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平成22年度第５回仙台市社会福祉審議会老人福祉専門分科会 議事要旨 
 

日時：平成22年7月14日（水）15:30～17:10 
場所：市役所本庁舎２階 第２委員会室 

 

＜出席者＞ 

阿部 重樹委員・折腹 実己子委員・鎌田 城行委員・佐伯 康全委員・ 

髙橋 和春委員・武田 美江子委員・千葉 喜久也委員・永井 幸夫委員・ 

中熊 靖委員・橋本 典子委員・樋口 稔夫委員・谷地森 涼子委員 

（１２名，五十音順） 

＜欠席＞ 

なし 

 

【仙台市職員】 

 南方健康福祉局次長(兼)保険高齢部長・高橋保険高齢部参事(兼)高齢企画課長 

鈴木介護予防推進室長・伊藤介護保険課長・佐々木保険年金課長 

太田健康増進課長・武者高齢企画課主幹(兼)在宅支援係長 

白山高齢企画課企画係長 

 

＜議事要旨＞ 

１．開会 

２．報告事項 

 ○パブリックコメント等市民意見の状況について 

 ○要望書・署名簿等の収受の状況について 

 

資料への質問・意見等 

 

委員： 「素案」については、前回の審議会の意見をまとめ、分かりやすく簡便に市

民の皆さんに示してもらったのだなということは分かる。残念なのは、あまり

に簡単にまとめたことにより、柱となる検討項目についてはまとまっているが、

審議の詳細な内容が分からなくなってしまっていること。もう少し、お知らせ

できなかったのかなという思いもある。ただ、限られたスペースの中で、皆さ

んに意見を求めていくためには、こういう形だったのかとも思うが。 

事務局：制度について、いろいろ審議してもらった中身について、市民の皆さんにな

るべく多く示し、それで考えてもらいたいと思ったが、ご指摘のとおり、たく

さんのことがあり過ぎると、それはそれで分かりづらくなる面がある。非常に

悩ましかったが、柱になるポイントを絞って紹介することにした。今後、いろ

いろな場面で工夫をしてまいりたい。 

 

委員： 今回のパブコメで、市民の意見を聞いた。当分科会では高齢者福祉について

の議論を中心にしているが、市民意見はもっと幅広な意見である。交通体系な



 - 2 -

ど、ここで議論するのは難しいと思うが、やはり大切な問題。市全体の問題と

して、議論を行っていくのが、我々に課せられた使命ではないか。 

事務局：当方としても、いろいろな意見が無縁だと考えているわけではなく、市全体

として考えていかなければならないものが多いと思う。然るべきところに伝え、

市の施策として考えるべき部署で十分に検討し、我々としても高齢者福祉の面

に関連して考えていくべきと思う。 

 

 

３．議事 

 

（１） 敬老乗車証制度の見直しについて 

 

委員： 何年後かにはＩＣカード化しなければいけないと聞いている。前回までも、

それが分かっているのであれば、何も１０年先などといわなくてもよいという

意見があったかと思うが、その点がよく分からないまま来ている。その見通し

を、もっと明確に示してもらわないと、議論がやりにくい。 

事務局：ＩＣカードについては、議会でも質問が出て、これから検討に入るものと聞

いている。ひとつの目安は地下鉄東西線の開業。東西線にはＩＣカードの導入

が検討されており、時間差は分からないが、そこにとどまらずバス等にも導入

されていくと思う。 

会長： 具体的に何年か。また宮城交通もそうか。 

事務局：平成２７年。今後交通計画サイドで考えていくことになると思うが、共通に

使えるということがメリットなので、他の交通事業者も含めて考えていくべき

ものと思う。 

委員： 前回から、あまり進んだ話ともなっていない。来年秋に制度を変えても、ま

た４年後くらいに再び見直し、ということになる可能性もある。大変急がしく

なる印象。ならば、今のところ「上限なし」というわけにいかないか。それが

無理となれば、市民意見でも主流となりつつある、利用上限とか、応益負担と

かいった考えになるのだろうと思うが、それには他にいろいろ問題があるよう

に思う。判断する材料が乏しいので、議論の出発点がぐらついている。 

事務局：今回の見直しの出発点は、現在20億8千万円使っている乗車証の一般会計予

算について、現在においても他の高齢者福祉施策の展開がかなり窮屈になって

いる中にあって、このまま伸びていく状況に一定の見通しをつけたいというこ

と。ＩＣカードの導入はあるが、そのことと費用負担をどうするのかというの

は、また別の問題。磁気カードがＩＣカードに変わるのは、いわば事務的な変

更。その時点で再び議論するというのも、ひとつにはあると思うが、もはやそ

こまで待つ財政的な余裕はない。また、平成２７年度のＩＣカード導入である

が、市バス、地下鉄、宮城交通が、それぞれに電算システムを作っていくとす

れば、かなり前の段階で設計をしていく必要があると思う。巷の他のＩＣカー

ドのように、いろいろなものと互換性の高いカードを作るのだとすれば、調整
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もかなり前から必要。ＩＣカードをイメージしてみると、巷に出回っているＩ

Ｃカードというのは、個人個人がそれぞれいくら使ったのかは分からない仕組

み。チャージをして、どんどん使っていければそれでよく、我々が頭を悩まし

ている、地下鉄や宮城交通のシステムで個人の情報が追っていけないのと同じ

ようなつくりのもの。上限額を決めるためには、個人情報を記録し、さらに溜

めていけるようなものでなければならない。この仕組みは、交通局のＩＣ化と

は別に、当方から業者に別に注文しなければいけないもの。その注文も、交通

局のＩＣ設計に後追いで、機能を付加するような形になれば、改めて「システ

ム変更」という扱いとなり、膨大な費用がかかるのだと思う。ある程度は、基

本構想の段階から、こういうものを考えているというものを示しながら、併せ

て進めていけばより安くなるのではないかと考えている。そこで、２７年度ま

でに時間をかけて考えていくというのではなく、もう少し早い段階で、方針を

決めていく必要があると思っている。 

    この場の議論でも、そう何度も何度も見直しがあったのでは大変だという意

見もあったので、それならば当面１０年を見据えてということで示したもので

ある。 

委員 ：前回の議論では、まずもって１０年先まで触らなくてもよい制度にしようと

いうこと。それに加え、その間にＩＣカード化があるのであれば、その後も使

える制度を考えよう、それまでは暫定的に考えてよいのか、それともシステム

を触らないように考えていくべきなのか、その点があいまいなまま終わってし

まっていたように思う。私の解釈では、ＩＣ化まではいかようにも考えていけ

るものなのかと思っていたのだが、「素案」がはたしてそれを反映したものだ

ったのかなという思いがある。 

    また、参考資料の「市バス」のみのデータの件。説明会でも意見が出たと聞

いているが、参考にとどめてほしいものが、ミスリードしていないかというこ

と。利用者は市バス利用者だけでないのに、地下鉄と宮城交通の部分が見えな

いままでは、あまり参考にしてもらいたくなかったデータではなかったのかと

思う。こうして「素案」に対する意見はかなり寄せられているが、今使ってい

る方のご意見をどこかで反映させる場所が欲しいと感じる。その点は外せない

のではないか。せっかくよいものを作っても、本当に正確なデータをもとに見

直しが図られるべきだという意見が出てきたときに、裏づけ資料に信憑性が乏

しいという批判があってはならない。時間がかかっても、「自分の一日の生活

パターンから、こうした使い方をしていました。」という意見が出てこないう

ちに手をつけるのは、せっかちと思われるのではないかと心配。 

事務局：まず、前回１０何通り出した試算が、パブコメでは１通りなのはどうしてか

という意見について。前回の審議会のように何通りも出せば、単なる投票にな

ってしまい、いわゆる「意見」の部分は聞けないと考えた。それで、１つに絞

ろうとなったが、前回の雰囲気では、７～８割の方が１割負担の意見だったと

思う。また上限設定については、いろいろ意見があったので、まずは「１０万

円」でパブコメを行うことにした。現在が定額負担なので、応益負担を示さな
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いと、当方の「受益と負担の適正化」という考え方が、市民の方々に伝わりづ

らいということもあった。定額負担で示せば、負担金額の上下以外に意見の広

がりが期待できない。そこでこの１案でパブコメを行った。 

    もう一点。参考資料の件は、まず当初から申し上げてきたように、データが

ないということ。それで全体をみる際に、回数も、利用金額も丁度「２：１：

１」であったことから、これを膨らまして考えてみたいということで、市バス

だけであれば年間平均２万５千円であるが、全体で考えて５万円であるという

数字を出させてもらったもの。そもそも最も言いたかったのは、受益と負担の

適正化という考え方において、負担割合に大きな差があるということ。それは

事実としてある。説明会でも指摘されたとおり、市バスだけでなく、地下鉄の

データも必要だと言われれば、それはその通りだが、そのデータはない中で、

少なくとも市バスのデータだけみても、こんなにも利用に差があるということ

で、分かりやすく言ってしまえば、１万円利用の方は、5,000円を負担してい

るので、５０％負担なのに対し、１０万円利用の方は、５％負担であるという

現状について、同じ制度を使っていただくのにあたって、その割合の均衡化を

図っていきたいのだということを示したものである。 

委員： ごくわずかな高額に使っている方の影響で、普通に便利に現行制度を活用し

ている方に負担を強いるというイメージはよくない。ここには、市バスは通っ

てないので使っていないが、地下鉄は使っているという方々の傾向が出ていな

い。それによって、市バスの利用だけをもとに話が進んでいるという印象が良

くないのだということを言っているのである。その辺を丁寧に市民に提供する

資料ということであれば、地下鉄・宮城交通の分が要る。また旭ヶ丘辺りに住

んでいて、乗車証を頻繁に使うという方から「３万円くらい出しても良い」と

いう意見がある一方で、自分は街場に住んでいて、バスも地下鉄も使わないの

で「２種」をもらっているという方がいる。実際に裏を見せてもらうと、ほと

んど利用実績はない。実際には使わないが、仙台市の素晴らしい施策に参加し

ようということらしい。今回応益負担を導入することにより、こうした方々の

動向が、「負担が発生するので遠慮します。」という方々ばかりになり、この

制度見直しが果たしてよかったのかどうかという割合が高まってしまうこと

になればそれは良くない。 

    パブコメにあった意見で良いと思ったのは、応分負担で、自分はあまり使わ

ないが、制度に賛同する意味で１枚500円は買いましょう、といったような意

見。7,000円までだったらよいが、１万円は応じられないという意見もあった。

5,000円がよいという意見もあった。今後、「素案」をベースにどのようなあ

り方がよいのかといった議論はやっていくと思うが、上限を超えた部分に言及

する意見もあった。子供は半額料金なので、それと同様にという意見があり、

このことは、上限を超えたら即一般料金というのではなく、その部分も高齢者

は半額で乗れるということになれば、仙台市は本当に素晴らしいということに

はならないか。こうしたことも今後含めて議論が進むことに期待したい。 
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委員： 現在の磁気カードの利用限度を変えて、例えば５千円を１万円にする、とい

うことは技術的に、また費用的に、非常に難しいことなのか。 

事務局：札幌市では１万円の磁気カードを使っており、技術的には可能であるのだと

思う。しかし現在の仙台市のシステムでは、5,000円までしか、読み取りの想

定をしていないので、１万円額面のカードを作っても、バスの読み取り機や地

下鉄の改札を改修しプログラムを変えなければならないという問題がある。そ

の見積もりも正確なものはないが、どうやら地下鉄では億単位とも言われてい

る。であるから、ＩＣ化を控えた中で、そうした大掛かりなシステム変更をす

るのが良いことなのかどうかということがある。 

委員： それであれば別途考えていかなければならないと思うが、「素案」を前提に

考えて、「上限設定 １割負担」を本流だとすれば、今の制度とは全く質の違

うものといわなければならなくなる。今は、5,000円を最初に払い、後は本人

の利用意向に応じた利用。「素案」は、１割出せば、最高２０枚まで券が買え

るというもの。必要がなくても上限まで購入する方が出てくるように思う。仮

に２割の方がそうした場合、対象者13万8千人のうち２割の27,600人が９万円

分をタダで使うとして、それだけで約２５億円かかる。これは当初の事務局想

定と大きく異なり、現在は20億円で収まっているのに、逆に市の財政を圧迫す

ることにならないか。交付の仕方を、かなり上手くやらないといけないと思う。

最初から、１０万円分欲しい、と言われたときに、それを拒否する手立てはな

い。今と違って、経済的な価値をカードに付与するということで、金券ショッ

プに並ぶかもしれない。上限いっぱいの交付について、手立てを考えなければ、

大変な負担増を市にもたらすことになるかも知れない問題という気がする。 

事務局：複数枚交付によって、不正利用の温床になる、もしも全員が１０万円まで使

ったら大変なことになるという指摘かと思う。 

    不正利用について、また大量に交付し、それが金券に化けるということは、

前々からも感じていた。パブコメ素案の下にも「課題」として提示していた。

本日はご意見として受け止めた。しかし、不正があるかもしれないということ

にばかり捉われて、制度を変えたり、何か手を講じるということも、何か違和

感がある。しかし、言われていることも十分分かるので、今後そこをどう考え

ていくのかということかと思う。 

 

委員： これまでの経過が十分に分かっていないが、ここまでの議論は、誰がいくら

使っているのかが分からないカードを、そこを分かるようにするために複数枚

交付が必要になるということなのか。何故そのように切り替える必要があるの

か。必要に駆られて使っているのかも知れないが、泉から長町までを毎日往復

するなど、無鉄砲に使っている方がいるようだということも十分に分からない

まま、出た結論だけで進もうとしているように感じたので、質問させてもらっ

た。 

事務局：今の第１種乗車証は無制限に利用出来るもので、交通事業者に精算するとい

う意味合いだけからいえば、誰がどこから乗っていくら使った、という情報は
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本来必要ない。そういう意味では、カードに裏書きしなくても使っていただけ

る。たまたま市バスのシステムだけ、個人のデータを記録出来るように組んで

ある。地下鉄や宮城交通にはそれがない。現行の敬老パスが悪いというもので

は決してないが、無制限に使われる仕組みを続けると、費用がかさんでいき、

それが市としていろいろなところに影響が出始めているので、高齢者数が伸び

ていっても、現状の費用程度で抑えたいのだということ。もう一つには、負担

割合のバランスを取りたいということ。さらには、定額負担で無制限というの

ではなく、今度は乗った割合に応じてそれぞれの負担をしてもらいたいという

こと。みな一律に１０万円使うので１万円負担というのではなく、２万円まで

しか使わないのであれば、２千円だけ負担してもらえばよいということ。そう

いう仕組みに変えたいのだということである。どちらがよいということではな

く、理念として、今後そうしたいのかどうかという問題。 

会長： 敬老乗車証制度は素晴らしい制度で、今後も残していきたいというのは、こ

の会場の方々みな共通の意見。市の厳しい財政状況の中で、果たしてこのまま

やっていけるのかということが、発端になっているので、そのあたりを事務局

からも、後日改めて説明してあげてほしい。 

 

委員： １０万円も使っている方と、１万円も使わない方がいるのは事実のようであ

る。距離的な交通格差が大きいのだと思う。都市によっては一律200円という

ところもある。そういうところでは年間80万円などにはとてもならないと思う。

必要に駆られて使った結果が高額利用になるのだと思う。説明会やパブコメの

意見を見ると、共通意識として、この素晴らしい制度を今後も使っていくため

に、みなそれぞれ負担を分かち合い支えあっていこうという考えが強いのでは

ないかと感じた。 

    もう一点。５千円券を複数枚交付するのであれば、個人の身分証明になりう

るようなものでなければ、不正利用につながると思う。多くもらえばもらった

だけ得するので、必要以上にもらいたくなるもの。 

    互いに支えあって制度を維持するという考えのもと、進めていかなければい

けない。 

 

委員： 複数枚交付の場合、カードの有効期限はどうなるのか。次年度に繰り越せる

ものか。また、説明会の中で、各年度ごとの市の財政負担が見えないという意

見があった。市としては、今の水準を１０年後にも維持したいというあたりを

考えているのか、それとももっと低く抑えていきたいという考えがあるのか。 

事務局：一点目の有効期限の件。ご指摘のような期限の有無については、その両方に

ついて承知していた。期限を設定しなければ、不正利用の原因になるという面

がある一方で、有効期限を設定すれば、使わなかった部分についての払い戻し

について、複雑な手続きが必要になるという問題が出てくる。どうするのかに

ついては、まだ決まっていない。 

    次に、１０年後の費用については、減らしていきたいというのではなく、こ
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のまま今の水準を維持したいというものである。 

 

委員： 高齢者が元気で、この乗車証を活用し、自分の健康管理、介護予防に役立て

ているということで、一番にはとにかく、無くなってしまうことが困るという

意見が多い。そのための見直しなので、制度を無くさないように、市も困って

いるというのであれば、少しでも協力して、お金を出さなければという発想で

ある。説明会が終わったあとの高齢者たちの反応としては、敬老乗車証の素晴

らしい趣旨と外れていくような意見があまりに多く、悲しかったというものが

あった。制度持続のために、いろいろ知恵を出して話し合っているのであるか

ら、せめて自分たちとしては無駄遣いをしないという協力の仕方があるのだ、

そういうマナーが大切で、結果として制度も持続されていくのだと話し合った。

絶対負担を上げてくれるなという会員はいない。 

 

委員： 5年後に見直さなければならないという問題を抱えたまま。どうしても１０

年後までの見通しを立てなければダメなのか。例えば５年後までに、上限なし

で現在の20億円を意識しながら、何とかカード１枚でいけないものか。上限設

定をしたいがために、カードを何枚も交付するという、ややこしい話になり、

不正利用の問題も出てくる。私は、５年後にもう一度見直し作業をしなければ

ならなくなるように思っている。上限を切れば、地域間格差をどうするのかと

いった問題も避けられない。パブコメにも、同じ税金を払っていながら、負担

が違いすぎるという意見はあった。東西線が出来ても恩恵を受けられないよう

な住民は、なおのことそういう発想になる。医者にいかなければならないので、

必要で使っているというような利用者は、一層地域間格差をうったえてくるよ

うに思う。だとすれば、実態を把握しつつ、何とか当面の５年間、という線は

全く考えられないものか。 

事務局：言われることは十分分かる。ひとつ言っておきたいのは、ＩＣ切替時に、こ

の負担の話し合いをするという約束は何も無い。５年後にもう一度見直し議論

をするのであればという意見が出されれば、現段階においては、それは違うと

いわざるをえない。その際には、磁気カードをＩＣカードに換えるという手続

きはするが、見直し作業をするという話にはならないということを押さえてお

いて欲しい。しかし、これまでは一応１０年先を見据えてということでその数

字を出していたが、今後決定段階に向けて、５年後までで20億を抑えればいい

のではないかという意見は、意見としてあってよいと思う。その辺りをご理解

いただきたい。 

 

委員： １０年先も現在の水準を維持したいとのことだが、かなりそれは難しいこと

と思う。高齢者の数や利用者の数は増えており、金額的にも割合的にもかなり

困難と感じる。今は要介護者の出現率もある程度安定しているが、今後それら

も増えると思われ、乗車証のほかに使わなければならない予算はどんどん出て

くる。介護予防の効果もどれほど現れるかも未知数で、今後高齢者の状態がど
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のようになるかは分からず、予算を現状と同水準に維持して、要介護高齢者の

ための施策を構築するとか、介護保険の利用者のサービスを充実させていくと

か、そういったことの必要性は、５年、１０年後には間違いなくより高まって

いるはずである。この事務局「素案」は、そうしたことも含めて考え、議論し

まとめられたものである。それをしっかり実現していくための方法について、

市民も含めご理解いただきたいものと思う。もっと説明をしっかりやっていく

べきである。 

 

委員： ５年後の見直しはしないという。ＩＣカードの導入で変わる点といえば、複

数枚の交付が避けられ、ひとり１枚の交付で済むということ。そういうことを

第一に考えるのか、それとも前回の試算表を提示したときに、上限なしで負担

金を１万円にすれば、平成２５年度までは、それでも耐えられるということで

あったので、２年後のＩＣカード化を目途に、その２年間をどうみていくのか

という発想ではダメなのか、という話もさせてもらった。将来的に上限を設け

ることについて、この場で決めるとしても、それまではこれまでの上限なしカ

ードを使わせてもらい、ただし負担金だけを仮に倍増させるとする。それでも

平成２５年度までは担保出来るのだ。その先の２年についても、枠内に入れよ

うとすれば、負担金が１万円では足りないということになるが、それは制度と

してはたしてどうなのか、という議論になる。２年間は若干現状よりも上がっ

てしまったとしても、平成２７年度のＩＣカード化による上限設定が実現され

れば、十分に挽回される可能性はある。今の第１種カードを２７年度までは継

続させてもらって、ＩＣカード導入時に、他の事業者も制度に参画できるよう

なサービスを備えた、夢のある敬老乗車証にできれば、そこに若干の負担増が

伴うものであっても、今まで使えなかった方も使える場面が増えるということ

で、今までとは違うのだと理解を求めることができる。例えば、タクシーに乗

ったときでも、ＩＣ敬老乗車証で半額のサービスが受けられるとか、それこそ

愛子観光も利用可能にするとか、可能性が広がる。そうしたことも含めて、Ｉ

Ｃ乗車証の導入の先には、いろいろなことを考えることができる。そうしたこ

とからも、２年間について、例えいくらか負担が高まることになっても、無理

やり上限を設定するカードﾞによって、あらぬ不信感を生むことのほうが影響

が大きい。本筋を生かし、現状を生かしながら、上限設定については、スムー

ズに上限設定できるタイミングまで待てばいいのではないかという思いがあ

るので、そうした面も含め議論していきたい。 

委員： 介護保険所得段階１・２は１千円負担、３・４段階は５千円負担、それ以上

の段階は１万円なのかそれ以上なのかは議論の余地はあるが、それで上限設定

はしないというのが一つの落としどころではないか。現在の５千円の磁気カー

ドで上限までの枚数を交付するというのは、技術的にもかなり苦労が多いと思

うし、それで実際の使用を制限するというのも難しいと考える。そこで仮に不

明朗なことがあれば、市の財政は簡単に破綻してしまう。そうした危険性を回

避するためには、前の方の意見にもあったようなことを上手く活用していくこ
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ともよいのではないかと思う。 

 

委員： 乗車証制度を維持するということを基本に置いて、皆さんと、これまで議論

を行ってきた。維持するためにどのような方法があるのかということで、１０

年先も現在と同様な水準で維持していくという前提のもと、話を進めてきたは

ず。１０年を迎える途上で、もう一度見直しをするということは、現段階にお

いてはないという話もあるし、一番維持できるためのパターンとして示された

ものが、基本になるものと思っている。利用者は、ある程度応分の負担をすべ

きと思うし、多く使う方はそれなりの金額を負担しなければならない。ここま

できて、前に戻ったような、行ったりきたりしている感がある。その辺の確認

をして進めていかなければならないのではないか。 

 

委員： 老人クラブの要望書を見てもらうと、多くの高齢者が、実際はどのように考

えているのかをよく分かってもらえると思う。高齢者は、介護の世話にならな

いように、介護予防、健康づくりに努めているのであるから、考えてみれば、

８割くらいの会員は、乗車証の恩恵を受けていることになると思う。高齢者が

今後どんどん増えて、若い世代に多くの負担をかけるのも良くないと思う。 

 

委員： これまでの審議会で積み重ねてきたものがある。共通なのは、制度の持続性

を願っているということ。そのために、応益負担のあり方というのが提案され

たのだと思う。また、社会的な認知という問題もある。実際に使われる高齢者

にとっては、安いに超したことはないと思うが、制度の合意形成という意味で、

市民全体で考えていかなければならない面も大きい。各世代が、良い制度なの

で、是非多くのお年寄りに使っていってもらいたいと考える制度を作っていく

という意味からは、利用者個々に応分の負担を求めるということは、必要な考

えかと思う。是非その方向で、この見直しが合意されることを期待したい。 

 

会長： 仙台市の敬老乗車証制度を維持しようというのは、皆さん合意されている。

そのことを財政的な面から維持できるシステムづくりについて、皆さんのご意

見も十分配慮してもらいながら、市のほうでさらに検討していただきたい。 

 

委員： 最後にまとめとして、いくつか述べさせてもらう。まず一点目。５年後にＩ

Ｃ導入まで、数年現状の予算水準をやや超過することがあっても、何とか持ち

こたえてもらえないものかという意見は検討する価値があると思う。何よりも、

その後の転売というリスク回避ができるというメリットは大きい。一方で事務

局の回答にもあったように、５年後のＩＣ導入時に向けて、この審議会におけ

る議論をどこまで引っ張っていくことが可能なのか懸念があるということは、

勿論そうだと思う。その辺を含め、もう一歩進んで考えていってもらいたい。 

 二点目。上限設定についての異論がかなり目立っていたように思う。上限設

定は、「素案」では１０万円、この前の資料では１５万円もあったし、また上
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限設定を避けるという考え方としては、上限を一応１０万円に設定し、超えた

部分は子供料金と同じにするということもアイデアとして挙げられた。それも

ひとつの考え方として、次回審議会に再度検討案を出していただく際までに考

えてみてもらいたい。 

    三点目。前回審議会の際に、８パターン程度出された案が、「素案」の段階

で一つに絞られていたという件について。これについては、今回の制度見直し

によって、財政状況をどのように展望しているのかという点が、市民へのメッ

セージとしてはやや弱くなった気がするので、今後の問題として、説明できる

よう考えておく必要があると思う。 

    最後。事務局及びこの審議会は、見直しが必要な理由と背景については、も

う十分に理解していると思うが、見直しの趣旨というのか、目標・目的は、敬

老乗車証だけの収入・市出の財政均衡ということだけにあるのではなく、ここ

で抑えた分をほかの高齢者福祉施策に反映させていくのであるということを

しっかり押さえておく必要があると思う。この点については、パブコメを行う

際にも説明が弱かったのではないかと思う感じもしている。またこのことにつ

いて、仙台市の高齢者福祉サービスがどれほど縛られるのかという問題がある

が、このテーマについて審議会を閉める時が来れば、是非審議会の附帯意見と

して、強くこの点を議論してきたのだということを書き残しておく必要がある

かと思う。 

 

会長： このことも十分に踏まえて、更なる検討をお願いしたい。 

 

事務局：前にも話したが、我々は３つの基本視点を持ってやってきた。一点目として、

利用者の手間をなるべく増やしたくないということ。このことは手間を増やさ

ないということのほかに、利用者に混乱を与えてはならないということを第一

命題として持っている。二点目として、システム改修に何度も無駄な経費をか

けないようにしたいということ。この２つは、事務的なこと。三点目として、

少額利用者と多額利用者の負担割合の差異について、均衡化を図りたいという

こと。それは理念として、現在も持っている。その理念をどう実現すべきかと

いうことにおいては、前の２点に抵触するようなことがあっても良くない。今

後そのあたりを踏まえて検討を行っていくことになる。考えていくにあたり、

制度変更の内容にもよるが、十分に市民に周知しなければならない。単に「変

わりました」ということではなく、なぜ変えたのかという説明もしなければな

らないし、相当な時間を要すると考える。それから、当方としても準備期間が

必要で、公務員の厳しい労働環境の中、効率的に事務をすすめていくための手

間の部分も考慮しなければならないという問題がある。本日いただいた意見に

もあったように、複数枚交付実施にあたっての有効期限の問題や、不正利用に

つながっていくという危惧の部分にはどう対応していくのかといった問題な

ど、さまざまな角度からの検討を要するものと思う。また何人かの委員からは、

役所的に言ってしまえば、応益負担という本則は決めつつ、暫定措置というの
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か、当面の間は別な形でいくという方法もあるのではないのかという意見もい

ただいた。我々としては、先ほど申し上げた基本視点に立ちながら、今度の制

度見直しの趣旨がきちんと達成されるような見直し案を作っていかなければ

ならないと思っている。 

 

 

４．閉会 

 

 

以上，議事録の記載内容につきまして，全て相違ありません。 

 

  平成２２年  月  日  

  

議事録署名者      （委 員）                印    

         

 （委 員）               印    


