
 
 
 資料１－② 

制度見直し「素案」市民説明会記録 １ 
 

平成 22 年 6 月 13 日(日) 午前 10 時～11 時 40 分 
宮城総合支所２階 第２会議室 
参加市民 ４５名 

 
 みやぎ台に住んでいる。仙台往復で 1,300 円弱かかる。そういう中で不満が出ているの

は、金額の制限をされること。金額のデータは分かるが、現実に、中心部に住んでいる人

も郊外も同じ 10 万というのは不公平だという意見がある。できれば限度を廃止して欲しい

が、限度額廃止が無理ならせめて 15 万円とか、もっと幅のある金額にしてほしい。そうす

れば公平になる。 
また、10 万になると、例えば 300 円の方は 10 万円で 333 回乗れる、みやぎ台だと 75

回。この差は何かということだ。不満が多いのは金額の設定の問題だと思う。私も大変有

効に利用しているので、非常に感謝している。改定するなとは言わない、こういう状況だ

から。見直しは当然あってしかるべきだと思う。ただし、限定されると困るという意見は

多い。 
この地区にとって、病院の中心は八幡町周辺。そこに通っている人が多い。往復すると

千円はかかる。仙山線も走っているが、何回も乗換えが必要。直通が利用せざるをえない。

通院にも困る。 
我々年代は戦後復旧のために相当頑張ってきた人間だと思う。ここにきて、あまり老人

いじめをするなという意見もある。甘えだと言われればそうなのだが。現状が、高齢者医

療の保険料とか介護保険料とか、年金から引かれている。また引かれるのかという話にな

る。痛みの分かるような改正をして欲しい。それから、愛子とか、定義、作並、そういう

人達が出てくるときどうするのだと、こういう問題だ。回数もさることながら、金額で制

限されることは非常に不満だということを申し上げておく。 
 
 資料の 3 ページ、事業費のあり方というか、この計算を見ると、老人専用車両を走らせ

ているような印象だ。バスの乗車率は 20～40％位だ。空車率は高い、そこに高齢者が利用

している。高齢者が負担しているのは、そこに事業費の一部として高齢者が市に寄与をし

ている、と言うふうに見える。この辺の事業費のあり方はおかしいと思う。 
 
 実際に敬老乗車証を利用している方が仮に全員乗らなくなったとした場合に、例えばル

ートとか、便数とか、事業者の収支とか、これがどうなるのか。そういう意味では、今の

敬老乗車証利用者が寄与しているのではないか。 
 
 制度にかかる費用の利用者と仙台市と交通事業者の三者の割合に関して。高齢者が増え、
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利用者が増えれば触れるほど、仙台市が交通事業者に支払うお金が増えるわけだ、今の制

度では。利用者が増えると確かに増えるわけだが、交通事業者について、増発するとか路

線を増やすとかは聞いていない。今の路線等を前提にして考えているわけで、実際にかか

る費用は増えないのに、利用者が増えてくるのだから、それに応じてお金が入ってくる。

よって、仙台市だけが今までどおりというのではなく、市は交通事業者と交渉をして、負

担割合を見直すべき。例えば 5 割の交通事業者負担を下げても交通事業者の採算が取れな

くなるわけではないと思う。利用者に負担を求めるのであれば、三方一両損で、今までよ

り利用者の負担割合が多くなるにしても、交通事業者にも負担してもらう。取り分は減る

が、新たにバスを増発するわけではないのだから、逆に増えるかもしれない。仙台市も負

担割合が少し減ると思う。そういうところも見直して欲しい。仙台市が交通事業者に払っ

ている割合を 0.5 でも減らせば違ってくると思う。 
 
 審議会はバスだけしか検討していない。我々が住民税を払ってるというのは市全体に払

っている。市の事業全体を考えなければならない。どこか黒字のところがあれば、それを

こっちへ持ってくるとか。黒字はないと思うが、そういうことも考えて欲しい。 
過日、時給で 177 万円をもらっているという話が新聞に出ていた。あのような無駄遣い

をされたのでは困る。そういうものを監視しながら、バスの方の赤字を補填するなり何な

りすべき。仙台市はガス事業、上水道、下水道、ごみ、いろいろな事業をやっている。そ

れらの検討もして、全体的な予算を出して考えてもらえば、何かいい方法が出てくるので

はないかと思う。 
 
 高額利用者の調査、愛子はいい方だが、みやぎ台、新川、作並、そういうところの人が

高額になっているのか、それとも愛子のように交通の発達しているところの人が 75 歳でも

通勤に利用しているのか、そういう実態はこの中身ではよく分からない。そのあたり正確

にやって欲しい。 
また、地下鉄も出来て中心部が便利になる一方で、比較すると、この地のように路線バ

スが徐々に削減されて、1 日に 2 本とか 3 本とかいうところもある。税の負担からしても不

公平。最近の地下鉄を見れば、安全対策ということで、地下鉄に柵がついたが、そういう

負担も市民税から出てるんだろうと思う。 
敬老者の負担が大きな問題になっている。仙台市は、それだけでなく、各部局もいろい

ろ問題あるようだが、地方で説明会をやって、これが今後どのように反映されていくのか。

いずれ議会に提案されていくのだろうが、そのスケジュールが、地方選が終って、誰もチ

ェックがかけられなくなった頃に提案されて、議会をすんなり通るのでも困る。こういう

ものの提案は市民が選挙でチェックできる次期にからまるような、そういう時期に提案し

て欲しい。 
 是非、愛子から西の利用者が特別負担割合が増えないようにして欲しい。 
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 私のところに市議会議員が 2 人来て、｢市で乗車証の廃止が考えられているので、撤回署

名をして欲しい｣と言われた。それを居住者の全体会議でとりあげたとき、意見が出た。70
歳以上の方が人口 700 名に対して、約 120 名いる。各自にお尋ねしたところ、仙台駅まで

往復で 860 円かかるが、何回くらい行っているかについては、年金等のもろもろの手続き

等が最低 2 回。そのほかにバスで買い物に行くのに月 3 回は行くだろう。平均利用回数は

月に 5 回が相当じゃないかというのが高齢者の大体の意見だった。月間 4300 円かかる。年

間 51600 円。利用確率を約 7 割と見ているが、その場合の利用料金が年間 36120 円になる。

満額で 51600 円。これの 10％だというと、たった 5 千円だ。そこでもう一つ、この種の制

度が各都道府県でも廃止されているところもある。これは乗車券だけの問題ではなく、総

合福祉予算の一部分として扱われている。全体の福祉予算における比率のなかで、市も議

会も有無を検討している。最高利用が 1 万円のお客さんがなんと 9 割近くも出たわけだ。

１０％とったとすると、平均的には 36120 円だから、実際の 10％というと、3612 円にし

かならない。この問題廃止かどうかについて意見を取った。全体の考えとしては、市の予

算もない、すべての予算をどのように使っていくか。いろいろな問題が出ているが、それ

以前に、高齢者社会に向かって、市がどのように福祉行政を行っていくのかを全体的に見

ていかなければならない。 
その前に。これをやった場合にどのように、これをやった場合に概算要求、どのようにな

っているのか。ＩＣカードで東京では 100 億かかった。仙台ではそんな予算とてもない。 
発行するために 5 千円のカードを何回か刷る。その印刷経費、配布の方法、人件費コスト、

それらのトータルの導入コストをどのように見ているのか。 
→コストについては、今回の見直しの基本姿勢としては無駄な経費はかけられないの

でシステムの改修は極力避ける。正確な試算はしていないが、今考えているのは、

出来るだけコストの低い方法がないかを検討している。 
 利用者、自分が年間いくら分使っているのかの記録をとっていない。今では 1 回の発行

で 1 年間利用できた。5 千円の券を何枚買ったらいいのか分からない。使うたびに行くので

は我々のコストが高くなる。年間使用は 3 万 6 千円。市には 3600 円しかならない。 
現在 5 千円の枠の中で我々は許容することができる。年間 5 千円だったら。行くたびに 10％

ではコストがかかる。120 名の 70 歳以上から取ったアンケートがある。月に 5 回は必ず行

くのではないか。一方、行かない人もいるから平均で 36120 円、月に。市に 3612 円払う

ことになる。そのために我々は何回も行かなければならない。そういうことであれば、我々

も市の財政を考えたら、5 千円の許容範囲を受け止めなければならないのではないかという

意見が多かった。5 千円で年間利用できるほうが効率がいいという意見が圧倒的に多かった

ということを報告しておきたい。 
 
 吉成から来た。制度の見直しに関して、制度を廃止しないという前提は大賛成。しかし
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ながら、利用者負担のあり方について、現在よりは負担が大きくなる方向を目指している

見直し案が検討されようとしている。現状で、本当に、利用者にもっと負担を要請しなけ

ればならないのかということを検討すると、現在、年利用額 2 万円以下の方が約 3 万 9 千

人、62％の人がいる。総額で約 2 億 4 千万円かかっている。利用額は、5 千円で負担して

いる歳入額約 2 億 3 千万円とほぼ同等だ。だから市の負担というのはないのではないか。

敬老者がひとり 5 千円負担しているのが、大きく貢献していると判断できるのではないか。 
受益と負担のバランスを図るという前提から、高額利用者に対して云々しているが、利

用額 2 万円以上の人は約 38％で、約 10 億円ぐらいの費用が出ているが、これは月額で 4700
円。週１回分くらいの交通費しか負担していない。そういうことを考えると、受益と負担

のバランス云々はあまり当たらないのではないか。やはり市長が言うように、高齢者には

外に出てもらって、元気に健康維持してもらいたいということを考えれば、あまり負担を

強いないで、現状維持で行くと。そもそも見直しは必要ないのではないか。さらに、公共

交通機関だから、人が乗る乗らないに関わらず、経費はかかるわけで、お年寄りに乗って

いただいた方が、７％が上乗せになっている、貢献しているという風にも判断できる。と

いうことで、見直しは是非負担のない見直しで行きたいと思う。 
 
 愛子に住んでいて、たびたび利用している。そもそもこの説明会は何のために開いたの

かに疑問を持つ。また、敬老乗車証は名前のとおり、老人を敬うための乗車証。多少の市

の財政問題はあるかと思うが、存続するためだけではなくて、もっともっと増やすための

説明会なら話は分かるが、今日の説明を聞くと、利用者の負担がどうのこうの、地域がど

うのこうの、結局は乗車証の全体の予算を減らすための説明会ではないのか。良くするた

めの説明会なら賛成する。悪くするための説明をして納得してもらうための説明会ではな

いのか。その辺が冒頭になかった。 
今日参加している人は、いいことがあるのかと思って来ていると思う。ところが話を聞

くと、負担がどうのとか、不公平だとか、不愉快になるだけの話だ。実際は、この説明会

を何のために開いたのかの説明が冒頭になかった。市の財政がひどいから何とかお願いし

たいということでもあればそうかなということもあるが、そういうことがなくて、説明だ

けでは納得できない。意見を聞いてどうのこうのとか言うが、意見を出せば方針が変わる

のか。全然分からない。どういう意見を出せばどのように変わるかの説明がない点が不満

である。 
 
 前々から、赤字で利用者にも少しは負担して欲しいということを新聞等でも知って、理

解してきているので、今日の説明会は、なかなか親切な説明で、この資料を見て、7,8 割方

納得している。 
 しかし、バスや地下鉄は日中は 20％くらいの乗車率と感じている。その中で高齢者が元

気に利用してもらうということは、事業者としてはありがたいことで、｢赤字｣なんて言葉
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は聞きたくない。しかし交通局は何十年も赤字赤字できている。事業者、市の職員が努力

しているのだが、赤字を解消できないということは、なにか全国的に事業をやっていると

ころがあるが、こういう取り組みをしている、というふうな努力の成果、苦労などを披瀝

してもらわないと。敬老乗車証は絶対に続けてもらいたいし、私も 80 近いが、年間 5,6 万

円分くらいは利用している。時間はかかるがマイカーで行かないで、健康ということで、

またボランティアで通っているので、こんなにいい制度はないと感謝している。80 迄利用

できるかというとそうでもないような気もする。第 2 種乗車証を妻はもらっているが、殆

ど利用しない、マイカーを利用している、時間がかかるから。利用者は車も使わない、健

康で歩くことが出来てということで、今日の数値を見ると、70％とあるので、こんなに利

用者がいるのかとびっくりしている。10 万とか 15 万とか使う人がいるから、少しはそうい

った人達に負担して欲しいということから制度が検討されてきたと聞いているが、そうで

はなく、｢敬老｣という意味を重視して、利用してもらうんだと。それから、｢空いているバ

ス、地下鉄に高齢者が乗ってくれるのはありがたいことだ。｣という気持ちを、福祉の方で

強調して欲しい。また、交通事業者には、経費節減とか効率的な運用の仕方とかいうこと

で、こうやっていますよとかを市民に教えてもらえると少しは納得の方向に行くのではな

いか。 
 
 一番の目的は、この制度をどのようにして続けていくかだ。このような時勢の中で、市

が夕張市のようになっても困るし、応分のものを受益者が負担しなければならんだろう。

それが、今までのものでいいのか、これまで以上のものがいいのか、皆さんの意見がある

から、意見を十分に聞いて決めていただければいい。 
要すれば、最後は市の負担をいかにして減らしていくのか、ということだ。とするなら

ば、この問題だけではなく、例えば、市会議員さんが俺達の給与を少し減らして、今まで

頑張ってくれた老人の方々に、いくらかでも負担を持とうよ、という気持ちになってもら

うようじゃないと困るんだ。名古屋市みたいにしろとは言わない。しかし、海外旅行を全

国テレビ放送されるようなだらしない市議会では困る。その辺をきちっと、強い意見とし

てありましたと言ってほしい。 
 
 今ご批判を受けた市会議員です。海外視察の問題は当然許せないし、実際に市議会議員

の給与の問題は市民的な議論が必要だと思っている。しかし、同時に一番大事なのは、説

明会の前提にもなっているが、本当にこの敬老乗車証制度が、これから 10 年経って、あと

3 割程度利用者が増えたときに、持続することが出来ないのかどうなのかという、一番最初

のスタートのところの説明がない。共産党の市議団は、この間ずっと主張してきているが、

お年寄りの数がこの間、10 年間で 1.4 倍に増えた。しかし、仙台市の老人福祉予算は基本

的に横ばい、増やしてこなかった。介護とか、老人医療にかかる分はお年寄りが増えれば

増えるから、残りの部分、敬老乗車証とか緊急通報装置だとか、そういうのに使っていた、
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市独自の高齢者の福祉予算は 10 年前に 100 億あったのが、20 年度では 50 億を切った。半

分になった。人が 1.5 倍になったのにそこを減らした。こういう中で、敬老乗車証の問題を

どうするのかというのが問われている。お年寄りが増えたのだから、その部分を増やすと

いうのが、市が示さなければいけない中身ではないか。 
もう一つは、上限を設けるということは、遠い所に住んでいる人たちに、より多くの負

担を与えることになる。なおかつ、応益負担そのもの、１割負担という考え方も遠い人ほ

どいっぱい負担するということになる。資料でいろいろ説明しているが、全体の４％の方

がいっぱい使っているという。しかし、仙台市 103 万人いるが、大方の人は中心部に住ん

でいる。少ない人が周辺部に住んでいる。少ない人がいっぱい使うというのは今の料金体

系では当たり前の話になっていて、それをことさら取り上げて、応益負担にすると遠い人

の方に負担を寄せるということにしかならない。 
料金で見ているが、例えば名古屋市は全市域どこから乗っても 1 回 200 円だ、バスの料

金は。本来は、そういう料金体系になっていれば、こんな差は出ない。そもそも公共交通

のあり方自体を考えなければいけない問題を、敬老乗車証の問題に持ち込んでやっている

ということで、これは困る。特に遠いところに住んでいる人たちには困る見直しになって

いる。 
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制度見直し「素案」市民説明会記録 2 

 

平成 22 年 6 月 13 日(日) 午後 2 時 

市役所 第 1 委員会室 

参加市民 161 名 

 

 これからは健康保険や地下鉄、消費税など、他にもいろいろ全般的に上がるだろう。私

は年金生活者。上がると乗りにくくなる。便利でいいが、上がると遣いが減る。市内に住

んでいれば便利。作並とか秋保だとお金がかかる。そういうことも考えて欲しい。 

 

 ここには市バスのデータしかないが、私のところは宮城交通。利用者の住んでいる地域

別データが分かるのならば住んでいるのがどういう場所なのかを示して欲しい。市内の比

較的便利な場所に住んでいる方なのか、郊外の不便な方なのか、周辺部か。というのは、

私の住んでいるところから中心部に来るのに千円かかる。まして、秋保とかはもっとかか

る。また、太白区南西部の団地には市営バスは走っていない。そういう格差がある。市の

交通局がやっている学生の 5 千円フリーパスも、市営バスの路線がないので、私どもの孫

たちは利用できない。そういった意味で差別を受けているような感じがする。負担がある

程度増えるのは止むを得ないと思うが、できれば、住んでいる地域によって 5 万、10 万、

15 万とか、上限の幅を設けるよう配慮して欲しい。例えば、近くにコンビニがあるという

のであればいいが、近くには買物をする場所もない。大きな病院といえば必ず中心部。私

の住んでいる場所は、近くに生鮮食料品の店がない。必ずバスに乗って、最低でも 150 円

払わないと新鮮な魚とか野菜が食べられない。非常にお金を沢山使っている人が郡部の方

であれば仕方がないと思う。市の中心部の方であれば、ちょっと、使いすぎかなという感

じもする。 

 また、お年寄りの方でボランティア活動でしょっちゅう動いている人には多少配慮して

欲しい。限度額を超えたら全額自己負担ではすこし酷ではないか。 

 審議会の委員の方々は、実際に現地に行ってバスに乗ったのか。郡部や、日中乗ってい

るのは高齢者ばかり。その近辺で店があるかどうかを見ていただけるのであれば、また違

った議論になると思う。 

 

 敬老乗車証がスタートした昭和 48 年、有料化になった平成 14 年に比べて、高齢者は非

常に増えている。対象者を 75 歳以上とするのも有力な一案だと思う。 

利用者負担について、素案は、1 万円出して 10 万円分いただく。乗る分に応じて負担す

る、応益負担にするのは良いが、10 万円上限一本だと不便。20 万円分乗りたい人もいる。

15 万円分乗る必要があるという人もいる。仕事をしている人もいて、定期券代わりに使っ

ている人もいるだろう。ボランティアで週何回か出るという人もいる。限度額 10 万円では
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選択の余地がない。限度額を、5 万、10 万、15 万、20 万円にして、それぞれ応分の率

を負担して、本人に選ばせたらどうか。 

 また、地域性の問題。高齢者が出かけるというと中心部に出かける人が多い。定期券は

遠いところから来るから割引率が高いということはないので、整合性はあるだろうが、中

心部に住んでいる人と周辺部に住んでいる人では 10 万円の価値が違う。地域性も考慮して

欲しい。 

 

 自分で使うときは、月に３～４回使っている。ボランティア活動のときは、月２０回。

月１万円を超えることもある。ボランティア活動には、要請があれば行く。こういう安い

料金でいただいているが、乗車証をもらっているからには、社会の役に立たなければいけ

ないという気持ちから、ボランティア活動をやっている。市内の小学生に語り部をやって

いる。乗車証が廃止されるのではという話も聞いたことがあり、今日、説明会を聞いて、

そうじゃないと知って少し安心した。 

 

 私も市のボランティアやサポーター、コーディネーター７件と県のボランティア 3 件を

登録して実際に活動している。月２０回くらい乗車証で活動している。例えば、観光ボラ

ンティアだけで月８～９万円使う。上限１０万円で制限されると、他のボランティア活動

ができなくなる。私は後期高齢者だが、元気なので、社会貢献するよと、頑張っている。

そういう人の芽を摘まないでほしい。 

ボランティアの仲間が遠くから自転車やバイクで来ている。70 歳前の人が頑張っている。

70 歳なったら乗車証がもらえるからと期待して待っている。そういう人の芽を摘まないで

欲しい。ボランティアが長続きしない人が多い。興味本位でするけど長続きせず、辞める

人が多い。もっともっと元気で活動するので、１０万円上限なんて言わないで欲しい。 

 

 今までは 5 千円払って第 1 種乗車証をもらって、1 年間どこでも使っていたが、今度は

最高 5 千円のものしかないから、１０万円だと２０枚までもらわなければならない。使い

方がピンとこない。5 千円の乗車証をもらってバスを使った場合に、実際の乗車運賃が 5

千円になったら使えなくなるのか。それとも、500 円づつ払ってって、500 円の区間を

10 回乗って、乗車券が終わりになるのか。その辺の使い方がピンとこない 

  →今の敬老乗車証と同じイメージ。5 千円のカードを受け取るときに 500 円払う。カ

ードの残額が少なくなったら、次のカードをあわせて使える。その都度交付するの

かどうかについては、今後検討が必要。 

 

 桜ヶ丘に住んでいる。車をやめてこの４月からバスに乗るようにした。乗ってみて、旧

市内は優遇されているが、郊外居住者はすぐ料金があがり、運賃が高い。泉区の県図書館

に行こうとすると料金は高い。まさに敬老乗車証を使っていると運賃が分からなかったが、
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第 2 種を使ったら、4 月から使ってもう使い切った。私もボランティアをしてるけど、運

賃高くなったから、ボランティアを辞めようかと考えている。地域性を考えて欲しい。 

 乗車証がはじまったときはとても嬉しかった。70 歳になったら乗車証が使えると嬉しか

った。市長が、乗車証の見直しを始めたことでえっと思った。私は仙台市出身で仙台育ち。

仙台で働き、何十年と市に住民税を払っている。固定資産税も払っている。それなのに、

ボランティアで市の中心に出て働こうと思ったときに、こういう制度見直しがでて大変だ

と思って、今日、ここに来た。敬老乗車証は市民の誇り。敬老乗車証をなくさないでほし

い。悪化をするなんてひどい。１割負担がそのうち２割や３割になる恐れがある。私の団

地は高齢化が進んでいる。乗車証がなくなったら、バスの運行減にもつながりかねないと

不安。敬老乗車証は見直さないで欲しい。 

 

 私はまだ敬老乗車証の対象年齢ではないが、今日は勉強するために来た。 

学識経験者は本当に学識経験者か。社会福祉事業従事者は本当に従事している方か。私

は去年の 9 月に父親を亡くした。そのときに、いろいろな形で、勉強した。それを踏まえ

て勉強させていただく。 

介護予防の推進を図っている手段とあるがここに興味がわいた。父は要支援だった。要

支援はタクシー代が使える。タクシーで国立へ通った。片道 3 千２百円。父親は、これを

もらうようにしてくれ、これをもらうようにしてくれということで、すごくやってもらっ

て、やっと要支援になった。それも、昔は介護のなくなっても使えたが、要支援以上でな

いと使えないとかになっていて。それで諸先輩の意見も聞くと、敬老乗車証いただいてい

て、高齢者の社会参加の促進、ボランティアですよね、介護予防の推進、今言ったように

タクシー代代わりに使っているとかいろいろあると思う。これを、例えばあなたたちは 10

年先を踏まえて考えているか。現状ではなく、10 年先ということは、あなたたちが使うと

いうことだ。１０年先もかわらずに意見をいただきたいということはそこのところ矛盾し

ている。 

受益と負担の均衡を図るということも書いてある。それも踏まえてちゃんと考えている

か。諸先輩たちは今の社会に携わっている。それを踏まえて私達は、私は 50 代だが、社会

に出て、皆様の土台の上に載せていただいて生活している。そういう方たちのご意見を踏

まえて、聞いていただきたいと思う。 

一定の負担を利用者に求めることは止むを得ないと言うが、何故止むを得ないのか。そ

こをきちんと考えて欲しい。 

男女の色分けは失礼だと思う。これはセクハラだ。そういうことを学識経験者がふまえ

たというのは、学識はデータをもとにしての学識ではないのか。貴方達が社会福祉に従事

する方ではないと思う。いろいろな面で、私達が 70 代になっても生活できる。ある方が言

った、市長は老人のことに全然疎いから、そこを踏まえてくださいと言わた。本当ですね、

このことは。本当に悲しいです。あなたたちは仙台市役所に勤めているからきちんとなっ
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ていると思うが、やめたらどう思うか。例えば千円出しても 100％使っていないというこ

とは、結局知らないだけではないと思う。千円だけでも負担は大きい。うちは財産もない。

これから母親の葬儀代を準備していかなければならない状況だ。そういうところで 1 万円

の負担は大きい。1 万円で 1 ヶ月の食費が買える時代だ。きちんと 10 年先を踏まえてや

ってほしい。 

 

 パブコメのパンフレットを町内会経由で全戸配布をして、全市民の意見を聞くべきだ。 

 

 敬老乗車証は３つの観点から論議されるべきだ。一つは高齢者の福祉、そして公平性、

そして市の財政だと思う。その 3 つの点から妥協点を図っていくということで進めていく

べきだと。 

大半を占める 5 万円以下の方が人数にして８４．３％だ。これを軸にして、これを 1 割

負担にする。それから 5 万円から 10 万円は２０％、それ以上が何％か。そういった 3 段

階ぐらいに分けるべきだと思う。 

また、ボランティア、観光ボランティアとか福祉というのは、各人によって違う。それ

は個別に対応していただく。観光課とか福祉課である。そういった事業をやっているとこ

ろで個別にやっていただかないと、全体で一緒にしたのではまずいことだと思う。 

70 代に入って雑談したが、噂話かどうかわからないが、何十万も使う方もいる、それは

どういうことなのかなあ、と。非常識だ。あるいは特別の事情があるのかもしれない。そ

ういうのは市役所で個別に対応すべき。 

 

 私は今の負担のままで中身を変えることの意見を持っている。 

システム改修、億の単位で金がかかるといったが、これをしないと、制度設計がすごく

窮屈なことになってしまう。将来とも禍根を残すことになると思う。1 億円なんて安いもの

だ。毎年何十億円をこれに突っ込んでいるわけだから、１億円が高いというのは考え方お

かしい。 

 使用頻度のばらつきについてだ。今の方と表現は違うが、まったく同じ意見だ。全市民

のためのシステムだから、一部の人がいかに社会的に立派なことをやっていても、これは

平等に扱うべき。本当にこれはと思うのは、他の方法で対応してほしい。個別事情をこの

システムに組み入れたら、システム自体が非常に不合理なものになる。それは、全市民の

ためにならない。このことを念頭において考えるべき。 

 負担は現行のままで、限度を変えるような形で、最終的に市の負担を軽減することを目

的にやっていただきたい。 

 

 長いこと利用している。いろいろな人との話の中で、不正利用も現在結構あるというこ

とだ。不正利用を防止するための色分けも一つの工夫だったのかなと思っている。読み取
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りのシステムが今のような状態のままだと、1 回に何枚も渡すようなことだと、これまた不

正利用につながってくる。10 万円であろうと、なんだろうと、限度で、1 枚で読み取れる

ようなシステムになれば、より公平になって、不正利用にもならないのではないか。１０

枚も２０枚も渡すことになると、間違いなく不正利用につながっていく。よく考えて欲し

い。 

応益負担はどの制度でも同じだと思う。 

 

 この案は決まったということなのか？ 新聞ではさも決まったような記事が載っていて、

おかしいのではないかと思っていた。市バスの利用はわかるが宮城交通についてはわから

ないというのはおかしい。利用者に何故アンケートをとらないのか？ 利用者の方がどう

いう状況で使っているかのアンケートをとるべき。もし決まっていないのであれば、今ま

でどおりの現状維持でぜひお願いしたい。 

市の財政としては、今使っているのは、市財政の 0.5％に過ぎないということだ。10 年

後を考えても、0.7％ぐらいということなんで、それほど市政を圧迫しているとは思えない

ない。もう一度検討しなおしてほしい。 

 

 仙台市職員給与は国家公務員より 1.03 上回っている。それを国家公務員並みにすれば、

職員の給与は下がるが、値上げしなくても済むと思う。 

  →差を承知していないが、このことについてはご意見として承る。 

 

 第 1 種乗車証の裏面に金額を表示できるようにしたら不正利用が防げるのではないか。 

 

 市の厳しい財政状況って、どういう状況なのか？ 一方で市議会議員への過払い。そう

いうものをさておいての見直しはおかしい。 

また、これ仙台だけではない。他都市でもやっているだろうが、他都市の参考例を載せ

るべき。他はこうだが、仙台市はこういう状況なのでこういう素案だというのならわかる

が、仙台市の素案だけ示して、他の都市から転入した人はびっくりするのではないか。 

  →敬老優待制度は東北では仙台だけ。他の政令指定都市については調査、比較して、

素案を作っている。 

 

 10 年先を見据えた改正を行いたいということだが、しからばこの 10 年間はバス運賃の

値上げはないという前提で考えているのか 

  →現時点ではわからない。経済情勢や市の財政状況の見通しもわからない。そのよう

な状況下で、またすぐ見直すのではなく、団塊の世代が対象となるときに維持でき

る制度設計を考えたもの。 
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 今日の参加者、見直しを賛成する方はほとんどいないと思う。しかし、私は賛成したい。

この制度に乗っかって、交通関係の費用を全部これでまかなおうとするのはいいが、そう

でないと困るよという人も中にはいるかもしれないが、そこには無理がある。 

金額的にこれでいいのだろうかと、考えざるを得ない。個人的に考えると、10 万円上限で

も高すぎると思う。例えば、片道 500 円以内ならいくらとか、1000 円以内ならいくら、

1500 円以内ならいくらと。それでもって、地域によって違うから、その辺は考慮する必

要があるのかなと。 

ボランティアの関係があったが、それはそれで何かあれば別途考えることも必要なのかな、

それは別に考えたらいいと思う。 

 これをやるとしても来年というのはどうか。この 1 年間、この状態を続けることの方こ

そおかしい。この 10 月から見直しを実行すべきだろうと考えている。 

 

 財政状況が厳しいということだが、10 年後、今の状態を続けた場合に、仙台市の財政は

夕張みたいになっていくのか？  

報道では、交通事業会計で毎年赤字だといわれているが、財政が厳しいというのは、交

通会計のことなのかどうか。 

団塊世代の方が 70 歳になるときに、この制度を維持するためということだが、団塊の世

代の方が一生懸命働いて、税金も納めて、ただ人数が多いということで、現在利用してい

る方との間で、公平性という面から言えば、何か変だと思う。人数が増えるから、今の人

が負担してくださいという前提なのだろうが、本当にすぐ手の届くところまでいって、 

私の場合は、市の中心部にいて、できるだけ自転車を利用しているが、仙台市の施設は郊

外にあって、地下鉄を利用しないといけないところに施設がある。今度東西線ができた場

合に、この試算でどうなのか。 

  →厳しい財政状況について、20 年度は 19 年度に比べて 100 億円の税収が落ち込ん

でいる。今後の見通しも今はわからないが、10 年後に財政が破綻しないように努力

していく必要がある。厳しいのは、仙台市と交通事業者、両方である。 

   人が増えるのは事実。かかるお金をどのように負担するのか。全体のバランスを考

えて必要な施策を考えていかなければならない。その中で乗車証制度も考えていく

必要がある。 

   東西線については、市としてのいろいろな施策を総合的に見ていく必要があると考

えている。 

 

 財政が全体的に大変ということだが、税金の使い方ではないか。大変だといいながら、

アンパンマン・ミュージアムには 2 億円出す。水族館には 10 億円。そういうお金がある

のに、なぜこちらにはまわせないのか、すごく不思議に思う。 
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 一生懸命生きてきて、勝ち取った敬老乗車証だ。それを付加価値がないように言う。敬

老乗車証をいただく方たちは、みんな付加価値があって、生きてきて、これからも生きて

いかなくてはならない人たちだ。高齢者を大事にする仙台市であってほしい。 

政令都市でも、みんなやっていることだ。近隣の市町村で、仙台市に住んでいていいね

と言われる。私もまもなくもらえる。今度定義山に行くことができるかなあとも思ってた

が。みんな一律に 1 割と決められたら、とっても。市民の足を守るのが仙台市の役割だと

思う。仙台市のバスが赤字なら、敬老乗車証で乗っていただく、それも赤字補填になると

思う。声を大きくして、敬老乗車証を堂々と使わせてほしい。1 割負担などとけちなことを

言わないで、現状維持でお願いしたい。 

 

 私は、この制度をつくるために、昭和 46 年から市民運動をしていた。48 年に当時の市

長の英断でこの制度ができて、大変喜んでいた。 

私は 4 月から事情があって市政だよりが配布されなくなった。今日のこの会、河北新報

で知った。それも全然情報がなかった。それに春先から、河北にお年寄りの大変いい意見

がたくさん出ていた。私も、なるほどと聞いていた。そこで、お願いだが、パブコメのパ

ンフのはがき、これを制度に関わりある人たち全てに配布して欲しい。意見をぜひ聞いて

いただきたい。 

もう一つは、市議会が話題になっている。同じ政令都市の名古屋では、市民税が下がっ

た。議会の制度の改革でリコールになるという話もあるようだが。また、名古屋の市長の

意見では、議員は職業ではない、ボランティアだという考えもあるようだ。市の財政が苦

しいのはよくわかる。しかし、税金の使い道をもう少し考えたらどうか。例えば、市議会

の議員が、あっち行った、こっち行ったと、わけのわからない金を使っていることが話題

になった。そういったことも含めて、税金の使い道をもういっぺん見直してほしい。止む

を得ない事情があるなら値上げも止むを得ないが、現状では、現状維持をお願いしたい。

お年寄りの意見をぜひ聞いてほしい。 

 

 札幌市は 7 万円限度額で 1 万 7 千円の負担。さいたま市、千葉市はない。何も実施して

いない。川崎市は 12 ヶ月フリーパスで 1 万 2 千円。地域によってさまざまだ。 

私も夫も年金で生活しているが、今、確かに財政が厳しいといっているし、私は、卒業

して職がないというところが一番の問題だと思う。だから、確かに介護とか健康維持とか

言っているが、体操教室とかそういうのには一切の補助もない。いろんな所から通ってき

ている。結論的には、私は応分の負担と限度額は必要だと思う。今まで皆反対意見ばかり

だったので言いにくかったが、いくらかの負担は仕方ないと思う。 
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制度見直し「素案」市民説明会記録 3 

 

平成 22 年 6 月 19 日(土) 午前 10 時 

若林区役所 6 階ホール 

参加市民 132 名 

 

 六郷から来た。六郷から市役所まで往復すると千円になる。5 万円の年金しかもらってい

ない高齢者の方はどうするのか。まず大反対だ。 

説明会の位置づけが不明確。説明の中で、今回はたたき台ですよと、素案ですよという

ことを何度も言ったが、当局がまとめてきたのだろう。既に審議会での意見を伺ってまと

めたという説明だ。これは審議会の意向だ。私らに意見を伺うというのは、何を受け止め

て、制度に反映するというのか。説明会の位置づけが今ひとつはっきりしない。例えば、

公聴会のような位置づけであるなら、審議委員の皆さんが出席して、我々の意見を直接聞

くべきだと思うがいかがか。そもそもこの説明会に反対だ。 

 →審議会、説明会、どちらの意見も軽重はない。また、素案は決定ではない。何もな

い状態で意見を伺うことは出来ないため、市の考え方を素案として作成したもの。 

 

私は審議会を傍聴した。本庁での説明会も聞いた。財政赤字ということで市バスの問題

が出てるが、財政赤字とはどういうところから出てきたのか。例えば、仙台港背後地、今

どうなっているか、アエル、非常な市の負担だ、地下鉄東西線、どうなるのか、長町副都

心、どうなるのか。設計は構想設計から、計画設計、基本設計、実施設計。大きいものは

構想設計か始まる。この構想設計を市のトップが提案してコンサルに発注する。このコン

サルが市の当局に対して、これはだめですよ、赤字になりますよ、やめたほうがいいです

よ、という成果品を果たして上げるであろうか。当局の喜ぶような成果品を上げるだろう。

そのように、ごり押ししてやってきた結果この赤字状態になっているのではないか。 

こういうなかで、今 70 歳以上の方、私らの親達は太平洋戦争で大変な苦しい思いもして

きた、戦後も大変な思いをしてきた。そして現在の日本を築いた。そして今、定年退職し

て、やれやれと年金暮らしで余生を過ごそうと思っているときに、後期高齢者医療制度と

か、消費税の値上げ問題とか、介護保険の問題とか、いろいろ、受益者負担ということで

負担、負担、負担ということで負担ばかりをしかけている。無料で発足した敬老乗車証、

最初は交付率 82％だったが、値上げしたときに 60％台まで下がった。今度はどうなるの

か。1 万円まで上げて、今までの倍になって、冒頭の方のお話しにあったきりのいい 500

円で言いましたが、500 円が往復で千円だ。千円で 1 ヶ月 1 回使って、1 年間で 1 万 2

千円。これでぱーだ。それ以上 1 ヶ月は使えないということだ。そういうことで、敬老乗

車証の値上げの問題は全く反対だ。 

本庁舎の説明会で、値上げするのは決まったような発言をしただろう。河北新報にも載
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っていた。よく考えるべき。 

 

志波町に住んでいる。あと 3 年でもらえるなと思って妻と共に楽しみにしている。87 歳

の母親は敬老乗車証でしょっちゅう病院に行ったりしている。付き添う妻は普通運賃、結

構な費用になる。 

円グラフで、51％と 42％はすべて税金でまかなわれるという意味か。 

 →51％は市の会計から出しているもの。42％は一部を補助金とかでみれば税金と同じ

という見方もある。 

42％や 51％が投入されなくても、市営バスや地下鉄は運行する、誰が乗らなくても。

その問題をどのように考えているのか。空っぽで走らせても、公共の交通機関は残ってい

る。それよりはみんなを乗せて走ったらいいじゃないか。そういう立場に立った公共交通

機関のあり方を問わなければならない。それでなくとも、バスに乗りたくても、車で行く

のはどんどん道路が良くなっているからだ。東西線を作ります。新寺小路線の道路がどん

どん良くなっている。車をどんどん使って下さいとばかりに道路を良くしている。そして、

公共交通機関の利用が減っている。さらに便数も減らす。その一番典型的なのは、秋保の

馬場とか、あっちのほうにいる人達でしょう。志波町はまだいい方だ。薬師堂線も乗れる、

新寺小路線も乗れる。そういう地域に住んでいる人はいいとして、高い運賃で、新浜とか

から来る方は仙台駅まで出るのにえらい金がかかる。それと、利用するための便数の問題。

そういうことを考えると、公共交通機関を運営していく上で、お年寄りたちが果たしてい

る役割は逆に大きいのではないか。それを棚に上げて、ただ受益者負担、応益負担という

のは、納得のいかない大きな問題だ。 

敬老乗車証制度の説明会だというけれども、誰の説明会なのか。審議会の分科会の答申

に対する説明会なのか、それとも部会の説明会なのか、どちらなのか。 

→素案は審議会の委員の意見を伺って市がまとめたもの。諮問をしたものではない。

諮問答申というのがよく知られている手続きであるが、今回のように意見を伺うこ

ともある。 

普通だったら諮問をして答申するのが普通。わざわざ臨時委員を委嘱してまで、意見を

聞いているのだから、諮問をしないのはおかしいのではないか。意見をいただくというが、

どういう意見をいただくことが出来るのか。審議会で委員から意見を伺う。我々の意見は

ここで聞くということか。どちらが優先するのか。 

→優先とかではない。いろいろなご意見をいただくもの。 

意見は聞きました。その中から、当局に都合のいい意見を抽出して素案を作成している

のではないか。そういう方向に走っていないのか。 

 →そうではない。 

今回の見直し案は老人福祉法の目的や基本理念からしても、今回の値上げ案は、高齢者

の所得格差がある中で大きな問題だし、地域間格差をさらに助長する意味もあるので、全
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面撤回して、再度審議会で議論を重ねるべき。 

 

 聞いていると大勢は値上げととらえて、値上げ反対だという大勢のようだ。値上げかど

うか考えて欲しい。平均利用額が 5 万円ということ。それから、金額だが、１万円までの

方が 46.4％、5 万円まで含めると 84％。つまり 6 人に 5 人は 5 万円以内で済んでいる。

5 万円年間利用の人は負担金額が 5 千円で現行と同じ。4 万円までの方は今までよりも負

担額が少なくなる。そのうち 1 万円までの方は千円の負担になるので、現在の第 2 種が廃

止になれば、千円プラスということになるが、年間千円だ。1 万円までしか乗れないから、

1 万円まで使えば終るわけだが、1 万円までしか使わない人が 46.4％、全体の半数近くが

1 万円まで乗らない。1 万円までの利用乗車証の平均利用額が 3800 円だ。それで私は大

いに賛成だ。市の交通局の累積赤字、負債額、100 億からなっているかと思う。それは借

金で補っている。付け加えると、現在の仙台市の財政赤字は、特別会計を含めると、１兆 3

千億。それを誰が返すのか。今までの財政支出にいろいろ無駄があった。その結果の累積

だ。国と地方を合わせると総負債額が 8 百兆円あまり。そういうことで、財政再建が現在

の現在の国、地方を問わず喫緊の課題である。いろいろなところに見直しをかけて無駄を

排除しなければいけない。敬老乗車証は、８４％、6 人に 5 人は現在の 5 千円の負担で間

に合う。わずか１５％の人が年間 5 万円以上の利用、10 万円以上利用する人もいる。そう

いう人は、利用してそれなりの経済的、健康的メリットを享受しているはず。そういうこ

とで、大半の人は値上げにはならないということを良く考えて欲しい。 

 

 今の発言された方の意見で、値上げになる方は 15％と言いましたが、この方たちがどう

いう人たちなのか、どういう日常の暮らしをして、バスを利用する結果になっているかと

いうことをみなさんで考えていただきたい。私は若林の奥のほうに住んでいますが、駅ま

で行くのに往復で 7 百円かかる。更に、何か目的があって親戚の家に行ったりすると、更

に 7.8 百円かかる。私の年代の者は、離れている人の家族の介護とか、どうしても助けた

い人の介護とかに使っているという方が沢山いる。そういう人達が、値上がりしたってい

いじゃないかっていう論議をされているわけ。それはとってもおかしいと思う。これから

地下鉄東西線を作って、何千億だかを年々提供する。それを運行しても黒字にならないと

いう実態の中で、そういう沿線の人達は目に見えない形で、市の財政を使って、補助され

て日常的に生活しているわけだ。バスしかないというところは、乗らなくなれば、またさ

らに便が減らされるのではないか。今 1 時間に 1 本しかないという地域が沢山ある。そう

いう人たちが一番わりをくうのだ。こういう値上げをしたとしても、例えば、現在 2 億 8

千の負担で、倍にしたって 5 億だ。今から何千億とかけてつくる東西線の赤字を考えれば、

本当に微々たる物で、これで生活が支えられてきたという実績をもっと大事にして計画を

立てて欲しいと心から思っている。考え直して欲しい。 

それからもう一つ。31 年度に 49 億になるのではないかということ。団塊の世代の人が、
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70 歳になるという年代で、高齢者が増えるのではないかという。でも今の 60 前後の人は

車にも乗れるし、必ずしも同じ比率でバスとか地下鉄とか利用されるとは限らない。大き

な財政の中で、微々たる物で救われる人達が沢山いるという事実を見ていただきたいと思

うのでよく考えて欲しい。 

 

 若林に住む 73 歳だ。5 千円の敬老乗車証を使っていて、月 4,5 回利用しているかどう

か、1 ヶ月 2 千円くらいかなと思っている。町内会の会長などもしていて、そういう仕事

でも利用している。仙台市民だと、70 歳になって敬老乗車証があって良かったと思ってい

る。これを続けて欲しいので、基本的に値上げの素案は反対だ。特に、受益者負担という

考え方が出されているが納得できない。敬老の精神を受益者に考えるのはなじまないので、

現行のまま存続させていただきたい。 

それから、いろいろな物事の決め方についてだ。10 万人の人が利用しているし、それで

恩恵を受けたり、不利益になったりする人が多数だから。そういう点で、素案が出来るま

での審議会を傍聴してきているが、値上げに同調しないのはよからぬ方だみたいな。河北

新報に本庁でやったときの記事が載っていた。私も 5 回のうち 4 回傍聴している。委員構

成は、学識経験者、社会福祉事業従事者、市議会議員などとなっている。なかに、老人ク

ラブ連合会会長とか、市連合町内会長会会長がいるが、いかにも広範な市民の団体を代表

しているような肩書きだが、賛成かどうかを私らは聞かれたこともないし、勝手なことを

言っていて、当局から財政大変なんだと聞かされて、ロボットのように発言している。実

際に言っている、負担増は止むを得ないとみんな言っている。反対の声はあそこにはない。

一方的な審議会になっている。 

当局のやり方も不公平。論点整理を次回に出すが。当局の誘導に乗せられるような論点

整理が多くて、6 月 2 日も聞いたが、あの議論から、なぜこの素案になってくるのかなと。

全くの当局の創作で、今始めて意見を言わせてもらえるので言うが。是非、我々の声を聞

いていただいて。我々は値上げするなという運動をしている。署名も提出した。市長に、

市議会で市民の立場に立って市民の声も聞くと言っているので、こういうところにも来て

いただいて、直接聞いて、市政に反映していただきたい。結論的には値上げをしないで欲

しいということを申し上げる。 

 

 表柴田町に住んでいる 24 歳。私が 70 歳になったときにもこの制度が現状のままで維持

されていることを望んでいる。私の祖母も、敬老乗車証を使って習い事に行ったり、買物

に行ったり、孫の顔を見に行ったり、とても活き活きと活動していた。そして、ばあちゃ

んはこれを使ってどこへでも行けると嬉しそうに語っていた。祖父が入院したときにも、

祖母が頻繁に病院に世話をしにいくことが出来たのは敬老乗車証のおかげだ。 

仙台市が他の市町村に誇ることのできるすばらしい制度だと思う。今回のように、無料

のものを廃止したり、遠くの方に負担を強いるような変更をする事で、敬老乗車証に手の
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届かなくなる方や、利用を意識的に制限してしまう方が出てしまうようでは、お年寄りを

敬うという、敬老という意味を失ってしまう。先程からの説明で、これで決定ではない、

ここにいる皆さんの意見を受けて再検討すると言っていた。ということは、今日の説明会

も、負担を増加するという結論が先にあるものではないと思う。今日のように、反対意見

が多数という結果を受けて、現状のままという方向で再検討していただきたい。お年寄り

が住みやすくて、このまちに住みたいと思っていただけるような仙台市にしていただきた

い。 

 

 ひとつだけ確認しておきたいが、ここでいろいろ反対意見が出ているということをよく

聞いていってもらいたいということと、ごみのときもそうだったんだが、説明会と称して、

言わせるだけ言わせておいて、結局はみんなが賛成だったという値上げの話を決めている。

ここも同じような感じがする。ここで皆さんからの意見を聞いた結果、概ね賛成だとして

しまうのではないか。役所ではそういうからくりをするのかと思った。そういうことでは

ない。ここでは多数が反対だった。とても通るようなものではないということでまとめな

ければならないと認識をして約束をしてもらいたい。 

 

 他政令指定都市の高齢者優待乗車証制度について紹介したとあるが、どういうところで

どういう制度を持っているのか、プラス面とマイナス面を事実に即して教えて欲しい。 

  →高齢者優待乗車証制度があるのは東北では仙台市のみ。指定都市では仙台市を除い

て 12 市にある。大阪市が全くの無料。他は何らかの形で負担がある。例えば、横浜・

名古屋・京都市は定額負担、札幌・堺・神戸は定率負担。所得制限や利用制限を設

けているところもあり、制度の枠組みを一概には言えない。 

 

 見直し素案の中で、向こう 10 年間の事業費の伸びを見据えて決めるとあるが、今後 10

年後にいくら残っているのか予測できない。同じくらいの人数が年取ってくるわけではな

い。10 年後のことは予測できないのに、10 年と区切った理由と事業費の内容は何を基準

に決めているのか 

介護制度の充実を図るための値上げといったが、敬老の趣旨にそぐわない。再考して、

見直すのであれば、元に戻して欲しい。 

  →市では将来の人口統計の見通しを作成しており、この数字から人口・事業費を算出

している。住み慣れた地域で暮らして欲しいということで、様々な福祉施策を展開

しており、敬老という意味とは一部異なるかもしれないが、利用できる様々なサー

ビスがあることが福祉として大切だと考えている。 

 

 78 歳。年金を受けるようになってから、1 回も一銭も増えていないのに、介護保険料や

ら何やらと引かれるものがどんどん大きくなり、随分年金が目減りしているが、そのなか
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でも何とかやりくりできているのも、交通費をかけないで済むというありがたい制度があ

ったから。用事があって駅前まで出かけると往復で 500 円かかる。500 円あったら 2 食

べられる。交通費の大きさは年金者にはとても大きいことだ。仙台市に住んでいて、仙台

市の制度ってありがたいととっても感謝していた。 

そもそも、お金はどこでもない。そういうのにかかわらず、どうしてこの制度から目を

つけるのか。出来るだけ長生きをし、元気よく、死ぬときまで生きていたいと思って毎日

生きているが、お金ないから、とりやすいところからとろうという考え方が見え見栄。市

長に投票したのを後悔している。今起きてる問題と違うこと言ったが、実際に考えている。

誰に入れても同じだという考えもあるが。年寄りいじめって、いじめ易いのかも知れない

けど、こういう発想を起した人達にもう少し考え直して欲しい。もう少し詰めるところと

か、考えればいくらでもやりくりできるところがあるはず。 

 

 上飯田に住んでいる。一つは、出された意見にまだ答えていない。審議会委員がなぜ今

日来ていないのか。それから、素案は市の案だ。審議会で審議された内容はここでは明ら

かにされていない。賛成の方も反対の方もおったんだろうが、明らかにしてほしい。 

ここで出された意見は市長に正確に伝えてほしい。 

  →素案は審議会の委員の意見を伺って市がまとめたもの。諮問をしたものではない。

諮問答申というのがよく知られている手続きであるが、今回のように意見を伺うこ

ともある。審議会、説明会、どちらの意見も軽重はない。(再掲)  

 

今の話を聞くと、審議会で意見を聞くのも、ここで意見を聞くのも、何のために意見を

聞くのか理由がわからない。何も審議会をしなくても、説明会をしなくても、意見を聞く

機会はいくらでもあるのではないか。あえて審議会、あえて説明会、なぜそうなのか。意

見がどのように活かされるのか。全然活かされないだろう。事務当局が、この意見がいい

と思えば、その中身だ、最終的。そういうことにならざるを得ない。 

あなた方は黙っていなさいと言わんばかりの説明会と受け取ったが、どうですか、みな

さん。 

 

 ごみ問題のときもそうだったが、私たちは何のために集まっているんだろう。なんの役

に立つんだろうと今日も感じた。 

公共交通機関助成が、国とか県から出ているのかよくわからないが、仙台市にどういう

予算でいくらぐらいか入っているかを教えてほしい。交通弱者に対する、仙台市はどうい

う施策をとっていきたいのか。お年寄りが、元気で、いろんなところに出かけていく。病

院にいかないで、お友達を作って、おしゃべりをして元気に暮らすというのが理想なんだ

が、今いろいろなところへ敬老パスを使って出かけて行って、家の近くでない人たちとお

しゃべりして、お買い物をして、元気に歩いている方がいっぱいいる。仙台市のこの制度
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はすごくいいことだと思うが、負担を大きくすると、そういう方たちが、出歩かなくなっ

て、おしゃべりをしなくなって、福祉面ですごくマイナスだと思う。仕事を止めて、ボラ

ンティア活動でいろんなところに出かけて、高齢者が高齢者にボランティアするという形

もあって、仙台市はすごくいいなあと思った。ボランティアの関係は別の道を考えればい

いんじゃないかということが新聞に出ていたが、その方法だと気楽に行けない。手続きで

すか、こういったことでいついつボランティアに行くからボランティアの乗車券をくださ

いというのは、大変だ。今の制度が一番いいと思う。仙台市民が、お年寄りの方が、元気

でいろんなところに出かけていける。そういう制度を維持してほしい。 

 

 中倉に住んでいる、８６歳。若林区老人クラブ連合会の会長、仙台市老人クラブの副会

長をしている。 

この問題について、今年の年初あたりからいろいろ議論されてきて、老人クラブ連合会

として３月３１日付けで要望書を市長に出した。中身は、現制度を廃止しないで維持して

ほしい、大幅な値上げはやめてほしい、７０歳の年齢は維持してほしい、この３つの主な

点を挙げて要望した。 

 今回の説明会に出席し、大幅な値上げではないということがわかった。というのは、標

準使用者は約５万円。５万円の場合は１割で５千円の負担、今と変わりなし。例えば３万

円の利用者は３千円で２千円ダウンする。ただ５万円以上の人は若干値上げになるが、こ

れはあく名でもごく少数だ。私自身のことを考えると、幸いに身体が丈夫なので、医療関

係には殆どかかっていない。バスを利用するのは、主に老人クラブ連合会に出るための往

復のバス利用が中心。月平均で３回くらい、往復すると年間で約６万になると考えている。

１割だから６千円。今の５千円の第１種プラス千円くらいで済むとなると、私たちの要望

した、大幅な値上げにならない。１０万円を使っている人は、１万円だから、値上げにな

るかもしれないが、これはごく少数だし、特殊な仕事をしている方。そういうことから考

えると、素案は私たちの要望書に沿っていると考えている。皆さんの値上げ反対、値上げ

反対に一概に同調できない。 

 同じ宮城交通や市営バスを利用していても、市の周辺の他市町の人は、同じ年寄りでも

恩恵にあずかれない。仙台市のわれあれだけが恩恵にあずかるのはどうかという考えも若

干持っている。 

 

 役人は３年でかわる。今後 10 年間というが、次の人に引継ぎをするというが、申し送り

がなされない。そんなことは聞いていないといって逃げる。 

地下鉄工事の説明のときもそうだった。地下鉄の路線やるとき、｢皆さんのこの地区は利

用者は１日５万人います｣。この地域に住民が何人いますかと聞くと応えられない。そして、

だんだん１万だ。地下鉄の駅をどこに作りたいか。どういう駅を作りたいのかと皆さんに

問うた。役所の素案はどこにあるんですかと聞くと説明できなかった。やるたびに、架空
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の数字を作って、赤字を作るような工事をして何になるんだ。 

夜８時以降のバスに乗ったことがあるか。運転手だけということがよくある。８時以降

のバス、運転手と私だけになると、降りるのも気の毒になる。そういう状況のバスだ。 

今の値上げの問題だが、今審議されているが、市会にもかけると言うが、質問事項、答

弁書は執行部がつくって提案する。だから何でもできる。 

今までの例だが、名前は入っているが、不正に利用している方もいるので、写真でも入

れたほうがいいのではないかと提案する。 

 

 値上げの件については反対だ。 

敬老乗車証が仙台市において身分証明書にならないか。これには生年月日が入っている。

個人情報としたら生年月日は非常に危険だ。紛失したときに悪用される危険がある。 

２年前住民票の発行を求めたとき身分証明書ありますかといわれた。何もなかったので、

家に帰って健康保険証を持ってきた。健康保険証も仙台市が発行している。同じように仙

台市が発行している敬老乗車証が市役所中で通用する身分証明書にならないか。住所が書

いてなくても、通し番号があるから確認できるはず。免許証を持っていない人には役立つ。

ぜひ考えてほしい。身分証明書として活用できないのであれば、生年月日を外してもらい

たい。 

 

仙台市の敬老乗車証制度は全国に誇れるとてもいい制度だと思う。 

私は東六郷の学区に住んでいる。かなり遠い。ここに来るにも、乗り換えてこないとい

けない。応益負担とあるが、近い方と遠い方で負担が全然違う。そういう意味で地域によ

って差をつけるのはとてもおかしいと思う。財政が厳しいのはわかるが、何でここから手

をつけるのか。市財政全体を見て全体の見直しを図るべきではないか。見直すべきところ

が他にきっといっぱいあるのではないかと思う。 

今日の説明会でも反対意見が多かったかなと思うが、こういう意見をどのようにくみ上

げ、踏まえて、見直し案が出ているということは、最終的に市で何らかの案を出して、そ

れを議会に提案するということになるのだろう、私たちの意見が、こういう意見がありま

したよ、そういう意見を踏まえて、こういう案を出しますよということをきちんと広報し

てほしい。これだけの人が来るということは、それだけ関心が深いということだ。自分た

ちの意見がどんなふうに活かされているのか、どんなふうに変えるんだろうというのを見

ていると思う。それらをきちんと踏まえたうえで案を出してほしい。それを皆さんにきち

んと報告してほしい。それによって市を見る目が変わってくる。 
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制度見直し「素案」市民説明会記録 4 

 

平成 22 年 6 月 19 日(土) 午後２時 

泉区役所東庁舎 5 階大会議室 

参加市民 156 名 

 
2 点について伺う。第 1 点は、8 ページの 5、今後さらに検討が必要となる事項の理解

についてだ。素案は、10 万円限度で 1 割の応益負担だから、これは審議会とマスコミに発

表した 15 のパターのうち、パターン７―A にあたる。審議会に提出された資料では、パ

ターン 7 への評価項目では、住んでいる地域によって利用回数へはほぼ影響なし、不適正

な利用のおそれではある程度防ぐことができる、と説明している。影響なし、防ぐことが

できると明言していない。つまり、市は、ほぼとかある程度とか言う言葉を使いわけ、か

つ、しぶしぶながら、この見直し案には欠陥があると認めざるを得ない。ところが 8 ペー

ジ一番下の行では、審議会への説明は消えてしまい、利用者の乗車証管理などの項目にか

えられている。これでは審議会向けと市民向けと使い分けをしていると言われかねない。

そう言われたくなかったら、審議会で説明した文章を、正式にこの場で市民説明会資料に

挿入し、それに基づいて説明し直し、その部分も含めて質問を受けるべきではないかと思

う。 

2 番目の質問は、全体にかかわる問題だ。去る 5 月 2８日、制度の現状維持を求める 1

万を超える署名簿を受け取った際、副市長が｢事業費の増える割合で市の財政も増えるとい

いのだが、実際はそういかない｣と発言したことについて、その真偽を伺いたい。市は事業

費が 5 年後には今年度よりも 15.6％増、10 年後には 35％増と計算している。稲葉副市

長の回答は、それを一般会計の規模に機械的に適用し、5 年後の一般会計が約 5 千 1 百億

円規模、10 年後の一般会計が約 6 千億円規模にならない限り、現状維持の要望は受け入れ

られないという趣旨だ。大都市仙台の一般会計総予算は一気に 35％増えるなんてありえな

いのだから、制度の現状維持を求める市民要望など絶対に受け入れないという意思表示を、

こういう形で、マスコミ注視の中で行ったのだ。これは重大問題だと思わないか。現在、

市民の中で、今日もそうだが、議論中であり、議会でもまだ決定していない問題について、

副市長があたまから拒否するなどということは、市民と議会の上に自らを置く、不遜な態

度と思わないかどうか伺いたい。市民との間の信頼関係を壊しかねない発言を正式に撤回

するようにもとめるが、これについて伺いたい。 

→審議会資料で、｢地域によってほぼ影響なし｣「不適正な利用をある程度防げる」と

いう表現を使用した。いくつものパターンを審議会に示し、それらを比較検討した

評価から、｢ほぼ｣あるいは｢ある程度｣という表現で表したものである。 

   署名受領の際の発言は確認する。意見は伝える。 
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 不正使用について色分けはいかがですか、と河北新報に投書したものだ。 

 500 円を出せば 5 千円の券が渡されて、それは誰でも使える。それは、いくら性善説に

立っても無理がある。かえって、一般の人がそれを受け取って、どんどん使うのではない

か。ますます財政状態おかしくなる。絶対反対だ。 

 

5 万円以下が約 85％。私もこの近所だから 5 万円以下かなと自分では考える。市民が、

自分がどのくらい乗ったかというのは、カードだけではわからない。市、区の案内所に行

けば、自分がいったいどのくらい乗ったのかわかるような機械でもおいてあればわかるが、

どの程度載っているのかわからないものだから、20 万円の人が 0.5％、10 万円以上の人

が４％前後だ。この方々が、どこから乗って 10 万円も、20 万円も乗っているのか非常に

不思議だ。具体的に、20 万円はどこからどこまで、どのくらい乗ったらそうなるのか説明

してほしい。 

→第一種乗車証で市バスを利用した場合についてのみ把握できる。全体について、お

住まいのところ、利用目的や区間、頻度などの詳細なデータは持っていない。 

 

 見直しそのものに反対の立場から質問する。 

利用者への負担増は、老人福祉法第 4 条に規定する地方公共団体の「老人福祉増進の責

務」に違反しているのではないか。具体的には、第 4 条では国及び地方公共団体は老人の

福祉を増進する責務を有するとある。今回の値上げは、老人の福祉を増進する責任と義務

に違反するのではないか。 

 市は、市の財政が大変だから、高齢者が増えてきているから、とか、この制度を維持す

るためには見直し、値上げはしょうがないと説明しているが、納得できない。見直しや値

上げをしなくても、市の予算の使い道を改めれば、現行のまま制度を維持できる。市は財

政難を理由にしているが、地下鉄東西線には 2010 年度でも 320 億円つぎ込んでいる。

前年は、149 億円を使いきれずに残している。市の試算でさえ、この制度にかかる負担は、

21 年度で約２0 億円、5 年でもの 24 億円、10 年後の３１年度でさえ 28 億円だ。だか

ら現行制度でも 8 億円増えるだけだ。これは地下鉄東西線総予算のわずか 2.5％。こうし

た使い道を改めれば、現行維持をできるのではないか。 

 高齢者が 10 年前に比べて 1.4 倍も増えているのに、老人福祉費を約 100 億円から 49

億円に、半分にしている。これはなぜか。 

 敬老乗車証制度が現行制度のままでいいメリットが沢山ある。メリットについて、学者

とか有識者に依頼して、次の３点について試算をすべき。まずお年寄りの健康維持効果。

地域商店街への経済活性効果、そしてバス事業や地下鉄事業への財政収入の効果。 

最後に、敬老乗車証制度は、対象者だけの問題ではなく、市民の宝だ。泉区には約 17 万

人近くの有権者がいる。たった 1 回の説明会、それも 2 時から 3 時 40 分までの 1 時間

40 分足らずで説明をして終わりではなく、今日、不十分であるなら、再度説明会を、もっ
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と細かく開くべき。 

→敬老乗車証制度は生きがい・健康づくりを趣旨とした市独自の施策として実施して

いるものであり、見直しが直ちに法律違反になるとは考えていない。 

   高齢者福祉予算について、介護保険など特別会計も考慮すれば、半減しておらずむ

しろ増加している。 

 

 水の森に住んでいる。敬老乗車証を何に使ってどこまで行っているのかと思っているか

もしれないが、私は、ボランティアのお手伝いに行っている。高齢者の方が多い。敬老乗

車証があるからボランティア活動を積極的にできている方がいる。いろいろなところに分

担してボランティア行って、活動をしている。1 ヵ所に毎日集まっているのではなく、30

人くらいの人数で、いろいろなところから分けていっている。遠くから来て遠くまで行く

人もあれば、朝から弁当を持ってきて、90 歳近い方もいる。それでも年齢なりの仕事があ

る、ボランティアに行けば。歳だからできないということではなく、歳なりにできること

がある。ここに来ればみんなお話し合いができるし、家に一人でいてもしょうがない。 

みなと弁当を食べながら話し会いもできる。体にもいいし、自分の活性になるし、ボラン

ティアすることによって、社会貢献にもなっている。敬老乗車証はありがたいと思ってい

る。老人の方々は、ボランティアでいろいろなものをいただくわけでもないので、せめて、

バス代だけでもご褒美にいただきたいと思っている。 

 

 実は私もパソコンの指導のボランティアで、第 2 種を有効に使っている。これを全廃す

ることは大問題だ。私は第 2 種の 5 千円、2 枚は絶対になくさないで、これをベースにし

てほしい。そして、応益負担であるならば、そこに、希望によって選択制度を取り入れて、

5 千円をプラスした人は 1 万円をプラスして、通算 2 万円を限度にする。1 万円を出した

人には 2 万円をプラスして 3 万円を限度にするとか、そういった応分の比例制の形にして

もらうと、いろいろ問題点もあろうかと思うが、20 枚ものものをバラバラと出したら、と

んでもな大変なことが起きる。それから、男女の色分けという問題もあるかもしれないが、

基本的には廃止してほしくない。せめて、第 2 種は基本としてほしい。老人福祉センター、

市民センターでパソコン教室を持っていて、これを大いに活用している。足りなくなった

ときに、自転車で行ったりしている。 

10 万円を超しているという市バスのみの資料では欠陥が大きすぎる。宮城交通と地下鉄

も全て含めた計算にしないと、市バスだけで 10 万円を越している、ほかを含めたらどうな

るのか。こういう資料ではまったくナンセンスだ。 

比例の形をとって、1 割負担といわずに、1 万円分はどうぞお使いくださいと。そして、

5 千円を出したら 1 万円プラスしますよ、1 万円を出したら 2 万円プラスしますよという

形で、申請制度にして、1 枚にまとめて出していただければ問題ないと思う。そうすれば機

械も使えるのではないか。 
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 まだ敬老乗車証には程遠い年齢だが、心配だ。国民年金もそうだ。60 になってもらえる

と思ったら 65 に先延ばしされる。こんど、敬老乗車証、70 歳。これで見るとたった 10

年の経過だ。10 年後に見直したとき、予算がないからやめますと言われるかなあと、もし

くは止めないにしても、これから８０歳以上にしますと言われるのではないか。ずっとそ

んな思いがある。もうちょっと 20 年先ぐらい先までの予算をつめておいてほしい。それで

持つようなプランに練ってほしい。私ら、ずっと負担している。いざ受益者になるかなあ

と思うと先延ばしされる。これはたまらんのです。 

 

 泉パークタウンに住んでいる。私どものこれからの生活のことを考えると、敬老乗車証

制度は続けてほしい。できれば、現行制度でなんとか予算をやりくりしても続けてほしい。

現役で働いているときは、沢山の運賃を支払って、社会のために、家族のために一生懸命

働いて税金も納めてきた。一度も滞納したことはない。 

初乗り運賃 100 円と 180 円とで乗る人と、同じ 5 万円だったり、10 万円だったり、

均等にというのはどうかなと考えた。私は主婦で、一人暮らしだ。聞いていると、私たち

の願いと、考え方と違う時点でものを言われているなと思う。提起の仕方が、もう既に利

用限度ありき、値上げありき、切り捨てありき、そういった姿が見え見え。きれいな言葉

の中に、キラリ、グサリというものが光って見える。年金生活者の一人として、とても不

安だ。私もボランティア活動をしている。敬老パスを使って週２回出かけている。92 歳の

方、6 歳の方、7 歳の方、お世話をする。年寄りに添う心を大事にしたい、そう思って行く

のだが、こういう風に値上げがされると、それすらもできなくなる。自分は大病をしたの

で、自分の体のために、中国三千年の○○○というのを受けている。とても体のためにい

い。昨日も行ってきた。とてもさわやかな気分になる。こういった気持ちを市長はご存知

なのか。年寄りがこういう考え方でいるのが分かっているのか。こういう場にもおいでに

ならない。どうして市民の声を聞くのにおいでにならないのか。 

２０年後の赤字をなぜ我々が背負わなければならないのか。これは私の素朴な疑問だ。

我々は値上げをされたら、ボランティアも行けなくなる、買い物もできなくなる。不安だ

けが先になって、どうしたらいいのか。そういう不安だけがあって、どうしても今日は来

なくちゃいけないなという思いで出てきた。どうぞ、受け止めていただきます。 

 

 先ほど地域ごとにあまりわからないような話だったが、敬老乗車証には名前が入ってい

る。名前から、例えば、各区ごとの利用実績がわかるだろうから、区ごとの平均がどれく

らい利用されているのか。これが、市バスとか、地下鉄とか、宮城交通延ばす全部を利用

した額が出てくると思う。そういう統計をつくってもらうことはぜひ必要なのではないか。

例えば泉の場合は、かなり金額的に多くなる人が増えるような気もする。そういう資料を

作ってもらえないか。 
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  →宮城交通と地下鉄については、全体の累計額は把握できるが一人ひとりの個別デー

タをとれないため、分析ができないところ。 

 

 こういった説明会は、負担がかかってくるから、総論反対が多い。それが全体の意見だ

と思われてはいけないと思う。私はあえて賛成意見を言う。今回の制度改正は、賛成では

ないが止むを得ない。それで、全面廃止ではなく、制度を引き続き存続させるために手当

てをする、こういうふうに受け止めるべきだと思う。 

日本は高齢化が進んでいくし、大きな成長は期待できないし、財政と一口に言うが、入

るものと出るものをバランスとらなければ、結果はわれわれの税金に跳ね返ってくる。こ

れはぜひ仙台市としても避けてもらいたい。北海道の町のようになっても困る。そういう

ための手段だとして、私はこれを受け止めた。例えば３５億の経費補助のあるものが、５

０億だよ１０年後。１５億も増えれば、老人福祉いっぱいできるだろう。老人ホームを作

ることもできるし、介護福祉の制度を、その他いろいろすることもできる。この制度だけ

に金をかけるわけにはいかないだろう、私はそう思って今回の見直しは基本的には止むを

得ないと思っている。 

改正の方向で一つだけ申し上げるが、素案の中で応益負担を入れて変更する、私はこの

方向が大変結構だと思う。自己負担も必要だという考えだから、応益負担制度、それで１

割なら１割で結構なのだが、利用者限度のところが引っかかる。市バスの統計だけで１０

万円を越す人はほんのわずかで２５％を占めているが、郊外が多いから、宮城交通を入れ

ればかなり変わってくる。仮に、市バスだけでも、先ほど福祉の活動をなさっている方の

話もあったが、仙台市はこれだけ大きくなっているから、はじからはじの事業所に行って

いろいろな活動をするのは、例えば、毎日福祉活動を一生懸命やっていれば、相当のお金

になる。どうして１０万円以上になるのかわからないという話もあったが、私も１０万以

上になる。例えば宮城交通を使って、泉中央から県図書館まで千円近くかかる。これ、勉

強に毎日のように通えば１０万円なんか軽く越す。制限をかけるのは、全体のバランスが

あるから止むを得ないが、１０万ではちょっと低すぎるというのが私の意見だ。 

 

 敬老乗車証問題について、現状を維持してくださいということで運動を進めている連絡

会の一員だ。 

先ほど基本的で大事な話をした。老人福祉法の問題だ。私の見解が間違っているなら指

摘していただきたい。昭和３８年７月、老人福祉法が制定された。要約すると、第１条に

は、原則が明記されていて、老人の健康の保持、生活の安心のために必要な措置を講ずる  

ということをうたっている。第２条には、老人は多年に渡り社会の進展に寄与してきた者

とし、豊富な知識と経験を有する者として敬愛され、健全で安らかな生活が保障されると

規定している。第３条には、権利と義務の関係であろうが、老人も年齢に伴って生じる心

身の変化を自覚しながら、知識と経験を活用して、社会的活動に参加するよう努めよとう

 26



たっている。そして第４条には、国も地方公共団体も、老人の福祉を増進する責務を有す

る。責任があるとうたっている。このことについて、私も何回か、お話しているがこれに

対する応答がひとつもない。いわゆる知らぬ半兵衛で、聞かぬふりをしている。公開の場

なので、私は市長宛の文章も持ってきたが、市長の老人福祉法に対する見解を伺いたい。 

私の質問だが、昭和４８年に、革新市長といわれた市長のときに、７０歳以上の方々に

対する、敬老の意をこめて、バス料金を無料にする制度ができた。その後、今から８年前、

平成１４年に、一部負担ということで現在に至っている。さらに、これを見直して引き上

げようという画策が今なされているが、私はどうしても我慢できない。老人福祉法をどう

考えているのか。老人福祉法にのっとったらこういうことはできないと思う。高齢者とい

うのは急に沸いて出てきたわけではない。仙台市も対象者の伸びということで、平成３１

年までの予測表を出しているが、これが正しいか否かは別として、表を配っている。それ

なのに、老人福祉費は半分に減らされているという状況がある。金がない金がないという

ことで、先ほど地下鉄の話も出た。いろいろ要素はあるが、このほかにアンパンマン。い

ろいろ政治というのは、国民の税金、金の使い方によってかわってくる。私たちは、住民

の立場に立った金の使い方をしてくれということを言っている。老人福祉法について、ど

のように解釈しているのかお答えいただきたい。もし、知らなかったというのであれば答

弁の必要はない。私の意見だが、これまで５千円負担の敬老乗車証の恩恵で社会奉仕や健

康を維持してまいった。おかげで私も８５歳になったが、介護保険は料金を払うばかりで

一切お世話になっていない。年金は少ないが、少なからぬ税金は滞納なく納付している。

やっと恵まれた敬老乗車証の負担金を上げられては困る。今回の市の政策は、どこからみ

ても、最初に値上げありき、高齢者を狙い打ちにした措置だ。老人だけが優遇されるのは

不公平という世論混乱の戦略がある。私たちは次世代のためにも住みよい郷土として、誇

れる仙台市であることを望んでいる。老いも若きもみんな一緒だ。もちろん市の職員もだ。

みんなで制度の改悪はやめさせようではないか。敬老乗車証制度の現状を維持しても、仙

台市の財政が破綻することは一切ない。私は仙台市に来て、仙台市長、宮城県知事が逮捕

されるという恥ずかしい思いをした。仙台より厳しい自治体もあるが、悪いことをマネし

ないで、いいことは持続するということで、誇れる仙台市でありたいと思う。仙台市の職

員の皆さんもがんばっていただきたい。市長にも老人福祉についてどう考えるかというお

答えをいただきたい。 

 

ホームページでみているが、バス事業は確かに経営が大変なようだ。だから、敬老乗車

証だけでなく、バスを利用する全体に対する議論をしたうえで、敬老乗車証を考えるべき。

したがって、敬老乗車証だけを題材にしたことの理由がわからない。トータルで全体のバ

ス事業を踏まえて、どのように経営が困難なのか、だから改正見直しにすると論ずるべき

だと思う。基本的に今回の見直しは妥当であるし、やむを得ないと感じる。そういった視

点から、さらに吟味して検討してほしい。 
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システムを回収すると相当経費がかさむから避けたい。それから、１０枚で２０枚の乗

車証が出る話があったが、私は現在利用して、５千円を１万円にして結構だから、当分そ

れで行く。難しいことは考えないで、現在の制度の額を改定するという視点で整理して実

行したほうがいいと考える。あまりこまい手数を考えないで、現行をいくらに改正すると

して、当面は遂行すべきだと考える。 

 

 泉区の館に住んでいる。地域の高齢者の立場は、考えようによっては悲惨なものがある。

交通事故が多いからといって免許証を取り上げられ、それに変わる政策もなし。家庭にお

いては虐げられ、子供にはいやなことを言われ、そういったストレスを解消するためにこ

の敬老乗車証を使って、これ１枚を持って町に行って時間をすごし、ストレスを解消する。

そういうのが実態だ。 

泉ビレジというところは、奥まったところで、私は毎月定義山へ行く。泉ビレジから定

義山へ行くと往復３４００円かかる。上限を設けられると、そういったところへも行けな

くなる。県の図書館に行くと往復で千円以上かかる。そうすると、行動がすごく狭められ

る。痴呆にもなりやすいし、健康上大変よくない。この制度は多少のアップをしても、現

状を守っていただきたい。負担金５千円が１万円になっても結構。老人クラブで聞いても、

１万円はしょうがないんじゃないのという意見が大半を占めている。ただし、１万円の負

担はいいけど、上限を設けられては行動範囲が狭められるので、上限を設けないでほしい。 

１７年前に仙台に来たが、東京、横浜、川崎に対して仙台市は市バスの運賃がすごく高

い。１キロメートルに対する運賃の積算の方法が違うのかなと思うが、そういった点も含

めて運賃の設定のありかた、交通局の分野だが、そういった設定、乗車券の設け方、少な

くとも首都圏より内容的に充実しているんだ、老人がこれほど幸せになっているところは

ないと自慢できる、仙台という都市を自慢できる、よりよい制度を作り上げてほしい。制

度を廃止するとか、上限を設けるということだけは避けてほしい。また、他都市の政令市

の実施している乗車券の条件がどうなっているのか、それを調べて検討の参考にしてほし

い。 

 

事業費の増大によって、他の福祉事業予算が厳しくなる。そういうことで、利用者の負

担を何とかお願いしたい、という趣旨だと思う。それで、事業費の計上の仕方について、

工夫する余地があるのではないかと思う。というのは、平成２０年度で年間事業額３２億

８千４百万円。これイコール事業費として計上している。そうすると、利用したと予想さ

れた、これだけの運賃が入ってくるだろうと、その数字がもろに事業費になっている。こ

の計上の仕方について工夫する必要があるのではないかと思う。なぜかというと、例えば、

仙台駅から市役所までバスが運行している。バスに一人乗ったとする。それに例えば５人

乗ったときに費用が変わる。一人乗ったときの経費と５人乗ったときの経費は変わらない。

運送業の基本は、サービス産業だから、固定費だけだ。かかるのは燃料費だ。燃料費は何
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人乗っても同じだから。バスは運行するわけだから。そういうことを考えると、運賃が入

るだろうという予測した数字をそのまま資料として計上して、これだけ費用がかかるとい

う言い方は画一的だ。営利事業でもＪＲは大人の休日、カードを発行して、仙台から金沢、

往復１万２千円で行く。仙台市で画一的に運賃収入を資料として計上するのではなく、例

えば我々が利用する時間帯は、サラリーマンが乗るピークの時間帯を過ぎた時間で乗って

いる。一人乗よりも１０人乗せる方が効率がいい。我々はそういう意味では非常に貢献し

ている。問題はかかった費用をどのように算定するかだ。営利事業がやっているように、

閑散期に利用した場合には、一律に計上するのではなく、かかった費用の何割かを計上す

る。そうするとこの数字はガラッと変わる。そういう工夫というのが必要ではないか 

  →利用金額は運賃ベースで算出したもの、事業費は仙台市の一般会計からの負担とい

う意味で使用している。 

 

 敬老乗車証が始まったあらましを教えてほしい。 

  →昭和４８年で、かなり景気のよかった時期。これから高齢者も増えていくので、高

齢者に敬意を評して始まった制度だと承知している。 

 

 市長とか副市長と直接お話しする場が全くない。市長、副市長に出てきてもらって、一

体財政がどうなっているのかと、そういう中から、高齢者問題についてはどういう考えで

いるという展開があってもいいのではないか。福祉局の人はあくまでも福祉局の立場で財

政の方からいろいろ言われて、とにかく高齢者から負担してもらわなければならないと言

われているのだと思う。市長、副市長に対して物を申し上げたいと思って今日来たが、出

席していない。後ろの方に市会議員がいるのかどうかわからないが、一体財政をどのよう

に見直しを、国のほうでは無駄を省けということで、さんざん見直しをやっているのに、

仙台市はどういう見直しをやっているのかということについては、次長からは見解は出さ

れないと思う。泉区の選挙管理委員は４１分で６万９千円、１時間あたり出てる事態が違

うのではないか。一昔もふた昔も前の条例をそのままやって、その非常勤行政委員の報酬

についても変えようとしているのかしていないのか、全くわからない。税金、前の市長が

タクシー代を湯水のごとく使って、結局市長選挙に出られなくなった。それにかわって奥

山市長が出てきた。奥山市長がどういう考えでいるのか、さっぱりつかめない。できれば

こういう場に市長が出てきて、こういう考えでいるんだと、こういう見解を示すべきでは

ないか。市長、副市長に強く言ってもらいたい。 

市会議員が我々の税金を使って、海外出張旅費で１００万使っている。６０人で６千万

使っている。東北放送で、何百万人の県民、市民がテレビを見ていたろう。泉区から出て

いる市会議員は賭博場を視察してきたと。ある市会議員は歩道と車道の段差を指で測って

みたり、テレビ画面に映っていた。あういう遊び半分の海外視察をそのままに残しておい

て、財源が大変だから皆さんとにかく負担してくれというやり方は不満だ。 
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 バスの料金、地下鉄の料金、京都は１回乗車ごとに１２０円。土曜日曜は安い。それに

くらべると高い。目につくことは、回送車が多い。空車が多い。もっと利用してもらうこ

とが必要。市長が当選して早々に見直しが発表され晴天の霹靂だ。福祉の理念とか敬老の

精神はどこへいったのか。 

説明会がテレビで放映されていた。１０万円で足切りだと放映されていたので、これは

大変だ。その前にあるとき、市会議員が、「問題だ、８０万円を使う人がいる」という話。

ところが家内が膝が悪くて整形外科に行って、探しあぐねていった先があるが、そこに行

くと往復で２２００円かかる。そのバスに乗っているのは高齢者で満席だ。 

提案したいことは、もっと目線をひろくして、下げてもらって、空車とか回送車が多い

というのを徹底して見直しをして、そういう全体の中で対処してもらいたい。 

 

 制度についての費用を考えていたが、市バスと地下鉄と宮城バスのうち市バスと地下鉄

は市営なので、この制度を実施するにあたって、財布は一緒だと考えていて、市の財政を

圧迫しないと考えているが、実際に事務管理費とか、エネルギー費とか、外部に払う費用

とか、２０億の内訳がわかれば示してほしい。 

  →運賃の一部を一般会計が負担しており、これらと事務経費を合算している。運賃の

負担がおおきなもので、そのほかにカードを印刷するための経費等がある。 

 ということは、経費は外に出るのではなく、本来は入るべき金が入らないので、市の中

のいろいろな事業も苦しいので、入るべき金を入れて改善しようと。だから、必ずしも何

十億かかった金が敬老乗車証の事業を圧迫しているということではないと解釈してよいか。 

 

 高齢者のお世話をやっているが、高齢者は、家賃を払って、食費を払ってというと生活

が厳しい。一人暮らしも多く、子供の支援も厳しい状況がある。70～74 歳、75 歳以上と

2 段階に分けてはどうか。 

 

 泉区，宮城野区、青葉区の３区の病院に通っている。敬老乗車証を使用する都度に金額

を記録しているが、29,820 円使った。自分なりに記録することが必要だと思っている。

5,000 円が 1 万円に上がることは高齢者にとって重大だということを理解してほしい。本

当にひどい人たちは大変だ。政務調査費など財政を見直してほしい。 

 低所得者というが、その基準を示してほしい。知り合いで、年金収入は変わらないが、

負担金が一昨年まで千円だったのに、去年５千円になった。 

  →介護保険料の所得段階 1～3 段階の方が軽減される。その方は、H18 年度の税制改

正の影響かと思われる。 
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制度見直し「素案」市民説明会記録 5 

 

平成 22 年 6 月 20 日(日) 午前 10 時 

秋保市民センター 

参加市民 15 名 

 

 秋保のバスの本数が極めて少ない。住民にとって一番の問題。12 月以降に宮城交通が減

便になるという話しもあり、更に不便な暮らしとなっている。 

町内会長から仙台市に要望したが進展しないようだ。住民にとって不親切な対応である。 

市議会で秋保のバス運行について質問があり、市の回答は、住民との協議会を作ってより

よい運行を図りましょうということであった。時間はかかると思うが、そのような形にお

願いしたい。 

 仙台の病院や買物に行くのに不便である｡車を持っていないので、特にそう感じる。車を

利用している人は荘でもないかもしれないが、そういう人もいずれはバスを利用すること

になるので配慮が必要。 

 仙台の病院にいくとき、9 時 14 分に秋保を出発して仙台まで 1 時間 20 分かかる。通

院の場合、病院でも待たされるが、帰りのバス仙台駅前が 11 時 55 分、市立病院前５８分

で、それを逃すと帰るバスがない。夕方の学校の子供たちが帰る時間までバスがない。宮

城交通で里センターまで来て、そこから市営バスに乗り換える。秋保の住民の足はそうい

う現状だ。便数を増やしてくれと和言わない。適切な時間に適切な運行をして欲しい。朝、

昼、晩と時間をうまくやって、市営バスとの連絡もよくしてもらいたい。 

 市の財政が苦しいことは承知しているが、秋保の人はバス停にベンチもなく、道端の石

の上に座って待っているのは惨めな姿だ。雨や風の日はなおさらだ、バス利用の不便さを

実際に見てもらいたい。町内会長も言っているようだが、変わらない。 

 1 割負担について、平等にならすことを目的にしているが、現状維持の声が大きい。1 割

負担であれば、止むを得ないとも感じるが、利用できるバスがなければ、そもそも利用が

出来ない。 

仙台まで千円かかる。秋保から仙台まで頻繁に通うようになると 10 万円では少ないのでは

ないか。 

 

 市営バスに中学校の登下校に合わせて対応してもらった。また、仙山線の愛子、白沢の

発着に合わせたダイヤ見直しをお願いしてきた。仙山線の発着にあわせたダイヤの見直し

をお願いしたい。 

 経費の平等化と言っているが、市内の人は 1 割でも少額であるが、秋保はその 10 倍か

かると考えて欲しい。1 割負担にあたっては、地域差も踏まえた平等化に配慮して欲しい。 

 大型バスは秋保には必要ない。小型バスを導入すればガソリン代、維持費などの経費削
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減になるのではないか。 

 

 都市整備局公共交通担当課には、2 年前からバス減便について話を聞いている。昨年、要

望書を提出し、現状維持という回答を得ているが、今後どのようになるか分からない。 

 市営バスの時間帯について、通勤時間帯にはバスの本数があるが、日中(11 時から午後 2

時頃)はバスがなく、高齢者にとって不便である。 

 バスの本数は全体で 14～15 本くらいあるが、通勤時間帯に集中している。料金は高く

本数が少ないため、利用できない状況にあり、負担割合が同じというのはいかがかと思う。 

 地域の実情、地域格差も考慮して、負担割合を考えて欲しい。 

 

 10 万円以上の利用者の使い方はどのようになっているのか。 

 1 割負担とした場合に、市の財政的にはどうなのか。 

   →利用金額上位の利用者が、すべて郊外在住だというわけではなく、なかには街中

の人の利用もある。その人が実際に何に使用しているかというデータはない。 

    10 年後にも現在の予算規模で維持できる。 

 

 乗車人数の少ないところも大型バスが走っており、人件費、維持費など経費がかかって

いる。中型、小型バスへの変更など、経費の見直しをしなければならないのではないか。 

 

 利用者の年齢別の交付率はどのようになっているのか。また、自動車免許を返上した人

に対するサービスはあるのか。 

  →70～74 歳 35.4％ 

   75～79 歳 29％ 

   80～84 歳 20％ 

   85～89 歳 10％ 

   90～94 歳 4.2％ 

   仙台市だけの問題ではなく、全国的な話かもしれない。公安委員会に相談しなけれ

ばならない事項である。 

 

 地域差への配慮をお願いしたい。 

 また、敬老乗車証制度は、当初無料であったが、負担があがっている。無料であった当

初のことも踏まえて検討いただきたい。 

 

 バス、地下鉄の利用は高齢者が多い。利用率低下により、秋保のバスが廃便となる恐れ

がある。秋保に限らず、四郎丸、中田、坪沼地区なども減便に対する懸念があるようだ。 

 敬老度が後退していると感じる。敬老祝金の廃止・縮小、年金の老年者控除の廃止、後
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期高齢者医療制度の導入、財政が苦しいのはわかるが、高齢者が狙い打ちされているよう

に感じる。 

 

 敬老乗車証制度については現状維持でお願いしたい。通院に経費がかかり、1 万円の負担

では利用できない高齢者もおり、引きこもりが増える。 

 通院のついでに買物をしている人もおり、町の活性化にもつながっている。 

 

 複数に病院にかかるようになると、通院費用が大変である。現状維持でお願いしたい。 

 

 仙台市の施政方針を見たが、子供への対応に手厚く、高齢者福祉の記載は少ない。秋保

町の 65 歳以上の人口は 1200 人で、77 歳以上は 600 人おり、敬老会には 200 人が参

加している。秋保の地域特性に配慮をお願いしたい。 

 

 制度改正はいつ行うのか。 

 受益者負担は止むを得ないと考えるが、段階的に実施する考え方はあるのか。 

  →来年の 10 月から実施したいと考えている。 

 

 秋保地区内に医療機関が増えれば、バスを利用しなくてもよくなる。 

 

 負担率が 7％から 10％に増加した場合の利用率減をどのように考えているのか。 

 今回の市民説明会で出された意見はどのように反映されるのか。 

 遠方に住んでいる高齢者への軽減措置も考慮して欲しい。 

  →今回の試算では負担増による利用率の低下については考慮していない。 

   今回の市民説明会においていただいた意見は、現在実施しているパブリックコメン

トとともに集約し、今後の見直しの検討に反映していく。 
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制度見直し「素案」市民説明会記録 6 

 

平成 22 年 6 月 20 日(日) 午後 2 時 

太白区役所 5 階ホール 

参加市民 168 名 

 

 市民や議会の意見を踏まえ、7 月の審議会を経て最終案を策定するとしているが、7 箇所

の説明会で十分に意見を反映できるのかどうか。 

説明会に審議会の委員が参加していないが、市民の声を審議会に反映できるのか。 

 高齢者の数が増えて今のままでは維持が出来ないからと説明しているが、交付率は下が

っている。第 2 種乗車証が廃止されると、負担率が上がるとますます交付率が下がるので

はないか。 

 システムを変えずに実施するといっているが本当に実施できるのか。また、宮城交通と

の合意はできているのか。 

 負担増は敬老の趣旨に反しているのではないか。 

 敬老乗車証があることにより購買力への貢献しているし、社会参加ができ、乗車率がア

ップしているが、負担増になれば、乗車率がますます下がり、赤字が増えることになる。

乗車する人が減ればバス路線廃止にもつながる。私達は現状維持のまま移行してほしい。 

  →7 箇所での実施を考えている。パブリックコメントも実施しているのでご意見をいた

だいて審議していきたい。 

   素案については審議会で出された結論ではなく、仙台市の素案であるため仙台市側

で説明している。いただいた意見については審議会に報告する。 

平成 14 年度に交付率が低下したということはあるので、今後検討していきたい。 

   システムを変更せずに実施できる案として考えている。宮城交通に対して、見直し

の取り組み内容について説明を行っている。今後も具体案の段階で話し合いをして

いくことになる。 

   制度を維持していくことが大事と考えている。市全体の行財政改革の中で必要な見

直しを行っているものであり、敬老の趣旨をないがしろにしているものではない。 

   公共交通機関の経営、あり方についてはさまざまな議論があり、取り組みがある。

地域生活など大きな問題として考えていくべきものであり、敬老乗車証制度だけで

解決すべきものではないと考えている。 

 

 今回の見直し案のポイントは 2 点かと思う。一点は、見直し案では、10 万円の限度額を

超えたものに対して負担を増やす。もう一つは、第 2 種乗車証を廃止する。この 2 つでも

って、10 年後の予算額を今年度と同じようにする。こういう趣旨だと思うが間違いないか。

負担を増やされる対象は、10 万円をこえる方と第 2 種乗車証を廃止される、この二つに絞
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られるということか。 

また、この会を効率的に行うには、これまでの説明会に出された意見を集約して説明し

てほしい。 

  →見直しの骨子としては、10 万円の限度額を設ける、第 2 種乗車証を廃止する。1 割

負担導入となっている。見直しによる影響について、10 万円以上の利用者や第 2 種

乗車証利用者の負担増になる。平均利用は 5 万円となっているが、1 割負担となれ

ば 5 万円利用の場合は 5 千円、3 万円利用の場合は 3 千円となり、一律負担増にな

るものではない。 

   これまでの説明会について、まだ意見集約は行っていないが、反対、賛成、提案な

どさまざまな意見をいただいている。 

 

 イメージとしては、カードの交付は年 1 回の一括交付と読み取れるが、随時、500 円の

負担金を払うことによって 5 千円分のカードを受領する。これを随時行うということにな

ると、20 枚を随時交付をすることであれば問題がないように思われる。事務的にかなり煩

雑になると思われるが検討いただきたい。 

  →複数枚となることに対する利用者の手間や交付の回数、交付場所などについて課題

があると考えており、そこを含めてご意見をいただきたい。 

 

 パブリックコメントの結果については全て公開するのか。つまり、賛成や反対、あるい

は内容についても公開するのか。というのは、客観的にそういうまとめにしていいのか。

市側で審議会にまとめて報告するとなっているが、そのまとめ方が、客観的に裏づけのあ

るものなのか判断しかねる。だから、審議委員の方が全員ではなくても、説明会に参加す

るのは当然のこと。私たちの願いを審議委員に受け止めてもらいたい。審議委員抜きにし

て、あとで事務当局がこういう意見がありましたというのでは、審議委員に本当に私達の

意向をつかんだことになるのか。審議委員の方の責任問題にもかかわってくる。その辺を

含めて、審議委員は参加すべき。 

パブリックコメントについても、私達市民も情報公開ということで、賛成、反対の意見

がどのくらいなのかを我々自身の目で確かめたうえで、さらに意見を申し上げるのが望ま

しい。 

 この前の審議会でも出されていなかったが、現状維持で継続してほしいという 1 万 1 千

人の署名が仙台市に提出されているということを説明会に来た方にきちんと知らせる必要

がある。値上げしないでほしいという意見があることをなぜ公表しないのか。市長宛に署

名が提出されていることを公にしないのは、何か意図があるのかと思ってしまう。客観的

に市民の意見が確実に審議会や市当局に伝わっている保証がどうなっているのか、いささ

か不安を感じる。そこを明確にするように措置をお願いする。 

 利用額によって負担額が異なってくるから、今現在 5 千円払っている方でも、例えば３
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千円で済むとか、４千円で済むとか、少なくてすむからいいでしょうという説明があった。

が、何のために見直しをするのか。見直しをするというのは、財源上の保証が難しくなる

から、将来的に維持するために、減らしたいというのがねらいだろう。みんな今まで以上

に少ししか使わないで、実際の負担額が減るということがありうるわけだろう。例えば、

みんな１０万分まで使わないと思うね、そんな負担できないから。３万分でいい、２万分

でいい、と。こういうことになっていったら、敬老乗車証の負担金の額はどんどん減って

いく。そういうことを踏まえた上での説明か。この場での受けがいいように思わせる一種

の詭弁だと言いたい。そういう点を踏まえて、もっとしっかりした素案を出すべき。 

 審議委員に私達のこの声を直に意見を聞いて欲しい。また、委員に公募した委員が一人

も入っていない。仙台市が任命する方々だけで構成している。それでは、どうなのか。市

から任命されたのだから、市のやることに反対の立場で意見を言っていいのかと考えてい

る委員もいると思う。本格的に市民の声を聞いて、この制度の見直しをやるというのであ

れば、一般市民からも公募した委員を何人か加えた上で審議すべきではないか。 

  →パブリックコメントはまとめた上でホームページに概要を公表する予定である。ま

た、開示請求がなされた際には担当部局と協議したい。 

   見直しをせずに無料に戻すか現状維持をすべきという、11,139 名分の市長宛の署

名を受け取っている。また、仙台市老人クラブ連合会から見直しについて大幅な値

上げを避けてほしいという趣旨の要望書を受け取っている。 

   10 年後に向けて制度を維持したいという考え方にたって見直しを検討しているが、

一方で応益の負担も必要と考えている。負担金が減る方も出てくるが、適切な見直

しと考えている。 

   意見については、次回の社会福祉審議会の中で報告させていただきたい。 

 

 交付対象者は 70 歳以上となっているが、仙台市の 70 歳以上の人口は増えているのか、

それとも横ばいなのか。全体人口は暫増だと思うが、80 歳以上の方が毎年増えていくとい

うのは考えにくい。この辺はどのように推定されたのか。あるいは、ここ２、３年は、８

０歳以上の人口は増えているのか、減っているのか。 

 応益負担はいいと思うが、事務手続き、例えば６万円使う人は３千円、途中足りなくな

ったら追加で３千円。これは事務的に複雑だし、あまり合理的でない気がする。現行制度

で 10 万円超の利用者が人数が少ないわりにとびぬけて多い。だったら、10 万円以下の人

には現行の５千円で年１回というわけにはいかないか。 

 第 2 種乗車証の廃止には賛成である。 

  →具体のデータは持ち合わせていないが、昭和 50 年当時の 70 歳以上人口は２万 3

千人、平成 17 年は 11 万 3 千人となっている。80 歳以上の人数については、平均

寿命も延びており、単純に 80 歳以上になると減るとは一概に言えない。 

   10 万円を限度として 1 枚のカードを出すことは難しい。 
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 金額が 20 万円超の利用者は５％おり、1 億 7 千万円ぐらいのお金が、人数は０.５％だ

から、650 人で使われていることになる。70 歳以上の方で、月々1 万 7 千円を使うこと

は考えにくい。誰かが、若い人に譲って使わせているということもあるのではないか。と

いうことは、審議会の第１前提として、使用人数の仕分けをしなければならないのではな

いか。 

 5 千円を出す方と 1 千円を出す方がいるが、比率はどうなっているのか。その発想から

いけば、例えば、年金で 300 万円超の収入のある方は、この恩恵にあずからなくてもいい

のではないか。 

 交通事業者の割引負担については、結局、仙台市から補填するものではないのか。 

  →今回示しているデータは適正に使用されている方のデータである。市営バスについ

ては、個々人の第 1 種乗車証の利用データは把握している。他人の乗車証を使用し

ているのかは把握できないが、利用金額が高い利用者について、乗り方のルートに

よっては、それなりの金額になることもあるので、一概に不適正利用とは言えない。 

   平成 20 年度実績で、5 千円負担は７３％、1 千円負担が２７％となっている。 

   仙台市からの負担金は、一般会計からの負担分である。交通事業者の割引相当額は

交通事業者の企業会計の中で処理している。一般会計から交通事業者への補助金は

あるが、割引分を補填しているものではない。 

 

 役所の会計年度は 4 月から 3 月となっていると思うが、予算を組むときに 10 月から 9

月という会計年度はありうるのか。予算や決算は適正に把握できるようなシステムになっ

ているのか。 

  →現在の事業者への支払は月単位となっており、会計年度にあわせて予算を計上して

いる。利用者からの負担金収入は 9 月の一斉更新の際にいただく額や転入者の数を

想定して予算化している。 

 

 現在 76 歳だが、80 歳、９０歳になったときにも動けなくならない。みんな歳をとって

いく。今で十分だ。今までのそのままでやってほしい。 

 

 １０万円利用のときは個人の負担金は１万円か。１年間１０万円乗れると思って 20 枚購

入した場合、そのときのよって利用しなかった場合の残りのカードはどうなるのか。１年

限りか、２年３年と使えるのか。 

  →工夫の仕方によって様々なやり方は考えられると思うが、まだ、その段階にないこ

とをご理解いただきたい。 

 

 ８３歳、自分の元気の秘訣は、敬老乗車証とカラオケだ。大坂生まれで全国を転勤し、
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退職後の生活先としてすばらしい仙台を選んだ。 

 ７５歳で車をやめて、殆ど毎日使っている。無料パスで聞いたのは、仙台では、お年寄

りが家に閉じこもらずに、大いに出歩きなさいということで、いくら乗っても無料という

ことで、これは素晴らしいものだと、全国の友達はうらやましがっている。 

10 万円まで 1 割は止むを得ないと思う。10 万を越した場合には全額自己負担というのは、

出歩くのもほどほどにしなさい、長生きもほどほどにせよと言われたように感じた。そう

いう点で、応益性ということであれば、15 万円まではさらに１割の５千円を払いなさい、

20 万円の場合には更に越した５万円に１割の５千円を払いなさい、こういう段階を持って、

仙台市民が仙台に住んでよかった、100 歳まで元気でいてくださいといわれるようなあた

たかい感じを受けるような制度にして欲しい。 

 

 ボランティアや包括支援センターにも参加して感じているが、この制度は非常にすばら

しいということと、お金のかからない制度と感じている。 

平成 14 年に利用者ががたんと減ったことについて、資料に載っていない。有料化により

６％減っているが、この人たちは社会的弱者ではないかと思っている。 

 第 2 種の人たち、お金を支払えないけれど１万円の乗車券をいただけるという人たちは

敬老乗車証を利用している人の 31％いる。この人たちは、社会的弱者に属する人たちが多

いと考えている。福祉制度として存続していくときに、最も福祉を必要とする人たちが制

度からはねとばされるのではないかという危険を感じている。 

 審議委員の中に、今回最も重要な変更の一つの第 2 種乗車証を利用している人が参加し

ているのか。 

 この計算方法は数字のマジックではないかと考えている。福祉にかかる経費は、実際に

どのように金がかかったのかで計算すべき。もともと高齢者の料金が設定されていないに

もかかわらず、今の料金体系にあてはめて計算しているが、今路線バスは走っている、地

下鉄も走っている。そういう中に、例えば、路線バスに高齢者が 5 人乗った場合でも路線

バスの経費は、ガソリン代は実際には殆ど変わらない。敬老乗車証の制度というのが、な

ぜお金のかからない優れた制度といわれるかというと、そういう形で、実際にかかる経費

というのは、いまある地下鉄や路線バスを利用することで、高齢者の外に出歩く機会を増

やすことが出来る。そういうことから出ていると考えている。だから、福祉については、

その人が実際乗ることによってどれだけ経費が増えたか、つまり、床屋に言って髪を刈れ

ばどれだけの料金がかかるというのとは違う。医者に行ってどれだけ薬をもらったという

のとは違うわけだ。高齢者が乗ろうが乗るまいが、地下鉄、路線バスは実際走っており、

そこにたまたま乗るだけである。その分の料金を払えというのは、例えば、隣の人が買物

帰りに車で自宅まで送ってあげて、降りるときに、実はここまでバス代だと 1000 円かか

るので、少しお金だしてよということと同じようなものだ。その辺をもう一度考えるべき。 
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 夫が第２種乗車証を使っている。１年間で 340 円しか使用しなかった。うちだったら 5

千円券 1 枚で足りる。５千円券ではなく千円分だけでいい場合はいくら払えばよいのか。 

  →5 千円を前提としているため 5 千円刻みとなっているが、応益負担という考え方で

あれば、もっと細かい設定が出てくると思う。今回の素案の段階では 5 千円刻みと

して提案させていただいたものである。 

 

 仙台市職員の給与や市会議員の数や政務調査費を減らせばいいのではないか。交通事業

者、どうしてあんないいバスを走らせるのか、しかも給与が高い。市職員の給与も県職員

よりも高い。立派な仕事をしている人がいるのか。これらの費用を削れば捻出できるので

はないか。それらの削減をしないで見直しをするのは順番が逆｡健康福祉費だけの問題では

なく、全市的な問題ではないのか。 

 

 仙台市の財政が非常に厳しいことは新聞その他で知っている。行政にメスを入れるとい

ったが、どういうところにどのようなメスを入れているのか。 

要するに事業仕分けだ。高齢者など弱いところにしわ寄せが来る。議会と執行部との関

係はいいと聞いているから、見直しありきで、最終的に議会で承認されて、見直しが決ま

るのだろうが、我々のこの意見がどれだけ反映されるのか。いうなればパフォーマンスみ

たいなことになる。財政は厳しいことは知っている。赤字団体になる。債務超過団体にな

るってことも、全国の市町村の中ではかなりの上位にあるということも聴いている。思い

切ったことが果たしてできるのか。名古屋市の場合、議会との関係が悪いからああいう問

題が起こるのだが、仙台市の場合、幸か不幸か、議会の関係が非常に良いので議会は頼り

にならない。執行部はしっかりした案を出さなければならない。具体的に、職員給与、議

員定数、報酬、必要な事業はどのくらいあって、どのように費用が使われているのかの検

証なしで、敬老乗車証制度の見直しだけでみ取り上げられるのは反発だけが強くなる。 

  →高齢福祉費の予算は約２００億円あるが介護保険や後期高齢者医療制度などの義務

的経費を除くと、４７億だけ残る。そのうち２３億が敬老乗車証予算。残りで施設

整備や様々な福祉施策を行っている。厳しい中で、敬老乗車証については、負担い

ただいている割合が低い、多く使っている人と少なく使っている人の均衡を図るこ

とを検討しているもの。 

 

 敬老乗車証の恩恵を受けて 10 年になる。昨年まで働いていた。定期を買うと９６００円。

多少の負担は止むを得ないと考えている。皆さんもたぶんに恩恵を受けていると思う。負

担を増やすというのに、全面的な賛成はしないが、私は無学で、あまりこまいことは分か

らないが、北海道の夕張市のように財政赤字で破産になって欲しくない。生れて８０年間

仙台育ちだ。言葉では簡単に平等というが、この世に平等はない。どちらかというと自分

は高額負担にあてはまる。年に２０日は、健康維持のために使っている。年間１０万円く
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らい使っている。全面的な賛成はしない、負担は少ない方がいい。 

 

 ５5 歳だが、自分が対象年齢になる頃には制度はないのではないかと感じている。他の自

治体の状況について分かる範囲でいいから知りたい。 

  →敬老優待乗車証制度は東北の中では仙台市しかない。政令指定都市では、札幌、川

崎、横浜、浜松、名古屋、京都、大坂、堺、神戸、広島、福岡、北九州、1２市ある。

負担なしのところは大阪市。他の都市はいろいろな制度でやっている。定額負担方

式は仙台市を入れて 4 市。応益負担は４市。負担のあり方だけでなく、所得制限と

利用上限額だけで制度を構築している市もある。他都市を見た場合、仙台市の制度

はかなり上の方の部分になるが，今の財政状況の中で維持できるかという問題があ

る。 

 

 65 歳の高齢者は利用できないため、知り合いが通勤手当の出ない会社に勤務していて、

苦労していた。70 歳になってから敬老乗車証を利用できるようになって、大変感謝してい

る。 

 

 パブリックコメントについて、アンケート方式にした方が、集計も楽でよいのではない

か。自由記述では何を記載したらよいか分からない。 

  →今回の説明会のように、様々な意見が出るので、自由記述方式とさせていただいた。 

 

 今回の太白区での説明会のまとめはどのように行うのか。公表はされるのか。 

  →次回の審議会に資料として提出する予定である。また、ホームページでも概要を公

表する予定である。 
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制度見直し「素案」市民説明会記録 ７ 

 

平成 22 年 6 月 2６日(土) 午後 2 時 

宮城野区役所６階ホール 

参加市民 16３名 

 

現在第１種の敬老乗車証を頂戴している受益者である。また，昨年度の市民税の納税

も年間１０万円ほどしているので，納税者の立場と受益者の立場，２つの立場から提案

をする。 

現在の敬老乗車制度を基本として運用できないか。表６を見ると金額的に年間１０万

以下の人が７５％を占めている。費用負担方式にしても，来年もこの数字でいくとすれ

ば，これらの人は５千円を当初に支払ってカードを受け取れば，（当局案を）オーバー

することはないだろう。問題は１０万円を超える方々のチェックをどうするかだが，私

の素案としては，運行当初６ヵ月後に５万円をオーバーした人に対し，コンピューター

でチェックをし、１～２ヶ月以内に納付してもらうようはがきを出す。金融機関やコン

ビニ納付では手間や費用がかかるため、区役所納付にする。７５％の人は５千円負担で

すむ。１０万円を超える人は追加納付書持参で新しい年度のカードを交付する。 

システムの変更は若干必要だが、１人に年間１０枚、２０枚のカードを交付するより

は， スピーディに効率的に（運用できるため）利用者も役所側もよいのではないか。 

第２点は，システムの変更は避けたいとのことだが、個人の管理をコンピューターで

するので費用の一部負担として、敬老乗車証のネーミングライツをシステム会社に売っ

てはどうか。 

   さらに、１０万円をオーバーした場合は全額負担というのが当局素案だが、後期高

齢者２名いる世帯では、本人以外に２０万という収入を目安として、これ以下の人は

１０万円を超えても１割負担にしていただきたい。 

所得格差の是正の面でも反映していただきたい。 

確定申告、その他納税資料により所得の捕捉をしているはずなので、乗車証の管理を

ドッキングさせて、所得の現状に応じた運賃の形態を検討いただきたい。 

 

パブリックコメントをこのように決定前にやるのは初めてではないかと思う。過去に

やっていなかったという問題は非常に大きいが，今回については感謝している。 

素案について，一番の問題は１０万円に対して，２０枚配布することだ。２０枚を２

回で配るのか、３回で配るのかはわからないが，今までどおり１枚で１０万円まで使え

るのがいいと思う。 

２種の廃止には大賛成。過去において２種については、自分は使わないから他人にあ

げるという人が相当いたはず。本当にその人が乗ったかは疑問である。 
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多い人は７０万円使っているが、ほんとうに１人で７０万円使っているのか疑問だ。

チェックすれば１人で使ったのか、２人で使ったのかわかるはずだ。 

他の説明会では、色分けするとの案に対し，男女差別だとの意見が出たとも聞いている

が，残念なことだ。区別することによってある程度の不正が防げると思う。今までのよ

うに１枚で無制限であれば、家庭内での使い回しができてしまうのでそれは防ぐべきだ。 

 

財源が少なくなっているのが議論の始まりだが、議員の定数削減で５億円くらい費用

削減できるのではとの話を聞いた。継続するよう議論しているが、この５億円を敬老乗

車証に回せたらよいのではないか。 

１０万円以上負担している人についてだが、仙台市の中心部に近い方はよいが、愛子、

熊ヶ根、秋保など遠くの方が仙台に出るとなると利用料金が多くなる。病院に通うため

など事情がある人もいるので、そういう人に負担を強いるのは福祉に逆行するように思

うので、その点も考慮して制度の見直しをしていただきたい。 

 

対象者７０歳以上となっているが、これからの仙台は人口は増えないと思う。政令指

定都市となっているが、横浜や札幌にようにはならない。第一次産業もないし、若い人

達も少ないためこれからの見通しは７０歳以上の人口は増えないとの実感である。 

対象者の年齢を６８歳や６５歳にしてはどうか。財政難ではあるが、年齢を下げた場

合のシミュレーションをしたことはあるのか。 

 →敬老乗車証制度が始まったのは昭和４８年だが、７０歳以上の人口については，

昭和５０年では２万３千人くらい、平成２１年では１２万９千人になっている。 

事業費の試算は、総合計画課で出している高齢者人口の伸び率をベースに行っ

ているが、高齢者人口は数％ずつ、特に団塊の世代の方が高齢者になるここ１

０年は伸びていくと見ている。 

また平均寿命も延びているため、高齢者人口は減ることはないと考えている。 

68 歳まで年齢を下げてのシミュレーションは行っていない。 

ここまでで１度切らせていただく。まず１人目として、まず事務の仕方も含め

てのご提言だったが、参考にさせてもらう。また仙台市への納入、歳入につい

てのご提言についても参考にさせてもらいたい。次に２人目の方のご質問で、

当方では、第１種の市バスのみ、個人のレベルまでのデータが取れることにな

っている。一番多い方で８０万円くらい使っている方がおり、その方が果たし

て複数人使うなど、不適正な利用をしているのかどうかといえば、あくまで１

人が使っている。仙台市域は広く、一日に何回も乗り継ぐことなども考えれば、

決して不可能な乗り方でもない。そしてそれが不適切な利用かといえばそうい

うことではない。しかし、１０万人のデータなので、全ての方について、詳細

な分析をしているかというと、してはいない。我々としても、確実に把握して
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はいないまでも、不適切な利用についての指摘を受けていることは事実なので、

ご発言にもあったように、男女の色分けなど、対応していけるところは対応し

ていきたい。 

       →おひとりお一人のデータを管理していくということを提言してもらったところ

であるが、当方として難しいのは、見積もりをとろうにも、なかなか明確なも

のがないということである。地下鉄の機械を変えると、５～６億もかかると言

われている。そういう中で、現在は第 1 種の市バスを使った方のみ、何番の方

が、いつどこからどこまで乗って、利用金額がいくらだったのかといったとこ

ろが分かるようになっている。ご発言のような「１０万円を一つの区切りにし

て」、というためにはコンピューターを変えなければならず、そういうことも含

めて検討していかなければならないと思う。３番目の方には、距離の話をいた

だいた。こうしたことは我々も認識している。例えば宮城野区の場合、蒲生あ

たりで往復いくらぐらいかかるとか、岩切でどの程度かかるとか、そのあたり

も把握しており、それに加え、愛子あたりはこのくらいかかるとかも分かって

いるので、その辺も併せて検討していきたい。 

 

  老人福祉分科会での協議はよく検討されたものと思うが、今日集まった人や地域の住

民の意見を反映させて進めてほしいと思う。本日の集約が全てではない。 

さきほど議員定数を減らし、その予算を使ったほうが良いと意見があったが、議員に

は議員として地域住民の意見を反映する役割があるので不賛成である。前市長の無駄遣

いや政務調査費に切り込んだ形で老人のための制度を大事にしてほしい。 

バスの時間帯のロスがあると思う。市バスのあとにすぐに宮交バスが来ることなどが

あり、利便性だけでなく、事業をどのように進めるのか、検証などしてタイムロスをな

くすよう進めるべきだ。また、利用者を減らしてバスの運営がはたして上手くいくのか、

それよりも安い料金でなるべく制限無くどこまでも行けるとか、その辺を維持してもら

いたい。 

   

パンフレットの３ページに、「乗車１回あたりの負担割合」がある。年間利用総額を

年間利用総件数で割ったものであり、分かりやすいが、運行経費というのはどの程度か

かっているものか。運賃は、利益を見込んでおり、これがどの程度なのか。その経費の

内訳を知りたい。例えば地下鉄でもなんでも、相当の設備であるので、減価償却費など

相当であるのかと思うが、それが２３６円のうちどの程度の比重を占めるのか、聞かせ

て欲しい。 

→バスを運行すれば、人件費や燃料代がかかってくる。１回あたりいくらかか

っているのかは、健康福祉サイドでは、交通事業者に事前に聞いていないの

で分からない。 
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２０億円は運行経費にあたるものなのではないか。 

     →敬老乗車証制度がどのような制度なのか、もう少し正確に説明する。乗車証

制度は、乗ればかかってくる正規の運賃を誰かが支えるという仕組み。5,000

円の負担をいただいている利用者と、交通事業者、市の一般会計との３者で

支えることになっている。事業費といった場合には、運賃の何割なのか、と

いうことを言っている。その他にもカードを印刷したり、個人情報を打ち出

ししたりといった費用がかかっている。敬老乗車制度は正規の運賃を誰かが

支えるという制度である。 

  

   実際の経費が分かれば、３ページの「乗車１回あたりの負担等割合」も変わってく

るのではないか。 

   つまり、利用者負担金は皆さんから定額でもらっているので、これは不変。交通事

業者割引相当分も負担割合で決めているので、見直してみれば一般会計の負担分は減

っていくのではないのか。そこでその辺の数字が欲しかったのであるが、まあこの件

はもういい。 

 

バスと地下鉄の財務内容の資料をもらってきた。 

敬老乗車証は必要ないためもらっていない。もっぱら自転車であちこち走り回ってお

り不自由を感じていない。塩釜へも岩沼へも自転車を使用する。 

敬老乗車証のためだけにバスが走っているわけではなく、一般の乗客も乗せているが、

年間の赤字額が 7,700 万円、累積欠損金が約 49 億。地下鉄は単年度で 13 億の黒字

だが、累積欠損金が 1,085 億あり 100 年間赤字を消せない状況である。市バスは毎

年赤字を膨らませている。敬老パスも高齢者の福利の増進で大変結構ではあるが、ここ

で皆さん冷静に考えてみてほしい。敬老パスの年間平均利用額で、５万円までの人が

84.6％。つまりは、６人中５人まではこれまでの負担で収まり、これまで年間２～３

万円までの利用だった人は、負担が減る方も出てくる。年間５万円以上使う方は、負担

が増えることになるが、例えば６万円まで使いたければもう１千円足せばよく、自分の

利用の範囲内で金額を抑えることが出来る。そういうメリットも今度の制度にはある。

５万円以上使う人たちだけは負担が増えることにはなるが、それでも、１割だ。最高で

も年間１万円で済むということ。自分の家内の話では、年間８０万円も使う人がいると

聞いた。こうした方は１０万円を超えれば自己負担ということになるが、それも必要に

応じて使っているのであろう。うちの家内は年間１５万円程度使っており、そうした利

用状況から年間２万円程度の負担はいっこうに差し支えないと言っている。今回の制度

は、大半の人は負担が増えないし、84.3％の人は 5,000 円以内の負担で済んでいるの

だ。 
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市会議員の数を半数にしたうえで、現状維持すればよい。この問題はこれでおしま

い。 

 

実施時期についてはっきりしていない。更新時期は今年度１０月から、ということで

よいか。もう一つには、「第２種」がなくなるということだが、１種の利用者負担は

5,000 円ということでよいのか、また、低所得者は 1,000 円負担ということでこちら

もよいのか。 

→質問部分ということで回答させてもらう。見直しの実施時期であるが、今年度

９月の一斉更新時期はこれまでどおり。では見直しはいつからかという話にな

れば、まだ決まってはいないが、当方としては、今のような財政状況があるの

で、早ければ来年２３年度の１０月から出来ればいいという希望は持っている。

２点目の利用者負担金額に変更はないのかという質問。「素案」は利用に応じて

利用者負担が変わってくるというやり方なので、個々人で負担は変わってくる

ことになる。例えば１０万円まで使うとなれば、利用者負担は１万円だし、１

万円までならば１千円。また、低所得者についていえば、現在も介護保険料の

１～３段階の方々を１千円としている。では、応益負担で示している「素案」

で、低所得者の負担を何割にするのかということは現段階において決まってい

ない。当方で考えている中で今決まっているのは、低所得者の方々への配慮が

必要であろうということのみで、それが老人福祉専門分科会でも話し合われて

いるところ。 

 

敬老乗車証だけの議論となっているが、高齢者福祉という観点でみてみると、近年敬

老祝金が２つ（８８歳、１００歳）に減らされた。そこで絞っておいて、今回また絞る

というのは、高齢者の福祉そのものがいったいどうなっているのか。そうした点を、自

分たちはここまでの分野なのでここまでの話、というのでは納得いかない。その辺を教

えていただきたい。 

 →市全体と言われてしまうとなかなか難しいが、自分としての担当の立場で話を

させてもらいたい。保険高齢部の仕事は、高齢者のさまざまな施策、介護保険、

国保、後期高齢者医療、国民年金とある。これらを賄うための役所の予算を「高

齢保健福祉費」といっており、部長職を拝命した２年前に予算書をみてみると、

200 億円であった。200 億円といえば大変高額な予算。しかしよくみてみる

と、介護保険の負担金、国保の繰出金、後期高齢者医療の繰出金等、かかった

分を必ず払わなければならない分が非常に多く、そうしたものを除いていくと、

最終的に残ったものは 47 億円であった。この 47 億円で高齢者施策の全てを

やらなければいけないが、そのうち敬老乗車証が 23 億円となっていた。実に
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48.8％が敬老乗車証。しかもこれが毎年 7,000～8,000 万円も増えていって

いるということが過去のデータから分かった。当時税収は年間 100 億円も下が

っており、内部でも何とかしなければならないという話になった。しかし、介

護保険等実際にかかったものはどうしようもないので、この 47 億円の中で何

とかせざるをえない状況であった。そこでまさに意見の出た「敬老祝金」の７

７歳を廃止させてもらった。本当にどうしようもない中で、今や男性の平均寿

命が８０歳、女性が８６歳ということもあって、７７歳の方々には申しわけな

かったが廃止とさせてももらった。大変なお叱りを受けたが、そこで浮かした

お金は 5,000 万円。一方で敬老乗車証は 7,000 万円伸びた。今年は、市直営

のデイサービスセンターを民間事業者に引き受けてもらった。皆様からは行政

が責任を放棄するのか、と大変なお叱りを受けたが、それでも浮かせられたお

金は 5,000 万円。その一方で敬老乗車証はまた 7,000 万円伸びてしまうとい

うようなことになっている。市全体で話せといわれれば難しいが、担当部長と

しての範疇で話させてもらえば、このように本当に厳しい状況である。先ほど

担当からもあったが、いろいろ見直しをしていかなければならない状況下にあ

って、敬老乗車証を見たときに、100 円のうち皆さま方にご負担いただいてい

る分が７円しかないというのは、はたしてよいのか。またもう一つには、第１

種の市バスだけではあるが、年間１万円以下の利用者が 46％であり、この方々

は 5,000 円負担で１万円利用ということで、負担率５０％。逆に、１０万円ま

で使っている人は、5,000 円しか負担していないので、負担率５％。同じ制度

を使っていただいて、こんなにもバランスの悪い制度で果たしてよいのか。こ

うした考えのもと、今検討をさせていただいているところである。 

 

表の第 1 種乗車証の市バスの見方、利用者の数は、今の話だと 1 万円以下の方が 5

割近くいて、その方が 5 千円負担で、1 万円使っていて、同じ 1 万円でもまったくただ

の方もいるので均衡が取れていないということだが、これは違う。表からそうは読めな

いと思う。 

なぜかというと、この表は、全体の数字が、6 万 4 千人で、1 種で交付されている方

は 6 万 5 千人だから 9 割以上の方が、実は人数としては入っている。けれども、これ

はバスを利用した方だけだから、1 万円以下の方が少なくなる構造ではないか。つまり、

私がバスを 3 千円今年使いました、地下鉄は 3 万円使いました、とすると、私は 1 万

円以下のところに分類されることになる。ところが私は逆に 3 万円バスを使いました、

3 千円地下鉄を使いました、とすると、同じ 3 万 3 千円使ってもそれは 3 万円のほう

に分類されることになる。つまりこの表からだけ見て 1 万円とか 5 千円とかいうのは、

数字のマジックではないかと思う。こういう資料の出し方をしてはいけないと思う。 

つまり、われわれがみんな知りたいのは、5 千円出していったいいくら使っているん
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だということ。 

平均で 5 万円だというのはわかったが、ではその 5 万円がどのような人数割りで使われ

ているのか、本当いうとわからないのではないかと思う。市バスだけを取り出して、市

バスは確かにそうかもしれないけれど、地下鉄が近くて地下鉄がメインの方は、市バス

をあまり使わないのは当たり前で、地下鉄のそういうことを抜きにしてこの表を出すと

いうのは、それは資料の出し方としてはおかしいのではないか、と思うのである。 

   それからもう一つ。市民の中に先ほど来言われたように、交通の格差があるというこ

と。交通の格差をどういう風に考えるのかは大事な問題だと思う。この制度には、致命

的な欠陥があって、JR やあやし観光の方は使えない。そういう制度的な問題もある。

それから郊外の方はお金が高い、1 時間あたりの便数は少ない。それは事実である。中

心部の方がよっぽど恵まれている。私は鶴ヶ谷に住んでいるが、鶴ヶ谷はとても恵まれ

ている。それと同じように、単純に受益と負担の均衡をなくす、あるいは適正な負担を

いただくというのは、言葉だけでそれを切ってしまうということについて、確かにそう

いう観点は、大切な観点だけど、それだけではないだろうと私は思う。 

この制度を平成 14 年度に作ったときにわかっていたはずである。5 千円にすれば、

多く使う人もいれば少なく使う人もいる。それがあたりまえ。 

それからただの人が出る。そういう風に作ったわけである。しかも、当時藤井市長さ

んは、そういう制度はおかしいじゃないかというふうにみんなに追及されたときに、確

かに理屈に合わないけれども、私としては小額の利用者の方については負担を求めない

という判断をしたいという判断をされた。政治的にご判断された、理屈ではない。だか

ら、先ほど来おっしゃっているかたのお話のように、市長さんがどう考えるかに尽きる

と思うのである。この制度はいろんな不均衡もある、不平等なことはあるけれども、今

までのようにみんなで同じ額を負担するのではなく、それぞれ使った金額でなんとかこ

れを支えましょうと。私はそれでいいと思う。 

それから 1 種の方については、確かにいろいろな事情はあるが、この制度はみんなで

支えるんだからやはり少しでも負担してください、それは理屈に合うんだとは思う。そ

ういう風に市長がしたいんだというのが大切だと思う。そこがぜんぜんわからないから、

何で不均衡だ、いっぱい使う人が問題なのか、ということが出てくる。そんなことはな

い。事情によっていっぱい使っている方もいるし、少なく使っている方もいる。 

  そしてもう一つ、さっきから言われたように、どうしても税金投入することがもうで

きない。だから、税金投入できないときに何やればいいかというと頭切るしかなくなる。

計算して、皆さん、よくわかるように、実は 2 割負担にしたって 3 年後にはオーバーし

てしまうから、2 割負担だけじゃだめなのである。そういう構造なのだから、そういう

ようにみんなに、ちゃんと説明してあげてほしい。この表から読み取れないことを理屈

にするんじゃなくて、そういう構造になっている、そういうふうに説明すべきはないか。 

  そうしてもう一つ、来年度以降は、実は、例えば 1 割負担で 10 万円限度にすれば、
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今年 20 億かかると言われたが、来年度は 15 億ちょっとですむ。来年は 20 億かかる

わけではない。来年度は 15 億ですむ。そしてだんだん増えていって 10 年後には 20

億になる。そういうことである。実は今かかっている金よりも来年度は少なくすむわけ

である。そのお金を市長さん、何に使うのかということである。 

それは赤字の穴埋めに使うのか、高齢者の施策のために使うのか あるいは子供のた

めに使うのか、それは市長さんの考えだと私は思う。それを皆さんに説明してほしい。

そういう場がなくて、右肩上がりのものを水平にするというだけの感覚であればそれは

違う。先ほど来部長さんが言われたように、お金が厳しくなって、財源もない。それを

どういう風に使うのかというのは、市長さんが、確かに部長さんだったら高齢者をどう

しようかというのは当たり前の考えであるが、市長さんだったら、子供のほうに持って

いくのか、あるいはちがう政策をやるのか、極端な話職員の人件費削るのか、それは市

長さんが市民の方に説明する責任があると思う。そういう場を、市長さんが前面に出て、

私はこう考えているんだ、それをやりたいんだ、といって欲しい。今の段階は、素案で

いい。もう一度やってほしい、市長さんが出てきて。市長さんが前面に出てきて、私は

こういうことを考えたから、こうやりたいんだとぜひやってほしいと思う。 

 

次長さんの話を聞いて、こういう感覚の人が高齢者の福祉についての仕事に就かれて

いるというのが残念である。長年社会に貢献してきた高齢者が、ご褒美に、どんな人で

も乗車証の恩恵にあずかれるというので、私も指折り数えて待ちわびている。高齢者が

増えれば、現制度であっても、5,000 円の負担金収入は上がっていくはずだし、はじめ

は何が議論になっているのか分からなかった。話を聞くにつれて、どうやら 100 円の

運賃のうち、あなた達は７円しか負担していない、残りは市の負担になっているという

ことが争点になっているのだなということが分かってきた。それでは、一切乗車証が買

われなくなって、バスに乗る人がいなくなったとしたら、市は万々歳なのか。バスは人

が乗ろうと乗るまいと、定時で運行している。だから、年々我々がより使うようになっ

て、そこが問題になっていることにこそ、メスを入れてもらいたいと思う。それから、

同じ 5,000 円の負担で、ある人はこれくらいしか使わないけど、ある人はこんなにも使

っている。同じ負担金しか払っていないのに。というが、７０歳を過ぎてもこんなにも

元気で活動していると、そのことだけでもういいのではないかと思う。病院に通わなけ

ればならない人が、何回も何回も使っているというのならば、それを社会で支えてやる

ということでいいのではないか。市の福祉の考え方は改めて欲しい。日中はバスもガラ

ガラ。敬老乗車証をこれだけ使ったら、その量に応じて交通事業者にこれだけ支払わな

ければならないという仕組みそのものを変えてはどうか。バス会社への負担を定額支払

いにしてもらって、利用者は安心して何回でも利用出来るような仕組みにしてほしい。

こんなにも資料にグラフを多用し、高齢者が増えればこんなにも費用が増えるといった

説明ではなくて、我々が安心して乗車証を使い、社会貢献や健康維持の活動が出来るよ
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うにしてもらいたい。 

 

ＮＰＯ活動をしているので、この乗車証は重宝している。長らく民間で働いていたの

で、県庁や市役所に行くようになって思うのは、なんでこんなに人が多いのかというこ

と。２～３割は多い。人件費のはとても多いように思う。市は１兆３千億、県は１兆４

千億の借金がある。それでなお地下鉄をつくっている。市は、いくら赤字になるのか教

えて欲しい。おそらく２兆５千億くらい赤字になるのではないかと思う。そうなればや

はり人件費の問題が一番大きいものと思っている。乗車証は、助かっていることは助か

っている。活動しているので。 

 

７５歳から、この敬老パスを約１０年間使わせてもらっている。外に出て、適当に身

体を動かしているので、おかげさまで健康である。この敬老パスは、是非とも存続させ

てもらいたいという気持ちから、本日参加させてもらった。これまでの内容の感想であ

る。この制度は、何が何でも存続させると、強調していたようだが、この問題は社会保

障の問題で、どの程度高齢者を大事にしたいのかということの問題。例えば今２０億か

かっているものが、１０年後には２９億になるという。これを聞けば市民感覚としては、

大変だな、これなら仕方ないなと思いがちだが、そんなに簡単には説明できないのであ

って、仙台市の社会保障費全体、全財政各分野でどれだけかかってきているのか。その

辺の資料も見せていただかないと、納得は出来ない。今回の見直しが負担増になるとい

うのであればやはり困るのであって、例えば、６６歳や６８歳からも、負担を変えて、

広く浅く恩恵を受けられるように、前向きに福祉の理念が見えるようなもので。何とか

従来どおりで続けて欲しいと強くうったえたい。 

 

この制度見直しに併せて、是非やってもらいたいことがある。カードが薄いので、読

取機に入れるのが難儀なときがある。住基カードのように、見せるだけとはいかないも

のか。要望である。 

 

泉区から来た。どうも理解できない。納得できない。もう少し目線を考えよ。いろい

ろな検討をしてきた委員の方が、どういう人たちなのか。学識経験者というが、恵まれ

た生活環境の中で、高給をとっている方が、我々と同じ目線で考えられるものか。例え

ば、野蔵から泉中央駅まで 150 円。地下鉄で仙台駅まで 290 円。合計 420 円。往復

840 円。5,000 円負担であれば何も問題はない。自分の身近なものが、膝が悪く、愛

子の整骨院に通っている。往復 2,200 円。5,000 円で無限に使えれば問題ない。ある

市会議員が 80 万円も使っている人もいるという。必要に駆られて使っているのであろ

う。そういう人が審議会の議論をしている。それと、バス代も高い。仙台から五橋まで

が 200 円。京都では乗り切り 100 円。 

 49



それと、先ほどの知人が言うには、高齢者でバスがいっぱいという。介護予防の効果

ももっと考えてもらいたい。それと回送車が多い。無駄が多い。その辺をしっかり精査

してくれたらもろ手を挙げて賛成するのに。 

 

受益者負担の原則は、どこの国でもそう。乗ったら払う。買ったら払う。タダはいけ

ない。我々は交通企業の赤字にいかばかりかの協力をしたいと思っている。本日たまた

ま蒲生に行ってきた。往復 1,000 円。終点まで乗っている人はいない。皆、車で来る。 

あればあっただけよいという時代は終わった。乗る人いなければ、便数減らせばよい。 

１万円という基準を、一律でなく、所得によって、高齢者医療保険や介護保険の段階

によって、５千円、１万円、１万５千円、２万円とすればよい。 

それと、ふれあい乗車証のあり方も考えて欲しい。恩恵を受けている事業者のかたか

ら集めるとか。 

 

資料に疑問。事務局の発言にも疑問。数字の資料と委員会のまとめ資料がある。この

資料自体が結論ありきの資料。その方向をあなた方はしゃべってるに過ぎない。大事な

のは、あなた方がしゃべるのでなく、市の将来を背負っている市長が、何故ここに来な

い。説明をしないのか。市民と対話して決めていく。それが市長の姿勢ではないのか。 

この意見をあなた方が引き取って、正確に市長に伝え、然るべきときに、市長自身が

説明すると、そうしてほしい。 
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