは郵政民営化

の賜であると思う。昔の官営時代と比べてサービスき画期的に向上した。休日のサービス、

業務につき更なる向上検討を願う（徳島那賀町） 
■土曜日は休まないでほしい。土の休みは困る（高知市） 
■小泉の馬鹿を先頭に自公の無責任政党に多くの国民の馬鹿が持ち上げ、地方（国の力）

国を壊してしまった。すぐやめろ（民営化を）アメリカの圧力に屈しただけ、ここはどこ

の国だ。（徳島那賀町） 


