
方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

1

電話 6/11 素案要修正 敬老乗車証の利用者負担は1割ではなく半額でもいい。高齢者は年金
をもらって資産を持っている。市の財政が厳しい中で年寄りを甘やか
しすぎ。

不明 66

2

電話 6/11 素案要修正 自営業者や退職後の再就職者など働いている高齢者が通勤に使ってい
る。所得制限や税情報を把握してチェックするなり目的外利用を防止
する方法を検討すべき。
磁気カードではなく補助券を配布し使用の都度、料金口に入れてもら
い、なくなったら再発行する仕組みにすると目的外利用が減るのでは
ないか。

不明

3

電話 6/11 見直し反対 負担増により外出できない高齢者が増えるのではないか。自分も高齢
者だが介護を受けないよう健康に気をつけている。高齢になると短期
間でも自宅にこもると痴呆症状がでてくる。
外出できない高齢者が増えると介護費用も多くかかってくるので負担
について再度検討をお願いしたい。

不明 80

4

電話 6/11 素案要修正 限度額１０万円はいかにも足りない。仙台駅前まで往復９００円（泉
区将監在住）。自分の利用状況からして自己負担分が多くなってキツ
イ。

泉区 将監 利用者

5

電話 6/11 素案容認 5,000円カードの複数枚交付⇒基本的に賛成。余った場合や、逆に足
りなくなった場合の対処が不安なので、使うタイミングに合わせた随
時交付が希望。

泉区 向陽台 利用者

6

電話 6/11 素案要修正 １割負担は厳しい。東西線にも乗ってみたかったが、もう乗らない
ぞ。「２種」は残して、１万円以上利用の部分に応益負担を導入する
のならばよい。

若林区 利用者

7

電話 6/11 見直し反対 商売をやっている。乗車証の経済波及効果を考えたことがあるか。景
気が悪い時世に、もっと景気にブレーキをかけるような見直しはやめ
るべきだ。

不明 若い

8

電話 6/11 素案容認 不正利用が目に余る。男女の色分けをすべき。利用者負担の値上げは
ＯＫ。

不明

9

電話 6/11 素案要修正 上限１０万円は厳しい。１０万円を超えた部分も、１割～２割負担と
してほしい。カード複数枚交付はダメだ。不正利用が増えるだけ。

青葉区 利用者

10

電話 6/11 素案要修正 上限１０万円程度では、半年くらいで使いきってしまう。１０万円超
の部分にも、何割かの負担で使えるようにしてほしい。

泉区 将監 利用者

11

電話 6/11 素案要修正 負担金が増えるのは仕方ない。１万円か、もっと多くてもよい。しか
し、上限設定はいただけない。高齢者の免許証返納の機運にも逆行す
るもの。

泉区 利用者
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

12

電話 6/11 素案要修正 月間5,000円（年間60,000円）でもよいので、上限設定はやめてほし
い。また、収入とならない「２種」は不要。

不明 利用者

13

電話 6/11 見直し反対 事業費に20億円もかかるなんて、おかしい。一斉更新の繁忙期に、市
職員を各所から一時的に集めて対応すれば事業費はかなりの額が減ら
せるはずだ。また、もし多額の事業費がかかったとしても、そんなの
知ったことじゃない。あくまで現状維持を。
市長の手紙にも書くから、よろしく。

不明

14

ＦＡＸ 6/11 素案要修正 ○自己負担額　一般の半額（子供料金と同じ扱いとする）
　方法：降車時、市発行の高齢者用の豊齢手帳の提示で確認すればよ
い。
　理由：財政健全化には高齢者と言えども協力すべきである。他の市
町村の県民との差別化は不平等であり好ましくない。
○医療通院などの無料特例を設けること
　方法：降車時、豊齢手帳と通院証明（病院の支払い領収書で可）を
提示する。
　理由：健康保持、生命の安全保障は大切である。教養、文化等の扱
いは自己負担が必要と考える。
○その他の特例
　医療通院と同等な生命に関る事例があれば、同様特例を設けるこ
と。

・万事に親方日の丸は良くない。高福祉と言えども甘えの構造的施策
はせず、悪例は勇気を持って排除するよう努力してほしい。

太白区 八木山
本町

75

15

メール 6/11 素案要修正 シンプルに、一律１００円でよい。 不明

16

メール 6/11 素案要修正 1割負担は納得。しかし、あまり利用頻度の多くない人のために、
「２種」は残して、どちらかを選択させるべき。

青葉区 柏木 利用者

17

郵送 6/14 素案容認 　利用額に応じて利用者負担1割にする等の応益制導入に賛成。
　低所得者との区別なく一律にする方法で審議を行ってほしい。

青葉区 旭ヶ丘 83

18

郵送 6/14 素案容認 　利用者負担を1割にする応益制導入に大賛成。
　低所得者等の区別なく平等に扱ってほしい（生活扶助を受けている
方は別として）。

不明 77

19

郵送 6/14 素案要修正 　1割負担なら上限を20万円に。地域による運賃の差を是正された
い。
　乗車証を色分けすべき（70～84歳は青(男性）・赤(女性)、85歳以
上は黄(男女）へ）。
　運賃の負担によっては高齢者が外出しなくなるため、一年ごとのデ
パート等における売上げ（経済活性化）の状況を検討してほしい。

泉区 南光台 71

20

郵送 6/14 素案要修正 　市内の中心部の人は出来るだけ歩いているが、郊外の人はバス・地
下鉄両方のため料金が高くなる。しかし今の高齢者は遺族年金が合計
20万円以上支給されており、 低5,000円、夫婦(生存)は10,000円を
支払っても良い。
　 高50,000円分以上乗車する人は超えた額全額支払う。
　1,000円より払っていない人は歩かず、ほとんど毎日出かけている
ことを知ってほしい。何でも若い人や市民の税金・料金が上がること
は困る。

泉区 南光台 80

21

郵送 6/14 素案要修正 市財政は大変だろうと思うが、無駄をなくし福祉に力を入れて欲し
い。
一案として、対象者を75歳以上に引き上げたうえで現状維持を。

泉区 七北田
字東裏

76
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22

郵送 6/14 素案容認 市中心部に出かけると往復1,000円になる。
1ヶ月に3回くらい乗車している。
上限10万円で市の財政を考えると 良の方法である。
現在の乗車証でチェックできるようにしてほしい。

不明 利用者

23

郵送 6/14 素案容認 毎年第2種乗車証を利用しており、助かっている。
廃止する方向で検討するとのことだが、仕方がない。
急に色々変更しないで、やさしい気持ちでお願いしたい。

太白区 不明 79

24

郵送 6/14 素案要修正 大変ありがたい制度で感謝している。
制度存続は大賛成であり、利用金額に応じた一定の割合の負担は当然
だ。
10％程度といわずもっと多くしてはどうか。
低所得者で10％程度がよい。

青葉区 貝ヶ森 66

25

電話 6/14 素案要修正 負担を1万円にし、上限設定はしない方がよい。使える距離を決めた
方がよい。使い方が難しい乗車券になると利用しなくなり、買い物に
も行かなくなる。結果、景気が悪くなると思うので、使い方は簡単に
してほしい。通院中の人は、その病院を申請することにより、通院分
について無料にする。

不明 70

26

電話 6/14 素案要修正 ・市内どこにでも行ける現行方式から、自分の住んでいる地域のみを
移動範囲とする定期券の発行へと、変更した方がよい。
・定期券方式にすれば、利用金額にも自ずと制限がかかるし、また、
街中だけではなく自分の住んでいる地域に金が落ちる仕組みが必要。
定期券方式は、そのような経済活性化策にもなる。
・カード読み取り方式だと、降車時の精算に1人10秒かかると仮定し
て10人並べば100秒かかる。そのロスがバスの到着時間遅れにもなっ
ている。定期券方式にすればその時間を短縮することができ、経費節
減につながる。

太白区 土手内

27

メール 6/14 素案容認 上限設定は妥当。１０万円上限でも緩いと思う。実施は２３年１０月
などと悠長なことを言わず、２２年１０月からやるべきである。

青葉区 山手町 73

28

メール 6/14 見直し反対 乗車証は、老人が社会に守られ、排除されていないことの証。このま
ま維持を。

不明

29

メール 6/14 見直し反対 年寄りになってから制度を利用できるから、今のうちの貯金と思い税
金を払ってきた。今後、敬老の制度を見直す際は、市民税を下げるこ
と。大阪では財政再建のため職員の給与カットを行った。仙台はどう
か。

不明

30

メール 6/14 素案要修正 「不適切な利用の防止」を図ることで、利用者負担を抑えられない
か。一度、通勤時間帯を利用不可にして検証するなど、不適切利用の
状況把握・検討が必要なのではないか。

不明

31

メール 6/14 素案容認 １０万円以上利用者がいること自体が驚き。１ヶ月に１５日以上往復
しないと、そうはならないはず。一律２０～３０％負担にすればもっ
とスッキリする。少額・多額に関わらず、応分負担は公平である。２
種利用者ももともと利用額が少ないのだから、理解も得やすい。

若林区 新寺 38

32

郵送 6/15 見直し反対 行政サイドの一方的な予算見直しには絶対反対。
今後の事業費の増加を見据えての応分の負担はもちろん了解はする
が、官民一体の応分負担というなら①議員定数の減、②政策調整費の
半減、③地方公務員の給料の減額、もちろん市長などの特別職の減額
をまず先に実施してから増税をするのが筋であると思う。
まっさきに増税ありは頂けない。

青葉区 不明 78
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

33

郵送 6/15 素案要修正 　2ヵ月毎の厚生年金から所得税、介護保険料、市民税まで引かれ、
その残りで生活している。負担一人1万円、家内と二人で一度に2万円
の支出は全く無理である。
　一人5千円で使用限度5万円まで、年間2回まで乗車証発行という方
式を考えてほしい。
　人に迷惑をかけず夫婦でやっと生活している人もいることを考えて
ほしい。

泉区 不明 73

34

郵送 6/15 素案要修正 　見直しは賛成だが、この程度で制度を維持できるのか。
　個人負担を 低5,000円としてしてはどうか。
　上限を決めるのなら使用する毎に使用経過(料金)が分かるようにし
てほしい。

宮城野
区

高砂 72

35

郵送 6/15 見直し反対 　「敬老乗車証の発行枚数が増えると市財政を圧迫するので一部受益
者負担を導入する」というのはレトリック。市の一般会計から交通事
業者（特別会計）への助成額が増えるだけで、全体の会計は変わらな
い。
　それでも困るのなら交通事業者への助成額を一定額で打ち切ればよ
い。交通事業者側でも（乗らないより）格安パスで多く客が乗った方
がよい。
　敬老乗車証を大いに活用し、ボランティア、社会活動、商店街の活
性化、医療費の軽減に役立てば、助成額以上の効果があると思う。

青葉区 柏木 73

36

郵送 6/15 素案要修正 　利用限度5万円以上は応能負担として、10万円の限度額は高額所得
者は3割負担とする。

不明 不明 不明

37

郵送 6/15 素案容認 　駐車場やアルコールの問題もあり、中心部に行くのにはバスが一番
便利。
　応益負担は当然である。
　公共交通の利用価値をもっともっと高める方向で制度を見直してほ
しい。

宮城野
区

東仙台 70

38

郵送 6/15 素案容認 　制度の見直しは利用者の増加で仕方ないと思うが、高齢者にあまり
負担にならないような素案が良い。
　高齢になると出かけるのも少なくなり、冬場などは家にこもりきり
になる。
　今まで続いたよいことが悪いことにならないよう、よくよく検討し
てほしい。

泉区 明石南 70

39

郵送 6/15 見直し反対 　　区役所の手続き、老人福祉センター等の催しに参加するにも、郊
外に住む者は一往復に1,000円前後かかる。
　少額利用者と高額利用者で使われ方に大きな開きがあると思うかも
しれないが、郊外に住む者は高額にならざるを得ないことも考慮して
ほしい。
　マイカーのない高齢者にとって、この乗車証がどのようなものか考
慮し、この制度を永遠に存続してほしい。

不明 不明

40

ＦＡＸ 6/15 素案要修正 遠距離利用者についても十分に考慮した上限設定にしないと不合理で
ある。「仙台駅から、半径１５ｋ、２０k、２５ｋ超」の方を対象と
した遠距離利用者への新たな券種（「３種」？）を設定してはもらえ
ないか。

太白区 人来田 74

41

メール 6/15 素案要修正 ①２種廃止の根拠が不明。２種廃止には賛成できない。全員２種にし
た場合（１万上限、利用者負担なし）、どのような効果があるのか検
討したらよい。
②利用上限10,000円の試算をすべき。現在２種利用者を生かすために
も検討に値すると思う。

泉区 松陵 69

42

郵送 6/16 素案要修正 　１．財政状況を事業仕分けで再検討すべき。
　２．1種を5,000円～10,000円に、2種を0円～5,000円にした場合に
負担割合はどうなるか検証を。
　３．高齢企画課だけでなく交通局からも説明してもらいたい。

太白区 八木山 72

43

郵送 6/16 素案容認 　敬老乗車証で病院2箇所、台原老人福祉センターの教室に月2回行っ
ており、感謝している。
　見直しの方向を市で決めてほしい

青葉区 不明 75
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44

郵送 6/16 見直し反対 　2種廃止の検討は利用頻度が少ないという理由だろうが、全体の
1/3、3万人が利用しており、それを切り捨てるメリットがあるのか。
　少数であるがゆえに将来の負担額増加も少ないのではないか。小数
の弱者に目を向けることが政治の原点だ。

青葉区 川平 75

45

郵送 6/16 見直し反対 　制度はあまり変更しないでほしい。 若林区 沖野 66

46

郵送 6/16 素案要修正 　制度存続のため素案はやむを得ない。但し、1回の利用金額が高額
な地域に居住するものにとって上限10万円は利用制限や負担増につな
がり、例えば10万円以上は3割負担など何らかの緩和策が必要。
　5,000円券20枚については、事情で1度に購入できない者に対し分割
や追加購入できるように時期を特定してほしい。
　さらに購入した乗車証が無駄にならないよう利用期間を単年度にせ
ず翌年以降も継続使用できるようにしてほしい。

泉区 松陵 75

47

郵送 6/16 見直し反対 　財政難といいながら、地下鉄工事やアンパンマンミュージアムなど
こそが税金の無駄遣いではないか。
　一部の不正使用を理由に、男女の色分けや応益負担とは納得がいか
ない。
　家から仙台駅まで往復580円かかり、5,000円券が10日でなくなる。
少なくとも5,000円×2枚×12月＝24枚必要だ。
　10万円の限度はひどすぎる。まして作並や秋保の方にとって大問題
であり、ぜひ現行のままでお願いしたい。

青葉区 不明 71

48

郵送 6/16 素案要修正 　小学生でさえ半額負担しており、1割負担は当然だ。
　次のとおり提案する。
　１．5,000円負担で50,000円分
　２．10,000円負担で100,000円分
　３．20,000円負担で無制限

青葉区 不明 70

49

郵送 6/16 見直し反対 　反対する。敬老乗車証は高くないようにお願いする。 若林区 沖野 71

50

郵送 6/16 素案容認 　制度見直し、応益負担に賛成。
　社会福祉費は増大の一途であり応分の負担は当然。将来に負を残さ
ないよう、次代を担う子らに負担を強いないよう願う。

青葉区 芋沢 69

51

郵送 6/16 素案容認 　制度見直しに原則として賛成。
　提案として、
　・本人以外へ委任状を交付しない（不適正乗車は2割負担）。
　・素案の10枚交付は不適正乗車を増加させる。
　・現在の1種カードにおける素案の乗車限度を規制できないとき
は、次年度の交付時に限度額以上の乗車について超過額を負担させ
る。

青葉区 台原 77

52

郵送 6/16 素案要修正 　素案は分かりにくく繁雑でもあり不適切。利用者の負担増が必要な
ら1種の5,000円負担を値上げすればよい。利用の少ない市民のことを
考えれば2種の廃止は適当でない。

青葉区 旭ヶ丘 87

53

郵送 6/16 見直し反対 　定義、作並などに行く交通手段や習い事の便としてありがたく思
う。
　財源不足を言う前にアンパンマン館など無駄なことをするな。
　車を持っていない高齢者は敬老乗車証があれば助かる。

不明 不明 利用者

54

郵送 6/16 素案要修正 　1種の1,000円負担をやめて全て5,000円負担にしてはどうか。
　2種は廃止すべき（寝たきりの人も、家族がもらって利用してい
る）。

太白区 不明 70
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

55

郵送 6/16 素案要修正 　利用額を5,10,15,20万円の段階をきざみ応分の負担をするようにし
た方が良い。また男女別カードの色分けを導入した方が良い。

泉区 南光台 68

56

郵送 6/16 素案要修正 　素案は相当程度了解できる。
　利用限度額を2種類（10万円以内，以上）に分け、いずれも利用者
負担金は倍増、4倍増も仕方ないと思う。

不明 不明 不明

57

郵送 6/16 素案要修正 　・同姓で同居している70歳以上の未亡人　5,000円
　・別姓で同居している70歳以上の未亡人　1,000円
　・夫が車、夫の分まで使用できる妻　5,000円×2枚×2(4枚）
　5,000円券を1,000円で売る者、くじ引きで客に5,000円券を無料配
布する者、個々の事情まで把握できないのは分かるが、同じ市民が平
等となるよう希望する。

不明 不明 不明

58

メール 6/16 素案要修正 ①見直しはよいが、政務調査費等、まず無駄を省いてからにしてく
れ。②２種を無くさないで、１万円を超えて使う分に応益負担を導入
すれば良い。

宮城野
区

原町

59

メール 6/16 素案容認 上限１０万円で、交付回数は極力回数を増やさないというのがよい。
高齢者は、自分たちがいかに優遇されているかということが分から
ず、「もらって当たり前」と思っている。他の世代にことは何も考え
ておらず、身勝手。仙台市の財政状況からいって、「１０万円まで優
遇される」ということは、決して少ない額ではない。

青葉区 南吉成 25

60

メール 6/16 見直し反対 これまで不正利用対策を全くしないでおいて、「金が足りないので制
度見直し」というのは職員側の怠慢だ。議員報酬や定数の削減等も先
に手をつけるべき。負担増は避けるように。

61

メール 6/16 素案要修正 基本的には見直しに賛成だが、郊外の利用者に配慮し、「１５万上
限、１万５千円負担」としてほしい。

62

郵送 6/17 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

63

郵送 6/17 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

64

郵送 6/17 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

65

郵送 6/17 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

66

郵送 6/17 素案要修正 　2種は廃止でよい。
　1種の上限は10万円ではなく7万円（負担額7,000円）でよい。

太白区 八木山
本町

74
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

67

郵送 6/17 見直し反対 　事業費の増加と敬老乗車証制度は別問題。
　１．敬老乗車証利用者のために特別な運行を行っているものではな
い。
　２．敬老乗車証を利用したからといって経費が増加するものではな
い。
　３．企業会計が赤字であれば一般会計から補填できる（制度を廃止
しても企業会計の赤字は減らない）。
　基本的には地下鉄建設の見通しの甘さ。利用者の少ない事業の廃
止、議員定数、経費特に議員の諸手当等の改正、敬老乗車証の見直し
の前にやることが山積しているのではないか。

太白区 不明 51

68

郵送 6/17 見直し反対 　高齢者の多い団地や遠隔地での地域説明会を開いて住民の生の声を
聞くべき。ひとり暮らしの高齢者が増えている今、敬老乗車証は暮ら
しに直結する大問題。有識者や学識経験者ではなく、実態、痛みの分
かる人が審議会に入るべき。
　説明会での意見、パブリックコメントを必ず活かしてほしい。

青葉区 川内 79

69

郵送 6/17 素案要修正 　2本立てとする。
　・利用者負担10,000円、利用限度100,000円（無駄な使い方を抑
制）。
　・利用者負担5,000、利用限度50,000円（市の中心部居住者向
け）。
　乗車証は1枚制（経費・手間の節減）、不正防止のため男女色分け
する

青葉区 折立 73

70

郵送 6/17 素案要修正 　応益負担は当然であり、2本立てとする。
　・利用者負担10,000円、利用限度100,000円（高額使用者向け）。
　・利用者負担5,000、利用限度50,000円（少額使用者向け）。
　乗車証は1枚とする。

青葉区 折立 73

71

郵送 6/17 素案容認 　素案に加え負担5,000円、限度50,000円を設定してほしい（10万円
も使わないと思う）。
　敬老乗車証を利用することによる売上げ・ボランティア・生きがい
の増などの分析もあってよい。
　負担増、利用金額の抑制には賛成する。

青葉区 上杉 70

72

郵送 6/17 素案要修正 　市の第一の課題は行財政改革、行政も市民も痛み分けをすべき。素
案を見る限りまだまだ甘く、半額負担（子供料金＝機器の改良不要）
一本化でよい。利用者には写真付の身分証を支給（自己負担可）すれ
ば簡潔で経費も少なくて済む。
　2種乗車証は半額の5,000円分を支給してほしい。

青葉区 上愛子 不明

73

郵送 6/17 素案容認 　実績に合わせて、というのは無理だと思うが負担増は仕方ない。 青葉区 本町 82

74

郵送 6/17 素案容認 　素案による見直しに協力する。 若林区 不明 77

75

郵送 6/17 素案要修正 　敬老乗車証制度はばらまき福祉であり、廃止すべき。
　すぐに廃止できないなら来年度は限度額5万円、負担50％としては
どうか。
　豊齢カードでの割引も50％だ。

青葉区 桜ヶ丘 70

76

郵送 6/17 素案要修正 　1種、2種を統一してはどうか。 宮城野
区

榴岡 56

77

郵送 6/17 素案要修正 　1割負担には賛成だが、上限額を5,000円,10,000円などこきざみに
してほしい。
　不正利用防止の検討を。
　若い人たちの意見もきいてほしい。
　他都市の敬老乗車証制度も表示した方がよい。

宮城野
区

鉄砲町 63
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

78

郵送 6/17 見直し反対 　他の部署で経費縮減を検討し、敬老乗車証は現行維持を。 不明 不明 不明

79

郵送 6/17 素案容認 　通院や買い物に非常に助かっており、秋保や定義山参りなどは多少
自費で負担してもよい。

宮城野
区

福田町 73

80

メール 6/17 見直し反対 職員の給料・ボーナスのカットもせずに、敬老乗車証の負担増を市民
に強いるのは納得できない。

81

メール 6/17 素案要修正 １万円までは一律無料交付し、それ以上使いたい方には、１割～２割
負担で5,000円カードを買ってもらうようにすればよい。

82

郵送 6/18 素案容認 　2種廃止、利用限度10万円、1割負担に賛成。
　負担増があっても制度を存続してほしい。

太白区 人来田 74

83

郵送 6/18 見直し反対 　外出は経済効果にもつながる。現行維持を求む。 泉区 将監 66

84

郵送 6/18 見直し反対 　現行維持を求む。 泉区 将監 69

85

郵送 6/18 素案要修正 　利用者負担を近い将来3割負担とし、保育所の充実に税金を使うべ
き。

不明 不明 不明

86

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。
　個人識別，高額上限設定を考慮すべき。システム変更が高額ならば
氏名公表でもよい。公正な運用で制度維持を。

青葉区 不明 79

87

郵送 6/18 見直し反対 　敬老乗車証がなくなると大変だ。制度維持を。 青葉区 折立 75

88

郵送 6/18 素案要修正 　・1種　負担1,000円、限度10,000円
　・2種　負担5,000円、限度50,000円
　・2種は使用状況により2枚まで追加発行可能（負担は2枚目も5,000
円）
　・使用額累計10万円以上は自費とする。
　・自分の過去1年間の使用実績が分かる方法の検討を。

宮城野
区

不明 82

89

郵送 6/18 素案容認 　見直しはやむを得ないが、その前に次の点の改善を。
　・議員定数の削減と歳費の減少
　・政務調査費用を指定都市の 低水準へ
　・観光まがいの海外出張の廃止
　・(天下りを呼ぶ）外郭団体の整理

青葉区 桜ヶ丘 78
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

90

郵送 6/18 見直し反対 　介護のため毎日使用しており、高額と言われても生活していくのが
やっと。通院もしており敬老乗車証には大変感謝している。

不明 不明 不明

91

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

92

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

93

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

94

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

95

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

96

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

97

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

98

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

99

郵送 6/18 素案容認 　素案に賛成。 不明 不明 不明

100

ＦＡＸ 6/18 見直し反対 　見直しは全く理解できない。まずは職員の職務手当等の是正や議員
の削減、費用減額などを行い、それから市民に負担の増加をお願いす
べき。

青葉区 昭和町 不明

101

窓口 6/18 素案要修正 　上限10万円ではボランティア活動が制限される。ボランティア活動
への特例制度を求む。

泉区 南光台 74
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

102

窓口 6/18 素案容認 素案賛成。２割負担でもいいくらいだ。それでも応益負担であれば、
２万～３万あたりの年間利用額の方は、実質値下げになる。半分くら
いの人は、より便利な制度になるのに、やみくもに「反対だけする」
意見が目立つ。

若林区

103

郵送 6/21 素案要修正 　年金生活者の負担増は全く納得できず憤りを感じる。浅野元宮城県
知事の自身の給与をはじめとした職員の給与カットの実績を見習うべ
き。地域の老人たちの意見は一様に納得できないとのこと。市当局の
英断を切に望む。
　現行の第1種5,000円を15,000円限度とするべき。

青葉区 桜ヶ丘 79

104

郵送 6/21 素案要修正 　制度の維持を危うくしたのは一部の高額使用者で、他の利用者に負
担増を強いるのは不当だ。
　市の持ち出しを一定のレベルに抑えるため使用限度額（仮に5万
円）を設定すべきであり、そのためのシステム変更は必要経費だ。
　利用者の負担は現行どおりとすることで、制度の複雑化が避けられ
る。

太白区 恵和町 73

105

郵送 6/21 素案要修正 　交通費が無料で、結果的には医療費の抑制、介護や認知症にかから
ない体力づくりなど、老齢年金者には誠に良い制度だ。今後とも推進
してほしい。
　1.カードの男女別色分けOK
　2.低所得者には低負担で年間10万円まで無料。
　3.高所得者(年収500万円以上）には交付しない。
　4.中間層は年収別に利用制限を設ける。
　5.市中心部より10km離れた地域住民に考慮する。
　6.負担額に差別が無いよう配慮する。

太白区 郡山 77

106

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。 不明 不明 不明

107

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。 不明 不明 不明

108

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。 不明 不明 不明

109

郵送 6/21 素案容認 　素案通り進めてほしい。 不明 不明 不明

110

郵送 6/21 素案容認 　2種の廃止に賛成する。 太白区 不明 79

111

郵送 6/21 素案要修正 　1.無料配布を廃止する。
　2.(現行の)5,000円で上限を設ける。
　3.上限10万円を5万円程度まで下げるべき。

宮城区 栄 79

112

郵送 6/21 素案要修正 　2種の利用者（による金額）が少額であることによって廃止するの
には反対。少額ならば負担も少なく、選択の自由を残すべきだ。
　仮に2種廃止、2種(変形も含む）のみなら5万円までの利用者は
84.3％、現行負担は5,000円であるから概略1割負担となる。そこで、
各利用金額の1割負担としてはどうか。

泉区 上谷刈 70
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

113

郵送 6/21 素案容認 　素案通り実行してほしい。 不明 不明 不明

114

郵送 6/21 見直し反対 　高齢者に対しての配慮が欠如しているとしか思えない。地下鉄東西
線の採算制の不安が今後喫緊の課題と思われる一方、日本一の市営バ
スを備える仙台市にとって一段の財政悪化となるのではと懸念する。
とはいえ高齢者の負担増は認められず、年金生活者にとってこれ以上
の負担は死を意味する。もっと企業努力を。

太白区 緑ヶ丘 73

115

郵送 6/21 素案要修正 　1.無料の乗車証は不要。
　2.(現行の）5,000円を残し上限を設けるべき。
　3.5万円程度以上は利用者全額負担又は2割負担等とすべき。

宮城野
区

中野 77

116

郵送 6/21 見直し反対 　仙台市も事業仕分けをして無駄を無くしてから検討すべき。 不明 不明 不明

117

郵送 6/21 素案容認 　1.市の財政状況が極めて厳しい中で制度の維持は困難であり、負担
はやむを得ない。
　2.素案に賛成。システムの改良は多額であり、現行のものに少し手
を加えることにしてはどうか。
　3.不適正使用防止として、「注意事項」欄の①②を削除(了知のう
え申請している）し余白に厳しい文言を入れてはどうか。
　4.ボランティア活動を理由に反対や特例を求める意見は賛同できな
い。制度の趣旨をもっと分かりやすく説明してはどうか。

太白区 不明 72

118

郵送 6/21 素案要修正 　1.交付対象者は75歳以上が妥当ではないか。
　2.応益負担はやむを得ないが、秋保・作並・富谷地区の市バスがな
く他の交通機関に頼らざるを得ない地域の利用者の便宜を図るべき。
　3.2種の廃止はやむ無しだが、写真貼付や色分けなど不適正利用防
止策を図ったうえで利用限度1万円で交付することもあり得る。
　4.利用限度額10万円は、それで制度維持の見通しが立つのであれば
仕方がない。

青葉区 旭ヶ丘 82

119

郵送 6/21 素案容認 　素案通り進めてほしい。 不明 不明 不明

120

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。 不明 不明 不明

121

郵送 6/21 素案要修正 　1割負担はよいが上限を設けないでほしい。
　(上限を設けて)上限を超えたときは全額負担でなく1割又は3割負担
などといった検討をしてほしい。

泉区 実沢 80

122

郵送 6/21 見直し反対 　2種乗車証で通院と生活をしており、レジャー等には使用していな
い。
　生活に大切であり、廃止しないでほしい。利用限度額にも反対。

不明 不明 利用者

123

郵送 6/21 見直し反対 　応益負担に反対。
　1.「敬老」という老人福祉の基本理念を欠く。
　2.居住地域を考慮しておらず、公共交通機関の使命を投げ出し「市
民の足」に差別を持ち込むものだ。
　3,「厳しい財政」はこの制度が原因なのか。高齢が悪いことのよう
に感じる。

青葉区 中江 65
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

124

郵送 6/21 素案容認 　長年敬老乗車証制度を心配していた。
　現在77歳で、将監学区の当時より市長（当時学習課長）、初代地域
学習課長の指導にあたり現在に至る。
　メディアテーク、教育長と藤井元市長の歩みだ。

泉区 将監 77

125

郵送 6/21 見直し反対 　次の点について伺う。
　1.交通事業総予算額に占める敬老乗車証制度の補助負担割合。
　2.空席率の高いバスの改善にどのように取り組んでいるのか（空席
率について時間、曜日、月別、路線別の統計があれば公表を求む）。
　3.高齢者の社会参加促進による介護予防・商店街の活性化、空席率
の高い時間帯の利用によるメリットをシミュレーションできるか。
　4.3の結果から現行の年齢制限70歳以上を引き下げることを検討で
きないか。

泉区 虹の丘 73

126

郵送 6/21 見直し反対 　自分は1万円も使用していない。制度を維持してほしい。 太白区 南大野
田

71

127

郵送 6/21 　負担増でも良いので制度の存続を求む。
　今後の負担増は市全体の行財政改革、特に市議会議員定数の削減、
議員報酬及び政務調査費等の削減等、多種にわたって対処すべき。

太白区 南大野
田

72

128

郵送 6/21 素案要修正 　素案については賛成だが、利用限度額を選択制にしてはどうか。
　利用金額10万円以上の利用者の特殊事情を調査し、負担金額を1割
程度とするなど別途対応を検討してはどうか。

青葉区 川内 73

129

郵送 6/21 素案要修正 　高齢者の健康面からの配慮が無さすぎる（財政面からのみ検討して
いる）。
　費用負担区分をもっと広げてはどうか。
　1.年間制限なく利用可能（負担20,000円）
　2.年間上限を10万円（負担10,000円）
　3.年間上限を5万円（3,000負担）
　利益を多く受けたい人は負担額も多くすべき。

宮城野
区

東仙台 77

130

郵送 6/21 素案要修正 　1.自己負担10,000円は妥当。
　2.限度額10～15万円。
　3.生活保護　負担0円、限度額10万円
　4.不適正使用に処罰を。
　5.家庭内使用、長期不在者のカード使用を調査し防止すべき。
　6.男女別色分けを。

宮城野
区

幸町 70

131

郵送 6/21 素案容認 　市の方向に従うのでクリネックススタジアムの自由席入場券をサー
ビスしてほしい。

太白区 長町南 75

132

郵送 6/21 素案要修正 　1.利用上限1,5,10万円　負担1割。1万円は1/2負担としてもよい。
　2.男女色分けを実施し、本人のみ利用
　3.高額利用者も対象とする。

青葉区 二日町 81

133

郵送 6/21 素案要修正 　1.対象者70歳以上に賛成。
　2.応益負担をとるなら限度額設定に反対。高齢者の社会参加、介護
予防を目的として実施した制度なのだから、高額利用者もそれなりの
必要があって利用している。

若林区 沖野 74

134

郵送 6/21 素案要修正 　1割負担として、手続きは現行どおりを求む。 宮城野
区

岩切 71
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

135

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。 不明 不明 不明

136

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。
　将来的には3割負担が好ましい。

不明 不明 不明

137

郵送 6/21 素案容認 　素案に賛成する。
　身近に不適正利用する人が多い。防止方法の検討を。

不明 不明 不明

138

郵送 6/21 　説明会の日程が急すぎる。
　対象者数に比べ説明回数が少ない。各区の地域・町内会ごとに説明
するなど、市民の声が反映される行政であってほしい。

青葉区 宮町 68

139

郵送 6/21 見直し反対 　弱い立場の者、手を付け易いところから見直すという姿勢に不信感
を持つ。
　身内の正すべきところを第一に正し、支出を抑え無駄を省いてこそ
同意を得られるのではないか。

青葉区 不明 78

140

郵送 6/21 素案要修正 　1.交付対象者を80歳以上かつ市税納付者（10年以上）とする。
　2.利用者負担5,000～10,000円
　3.利用限度額は不要。

若林区 荒浜新 86

141

郵送 6/21 素案要修正 　応益負担は制度維持や公平性でやむなしと考えますが、1割負担を
若干アップしても利用限度額は撤廃してほしい。

太白区 柳生 71

142

郵送 6/21 見直し反対 　急激な改革は内容の是非を別として反発を生む。もう少し段階を踏
んで実施を。

青葉区 立町 81

143

郵送 6/21 素案容認 　素案には概ね賛成だが、非常勤行政委員の報酬、不透明な政務調査
費、市議の無駄な海外視察、アンパンマンミュージアム、地下鉄東西
線の採算制の検討をしないままの見直しに違和感を感じる。

青葉区 立町 81

144

郵送 6/21 見直し反対 　市議の政務調査費の使い方、臨時職員の多いことに驚いた。
　市長、市議、職員のことを考えてから高齢者のことを考えてほし
い。

青葉区 下愛子 79

145

郵送 6/21 素案容認 　負担金は支払わなければならないと思う。
　バスを降りる度に必要枚数を運転手に渡すのか伺いたい。

若林区 霞目 75

146

郵送 6/21 素案要修正 　応益負担は当然考慮すべきだが、利用限度額の設定やシステム対応
等かなり難しい課題が多い。
　現行制度を踏襲したうえで、1種の利用者負担額を月額1,000円（年
額12,000円）とし、年の中途で死亡（高度障害を含む）した場合は残
存期間の金額を申請により還付することにしてはどうか。

宮城野
区

鶴ヶ谷 85
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

147

郵送 6/21 素案要修正 　利用金額が1万円以内の方が多いので、例えば利用1万円まで1,000
円負担、10万円超の人はその都度1万円か5,000円のカードを追加して
はどうか。

若林区 不明 75

148

郵送 6/21 素案要修正 　利用上限を10,15,20万円などと段階的に設けてほしい。 泉区 70

149

郵送 6/21 素案要修正 　応益負担はやむを得ないが、利用限度10万円では高額利用者の外出
が減ってしまう。
　素案はそのままとして、利用が切れた以降は半年分を希望者に追加
交付してはどうか。
　不適正利用の防止についても検討して欲しい。

太白区 長町南 85

150

電話 6/21 素案要修正 対象年齢を段階的に上げていけばよい。（１年ごとに１歳ずつ上げ
て、将来的には、７５歳以上対象にする、とか。）また、車所有者や
免許証保持者は、敬老乗車証の対象から外したり、負担額を引き上げ
たりしてもよい。
また、制度を変えようとする時に、市民へのＰＲがまだまだ足りな
い。

泉区

151

郵送 6/22 見直し反対 　説明会には市長あるいは副市長が出席すべき。
　現行案で十分にやっていけるため、見直しに反対する。

泉区 不明 72

152

郵送 6/22 素案要修正 　1.不適正利用の防止
　2.2種乗車証の廃止に賛成
　3.手続きのことを考えれば応益負担より定額負担が妥当では。
　4.健康保持のため長期展望で取り組んでほしい。

泉区 桂 81

153

郵送 6/22 素案要修正 　素案に基本的に賛成。
　1.負担額1万円/年でカーﾄﾞ1枚（制度が簡単）
　2.5～10年ごとに制度の変更・見直しを行う（条例に規定）。
　3.既得権を主張する意見は参考程度にすべき。
　4.資料の作成は全体像を分かりやすく工夫を。

泉区 長命ヶ
丘

75

154

郵送 6/22 見直し反対 　2種廃止に反対。現行維持を求む。 若林区 今泉 65

155

郵送 6/22 素案要修正 　敬老乗車証の見直しはやむを得ない。
　応益負担の導入は妥当だが利用限度額の設定に反対。

泉区 黒松 79

156

郵送 6/22 素案要修正 　応益負担ではなく定額負担を望む。 泉区 南光台 79

157

郵送 6/22 見直し反対 　遺族年金を20万円以上受給している人も1,000円負担か？考えてほ
しい。
　交通機関がバスしかなく心配。これ以上の負担はできない。

青葉区 貝ヶ森 75

158

郵送 6/22 見直し反対 　2種廃止に反対。少額利用の弱者が廃止されるのは不合理だ。
　郊外に住んでいる人は税金も安いので不公平だ。

青葉区 立町 85
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

159

電話 6/22 見直し反対 見直しは絶対に反対。２０日の説明会にも行ったが、全く納得できな
い。自分は月額６万円の年金だけをたよりに、保険料や税金を賄って
いる。孫も養っている。肉も満足に食べていない。頼りは乗車証。市
長の報酬は高い。議員の政務調査費も問題。何故これまで日本を支え
てきた我々高齢者からだけ搾り取るのか。自分は７７歳になって丁度
「祝金」ももらえなくなった。こんなのばっかりだ。もはや死ねとい
われているような感じだ。

太白区 太白 77

160

電話 6/22 素案要修正 １０万円上限を設けるのはよい。しかし、複数枚交付だけはやっては
いけない。明らかに不正利用される。男女の色分けもけっこう。差別
に当たるなどという意見はお門違い。

161

電話 6/22 素案要修正 １割負担は賛成。しかし１０万円上限は設けないでほしい。 不明 不明 利用者

162

ＦＡＸ 6/22 素案要修正 ○第２種乗車証全廃は難しい。福祉施策として も必要な方々ではな
いのか。せめて5,000円分だけでも交付すればよい。
○１０万円以上の高額利用者への規制策として、①5,000円負担で１
０万円までの利用とする。②１０万円以上使いたい人には、更に
5,000円負担を課し、年間１万円負担とする。
○不正利用対策として、男女の色分け、抜き打ちの「ネズミ取り」の
実施、などを行えばよい。
○広報活動をもっと行うべき。

泉区 黒松

163

メール 6/22 素案要修正 利用上限額を１５万円まで引き上げて欲しい。あとは消極的賛成。
ただし、議会政務調査費、その他各部局の予算の適正運用等、無駄を
省くことが大前提である。
札幌市に倣って、「事業仕分け」したらよいのでは。

青葉区 南吉成

164

郵送 6/23 素案要修正 ・定額負担金を3種類とする。転入出時に処理が可能であるため。
　1.負担6,000円（限度24,000円）
　2.負担12,000円（限度50,000円）
　3.負担18,000円（限度100,000円）
・不適正使用防止のためカードに工夫を（色分けなど）。
・空席の多い時間帯の利用に敬老乗車証制度を生かすべき。

太白区 茂庭台 80

165

郵送 6/23 素案容認 　素案に賛成する。 不明 不明 87

166

郵送 6/23 素案要修正 　応益負担に賛成。
　限度額に3，5，10万円など段階を設けるべき（例えば年3万円の利
用者に10万円券は不要）。
　限度額に応じて負担割合に10，15，20％と差をつけるべき（一律1
割負担では受益額に大差が生じる）。

宮城野
区

鶴ヶ谷 74

167

郵送 6/23 素案要修正 　負担不均衡を解消するため、5万円以上の利用者から何割か負担す
ることの検討を。

若林区 若林 75

168

郵送 6/23 素案要修正 　社会・経済情勢の変化が激しいため、今回はあくまで「受益と負担
の不均衡是正」「不適正利用の防止」に焦点を絞った見直しを。
　①第1種　利用者負担5,000円→8,000円へ（低所得者1,000円据え置
き）
　　利用限度額100,000円/年に設定
　②カードの男女色分け
　③第2種　廃止

青葉区 桜ヶ丘 72

169

郵送 6/23 素案要修正 　①負担1,000円、限度10,000円
　②負担5,000円、限度50,000円
　③負担10,000円、限度100,000円
　④負担15,000円、限度150,000円
　説明会で「ボランティア活動に必要なので現行維持を」という意見
があったが、ボランティアはあくまで奉仕活動なので趣旨が違うので
はないか。

泉区 黒松 80
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

170

郵送 6/23 素案要修正 　複数枚を一度に交付するやり方は不適正使用につながる。複数枚を
交付するなら2枚目以降は使用中の乗車証を確認のうえ1枚ずつ交付
し、何枚目なのかを印字するやり方はどうか。不正防止にもなり、精
算の必要も無い。

青葉区 東勝山 74

171

郵送 6/23 素案要修正 　現行制度では本人が低所得者でも課税世帯であれば5,000円負担と
なる。利用者本人の所得に応じた負担となるよう改正してほしい。
　5,000円負担を10,000円に増額することはやむを得ないが、上限は
設けないでほしい。

泉区 高森 80

172

郵送 6/23 見直し反対 　見直し理由がずさんで敬老の意味を取り違えている。
　上限を設けることは無情で困る。
　上限を設定するなら個々人の交通費に応じた上限を。

太白区 緑ヶ丘 74

173

郵送 6/23 見直し反対 　上限を15～20万円位とし、距離に応じて設定してほしい（上限無し
を希望する）。

太白区 緑ヶ丘 74

174

郵送 6/23 素案容認 　素案には概ね賛成。ただし一括交付ではなく1枚ずつ1割（5,000円
なら500円）を支払って交付できるようにしてはどうか。

青葉区 不明 不明

175

郵送 6/23 素案要修正 　現行を維持し、以下の制度を。
　①5万円まで　1割受益者負担
　②5万円～上限15万円（又は上限なし）　2割又は3割上限無し
　全市一律は不公平だ。

泉区 将監 74

176

郵送 6/23 素案容認 　説明会に参加し、理解した。 太白区 太白 86

177

郵送 6/23 素案要修正 　高齢化が上昇傾向にあるので、対象年齢の検討を。 泉区 黒松 82

178

郵送 6/23 素案要修正 　高齢者が乗車するしないにかかわらず固定費は一定であり、経費増
は「乗車人数の重量アップによる燃費増」「制度運用のための事務費
の増」だ。
　この費用を産出し、その分だけ高齢者の負担額とすればよい。

若林区 大和町 70

179

郵送 6/23 素案容認 　利用者の金額の上限に応じて一部負担してもらってよい。 若林区 遠見塚 59

180

郵送 6/23 素案容認 　1万円の負担、限度10万円/年でよい。 青葉区 中山 80

181

郵送 6/23 素案要修正 　①対象は現行どおり
　②利用負担1万円（低所得者3千円）、限度10万円、交付は年２回と
し交付時に負担金を分納。
　③第２種は現行制度を維持。

青葉区 高松 77
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

182

郵送 6/23 素案要修正 　①年収提示（200万円以下）１割負担
　②年収提示なし　２割負担

宮城野
区

不明 64

183

郵送 6/23 素案容認 　素案に賛成、２割負担でも良い。 太白区 長町 68

184

電話 6/23 素案要修正 ・利用者負担額を増やすことは理解できるが、仕組みが複雑になるの
は反対。
・複数枚に分けて交付されると、いつ手持ち1枚分が5,000円に達して
しまうかをしょっちゅう確認しなければならず、ハラハラする。ま
た、高齢者は判断力が弱い人も多いので、間違って別方面のバスに
乗って、利用金額が嵩んでしまうということも十分考えられる。その
場合、乗車券の残額分を超えてしまった分を全額自己負担となるのは
とても困る。
・よって、利用者負担額が増えてもいい（2万円でも可）ので、交付
枚数は1枚で、従来通り無制限利用にして欲しい。

泉区 桂一丁
目

利用者

185

電話 6/23 素案要修正 現在は「２種」を使っている。一切廃止では困るが、負担の割合を見
直すのは仕方ない。町内で、意見を書くよう回ってきた（?)ので、改
めて意見を出す。

利用者

186

郵送 6/24 素案要修正 　上限なしの1割負担としてほしい。 青葉区 鷺ヶ森 73

187

郵送 6/24 見直し反対 　現行維持を希望する。市議や市長の所得をまず削るべき。 不明 不明 78

188

郵送 6/24 見直し反対 　議員の政務調査費など無駄を徹底的に洗い出してから市民に協力を
求めるべき。

太白区 長町 72

189

郵送 6/24 素案要修正 　ケガや要支援など、利用がわずかな人もいることを考慮してほし
い。

宮城野
区

鶴ヶ谷 83

190

郵送 6/24 見直し反対 　免許証を返納し、交通手段はバスだけ。外出することで健康を保っ
ており、値上げをしないでほしい。
　水族やミュージアムなど、市全体の支出を見直してから検討を。

不明 不明 利用者

191

郵送 6/24 見直し反対 　見直しに反対する。
　・ムダをなくさず福祉の支出、なおさら高齢者への支出を減らして
はならない。
　・敬老乗車証を利用することで交通政策に大きく貢献している。

不明 不明 91

192

郵送 6/24 見直し反対 　年金生活者にとって交通費は大きな出費となる。現行維持を。 太白区 東中田 81

193

郵送 6/24 素案要修正 　本人確認物と印鑑を持参させ、1万円券（負担2千円）、3万円券
（負担5千円）、5万円（負担7千円）の3種類とし、なくなったら購入
するシステムを導入すべき。無料はいけない。

宮城野
区

岩切 71
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

194

郵送 6/24 素案容認 　応益負担、1割負担に賛成。
　利用者の希望により5,000円の乗車券の枚数が自由に交付されるよ
う願う（10万円以下）。

若林区 霞目 74

195

郵送 6/24 見直し反対 　敬老乗車証は仙台の誇れる制度。現行維持を。 不明 不明 57

196

郵送 6/24 素案要修正 　利用者負担を1万円とし、限度額制限なしを希望する。 泉区 不明 80

197

郵送 6/24 見直し反対 　敬老乗車証はとても大切な福祉事業。現行維持を。 泉区 不明 61

198

郵送 6/24 見直し反対 　負担増は困る。現行維持を。 泉区 虹の丘 不明

199

郵送 6/24 見直し反対 　高齢者へのしわ寄せは言語道断で時期尚早。まず事業仕分けをし、
現行維持を。

泉区 鶴が丘 83

200

郵送 6/24 素案要修正 　・第1種　負担5,000円、年間利用限度5～10万円
　・第2種　負担500円、年間利用限度1万円
　以上2点を改正してから次のステップに移行を。

若林区 荒井 74

201

郵送 6/24 素案要修正 　・第1種の負担を現行の5,000円から10,000円へ
　・低所得者の負担を現行の1,000円から5,000円へ
　市議の人数削減、視察旅行の廃止を。

泉区 不明 71

202

郵送 6/24 素案要修正 　市中心部を基点として
　・遠距離　利用限度　200千円
　・近距離　利用限度　70～100千円
　負担割合は一律徴収として
　・遠距離　2～3万円　応分の負担はやむを得ない、
　・近距離　1万円
　システム上1枚5,000円はやむをえない。
　乗車証管理は利用者の自己管理である。
　第2種乗車証の廃止に賛成。
　不適正利用の防止を。
　健康維持、経済の活性化、孤立化防止のため制度の存続を望む。

青葉区 桜ヶ丘 74

203

郵送 6/25 素案要修正 　利用限度を5万円とし、それ以上は受益者負担が望ましい（利用者
負担は現行どおり）。

若林区 連坊小
路

73

204

郵送 6/25 素案容認 　ますます多くなる高齢者に対する市の対策を認めざるを得ない。 青葉区 国見 71
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

205

郵送 6/25 素案容認 　素案に賛成。定額5千円プラス1割の応益負担でもよい。
　低所得者の負担緩和策と事務処理の負担増が課題。

青葉区 台原 81

206

郵送 6/25 素案容認 　素案を見る限り、概ね妥当である。 若林区 大和町 38

207

郵送 6/25 素案要修正 　①1,3,5,7,10万円の5種類のカードを作成する。
　②利用者が自己申請して1割負担（1人あたり 大20枚の乗車証を持
つより良い）。
　③事故申請は7月に区役所に行くかハガキでするのはどうか。
　利用者も負担しなければならないと思う。

宮城野
区

鶴ヶ谷 74

208

郵送 6/25 素案容認 　見直しは良いことだ。1割くらいだったらありがたい。 青葉区 落合 87

209

郵送 6/25 見直し反対 　財源がないというがアンパンマンミュージアムや水族館（たまたま
中止になったが）などに出資するくらいなら高齢者の福祉に多少支出
する方がはるかに市民のためになるのではないか
　現行どおりで負担を増やさないでほしい。

不明 不明 68

210

郵送 6/25 素案要修正 　高齢者が降車の際に1割相当の運賃を支払うことで、支払いにもた
ついたり降車に時間がかかり、特にラッシュ時などにバスの定時運行
に支障をきたすことが大変心配だ。
　「1回100円」など簡便な方法を検討してほしい。

太白区 不明 45

211

郵送 6/25 見直し反対 　市議の海外視察や国内の調査等について厳しい意見が出ていること
に目をつぶることはできない。まだまだ無駄を、膿を出すことが必要
だ。
　現行制度の存続を強く望む。

若林区 若林 82

212

郵送 6/25 見直し反対 　素案は老人をいじめることになる。反対だ。 不明 不明 78

213

郵送 6/25 見直し反対 　遠方のため運賃が高く、応益負担には絶対反対だ。
　市の財政で見直すところがたくさんあるのではないか。現行維持
を。

若林区 六郷 62

214

郵送 6/25 見直し反対 　後期高齢者をいじめないでほしい。見直しには絶対反対だ。 不明 不明 不明

215

郵送 6/25 見直し反対 　見直せば経済的に苦しみ自殺者が増えてしまうおそれがある。反対
だ。

若林区 中倉 42

216

郵送 6/25 見直し反対 　素案に反対する。現行維持を。 泉区 将監 69
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

217

郵送 6/25 見直し反対 　素案に反対する。現行維持を。 泉区 不明 60

218

郵送 6/25 見直し反対 　見直しに反対する。現行維持を。 若林区 不明 71

219

郵送 6/25 見直し反対 　見直しに反対する。現行維持を。 若林区 遠見塚 74

220

郵送 6/25 見直し反対 　現行維持を求む。 若林区 中倉 64

221

郵送 6/25 見直し反対 　見直しに反対する。現行維持を。 若林区 若林 54

222

郵送 6/25 素案要修正 　①2種乗車証の廃止
　②利用限度額10万円
　③利用者の負担金
　　　限度額5万円（負担5千円）
　　　限度額10万円（負担1万円）
　④乗車証男女別色分け、貸し借り禁止の徹底（不適正使用防止）
　⑤低所得者の負担割合を小さくする案に反対（国民年金受給者の家
族は低所得者に含まれていない）。

泉区 不明 80

223

郵送 6/25 見直し反対 　敬老乗車証制度は経済波及効果のある福祉制度だ。「お金がなくて
も元気で活動的な高齢者」を増やすために現行維持を。

泉区 友愛町 65

224

郵送 6/25 見直し反対 　負担増の前に市役所の経費削減、市議の削減、バス事業の合理化
を。
　現行維持を求む。

太白区 不明 70

225

郵送 6/25 見直し反対 　病院でボランティアをしているが、負担増になると低所得の方が病
院に行けなくなると言っている。現行維持を。

泉区 不明 73

226

電話 6/25 見直し反対 赤坂２丁目町内会。街場に出るのに、往復1,200円かかる。「素案」
だと、年間週２回ペースでしか使えなくなる。上限設定は絶対にやめ
てほしい。
交通事業者にも協力してもらい、負担率を下げるなどして対応すれば
よい。

青葉区 赤坂

227

郵送 6/28 見直し反対 現行どおり 不明 70

228

郵送 6/28 素案要修正 「２種廃止」には賛成。また、男女色分けをすべき。また利用制限な
しとするかわりに「５～６割負担」としたほうが効果が上がる。

若林区 長町 82
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

229

郵送 6/28 見直し反対 現行存続 泉区 将監 68

230

郵送 6/28 見直し反対 現行存続 不明 52

231

郵送 6/28 見直し反対 高齢者が増えているので、事業費増は当たり前。消費税増などもあ
り、市バスの問題のような小さなことを問題にしても解決しない。現
行存続を。

若林区 不明 75

232

郵送 6/28 見直し反対 現状と課題の資料を見ても、見直しの必然性はないものと考える。現
行制度のまま存続を。

若林区 河原町 70

233

郵送 6/28 見直し反対 引き続き現行どおり存続を。 48

234

郵送 6/28 素案要修正 １万円まで増やすにあたり、段階的な負担増を希望する。平成２２年
度千円増。平成２３年度２千円増。平成２４年度２千円増。
上限設定はしないでほしい。

泉区 高森 87

235

郵送 6/28 素案容認 受益者負担は仕方がない。ただ、何年後かにまた簡単に見直しとなら
ないよう継続できるような制度を。

不明 74

236

郵送 6/28 素案容認 「１割負担、上限１０万円」はＯＫ。現行の「５千円／枚」を「１万
円／枚」と出来ないものか。利用期間を、１年間と、６ヶ月間の２通
りに出来ないか。

太白区 ひより
台

72

237

郵送 6/28 見直し反対 年寄りいじめ甚だしい。わずかな年金と乗車証だけを頼りに生きてい
る高齢者のことを考えてことがあるのか。私の年収は７０万円。実情
を把握した上で、議論をしてほしい。今回の見直しは大変にショック
である。

不明 77

238

郵送 6/28 素案容認 利用上限は１０万円以下がよい。男女の色分けも。 太白区 袋原 73

239

郵送 6/28 バス低床化をお願いしたい。 泉区 加茂 77

240

郵送 6/28 見直し反対 現行維持を強く求める。定年後、他人との会話も少なくなり、妻の
握ってくれたおにぎりを携え、乗車証で外出するのが唯一の楽しみ。
それを奪わないでほしい。

青葉区 木町通 72
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241

郵送 6/28 見直し反対 現行存続を。 泉区 長命が
丘

54

242

郵送 6/28 見直し反対 理由のはっきりしない値上げでは納得できない年寄り多い。市会議員
の１万円以下の領収書問題、海外出張の件、事業仕分けを。

泉区 南光台 77

243

郵送 6/28 障害者手帳を持っている。非課税者だけが優遇されているような気が
するので、障害者も含めて考慮してはいただけないものか。

72

244

郵送 6/28 利用者負担が増え、利用の手控えがあった場合、バス路線の減便・廃
止が懸念される。
ただ現行の使用（郊外の方で、一日2,000円以上使用）に不公平があ
るのは分かる。

青葉区

245

郵送 6/28 ①職員の給料10％削減　②議員の定数削減　③議員の給料削減　④政
務調査費０に　等々を改善すれば、「素案どおり」でよい。

青葉区

246

郵送 6/28 現行維持希望。国保料、介護保険、市民税などで残ったわずかの金で
生活している。病院代も大きい。体調のよい日にバスで出かけること
が唯一の楽しみ。何とか現状維持で。

70

247

郵送 6/28 素案容認 利用上限は１０万円以下がよい。利用者ももっと考えて利用するよう
にし、税金の無駄は無くしたほうがよい。

太白区 袋原 72

248

電話 6/28 素案容認 上限10万円、1割負担にするのは理解できる。負担金の支払い方法に
ついてどう考えているのか、示してもらえれば、意見が言いやすい
（先払いoｒその都度払いor後払いor）。また、その具体的な問題点
も。ホームページ等に「パブリックコメント」と表記しているが、分
かりづらい。高齢者に分かりやすい表記にしてほしい。

利用者

249

ＦＡＸ 6/28 素案容認 基本的に「素案」に賛成。初めから上限枚数を配ってしまうと、「期
間内に使い切ってしまわないと勿体無い」との心理がはたらき、削減
効果が薄れると思うので、数回にわたってカードを交付したほうがよ
い。
「２種」は素案どおり「廃止」でよい。

泉区 虹の丘 77

250

郵送 6/29 見直し反対 ようやくもらえる。楽しみ。現状維持でお願いしたい。 泉区 泉が丘 70

251

郵送 6/29 見直し反対 いろいろなところに乗車証でタダで行けるのが今から楽しみ。現状維
持でお願いします。

泉区 不明

252

郵送 6/29 素案要修正 利用上限１０万円は、市中心地から半径１０㌔以内とし、それ以上の
距離の人たちは「２０万円」まで認めて欲しい。

不明 75
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253

郵送 6/29 現行システムで敬老乗車証として使用可能なカードは も高額なもの
で5,000円⇒今後検討して欲しい。

太白区 長町南 80

254

郵送 6/29 素案要修正 高齢者の健康維持、街の活性など、影響の大きい制度であり、財政面
だけでなく、総合的な検討が必要ではないか。
具体的には「月額上限１万円、利用者負担１万円」

太白区 萩が丘 82

255

郵送 6/29 市の財政上の理由も理解できるが、値上げによる社会経済の活性への
影響が心配である。

泉区 不明 78

256

郵送 6/29 見直し反対 高齢者や介護に助かっている人は多い。審議会委員の皆さん、これま
でと同様の存続をお願いしたい。

不明 76

257

郵送 6/29 素案要修正 負担割合１割で利用上限なし。不正利用防止のため、身分証明書を持
参のうえ交付を行う方法。カードには顔写真（１０年分の経費を考え
れば安いもの）

不明

258

郵送 6/29 素案要修正 ２種廃止及び利用上限１０万円はＯＫ。ただし、利用者負担金は
「5,000円」を堅持のこと。

泉区 不明 80

259

郵送 6/29 素案要修正 2種廃止はダメ。年金が少ないので、乗車証がなくなったら、病院に
も行けない。

青葉区 八幡 87

260

郵送 6/29 素案要修正 「１０万上限で１割負担」では市の負担がまだ大きい。上限２～３万
円で利用者負担なしでよい。
通勤なのか、複数人使用なのか、なぜあんなに多い使用なのか分から
ない。

若林区 不明 50

261

郵送 6/29 素案容認 応益負担賛成。
複数枚交付では、平均５万円利用で１人あたり１０枚交付。相当数が
必要になり、事務費が増えることが懸念される。また、不正利用も心
配。男女の色分けは、すぐにでも対応せよ。

若林区 中倉 86

262

郵送 6/29 素案要修正 所得制限が要る。現役の医師やフルタイム会社員でも使っている。そ
のかわり６５歳から使えるようにして。ボランティアしたくても、交
通費がネックで消極的になる。
複数枚交付ならば、１枚ずつその都度交付すべき。

青葉区 不明
（仙台
駅まで
片道390
円）

63

263

郵送 6/29 見直し反対 現状のままでよい。 泉区 南光台 74

264

郵送 6/29 見直し反対 現状のままでお願いする。 泉区 南光台 87
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265

郵送 6/29 見直し反対 今後は値上げせず、現状のままでよい。 不明

266

郵送 6/29 見直し反対 現状のままお願いしたい。 泉区 南光台 83

267

郵送 6/29 見直し反対 現状維持でお願いする。 泉区 南光台 68

268

郵送 6/29 見直し反対 見直し絶対反対。応益負担では地域による不平等が大きい。福祉費の
１人あたり予算を元に戻せば解決する。

泉区 南光台

269

郵送 6/29 見直し反対 敬老乗車証のおかげで、ダンス、コーラス、洋裁教室、また仲間との
おしゃべりも楽しめる。無くなると出かけられない。継続希望。

太白区 黒松 73

270

郵送 6/29 素案容認 ２種は廃止妥当。不正利用の防止のために「男女の色分け」もよい。 泉区 南光台 78

271

郵送 6/29 見直し反対 現行維持希望。高齢者が健康で、若い人たちに迷惑をかけないように
するのが大事。今は介護保険も全く利用しておらず、それが社会貢献
と自負している。

泉区 南光台 76

272

郵送 6/29 見直し反対 システム改修に多額の費用がかかることにまず驚いた。日頃は感謝し
ながら、使いすぎないようにと心がけているが、どのように制度があ
るべきか、分からなくなってきた。
現行制度維持を願う。

不明 73

273

郵送 6/29 見直し反対 基本的には従来どおりがよい。限度額設定するなら「３５万円」、利
用者負担金は１万円。

泉区 不明 77

274

郵送 6/29 見直し反対 基本的には従来どおりがよい。限度額設定するなら「３５万円」、利
用者負担金は１万円。有効期限は３～５年

泉区 不明 80

275

郵送 6/29 見直し反対 現状維持を要望。これまでの予算の放漫執行のツケを高齢者に回す
な。

泉区 南光台 76

276

郵送 6/29 素案容認 現在２種乗車証を利用。「２種廃止」も「応益１割負担」もやむをえ
ない。

若林区 不明
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

277

郵送 6/29 素案要修正 ○１０万円上限、１割負担
○カードを提示して半額負担

社会参加・介護予防のほか、通院に使われるケースも非常に多い。
個々の事情を全て勘案するのは無理。
※「説明会」に参加したが、参加者の態度の悪さが気になった。市民
も反省すべき。

宮城野
区

燕沢 71

278

郵送 6/29 見直し反対 通院に利用している。色々大変かと思うが、現状維持を。 太白区 袋原 79

279

郵送 6/29 見直し反対 「審議会」では一定の負担増もやむをえないという意見らしいが、自
分は低所得者で、これ以上上げられたら生活苦で耐えられない。5倍
に値上げ（税制改正の軽減措置対象者と思われる）されたばかりで尚
のことつらい。何とか現状維持を。

太白区 鈎取 78

280

郵送 6/29 素案容認 見直しやむをえない。現在を切り抜けるためだけの見直しにならない
よう願う。年２回交付、単年度更新にしないことを望む。

泉区 大沢 73

281

郵送 6/29 素案容認 制度の見直しはよい。四郎丸は不便なので、バスがないとどこにも行
けない。

太白区 四郎丸 72

282

郵送 6/29 素案要修正 個人ごとの収入や身体状況に応じて利用可能な金額を決めたらよいと
思う。

不明

283

郵送 6/29 素案要修正 一律に利用上限額を決めるのは不公平。自分は山田自由が丘でシル
バーセンターまで往復1,000円以上かかる。逆に、街場の人は年間１
０万円など使いきれない。居住地を考慮して欲しい。

太白区 山田自
由が丘

75

284

郵送 6/29 素案要修正 「応益１割負担」には反対。交付事務量が増え、人件費も増えると思
うから。この事業が一種の共済事業と考えれば、現状維持でよいので
は。50億円程度の財源は市全体から見ればわずかなもの。上限１０万
円には賛成。仮に１万円負担にするのであれば、ボランティア等社会
貢献活動には減免措置など考えていくことをお願いしたい。

太白区 桜木町 83

285

郵送 6/29 素案容認 利用上限は１０万円でよい。身分証明書か写真を付けるとか、男女の
色分けとか、不正利用対策は必要。他人のカードを使うなどというの
は考えられない。

若林区 袋原 80

286

郵送 6/29 素案要修正 利用限度額を５～１０万円に設定し、携帯電話のように、限度額が過
ぎたら使えないようにすれば良い。

太白区 袋原 80

287

郵送 6/29 見直し反対 現状維持がギリギリ。老人福祉の点でよろしくお願いしたい。 泉区 虹の丘 75

288

郵送 6/29 見直し反対 見直し素案には絶対反対。現状維持を。 太白区 不明 65
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

289

郵送 6/29 見直し反対 今までどおりではだめなのか。現状維持が良い。 青葉区 吉成 68

290

郵送 6/29 見直し反対 現行どおりがよい。特に「２種」が廃止されるのは困る。 泉区 将監 73

291

郵送 6/29 見直し反対 乗車証はもともと無料だったのに、制度維持のため、第１種乗車証が
出てきた。我々は税金を納めている。市の使い方に問題があるのでは
ないか。現行維持を主張する。

太白区 将監 69

292

郵送 6/29 見直し反対 現行どおりにしてほしい。 泉区 赤石南 75

293

郵送 6/29 見直し反対 あと１年で対象になる。病院に行く交通費を考えると苦になる。早く
気にしないで通院できるようになって元気になりたい。現行維持して
欲しい。

泉区 不明

294

郵送 6/29 見直し反対 通院が複数個所になると交通費も大変。現行の制度を維持して欲し
い。

泉区 友愛町 72

295

郵送 6/29 見直し反対 見直し反対。現行維持を。
高齢者が健康で過ごすため、外に出る機会は大事。医療費がかさむよ
うになれば、市の負担も多くなる。

泉区 鶴が丘 66

296

郵送 6/29 見直し反対 見直し絶対反対。有料化により外出を控えるようになった例を多く聞
くし、さらに値上げとなれば、高齢者は家にいろと言われている様な
もの。素案は、何が何でも値上げの様子で、本当に市民意見を聞くと
いうのであれば、市政だよりにこれを組み込んで、より多く意見を集
めるべきだ。

泉区 上谷刈 75

297

郵送 6/29 見直し反対 対象者、利用者負担、上限額等、現状維持でお願いしたい。出発点は
「敬老」であり、これを忘れてはならない。低所得者対策も考慮して
欲しい。他都市で廃止・縮小の動きとなっているようであるが、仙台
市が模範となるべし。

泉区 将監 77

298

郵送 6/29 素案要修正 年金暮らしでやっとの生活。お金をかける楽しみは無理なので、バス
カードで郊外に出かけるのが楽しみ。生活の癒しとなっている。多少
の負担増は市の財政からやむをえないが、市議に渡す諸々のお金のあ
り方も見直して欲しい。

青葉区 北根黒
松

74

299

郵送 6/29 見直し反対 現状のままでよい。 泉区 不明 71

300

郵送 6/29 見直し反対 現状どおりの実施を強く希望する。「敬老」の意味を考えるべし。各
種委員の高い報酬を削減するとか、政務調査費や海外視察費の無駄を
削減すべきである。

泉区 長命が
丘

66
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

301

郵送 6/29 素案要修正 高齢者が努めて外出しようとする、仙台市が誇るに足る制度の存続を
希望する。制度の見直しは簡明なことが条件。例えば、第１種の負担
金を１万円にしてもよい。

宮城野
区

東仙台 81

302

郵送 6/29 素案要修正 １種の負担金は、１万円になっても仕方ない。上限設定は絶対にやめ
てほしい。

泉区 館 77

303

郵送 6/29 素案要修正 制度を大きく変えられるのは困る。5,000円⇒１万円になるというの
ならばよい。色々変えられると、老人はなれるのに時間がかかる。

泉区 館 87

304

郵送 6/29 見直し反対 現状のままでよい。 泉区 不明 72

305

郵送 6/29 素案要修正 対象者は「70歳以上」は是非そのままで。利用に応じた負担は仕方が
無い。男女色分けは是非実行を。

宮城野
区

不明 72

306

郵送 6/29 見直し反対 はじめに結論ありきの内容。無年金、低年金の高齢者への配慮が全く
感じられない。「老人は多年にわたり社会の進展に寄与した者とし
て・・・」（老人福祉法）としての施策の実施を切望する。

泉区 館 52

307

郵送 6/29 見直し反対 現状のままでよい。応益負担は市街地に住んでいる人とそうでない人
との間で不公平が生じる。１０万円の限度額では、郊外に多い介護施
設・病院への看病、見舞いにも行けない。所得の低い人でも利用しや
すい「第２種乗車証」の廃止には絶対反対。

青葉区 不明 71

308

郵送 6/29 自分がどの程度使っているか計算してみて、かなり利用していること
が分かって驚いた。週１回の買い物、クリニックへの通院、身体を整
えるための太極拳に使っている。どれも欠かすことの出来ないもの。
低所得者への負担割合の軽減は是非そうしてもらいたい。

青葉区 郷六 79

309

郵送 6/29 見直し反対 加齢と共に病院通いが増え、生活のどこを切り詰めていくか、頭が痛
い。交通費もかなりの高額。市民にやさしいこの制度を、現状のまま
残して欲しい。

若林区 若林 66

310

郵送 6/29 見直し反対 現状維持でお願いしたい。 泉区 虹の丘 78

311

郵送 6/29 見直し反対 太白区茂庭台居住。市内で もバス代がかかるエリアではないか。全
体の０．５％にあたる年間２０万円以上利用者は茂庭台の居住者では
ないか。この財税厳しき折、負担額が増えることはやむをえないとは
思っていたが、利用上限を設定されるなどとは思ってもみなかった。
それはやめてほしい。ただ、市議会議員の報酬、政務調査費、海外研
修のあり方及び職員の給料の見直しをしてから乗車証の見直しをやる
こと。

太白区 茂庭台 72

312

郵送 6/29 見直し反対 ２種乗車証の利用はわずか。存続させてあげればよい。利用額にアン
バランスがあっても、原点に返って考えてみればやむをえない。男女
別など不正利用防止策実施後、再度検討することとし、当面現状維持
でよい。

太白区 富沢 84
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

313

郵送 6/29 素案容認 素案全面的にＯＫ。もらえるものは何でももらい、既得権のようにい
うのはおかしい。係る経費の１割でよいというだけでありがたいでは
ないか。

宮城野
区

不明 78

314

郵送 6/29 見直し反対 通院や健康維持のために必要。原稿維持を望む。 太白区 黒松 76

315

郵送 6/29 素案容認 素案に賛成。また、独居老人で1,000円負担の人たちが周りにもいる
が、もう少し負担してもらっても良い。

青葉区 国見が
丘

76

316

郵送 6/29 見直し反対 自分にとって無くてはならない制度。負担も今ので限界。わずかな年
金から家計は火の車。

泉区 北中山 85

317

郵送 6/29 見直し反対 市の中心部から遠くなるほど負担が増える仕組みはもってのほか。い
まのままでよい。老人福祉費を減らしておいて、ごまかさないでく
れ。

泉区 不明 70

318

郵送 6/29 素案要修正 現在、通院、買い物等で週２、３回利用している。市街地に住む人と
較べれば２～３倍は交通費もかかる。
「利用限度額１２万円（月１万円）、１割負担」を提案。（出来れば
「上限１５万円」であればいうことない。）

太白区 坪沼 77

319

郵送 6/29 素案容認 制度は時代と共に見直してよい。素案賛成。やはり４％の人が金額で
２５％も使っているのは、不公平である。年３回くらい交付の機会を
設けて欲しい。

宮城野
区

鶴ケ谷
北

65

320

郵送 6/29 見直し反対 現行制度維持。 太白区 永和台 56

321

郵送 6/29 見直し反対 現行制度を守るべし。財政を厳しくしたのは老人ではない。ゼネコン
奉仕の市政こそ犯人である。

宮城野
区

鶴ケ谷 69

322

郵送 6/29 見直し反対 多少の交付時負担が出るのは仕方ないが、上限設定されるのは困る。 泉区 館 83

323

郵送 6/29 見直し反対 夫（障害１級）の入院で毎日病院通い。値上げされたら通えなくな
る。現行制度で大いに助かっているので、現行を維持して欲しい。

宮城野
区

鶴ケ谷 76

324

郵送 6/29 見直し反対 負担を大きくする見直しには反対。「アンパンマン」などの無駄遣い
をやめて、老人をこれ以上いじめるようなことはしないでほしい。

若林区 今泉 75
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

325

郵送 6/29 見直し反対 実質的な値上げに反対する。少数の者が大口利用しているのが財政圧
迫の要因。一定程度の所得がある方への交付制限などして、福祉本来
の目的を達すべし。

泉区 長命が
丘

69

326

郵送 6/29 見直し反対 市の財政を苦しくさせたのは高齢者ではない。弱者を守るのが政治。
負担を軽くする方向を望む。不要な部分に市は金をかけ過ぎ。

宮城野
区

鶴ケ谷
東

70

327

郵送 6/29 素案要修正 この制度は全廃すべき。暫時の猶予策として、子供と同様の半額負担
を提案する。

宮城野
区

東仙台 81

328

郵送 6/29 見直し反対 制度見直し絶対反対。無駄な地下鉄工事や、アンパンマンミュージア
ム、市議の海外視察を削ればなんと言うことは無い。見直し素案撤回
せよ。

不明

329

郵送 6/29 見直し反対 制度見直し絶対反対。市は金が無いなどというが、4,100億円を超え
る財政のほんの0.06％をこの制度に振り向けるだけで十分。高齢者を
粗末に扱うな。断じて認められない。

不明

330

郵送 6/29 見直し反対 制度見直し反対。高齢者は仙台を育ててきた功労者だ。敬老のための
支出を惜しんではならない。10年後にたったの７億円増ではないか。
とくに第２種を廃止するということは、あってはならない。

不明

331

郵送 6/29 見直し反対 見直しをやめよ。素案の許せないところは、上限を設けることと、第
２種を廃止するところ。２０枚の金券商品を発行することは道義的退
廃を促進する。福祉を金で買うやり方を促進させる 悪の制度改悪
だ。絶対に認められない。

不明

332

郵送 6/29 見直し反対 見直しをやめよ。素案の許せないところは、上限を設けることと、第
２種を廃止するところ。２０枚の金券商品を発行することは道義的退
廃を促進する。福祉を金で買うやり方を促進させる 悪の制度改悪
だ。絶対に認められない。

不明

333

郵送 6/29 見直し反対 この上ない 悪の見直しであり、作業をストップさせろ。奥山市長の
作業姿勢は、金がなければ福祉の恩恵にあずかれないということだ。
作業やめよ。

不明

334

郵送 6/29 素案要修正 カードをもらう際に、いくらかお金を多く負担するのはよいが、その
他の改正は反対である。

泉区 館 77

335

郵送 6/29 見直し反対 敬老乗車証について、新たな高齢者への負担を強いることは許さな
い。自分たち団塊の世代の人口増を理由に、その手前から負担増を強
いるというのは、自分たちへの冒涜。市の財政危機は敬老乗車証がも
たらしたものではない。見直しは必要ない。

泉区 南中山 62

336

電話 6/29 素案容認 年間利用が5万円以下の人が大半なのだから、上限10万円は妥当。子
どもも半額の料金がかかっているのだから、負担をするのは当然のこ
と。自分は年間利用が5万円以下なので、5万円以下の設定なども考え
て欲しい。金額の設定は、3段階程度あるといい。

利用者
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

337

メール 6/29 素案要修正 基本的に廃止でよい。財政逼迫の中、子供関係に予算をまわすべき。
本当に社会に尽くすとすれば、今の給付にすがることなく、孫の世代
がより豊かな社会になるよう財源の移動を口にすべきである。
現状ありきの地点から議論がスタートしており、大胆な提言となって
いない。一割負担など若干の現状修正などではなく、低所得者を除き
対象外とすべき。

泉区 高森 60代前半

338

郵送 6/30 見直し反対 おばあちゃんが病院に行ったり、友達の家に遊びに行ったりできなく
なる。これまでどおりで。

不明 24

339

郵送 6/30 見直し反対 老人いじめが目立つ行政だ。健康で動けるためにも乗車証はこれまで
どおりで絶対に必要。

不明 72

340

郵送 6/30 見直し反対 見直し絶対反対。少ない年金から差し引かれるもの多く、どうやって
生きていけばいいのか。高額の年金の人ばかりではない。弱いところ
にしわ寄せするな。

不明

341

郵送 6/30 素案要修正 ①５万円までの利用は現行どおりとし、②５万円を超えて使う方は、
負担金１万円で、さらにもう５万円まで利用可。そこで打ち切り。

不明

342

郵送 6/30 素案容認 ３年間は「素案」どおり。４年目からは「応益負担２割、５万円上
限」とせよ。

不明

343

郵送 6/30 素案要修正 市民説明会にも参加した。個人的には「上限１２万円（月１万）」が
よい。

泉区 向陽台 75

344

郵送 6/30 素案要修正 市民説明会にも参加した。個人的には「上限１２万円（月１万）」が
よい。

泉区 向陽台 75

345

郵送 6/30 見直し反対 「敬老」と名の付く乗車証である。高齢者の増加に見合う福祉予算を
増額し、他を削るべき。高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりこ
そ市政の果たすべき役割だ。

不明 68

346

郵送 6/30 素案要修正 制度の見直しもなるほどと思うが、車も持たない１人暮らしなので、
負担金額を上げても、そのほかは今までどおりで。

泉区 館 80

347

郵送 6/30 素案要修正 敬老乗車証の目的は、高齢者の社会活動を皆で応援し、健康で明るい
老後を過ごし、介護の負担軽減に資するもの。
負担は使用頻度による一定割合とする。使用活動状況を報告させるよ
うにすればよい。

泉区 歩坂町 82

348

郵送 6/30 見直し反対 制度の改悪に反対する。高齢者の利用者ラッシュ時間以外で、どうせ
空気を運んでいるような状況。そろばん勘定がお粗末。

不明 83
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

349

郵送 6/30 見直し反対 年金は減り、介護保険、健康保険、税金は増えた。仙台市も議員の手
当や海外旅費の廃止、定数の更なる削減などで赤字の解消に努めるべ
き。弱いものいじめはやめなさい。

若林区 一本杉
町

80

350

郵送 6/30 見直し反対 「２種廃止」には大反対。1万円も使っていないのに、かたや１０万
円以上超える体力も気力もある人と同じにされては困る。弱者いじめ
は止めてください。仙台は税金が高いのに、これ以上の負担はひどす
ぎる。

不明 81

351

郵送 6/30 素案要修正 居住地域による利用料金に大きな差があり、利用上限１０万円はや
め、これまでどおり上限なしとしてほしい。応益負担自体はやむをえ
ない。

若林区 沖野 78

352

郵送 6/30 見直し反対 高齢者の社会参加に絶対に必要。ただ「２種」はなくしてもよい。市
の「事業仕分け」が必要であり、とりわけ議員の高額な報酬は考えら
れない。弱いものいじめの負担増には反対である。

太白区 不明 70

353

郵送 6/30 見直し反対 乗車証は、当初全くの無料であった。「有料化」さらには「値上げ」
となれば、「老人福祉法」に違反するのではないか。どのように解釈
したらいいのか。

不明

354

郵送 6/30 見直し反対 現行制度のまま維持。 不明

355

郵送 6/30 素案要修正 市行政の始まって以来、市議会を通さずにパブコメを行なったのは画
期的。やっと市も本来の民主主義になったのか。
「素案」の上限１０万と５万の２種類のカードをつくり、男女の色分
けもするべき。ただし、１枚のカードにするべき。

宮城野
区

不明 76

356

郵送 6/30 素案要修正 １種乗車証の低所得者対策「1,000円」は安すぎる。段階的に「2,000
円」「3,000円」としていくべき。本来の「5,000円」も徐々に上げる
こと。

宮城野
区

榴岡 82

357

郵送 6/30 見直し反対 議員の数を減らせば乗車証も現状のままでいけるのではないか。その
他にも事業仕分けで削るものがある。

宮城野
区

五輪 80

358

郵送 6/30 素案要修正 市民税納付者にのみ交付し、低所得者も同等の負担とする。２種乗車
証は廃止。上限設定が低すぎるので、１５万、２０万と段階を設けて
欲しい。

不明 77

359

郵送 6/30 素案要修正 廃止ではなく、持続させるための見直しという姿勢はよい。問題はい
かに不公平感を与えないようにするのか。通院等で頻繁にバスを利用
せざるを得ない方々を手厚く受益できるような仕組みとして欲しい。
（申請等で）

青葉区 柏木 38

360

郵送 6/30 見直し反対 年金少ないので、見直し反対。 不明

31



方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

361

郵送 6/30 見直し反対 引きこもり老人が増えるのではと心配。気軽な社会参加が出来なくな
り、経済効果も下がりよくない。弱者にもっと優しい行政を。

不明

362

郵送 6/30 見直し反対 年寄りいじめの見直し。皆が家に引きこもり、社会参加も出来ず、よ
いことは無い。明るく笑顔の絶えない街づくりのためにも見直しには
絶対反対である。

不明

363

郵送 6/30 見直し反対 負担が増えると、母が買いものにいけなくなる。病院にも行けなくな
る。健康で文化的な生活が営めなくなる。

不明 50

364

郵送 6/30 見直し反対 役所は、県民税・市民税・介護保険等、我々の収入から天引きしてい
る。３割以上は人件費の削減をして、予算の組み替えもやって、我々
の大切な税金なので、先ずやるべきことをやってから見直しを考えて
欲しい。

不明 74

365

郵送 6/30 素案要修正 「応益負担２割」にして、カードは１枚交付の後、利用の都度２割を
払うようにすればよい。利用者の利便性を考慮し、土・日の午前中の
仙台駅前行の便数を増やして欲しい。

青葉区 西勝山 75

366

郵送 6/30 見直し反対 見直し反対。難しくてよく分からないが、今までどおりに。 不明 86

367

電話 6/30 素案容認 上限を設ける事には賛成。ご本人は身体障害があり、バスでは不安が
あるためにタクシーを利用している。杖をついているなど、バスでの
移動が危険な高齢者のために、タクシー利用もできる敬老乗車証制度
にしてほしい。バスを使える元気な高齢者だけが得をするのは不公平
に感じる。

宮城野
区

対象年齢だが利用せず

368

ＦＡＸ 6/30 素案要修正 利用者負担はこれまでどおり5,000円とし、そのまま５万円上限とし
て使えるものとする。５万円を超えて使う人は、１割負担で使うこと
が出来るようにする。

青葉区 水の森 67

369

郵送 7/1 素案容認 素案に賛成。（宮城野区の説明会に参加） 宮城野
区

東宮城
野

77

370

郵送 7/1 見直し反対 社会参加活動の広がり、健康維持、消費の確保等役に立つことは多
い。見直しに反対する。道路ばかり作る必要はない。

不明 72

371

郵送 7/1 見直し反対 税負担も多く、日々の生活も苦しくなるばかり。自分たちが70歳にな
る頃には、もう乗車証も無くなっていそう。それに比して公務員ばか
り優遇されている。年金も保証されているし。こんなパスのことで頭
を使うのはばかばかしい。
自分の両親は「２種」を使っている。これすら無くそうとする、市当
局にはあきれ果てるばかり

不明 38

372

郵送 7/1 素案要修正 市民センターのダンスに参加するため、週３回＝年１４４回利用して
いる。１回あたり1,440円（往復）なので、年間20万を超える。見直
しがあれば、制度の内容によっては、使えなくなる。どうか良案にて
制定いただきますよう。

泉区 泉が丘 77
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373

郵送 7/1 素案要修正 所得に応じた負担とし、上限は現在の２種と同様「１万円」までとす
る。
２種の廃止は、我々にとって死活問題。むしろ低所得者が多く使って
いる２種の利用額を上げて欲しい。

不明

374

郵送 7/1 見直し反対 金持ちには必要ないかもしれないが、何十年も働いてきた方々が、高
齢になって通院や、買い物、ボランティア等に活用する乗車証は必
要。市民の健康と幸せのため、優しい行政を。

不明

375

郵送 7/1 見直し反対 見直し反対。現状維持を望む。予算の使い道を見直しなさい。老人福
祉法に基づいて施策を推進して下さい。現行制度による経済効果を算
出して下さい。

泉区 長命が
丘

62

376

郵送 7/1 見直し反対 現行制度を維持すべし。見直し反対。少額利用と多額利用の受益と負
担の均衡を図るという考え方は、この制度の趣旨に反する。また市の
郊外に住む人に不利。事業費が増えて困るというが、高齢者が増えれ
ばそれに見合う予算措置をするのが筋。本気で見直しの意見を求める
のであれば、全世帯に配布し一ヶ月は期間を設けて聞くべきだ。

不明

377

郵送 7/1 素案要修正 応益１割負担で、年齢証明書の提示を義務付ける。 泉区 南光台 68

378

郵送 7/1 見直し反対 あっちもこっちも負担増で、「足」まで奪うのか。敬老の心はどこに
行ったのか。２種を残して、その他も今までどおりがよい。

不明 70

379

郵送 7/1 存続希望。通院、買い物、図書館通いも楽しみだ。これもこの制度が
あったればこそ。是非とも存続を。

青葉区 滝道 82

380

郵送 7/1 素案要修正 利用者負担がないなら、とりあえずもらっておきたいと考え、使わな
いのにもらっていた。必要な人の応益でやっていけばよい。今後将来
的に制度自体がなくなってしまうのはさびしいので、負担増は受け入
れる。
毎回乗る都度小銭を用意するのも大変なので、一定距離以上の利用で
負担をとるというのはどうか。

泉区 高森 50

381

郵送 7/1 「介護予防にも効果が･･･」とあるが、その根拠はあるのか。市の資
料によれば、経済的な理由で外出できない高齢者は、全体の0.9％。
一部の元気なお年寄りだけが頻繁に使うのであれば、本来の目的から
ズレてはいないか。タクシー料金補助がないのも不公平。介助がなけ
ればバス等乗れない方も多く、なぜ交通料金を援助することが「社会
参加と介護予防の促進」になるのでしょう。多額の税金が使われる事
業なので、費用対効果の客観的なデータを示してもらいたい。

不明

382

郵送 7/1 見直し反対 地下鉄の累積赤字はそのままに、高齢者福祉事業は利用者に負担を求
めるとは、現市長の考えを知りたいものだ。市民への配慮より職労組
合への配慮を優先させるのか。
１．高額利用と低額利用　２．健常者と病弱者　３．高所得と低所得
４．市中心と遠隔地　以上に配慮したうえ、さらに、市長の現地での
説明のうえ、はじめて再検討する。　宮城野区の市民説明会に参加し
た。この参加者の合意は重いと思うが。

宮城野
区

不明 76

383

郵送 7/1 素案容認 見直しは原則賛成。持続可能な制度とすることが大事。低所得者への
配慮は必要。
交付対象者に証明書を発行し、呈示により、区役所、交通局、宮城交
通窓口等で随時交付出来るようにすれば便利でよい。

太白区 羽黒台 69

384

郵送 7/1 素案容認 ２種を全廃では困る。5,000円券×２枚を1万円で交付して欲しい。
初めから１万円分を購入せよと言われても、応じられない。

太白区 八本松 84
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385

郵送 7/1 見直し反対 現在の乗車証には助かっている。区役所の手続き等にも気兼ねなく行
けている。負担額はあまり上げないようにしてほしい。

泉区 南中山 74

386

郵送 7/1 素案容認 健康販売会社の特売を目当てに、市内を東方面から北方面へと乗り継
ぎ利用までする輩もいる。そうした利用が年間２０万円超になってい
るのである。遠方の交付者だけを特別優遇する必要はない。
※交付対象者は６８歳からが望ましい。

宮城野
区

平成 66

387

郵送 7/1 意義の有る制度であり、継続を願う。データ上、5.5％の者が経費の
約30％を占めている状況を詳細に調査し、対策を検討することが必要
である。

宮城野
区

鶴ケ谷 68

388

郵送 7/1 素案要修正 上限１０万円には賛成。そのほかは、出来るだけ現行維持が望まし
い。

泉区 将監 77

389

郵送 7/1 素案容認 １割負担致し方ない。上限１０万円も結構。交付は何回かに分けて
行ってほしい。

泉区 将監 75

390

郵送 7/1 素案要修正 少額利用者と多額利用者の不均衡是正のためにも、「１割負担　上限
５万円」でよいのである。現行あるいは１０万円もの上限設定では、
利用者は近所の店を利用せず大型スーパーに買い行くだけ。地元の店
も無くなり、それが不便である。

泉区 将監 73

391

郵送 7/1 素案要修正 負担増に賛成。上限は５万円まで。 不明

392

郵送 7/1 見直し反対 このまま続けて欲しい。 不明 75

393

郵送 7/1 見直し反対 老人の楽しみを奪うな。いままでどおりでお願いしたい。 不明

394

ＦＡＸ 7/1 素案容認 制度の見直しは必要と思うが、市の発表を見る限り分析が不十分。
もっと高額利用者の実態を調査してから改善を図るべき。
しかしその上で、受益者負担、乗車回数の制限はやむをえない。ま
た、不正利用防止のため、顔写真添付カードにするのが望ましい。

泉区 鶴が丘

395

ＦＡＸ 7/1 見直し反対 高齢者を自発的に外出させることが出来る素晴らしい制度。また、周
辺部の利用者も、市街地の利用者も同じように使えることも平等でよ
い。支出の大きさだけを取り出し帳尻あわせするべきものとは違うと
思う。
しかし、やみくもに高齢者優遇を述べるつもりはない。将来を担う子
供たちに影響を与えずには済まないというところまで来ているのだと
すれば、やはり負担増に踏みきるしかないとも思う。善い物は死守す
る仙台市政の結論に期待したい。

太白区 緑ヶ丘 74

396

メール 7/1 素案要修正 社会参加とは高齢者が街に出かけていくことなのであろうか。「70歳
以上で非課税の方は３割引でバスカードを買える。課税対象者ならば
一般料金」というのが私の持論。財源を別の福祉に充てるべきで、利
用限度額なしとか、利用者負担なしなどというのはとんでもない話で
ある。

不明 69
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397

窓口 7/1 素案要修正 ★封書
○利用金額10万円超の2,808人について、名前・住所・利用金額等の
一覧を造っているのか。利用限度額を設定するからには個人別の利用
実態把握は必須。
○応益１割負担はやむをえない。カードの交付方法等は課題。純粋な
応益負担はすぐには難しい。
○２種は当面廃止せず、500円or1,000円で「１万円限度」にしたらよ
い。利用者は３万人もいる。
○郊外利用者もいる「一律10万円上限」には反対。

太白区 ひより
台

398

郵送 7/2 素案要修正 段階的に上げて欲しい。まず来年度からは「１万円負担　上限なし」
で、５年後くらいに再検討する。

太白区 中田 78

399

郵送 7/2 素案要修正 段階的に上げて欲しい。まず来年度からは「１万円負担　上限なし」
で、５年後くらいに再検討する。

太白区 中田 78

400

郵送 7/2 見直し反対 通院に利用している。今後も存続を。 泉区 南光台 88

401

郵送 7/2 素案要修正 今年７０になる。これからは車の運転も厳しくなるので、現状を改訂
してでも何とか存続を。第１種は「負担金5,000円　利用上限３万
円」、第２種は「変わらず」でどうでしょう。

泉区 桂 69

402

郵送 7/2 素案要修正 応益負担賛成。今まではあまりに大雑把すぎ。細分化して公平さを
図って欲しい。「１万円上限　５％負担」「３万上限　7.5％負担」
「５万上限　１０％負担」「７万上限　12.5％負担」「１０万円上限
１５％負担」

泉区 将監 76

403

郵送 7/2 見直し反対 現行制度維持を。改悪反対。 泉区 山の寺 66

404

郵送 7/2 素案要修正 「１万円負担　上限なし」でよい。上限設定は手続きが煩雑になるの
で、要らない。第２種を３千円くらいの負担に負担にしてはどうか。

泉区 天神沢 73

405

郵送 7/2 素案要修正 自分の場合、１ヶ月で１０往復くらいで上限ｵｰﾊﾞｰになる。負担額は
増額でもよいので、上限設定はやめてほしい。現在の形が 良。

太白区 八木山
弥生町

80

406

郵送 7/2 素案要修正 「利用者負担１万円　上限５万円」を希望する。７０歳以上で年間１
０万円以上の利用というのは、普通の方々とは違う利用と考える。是
非平均的な利用の仕方で決定してもらいたい。５万円以上は使わせる
な。

泉区 高森 69

407

郵送 7/2 見直し反対 買い物、メディアテークでの催し物等、非常に助かっている。現状の
まま、値上げなどしないでお願いしたい。

泉区 長命が
丘

71

408

郵送 7/2 素案要修正 「３割負担　上限１０万円」とすると、利用者、市と平等になると思
う。それでも７割引だ。

太白区 不明 73
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409

郵送 7/2 見直し反対 今年から対象になる。今までご苦労様といった意味の嬉しいプレゼン
ト。今までどおりでお願いしたい。今後も高齢者は増えるので、それ
で困っているというのなら、予算の使い途の再検討が必要なのでは。

泉区 友愛町 69

410

郵送 7/2 見直し反対 大変助かっているとの声を多く聞く。是非現行維持を。 太白区 友愛町 69

411

郵送 7/2 素案要修正 やむを得ないので、基本的には見直し賛成であるが、上限設定には反
対する。また、市職員の削減、議員定数の削減、小学校の統廃合によ
る教員人数の削減等、合理化を図ってから進めることを条件とする。

宮城野
区

鶴が谷 80

412

郵送 7/2 見直し反対 現在の方法や、負担を変更しないで欲しい。 不明

413

郵送 7/2 素案要修正 継続前提なのは大変結構だが、１０年先には又見直しの必要が出てく
ると思われ、もっと思い切った改正を検討したらよい。「２～５割負
担　利用上限なし」とは出来ないものか。また遠距離利用者と地下鉄
沿線利用者の地域間の公平性を確保できないものか。

宮城野
区

白鳥 69

414

郵送 7/2 見直し反対 素案の２、３、４に反対。現行維持でお願いする。 宮城野
区

平成 70

415

郵送 7/2 見直し反対 改悪反対。７０歳を楽しみにしている老人がどれほどいるか分からな
いのか。ボランティア、病院、買い物と外出を控えて、引きこもりが
増えるのが目に見える。弱いものいじめは絶対反対。

不明 71

416

郵送 7/2 見直し反対 現状維持のままお願いする。他に見直すところがあるでしょう。 若林区 沖野 71

417

郵送 7/2 見直し反対 現状維持でお願いする。高齢者いじめはするな。 若林区 大和町 76

418

郵送 7/2 見直し反対 見直ししないで、現行制度のまま使えるようにしてほしい。 若林区 不明 60

419

郵送 7/2 素案要修正 ２種廃止には賛成。4.3％の人が１０万円以上使っているというの
は、通勤などが考えられるので、利用限度額は５万円ではいかがか。
１万円、２万円、３万円のカードを用意し、負担割合は１０％でいか
がか。

青葉区 高砂 83

420

郵送 7/2 素案要修正 基本的には、現状維持が望ましい。市の財政上無理であれば、「１割
負担　上限なし」でやってほしい。

泉区 南中山 92
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421

郵送 7/2 見直し反対 現状のままでよろしく。 若林区 遠見塚 55

422

郵送 7/2 見直し反対 現行制度維持でお願いする。 若林区 不明 30

423

郵送 7/2 見直し反対 是非とも現行維持でお願いしたい。 若林区 若林 83

424

郵送 7/2 見直し反対 現在通院中なので、よろしくお願いする。 太白区 南光台 93

425

郵送 7/2 見直し反対 負担金を増やそうという計画を取りやめよ。市民説明会の説明は末端
職員の説明であり、政策決定の責任ある人間が出席するべきではない
か。決まった路線を納得させようとするセレモニーに過ぎない。

不明

426

郵送 7/2 見直し反対 乗車証はこれ以上ない優れた福祉施策で、見直しはあってはならな
い。上限設定、応益負担をつけるのは、高齢者に大きな負担と苦痛を
与える。「制度維持」のためとは真っ赤なうそで、ぶちこわすための
計画だ。

不明

427

郵送 7/2 見直し反対 制度見直しは困る。高齢者運転免許証の返上を呼びかけられており、
私は現在あまり使っていないが、今後そうなったときに値上げされ自
己負担が増えているようなのは困る。免許返上を薦めていながら、こ
ういう制度見直しは矛盾だ。

不明

428

郵送 7/2 見直し反対 このまま維持を。これまで懸命に働き、戦中・戦後を生きてきて、よ
い教育を受けてこなかった。それでも義務は果たしてきた。歳をとっ
た現在、移動に乗車証は頼りで、値上げするなら、とても買えなくな
る。

不明

429

郵送 7/2 見直し反対 目的や利用を度外視に、使った分だけ払えというのは、もはや福祉で
はない。高齢者福祉の名を返上してからにせよ。乗車証の大原則は
「負担なし、使用制限なし」で、ここから逸脱している。

不明

430

郵送 7/2 見直し反対 上限設定、負担金増反対。乗車証制度が改悪されると、高齢者のかな
りの数は使えなくなり、交通局はまとまった客を失い、高齢者の社会
参加が減り、病人は増える、よい事な何ひとつない。こんな簡単なこ
とも見失っている。

不明

431

郵送 7/2 見直し反対 高齢者が出歩き、街が潤い、交通局も潤う。お年寄りの社会参加促進
という、子供でも分かる理屈を、仙台市は返上しようとしている。見
直し計画反対。

不明

432

郵送 7/2 見直し反対 見直し反対。例えば大阪では制度当初の姿をそのまま維持している
が、財政破綻したというのは聞かない。市長は、土木予算偏重で、今
後５年以降、財政不足見込み額を1830億円の赤字と予定している。こ
れが根本的な問題であって、高齢者の増加が問題なのではない。問題
をごまかすな。

不明
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433

郵送 7/2 見直し反対 審議会への資料が、市民説明の資料と別物になっており不誠実極まり
ない。審議会へは、住んでいる地域によって利用回数に影響が出るこ
と、不適切な利用のおそれがあることが示されていた。これが市民説
明会では、利用者の乗車証管理の問題にすり替わっている。こういう
やり方は 初からやめ、出直しせよ。

不明

434

郵送 7/2 見直し反対 制度見直し反対。年寄りの年金は減るばかり。介護保険、後期高齢者
医療、各種税金。どこに余裕があるか。仙台市は比較的収入の少ない
人々が使っている２種乗車証を廃止しようとしている。こういう人た
ちを制度から追い出そうとしている。

不明

435

郵送 7/2 見直し反対 見直し反対。３７年間にわたって市民に定着している制度であり、も
はや高齢者だけのための制度ではない。「仙台市民でよかった」と全
ての世代に希望を抱かせるもの。負担増絶対反対。

不明

436

郵送 7/2 見直し反対 上限設定、応益負担の導入計画をやめよ。居住地によって負担が違う
のは当たり前。収入によって負担感が違うのは当たり前。弱者にしわ
寄せするという冷酷な論理の具体化だ。仙台市はいつからこんなに冷
酷になったのか。

不明

437

郵送 7/2 見直し反対 見直すべきでない。他に見直す問題はたくさんある。地下鉄東西線へ
の資金注入をはじめ、土木偏重の予算運営を改めよ。

不明

438

郵送 7/2 見直し反対 値上げされたら出歩く気がしない。いちいち上限を気にしたりして利
用するなどとても我慢できない。許せない。

不明

439

郵送 7/2 見直し反対 乗車証はもともと無料。水族館移転で怪しげな会社に１０億円も支出
しようとした。アンパンマンミュージアムにも２億円。使い方が間
違っている。老人福祉には勿体無いという姿勢が間違っている。

不明

440

郵送 7/2 見直し反対 なぜ見直し強行しようかといえば、行革路線への忠義立てである。か
つて自民党政治が強行しようとした差別と選別の政策が今日の日本の
深刻な社会不安をもたらしている。この制度改悪によって、仙台市民
の社会不安はますます増大するだろう。

不明

441

郵送 7/2 見直し反対 見直しとんでもない。もともと敬老のためにつくられた制度。ある程
度金がかかるのは当然だ。それをいかにも勿体ないようにいうのは本
末転倒。高齢者が増えれば、その分支出を増やせばいいだけだ。

不明

442

郵送 7/2 見直し反対 37年間にわたって維持してきた制度を形骸化しようとしている。仙台
市に住んでよかったと思えるのは「これを手にして、定義山にお参り
に行くようになった時」である。市民に定着している制度を破壊しよ
うとする見直しだ。

不明

443

郵送 7/2 見直し反対 苦労して仙台市を支えてきたお年寄りを、せめて乗車証で処遇するの
が当然ではないか。例えば台湾では６５歳以上に同様の制度がある
が、どんなに財政困窮であっても、この制度を維持する点では、どの
党派でも一致している。見直し反対。

不明

444

郵送 7/2 見直し反対 見直し作業そのものに問題があり、容認できない。ひとり当たりの費
用を市バスから推定しているが、もともと正確でなく、資料に値しな
い。政策責任者が出席しない説明会も意味がない。これで説明したこ
とにはならない。撤回せよ。

不明
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445

郵送 7/2 見直し反対 道徳的退廃を招く素案反対。5,000円券を500円で販売するというので
は、市が金融商品発行の胴元になるということだから、市民が金券
ショップに売却する事態が起こっても、それを非難する道徳的権威は
ない。他の政令市をみても、こんな無茶苦茶な変更はない。恥を知
れ。

不明

446

郵送 7/2 見直し反対 仙台市はずるい。お年よりはお金持ちで、負担できると決め付けてい
ますが、娘の私の場合だと、年金の少ない母親の分を負担しているの
である。市は、表向きは高齢者対象といいながら、実は市民への課税
強化を目論んでいるのだ。認められない。

不明

447

郵送 7/2 見直し反対 見直し反対。仙台市が今日あるのは、お年寄りのおかげ。長い間税金
を納めてきたのだ。敬老乗車証の費用ぐらい感謝の念で還元すべき。
市長の考えは間違っている。値上げ反対。

不明

448

郵送 7/2 見直し反対 見直すべきでない。乗車証は多大な経済波及効果がある。交通局を支
え、買い物をし、通院して健康増進する。何倍にもなって返ってくる
もの。今のまま維持を。

不明

449

郵送 7/2 見直し反対 市は市民に必要な資料を提供せず、一路切捨てに進んでいる。例え
ば、ワールドカップ決勝トーナメント出場3,000億、楽天のＣＳ出場
20億と経済波及効果が算出されているのに、この制度の経済効果を調
べて公平な資料を提出しようとしないのか。推定するに、20億円の事
業費の何倍かの経済効果があるはず。見直し作業に誠実さがない。作
業やり直せ。

不明

450

郵送 7/2 見直し反対 お金の無い老人を切り捨てる冷酷な素案だ。市は、2002年の導入時の
経験から、「５％減る」と計算している。また３万人利用している
「２種」を廃止しようとしている。それらは収入の少ない高齢者を排
除しようとするものだ。そういう事態を織り込み済みと平然と説明し
ている。恐るべき思想の現われだ。

不明

451

郵送 7/2 見直し反対 居住地で差を設ける見直しはダメ、市は、根白石、作並、秋保など遠
隔地居住者は、多くの利益を享受しているから当然多額負担という考
えである。これはもはや行政ではない。市民を平等に扱う観点を投げ
出している。

不明

452

郵送 7/2 見直し反対 サークル活動に、バスや地下鉄を利用して参加する90歳過ぎの人たち
も多くいる。その健康ぶりに感心するが、それが損なわれたら、医療
費、介護費も多くなり、市の負担も増える。他で節約することが多く
ある。よい結果を期待する。

不明 67

453

郵送 7/2 見直し反対 老人いじめとはこのこと。年金が少ない我々の苦しさが分からない行
政は理解不能。勝手な見直しには大反対。

不明

454

郵送 7/2 見直し反対 独居老人のボランティアをしている。買い物を依頼されることも多
く、乗車証には感謝している。福祉の街をスローガンにしている仙台
市には、この制度を是非現状継続してほしい。
２種廃止はやむをえないとも思う。

泉区 南光台 72

455

郵送 7/2 素案要修正 半額・子供料金で乗車、または、１回乗車ごとに100円支払う　など
はどうか。

不明 74

456

郵送 7/2 見直し反対 見直しの理由が、市の厳しい財政状況と事業費の増加とのことだが、
今後仙台市がどんな方向に進んでいくのか全体像が見えない。市長
は、10年後の仙台市像をかたらなければならない。市民説明会では、
高齢者が市の財政を圧迫しているかのように強調され、悲しかった。

青葉区 小松島 72
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457

郵送 7/2 素案要修正 １種は絶対に見直すこと。年間１０万円も使っているとか。私は２種
を２万円使えるようにしてほしい。２種は生活していくために絶対必
要。
高額所得者から利用者負担金を増額すればよい。

不明

458

郵送 7/2 素案要修正 上限額を２０万円にしてほしい。１割負担は賛成。理由は、郊外居住
者は、仙台駅まで往復1,000円以上かかるから。私の周囲でも同様の
意見は多い。

太白区 柳生 76

459

郵送 7/2 素案要修正 現在～10年後は、５割負担。10年後には全廃でよい。市民自身が節約
する必要もある。以下質問。
○社会参加とは、具体に何をやっているのか。
○20万円超利用者の 高額はいくらなのか。
○現状維持希望者の中に、積極的黒字化のための施策提案はあるの
か。

宮城野
区

東仙台 82

460

郵送 7/2 見直し反対 この７月から対象者になる。完全無料の時代から知っていて、市を誇
りに思ってきたし、非常に楽しみにしていた。夢を奪わないで欲し
い。現状維持を。

青葉区 鶴ヶ谷 69

461

郵送 7/2 見直し反対 市民が望むのは、アンパンマンミュージアムではなく、乗車証の無料
化である。

不明

462

郵送 7/2 見直し反対 見直ししないで、現行を続けて欲しい。説明会に参加して、ますます
そう思うようになった。

不明 73

463

郵送 7/2 見直し反対 現状のまま存続させて欲しい。 太白区 南光台 80

464

郵送 7/2 見直し反対 現状維持。市長が70歳になった時にはもう制度がなくなっているので
あろうか。生活に余裕のない者には、通院など、これがなくなれば大
変である。
自分が70になった時には、もらえるのか。大変恐ろしい。

不明 61

465

郵送 7/2 見直し反対 今のまま、見直ししないでほしい。高齢者が増えれば、それに見合っ
た予算措置をするのは当然。今まで税金もきちんと払ってきたのに。

不明 71

466

郵送 7/2 見直し反対 祖母が茂庭在住。交通手段はほぼバスのみ。乗車証を使って習い事、
ボランティア、買い物、祖父の見舞いなど出かけられている。素案の
内容では、お年寄りが外出を手控えてしまうし、今後、１割が２割、
３割と上げられてしまうのではと心配。高齢者が増えれば、それに見
合って福祉予算を増やすのも当然。

若林区 表柴田
町

24

467

郵送 7/2 見直し反対 見直し反対。見直しされれば、これまでどおり気軽に出かけられなく
なる。

太白区 不明 73

468

郵送 7/2 見直し反対 負担を上げず、現状どおりでお願いしたい。 不明
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469

郵送 7/2 見直し反対 今のまま続けて欲しい。これを使って親の介護に通っている。運転は
出来ないので、助かっている。

不明

470

郵送 7/2 見直し反対 泉区の説明会に行った。市長様、どうか仙台市の高齢者をいとおしん
で、予算を増やしてほしい。敬老パスで市の財政が赤字になるほど、
元気な高齢者が多いということを自慢にしてほしい。予算をとってほ
しい。

青葉区 水の森 77

471

郵送 7/2 見直し反対 見直しせず、現状のまま存続を。この制度を夫が利用して、社会的な
活動をし、障害者の手助けをしている。そのことに自分も喜びを感じ
ている。

不明

472

郵送 7/2 見直し反対 現行維持してほしい。 泉区 南光台 85

473

郵送 7/2 見直し反対 高齢者の社会参加を図る乗車証の現状を後退させるようなことがあっ
てはならない。現状維持を。

不明

474

郵送 7/2 見直し反対 このまま存続を希望する。見直ししないで。 不明 74

475

郵送 7/2 素案要修正 半額は自己負担でよい。
子育て世代の負担も大きい。市民も相応に払っていくので、行政も無
駄を省いて欲しい。

宮城野
区

小鶴 63

476

郵送 7/2 素案要修正 ①全員一律１万円までは無料とし、②それ以上は１割負担 泉区 南光台 81

477

郵送 7/2 見直し反対 乗車証の支出が高額などというのは作り話。一般会計４１１０億円の
0.06％程度の伸びに過ぎない。これが出せないはずがない。

不明

478

郵送 7/2 見直し反対 ２０枚の券は、必ず金券ショップに並ぶようになる。若い人がこれを
使っても正当取引だから、市も文句を言えない。市が道徳的退廃を奨
励するなどとは恥ずべき行為。笑止千万。反省して出直せ。

不明

479

郵送 7/2 素案要修正 ３種類にカードを分けて、
①１種･･･１万円負担、１５万円上限
②２種･･･５千円負担、７万円上限
③３種･･･３千円負担、４万円上限

不明

480

郵送 7/2 見直し反対 「素案」反対。財政困窮の原因は高齢者にあるのか。全ての事業の無
駄を省き（東西線、アンパンマン、議員の海外出張、政務調査費
等）、乗車証制度は、現状維持で。

泉区 不明 42
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481

郵送 7/2 見直し反対 審議会を傍聴していると、笑止千万なことが多い。「実費の半分は負
担すべき」「私案は上限７万円」「高齢者施策は多く、乗車証事業は
遠慮すべき」など、取るに足らない発言ばかり。こんな議論をさも意
味ありげにまとめた資料など虚偽そのもの。絶対に認められない。

不明

482

郵送 7/2 見直し反対 素案は正確でない前提で市民に説明されている。なぜ「市バス：地下
鉄：宮交＝２：１：１」になるのか説明がない。根拠のない数字の羅
列で子どもだまし。一定区間を区切った実態調査をすれば済むこと。
資料を撤回せよ。やり直せ。

不明

483

郵送 7/2 見直し反対 見直し等困る。自分は軽度の障害があり、バス・地下鉄を利用するの
にやっと。国民年金では楽でない。なんとか今のままで。

不明

484

郵送 7/2 見直し反対 見直し案は敬老の精神を損なうもの。絶対に成立させてはならない。
戦前戦後を生き抜いた我々が仙台を復興してきた。事業費が増えるか
ら圧縮するなどということは歴史を冒涜するもの。この制度が優れて
いることは誰もが知っている。

不明

485

郵送 7/2 見直し反対 仙台の歴代の値上げ作業は、理屈を並べても要は値上げであることは
誰もが知っている。ゴミ問題もそう。こんな市民だましはもうごめん
だ。

不明

486

郵送 7/2 見直し反対 高齢者が市財政運営の犠牲にされようとしている。現市政が悪いか
ら、はるか前からの制度を簡単に切り捨てようとする。公約どおり市
民との対話を続けよ。即断は認めない。

不明

487

郵送 7/2 見直し反対 年寄りが金持ちなどとは大きな間違い。それは一部。市に奉仕してき
た高齢者を大切にすべし。値上げなどといわないで。

不明

488

郵送 7/2 見直し反対 私は息子と同居し、実際小遣いをもらっている。乗車証が値上げされ
たら出歩く回数をかんがえなくてはならなくなる。
こういう者の存在を当局はきちんと念頭に置き、仕事を進めてくれ。
これ以上の出費はむずかしい。値上げや見直しはしなでほしい。

不明

489

郵送 7/2 見直し反対 平成３７年度までの推計値を発表しているが越権行為である。平成２
６年度だって、市長の改選後。４年経過以降については新市長が責任
を持つ、責任をとれる立場にない現市長がさもありそうな数字を出す
のは市民だましだ。１７年後の平成３７年後にいたってはもはや奇想
天外というほかない。見直しは認めない。

不明

490

郵送 7/2 見直し反対 乗車証は市独自の政策としてほとんど唯一のもの。これの廃止に道筋
をつけようというのが今回の見直しの意図。介護保険の発足以前には
市独自の政策がある程度蓄積された。例えば６８，６９歳の医療費補
助。今では市独自の施策としては必要が無くなった。市は懐を痛めな
くてよくなったはずなのに、「この制度にお金がかかりすぎる」と宣
伝している。ウソ宣伝やめよ。

不明

491

郵送 7/2 見直し反対 市町村財政に厳しくない時期などない。仙台市は大都市であり、施策
の重点が決まればかなりの財源は有る。要は高齢者にお金を使いたく
ないということ。そのことを正直に言えばいいのに、美辞麗句を並べ
るだけ不誠実というものだ。

不明

492

郵送 7/2 見直し反対 乗車証はせめて交付時に負担すれば、あとは気兼ねなく使えるべきも
の。そのたびごとにお金を払うのでは、もはや福祉制度ではない。

不明
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493

郵送 7/2 見直し反対 私は一般企業に勤めてきたので、若干の年金はあるが、それでも負担
は大きい。乗車証の見直しは納得できない。どの場合でも課税標準額
が中規模の人がきつい。出来れば元の無料のほうが望ましい。

不明

494

郵送 7/2 見直し反対 私は夫の介護に明け暮れている。たまの買い物に朝一に行くため乗車
証を使っている。これも交通費がかからないからだが、値上げされた
ら、これ行けない。戦中・戦後、市の発展に尽くしてきた高齢者のた
め、なんとか続けてもらうよう。

不明

495

郵送 7/2 見直し反対 宮城野区の説明会で、６月２６日にこのハガキを渡され、７月２日が
提出期限という。一週間という短期間で市民から意見を求めたという
のも、言うのも恥ずかしいくらい。まっとうな手続きをせよ。やり直
せ。

不明

496

郵送 7/2 見直し反対 とても納得できない。３７年に及ぶ制度が全然別物にされる岐路に
立っている。いまや「差別と選別」を基調とする自由主義経済の破綻
は明瞭であるが、この見直しはその考えで作業全般進んでいる。当局
として考え直してくれ。この見直しもやめてほしい。

不明

497

郵送 7/2 見直し反対 値上げ反対。限度額設定反対。私の意見はそれに尽きる。 不明

498

郵送 7/2 見直し反対 審議会委員の憲法感覚を疑いたい。審議会は冒頭、「傍聴人の出席を
認めていいか」と問い、異議なしを確認してから会議が始まる。しか
し刑事手続きならいざ知らず、市民周知の問題で、主権者ながら発言
を許されない人々が見守る中での出席の可否を問うなど、およそ現代
に合っているのか。こういう感覚だから、テーマの老人福祉を守る議
論さえまともに出来ない。こんな末の結論を市民説明会に押し付ける
なんてとんでもない。説明会を撤回し、見直しも撤回せよ。

不明

499

郵送 7/2 見直し反対 自分は、高血圧、狭心症で、ニトロを使う毎日。このような病気の自
分が悔しいが、敬老乗車証は必ず必要な毎日。

青葉区 八幡 75

500

郵送 7/2 素案要修正 「応益１割負担　上限なし」がよい。よろしくお願いしたい。 不明

501

郵送 7/2 素案容認 基本的に「素案」賛成。説明会にも出た。こういう説明会は、モメる
のが普通。この問題で市議の意見なり、考え方が見えてこないのは何
故か。

若林区 中倉 74

502

郵送 7/2 素案要修正 仙台駅まで往復７８０円。月５回利用で月計3,900円。１年間で
46,800円。仙台の厳しい財政状況を加味すれば、年１万円くらいの負
担増はやむをえない。

泉区 南光台 75

503

郵送 7/2 素案容認 基本的に「素案」賛成。子や孫の代まで考えると、２割負担、３割負
担としていき、将来的には子供料金（半額）にしてもよい。高齢者は
恵まれすぎ。親が子供のために我慢をするように、高齢者の世代の方
にも相応の我慢をしてもらいたい。

泉区 不明

504

郵送 7/2 見直し反対 ２種を使っている。もっと使いたいが、金がない。我慢して使い切ら
ないようにしているが必ずしもうまくはいかない。聞くと、これが今
度は廃止とか。何とか、使えなくなるようなことはしないでほしい。

不明
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505

郵送 7/2 見直し反対 残念ながら、私は国保料も度々滞納している。あまりにも年金が少な
いから。どうか、市はこれ以上、我々に負担を増やさないで欲しい。

不明

506

郵送 7/2 見直し反対 こんな大事な問題なら、もっと時間をかけて、広く市民の意見を集め
るべき。全世帯にアンケートを配るとか。もっと説明会を多く開くと
か。それをやらない見直しなど、やめるべき。

不明

507

郵送 7/2 見直し反対 説明資料に根拠がない。虚偽に基づく説明は撤回せよ。市バス：地下
鉄：宮交＝２：１：１　は、単なる推計。ウソと真実との間を問われ
れば、限りなくウソに近い。不真面目極まりない。

不明

508

郵送 7/2 見直し反対 高齢者の置かれた立場全く考慮しない値上げや制度改悪に反対する。
昨年のリーマンショックが高齢者に与えた影響を、市は忘れたのか。
年金は減り、各種保険料、地方税の天引きなど、高齢者の暮らしは悪
くなる一方だ。これに追い討ちをかけるような見直しは絶対反対。

不明

509

郵送 7/2 見直し反対 現行制度が望ましい。福祉予算の上昇と合わせ、全国に誇れる制度で
あってほしい。敬老祝金も、もはや無くなったも同然。

青葉区 葉山町 81

510

郵送 7/2 見直し反対 これまでどおりでお願いしたい。 不明 78

511

郵送 7/2 見直し反対 値上げの計画が心配だ。収入が少なく病気持ちの自分は、乗車証がな
いと生けていけない。これ以上の値上げはどうかやめてほしい。

不明

512

郵送 7/2 見直し反対 見直しで、乗車証が手に入らなくなるようだが、どうか今のままで続
けてほしい。宮城野区に住んでいるが、病気で八木山の日赤に通って
いる。月に何回も行く。余計に、また無駄には使っていない。収入の
ないものを見捨てないで。

不明

513

郵送 7/2 見直し反対 見直し反対。①居住地による不公平　②結局貧乏人が使えなくなる
③今でも5,000円負担はきつい。低所得者対策がどの程度の水準にな
るのか不安。　④病院通いが増える年齢なので、せめて交通費は負担
してもらいたい　⑤社会参加のための利用も大事にするべき　⑥市議
会議員の処遇こそ見直すべき　⑦このまま案が通れば、利用者も減る
はず。運賃値上げや減便など、現役世代にも影響が出る。

泉区 長命が
丘

60

514

郵送 7/2 見直し反対 見直しが必要というが、根拠のない資料を並べても納得できるもので
はない。地下鉄・宮城交通のデータを排除しており、乗車１回あたり
の負担割合はますます遠い数字となっている。元来たくさん利用する
ことが市への貢献のはず。それを敵視するとは市民は納得させられな
い。

不明

515

郵送 7/2 素案要修正 平成20年度利用平均が約５万円だとすれば、５万円の利用で５千円の
負担では、市の収入上問題がある。「１０万上限　１万円負担」と
「５万上限　６千円負担」の併用で。

青葉区 旭が丘 73

516

郵送 7/2 見直し反対 現行どおりを望む。中心部と郊外を一律にすることは不平等。年金額
も少ない、高齢者の足を奪う見直しになることは明白。何故何年も財
政規模が変わらないのか。人は増えているのに。

不明
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517

郵送 7/2 見直し反対 子供手当て、大学生の５千円乗り放題切符。それで高齢者にばかり負
担が増えるのは納得できない。病気になるか、ボケるしかない。若
者、子供ばかり手厚くするのはおかしい。かつての「健康都市」が懐
かしい。

不明

518

郵送 7/2 素案要修正 内容はＯＫ。
5,000円券の複数枚は、管理上問題があるので廃止し、高額券を作
る。

不明

519

郵送 7/2 素案要修正 今回明らかになったのは、１人で１０万や２０万相当の助成を受けて
いる人が非常に多いということ。ある特定の人がより多くの行政サー
ビスを受けることは問題。「年額５万上限　１割負担」それを超えた
利用は「５～１０万上限　２割負担」とし、それ以上は完全自己負担
でよい。

青葉区 小田原 74

520

郵送 7/2 見直し反対 現状のままである事を願う。 泉区 将監 85

521

郵送 7/2 見直し反対 今のままを要望する。とても助かっている。 泉区 将監 81

522

郵送 7/2 素案要修正 ①１年ごとに対象年齢を徐々に引き上げ、交付対象者を７５歳以上と
する。
②定額１万円負担とし、「２種」は完全廃止。低所得者対策はほかに
もいろいろあり、乗車証でまでやる必要はない。
③上限５万でよい。年間１０万円も使うのは異常だ。

泉区 桂 72

523

郵送 7/2 素案容認 上限設定は設定しなければならない。素案に賛成である。 太白区 南光台 60

524

郵送 7/2 見直し反対 中心部と郊外とでは１回あたりの運賃も大きく異なるので、その点問
題である。第２種の方、金額が少ないから廃止というのはあまりに冷
たい。２０枚の券の交付とはあきれる考え方だ。

泉区 松陵 80

525

郵送 7/2 見直し反対 今までどおりにしてほしい。 太白区 南光台 77

526

郵送 7/2 見直し反対 素案に反対。自分は６０年近く、遅滞なく市民税など納付してきた。
これも乗車証の受益を楽しみにしていたから。ここで改悪素案とは老
人に対する侮辱である。市長を含め全職員の人件費削減を目標に、努
力して欲しい。

青葉区 宮町 78

527

郵送 7/2 素案要修正 上限設定金額を１２万円でどうか。是非１２～１５万程度でお願いし
たい。

泉区 向陽台 75

528

郵送 7/2 素案要修正 「１割５分負担　上限なし」を提案する。
長年、市税負担に貢献してきており、介護保険も払うばかりで恩恵を
受けずに来ている。高齢者の健康が街を活気付けている。大きな視点
での検討を。

不明
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529

郵送 7/2 見直し反対 ２種を廃止することは、３万人の利用者を出かけられないようにする
にほかならない。応益負担も遠方利用者にとって不利。
他の無駄づかいをやめ、現行のままにして欲しい。

青葉区 不明 61

530

郵送 7/2 見直し反対 家計が苦しくなれば、まずは無駄を省くことを考えるべき、支出が多
くなったから値上げというのは誰でも考えること。議員の政務調査
費、海外視察、非常勤委員の報酬等の悪しき慣習をあらためることか
ら。

青葉区 不明

531

郵送 7/2 素案要修正 定額負担がよい。２種は廃止でよい。１０万円の利用上限はそれで妥
当。

泉区 南中山 73

532

郵送 7/2 見直し反対 母が元気に外出していけるよう、現行どおりの乗車証制度の継続を願
う。

泉区 北中山 54

533

郵送 7/2 見直し反対 見直し手続きに問題あり。社福審は福祉の向上を努めるべき組織であ
るが、「受益と負担の均衡」という考えは、差別・選別の別名であ
る。改悪するための答申は答申に値しない。手続き上疑義があり、撤
回すべきである。

不明

534

郵送 7/2 見直し反対 学歴のない自分は、収入が極端に少ない。７０歳になって嬉しかった
ことは「敬老乗車証」をもらえたことだけ。今度の見直しにより、私
のような者は排除されるという。どうか現状のまま続けられますよ
う。

不明

535

郵送 7/2 見直し反対 市は高齢者が増えて経費がかかることを理由に見直しをしようという
が、高齢者が増えれば、その分予算を増やせばいいだけ。高齢者に出
すお金がもったいないというだけの話で、そんな見直しはやめてほし
い。

不明

536

郵送 7/2 ほとんど手を尽くしていない手続きは違反であり、真っ当な民意の掌
握をしなければならない。乗車証は高齢者施策であるが、後世に続
く、すべての世代のための制度である。その際には、高齢者団体のみ
ならず、青年・中年・商工団体などからも意見聴取すべきである。

不明

537

郵送 7/2 素案要修正 定額10,000円の負担増はやむをえないが、上限設定はやめてほしい。
乗車証制度実施後の、市内の法人税等の増加等分析はしているのか。
この制度は他に誇れる制度であり、永続を望む。

太白区 西中田 84

538

郵送 7/2 見直し反対 将来に向けた制度の見直しは大切であるが、市民への説明資料は相も
変らぬ役所の手法で、現在これこれだから、31年度には49億円まで上
昇するというが、そうですか、と納得は出来ない。もっと具体的な数
字で答えて欲しい。例えば、人員削減や議員数などのビジョンを示し
て欲しい。市長はどのように考えているのか、発表してほしい。

不明

539

郵送 7/2 素案要修正 仙台市の財政状況を鑑みれば、見直しはやむをえない。自分はボラン
ティアや明青大学の聴講で、年間54,500円は必ず使用し、あとは日常
活動の交通費となる。応分負担でよいが、１０万円を超えた分につい
ては、その超過額によって、２割～４割負担とするのもよい。「応益
性」についての熟慮を望む。

太白区 松が丘 83

540

郵送 7/2 素案要修正 郊外に住んでいるので、１回の外出でもバス代は異常に高い。１万円
負担は仕方が無いが、上限額を決めないで、今までどおり使えるよう
にしてほしい。

不明 82
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541

郵送 7/2 見直し反対 一年に１０万円以上使う人、パスを使いまわしする人、年金が多いの
に、1,000円でパスの交付を受ける人。仙台市は弱いものいじめして
いる。
自分は「２種」をもらっているが、これを廃止されたらどこにも行け
なくなる。

不明

542

郵送 7/2 見直し反対 こどもや老人に酷いことばかり続いている。通っていた保育所の民間
移譲はこどもの心に傷を残し、今度は父母の生活を支える敬老乗車証
が見直されるという。利用者の立場に立ち、是非現在の見直しは止め
て欲しい。また、説明会の終わりに「意見は聞いたが、見直します」
との内容の発言が市側かあったと聞いたのには驚いた。本当このよう
な発言があったのか、審議会で真偽を取り上げて欲しい。

不明 30代

543

郵送 7/2 素案要修正 新聞報道で、一部の高額利用者の存在を知り、驚いている。年間２０
万も使う人たちは、自分の使用額を理解していないのだと思う。半額
自己負担にすべき。これから高齢者はドンドン増えるので、バス賃ば
かりでなく、ボランティアの高齢者世帯訪問等にお金を使って欲し
い。

若林区 保春院
前丁

544

郵送 7/2 見直し反対 現状維持のままお願いする。 不明 78

545

郵送 7/2 見直し反対 現状維持のまま続けて欲しい。外出の楽しみを奪わないでほしい。 青葉区 小田原 73

546

郵送 7/2 見直し反対 現状維持して欲しい。定義や泉が岳、秋保に行けば、お金も使う。地
元への消費貢献もしている。

宮城野
区

東十番
丁

70

547

郵送 7/2 見直し反対 博物館や文学館の見学、友達とのつきあい。乗車証のおかげで家に閉
じこもらず健康を保っていけている。保険料等もいろいろ値上げさ
れ、とても不安。現状維持を。

宮城野
区

鶴ヶ谷 75

548

郵送 7/2 見直し反対 議員や行政委員の報酬等、待遇を見直すことが先決ではないか。町内
会長をやっていて、会議なども多く、せめてバス代くらいは負担なし
で使いたいものだ。見直しによる乗り控えも考えられるので、是非現
行維持をしてもらいたい。
（仮に「２０枚上限交付」となった場合であっても、年度を超えての
使用は認めて欲しい）

若林区 不明 70代

549

郵送 7/2 素案要修正 １割負担賛成。１０万円超利用は「２割負担」で。男女別の色分けに
より不正利用防止を。

太白区 太白 80

550

郵送 7/2 見直し反対 乗車証制度の原点を鑑みて「素案」に反対する。現状維持でよい。利
用金額のアンバランスもやむをえない。ごく少数の人のために、多く
の現状に満足している方々が新制度にとまどう事態になるのはよくな
い。

太白区 長町南 79

551

郵送 7/2 素案要修正 １割負担はよいが、２種廃止は撤回して欲しい。月２回「街」に出か
ける機会がなくなってしまう。もっと見直すことがあるはず。議員定
数の削減等コスト縮減の迅速対応を。

太白区 長町 72

552

郵送 7/2 素案要修正 １割負担はよいが、２種廃止は撤回して欲しい。月２回「街」に出か
ける機会がなくなってしまう。もっと見直すことがあるはず。アンパ
ンマンミュージアムって必要か。

太白区 長町 62
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

553

郵送 7/2 70歳になって乗車証をもらって喜んだ母は、もらった途端に入院し、
使えなくなり、支払った金額に見合う利用の前に切替時期となった。
受益者負担制度となったら、こんなときはどうなるのか。
（その他、バス運転手の再教育、マナーの悪い乗客の対応など、乗客
を増やして増収につなげる努力をすべき、との意見）

不明

554

郵送 7/2 見直し反対 現行制度維持して欲しい。 不明 75

555

郵送 7/2 見直し反対 現行制度守って欲しい。 不明 35

556

郵送 7/2 見直し反対 現行制度継続して欲しい。見直し反対。 泉区 将監 75

557

郵送 7/2 見直し反対 現行制度存続して。車の運転不安なので。 泉区 将監 69

558

郵送 7/2 見直し反対 国保、介護保険等年々高くなっていく。せめて乗車証だけは楽しみに
していたいので、現状維持でお願いする。

泉区 不明 65

559

郵送 7/2 素案容認 現在南光台に住んでいて、仙台駅前まで往復780円。月に２度ほど出
かけるとして、「１万円負担　上限１０万円」にしてほしい。

泉区 南光台 66

560

郵送 7/2 素案容認 説明会に参加して、制度を悪用しているような点について知ることが
できた。制度存続を前提に、適正な利用と負担は必要である。過度な
利用を抑えて、上限設定することは絶対に必要である。(年間100万円
以上の利用者がいることは理解に苦しむ）

泉区 長命が
丘

69

561

郵送 7/2 見直し反対 現在は福祉施設に勤務し自家用車通勤なので、乗車証は年間１万円も
使っていない。しかし、近々勤務をやめ、自動車もやめようかと思っ
ているので、乗車証の利用頻度は破格に増える。
現状維持でお願いしたい。

若林区 若林 77

562

郵送 7/2 見直し反対 ２点で反対。①市がいうとおり介護の重度化を防ぎ、経済効果もあ
る。仙台市の税金投入を１０年後も同額で、という考え方自体に問題
がある。
②無料パスの利用者は、額は少なくても、数は３割。無料でないと使
えない方々の足の確保は本当の意味での「公平」だ。
今の制度で続けて欲しい。

不明

563

郵送 7/2 見直し反対 現行のままでお願いしたい。 不明

564

郵送 7/2 見直し反対 現状のままでよい。高齢者人口に見合った老人福祉費の確保を。 泉区 虹の丘 65
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

565

郵送 7/2 見直し反対 毎月通院するのに、大変助かっている。現行どおり制度をかえないで
ほしい。

泉区 北中山 83

566

郵送 7/2 素案要修正 「１万円負担　上限なし」がよい。利用限度額を設定するためには、
人件費や新たな機械の購入などが大変な出費になるのではないか。

不明

567

郵送 7/2 見直し反対 元気の素は外出。先輩諸氏の足を奪うようなことは止めるべき。お年
寄りが元気な街、それでいいではないか。

泉区 長命が
丘

58

568

郵送 7/2 素案容認 「利用上限１０万円、利用者負担１割」でよい。 若林区 中倉 80

569

郵送 7/2 見直し反対 現行パスに大いに助けられている。見直しは高齢者の楽しみを奪う。
現行維持でお願いしたい。東西線など緊急性のない、赤字を作る事業
を止めれば現行で維持できる。敬老の言葉を守れ。

若林区 不明 73

570

郵送 7/2 素案要修正 「1万円負担（低所得者2,000円負担）　上限なし」がよい。第２種は
廃止でよい。

若林区 若林 82

571

郵送 7/2 素案容認 「利用上限１０万円、利用者負担１割」でよい。 若林区 中倉 79

572

郵送 7/2 見直し反対 現在２種乗車証を利用。しかし半年もするとなくなってしまい、生活
費を削ってバスに乗っている。自分のような高齢者の存在をどう考え
ているのか。今回の見直しで２種をなくされたら、もはや見捨てられ
たような気分だ。

不明

573

郵送 7/2 見直し反対 政策の大転換である乗車証制度の見直しなのに、真っ当な手を尽くし
ていない作業は中止すべし。たった７ヵ所の説明会、１０日あまりの
パブコメで民意を掌握したなんてただのセレモニーに過ぎない。

不明

574

郵送 7/2 見直し反対 市は高齢者がこれまでどれほど多額の税金を払ってきたかを忘れてい
る。乗車証のサービスはそ一部をバックするに過ぎない。市の計算
で、一人高齢者が増えれば１万４千円の事業費増になるらしいが、そ
れさえもったいないという考えらしい。高齢者としては許せぬ思想で
す。

不明

575

郵送 7/2 素案容認 「応益１割負担　利用上限１０万円、２種廃止」全てＯＫ。
不正利用防止は男女色分けのほか、ＩＣチップ・顔写真入りにしては
どうか。

青葉区 五橋 72

576

郵送 7/2 見直し反対 見直し反対。現状を少し変えるくらいで十分 不明
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

577

郵送 7/2 見直し反対 まれに見る善政と思っていたのに。 泉区 松陵 72

578

郵送 7/2 見直し反対 利用金額に応じた負担というが、中心部の利用者と、郊外部の利用者
とで同じく較べることはできない。必要のない工事等にお金を使った
ツケがまわってくるのは困る。見直し案に反対する。

泉区 不明 50

579

郵送 7/2 素案容認 第２種乗車証の廃止や、１種乗車証の１割負担はよい。 泉区 不明 73

580

郵送 7/2 見直し反対 現状維持でお願いしたい。 不明 67

581

郵送 7/2 素案要修正 利用限度額を設ける前に、不正利用対策をしたほうがよい。 太白区 緑ヶ丘 78

582

郵送 7/2 見直し反対 現状維持のままでお願いする。 太白区 四郎丸 74

583

郵送 7/2 見直し反対 現状のままにしてほしい。負担が増えると、病院にも、買い物にも、
遊びにも行けなくなる。家にこもっていては元気になれない。

太白区 不明 56

584

郵送 7/2 見直し反対 見直し素案に反対する。現状維持を求める。 泉区 不明 60

585

郵送 7/2 見直し反対 70歳になって免許証を返上したので、乗車証だけがたより。値上げさ
れたら年金暮らしにとってはつらすぎる。家計にも響くので、社会参
加もできなくなる。

泉区 長命が
丘

71

586

郵送 7/2 見直し反対 値上げしないで、現行のままお願いする。政務調査費などもっとしっ
かり調査すべし。

若林区 遠見塚 77

587

郵送 7/2 見直し反対 市長選の関係も重要で、市長は明確な公約をしていない。こういう重
要なテーマについて市民の同意を得ていないのであるから、民主主義
の観点から仕切りなおすべき。

不明

588

郵送 7/2 見直し反対 説明会には市の担当者しか来ておらず、何を言っても仕方がない状
況。「聞く」「参考にする」「上に伝える」とのことだったが、保障
はない。セレモニーを画に書いたようなもので、当然「市長は出てこ
ないのか」という発言が相次いだ。

不明
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方法 受付日 種別 意見概要 区 町名 年齢

589

郵送 7/2 見直し反対 年金が上がらず、国保は４倍になり、せめて７０歳になったらバス・
地下鉄は財布を気にしないで乗れると思っていたのに、それもダメと
は気がめいってしまう。今までどおり利用出来るように考え直して欲
しい。
説明会少ない。もっと増やして。

不明

590

郵送 7/2 見直し反対 このハガキで審議会批判を行いたい。社会福祉審議会は福祉の増進を
議論する場であり、福祉を悪くするための権限はない。だから、「受
益と負担の均衡」「差別と選別」なるテーマを与えられたら、即刻拒
否しなくてはならない。市の意図に沿った意見など笑止千万。見直し
は認められない。

不明

591

郵送 7/2 見直し反対 市は、将来の事業費推計を脅しの材料にしている。撤回せよ。市長の
「仙台市の財政見通しと対応の方向性」だって５ヵ年計画であり、何
故敬老乗車証制度見直しが平成３１年度あるいは３７年度まで推計で
きるのか。それとも市長は再々当選を予定しているのか。責任をもて
ない、こけおどしの将来推計など、撤回せよ。

不明

592

郵送 7/2 見直し反対 見直しのたびに利用者を減らしているが、今回は大幅に減るに違いな
い。従来は８０％もあった交付率が2002年の負担金導入によって６
９％まで低下し、２種取得者と合わせて５３％まで低下した。今度の
大規模な見直しがあれば、確実に不交付率は４０％台後半になる。も
はや制度として成り立たなくなる。

不明

593

郵送 7/2 見直し反対 見直し理由は「制度を引き続き存続させるため」というが、ウソであ
る。実際問題、500円で5,000円券を買える高齢者窓口を作ろうという
のであろうが、これでは、乗車証は福祉制度ではなく、安売販売であ
る。金券ショップに直行されても文句も言えない。この深刻さを知ら
ずして進めている諸君の、認識の程度を問いたい。実に恐るべし。

不明

594

郵送 7/2 見直し反対 制度の本質をこわす「限度額設定」をやめよ。例えば市内の秋保温
泉、作並温泉、泉が岳のスパに連れ立っていくという経済効果は誰も
否定できない。それなのに使えなくさせるという。市民の喜びを奪う
ものだ。

不明

595

郵送 7/2 見直し反対 乗車証のおかげで商店の売り上げがプラスになっているのは紛れもな
い事実。制度を利用しなくなるということは、お客が減ることと一致
しているので、仙台市は優良な納税者の経営を圧迫し、政策を進めよ
うとしている。まったく納得できない。

不明

596

郵送 7/2 見直し反対 この問題は、市議会議員選挙を待って決められるべきもので、早急な
決定はすべきでない。素案という検討素材があってはじめて、市民は
イメージを持つことができるようになるのであり、やっとそこに立つ
段階。それを争点にした選挙を経てきめるべきであり、早急な議会提
案は反対である。

不明

597

郵送 7/2 見直し反対 高齢者は乗車証によって健康維持しているということは大いにある。
だからして多くの高齢者を排除しようとする見直しは賛成できない。
閉じこもりが増えたら結局医療費もかさみ、市の医療会計が困難を抱
える。すべてにおいて賛成できない。

不明

598

郵送 7/2 見直し反対 市長はどこで市民の声を聞いたのか。明確に、いつ、どんな形で市民
の声を聞いたのか答えよ。多分無理であろう。唯一のこるのは、上位
計画である行革大綱への義理立てか。市民の声に基づかない、反市民
的計画をとりやめよ。

不明

599

郵送 7/2 見直し反対 素案ははじめから恥ずべき提案である。市自身が「住んでいる地域に
よって利用回数に影響を及ぼす」「不適切な利用の恐れがある」こと
を否定できない、欠陥提案である。何故そのことを正直に市民説明会
の資料に明記しないのか。よって市民説明会は成り立たない。撤回す
べきである。

不明

600

郵送 7/2 見直し反対 ８月に誕生日を迎え、敬老パスをもらえる。40年間働いてきて もう
れしい実感がある。是非値上げせず、現状のまま継続を。

若林区 不明 69
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601

郵送 7/2 見直し反対 「社会参加の促進、介護予防の推進」などと言いながら、やってるこ
とは真逆。例えば熱心にボランティア活動をする人は、それだけ交通
費がかさむ。限度を超える段階になれば、交通費がかさみ、活動の阻
害要因になることが目に見える。

不明

602

ＦＡＸ 7/2 素案容認 素案賛成。
複数枚交付も管理は自己責任でよい。他のキャッシュカードなどと同
じ。ただ市として、他人のカードが利用されないような配慮は必要。
交付の手続きは年２～３回が希望。利用しなかったカードの還付の問
題もあるが、１枚500円のカードであり、少なくとも、一部つかって
しまったカードについての還付は不要であろう。

青葉区 片平 78

603

メール 7/2 素案要修正 泉区の説明会に参加した。市バスのみのデータ中心で、地下鉄、宮城
交通のデータがないというのでは、不正確でインチキ。特に泉区は
「地下鉄～宮城交通」の利用多く、不信感が増す。
現在２種を使ってパソコン教室のボラをやっている。今後も活動を続
けていくために２種を利用し続けたい。
（提案）「１万円までは一律無料とし、それを超す部分について応益
１割負担」

泉区 市名坂 75

604

メール 7/2 素案要修正 現行のまま乗車証を維持することは、子孫へのツケを回すこと。緊迫
した財政状況の建て直しには真っ先に切るべきところ。目的も無く外
出させることにお金をかけることには納得できない。
「素案」を出す前に、十分市民の意見を聞くべきであった。

青葉区 宮町

605

窓口 7/2 素案要修正 ★封書
資料を読み解き、「１万円負担　利用上限１８万円　かつカード作成
費を実費負担」にすれば、おおむね１０％程度の利用金額減額が見込
める。いかがか。当面の見直し期間を５年に設定し、状況に応じて改
正を望む。

不明

606

窓口 7/2 素案要修正 ★封書
説明会に参加したが、上限設定等、納得できる説明ではなかった。市
が経費節減に取り組んでいるとは思えず、事業費の増加の面ばかり強
調されていた。外出抑制は、市政全般へのマイナス効果が懸念され
る。
無駄使いへの指摘も甚だ多く、一方で乗車証の負担増を強いるので
は、市民も納得できない。
○一定の負担増もやむをえないが、上限額の設定には反対。どうして
もというのであっても、旧市内と過疎地で配慮した限度額の設定を。
○不正利用の防止徹底。

不明

607

窓口 7/2 見直し反対 （青葉区窓口）
現行どおりを希望する。

不明

608

窓口 7/2 素案要修正 （青葉区窓口）
負担金の増額はかまわないが、上限設定はやめてほしい。

不明

609

郵送 素案容認 　素案に賛成。ただし、不正利用対策はしっかりと行うべき。 青葉区 不明 72

52


