
平成22年度第２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4月28日（水）18:30～20:10 
場所：市役所本庁舎２階 第５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・庄司 健治委員 

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・樋口 稔夫委員・谷地森 涼子委員 

（１１名，五十音順） 

＜欠席＞ 

橋本 典子委員 

 

【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・伊藤高齢企画課施設係長 

 

＜議事要旨＞ 

１．開会 

２．議事 

  

（１） 敬老乗車証制度の見直しの方向性について 

 

１．対象者の範囲について 

議長： 対象年齢を70歳以上とする、ということについてはよいか。 

一同： よい。 

 

２． 負担のあり方について 

委員： 「一般会計：交通事業者：利用者＝５１：４２：７」という負担割合につい

て、将来的な目指すべき指標があるならば示して欲しい。また、他都市の交通

事業者の負担割合はどこも４２％程度なのか。 

事務局： 他都市の交通事業者の負担割合については、詳細な資料を持っていない。

また、応益負担において受益者負担をどの程度求めていくのか、あるいは利

用金額の制限をどの程度に設定していくのかということ等、より具体の話に

ついては、いろいろな要素を組み合わせたうえで、第２段階目に議論するべ

き内容と考えている。本日は前段の議論を進めていただきたい。 

 

議長： 負担のあり方について。仙台市の財政が厳しい中、制度を存続させていくた

めには一定程度の負担増を求めていくことはやむをえないという意見につい
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てはどうか。 

委員： 事務局の資料で、平成22年度は一般会計から20億円を計上し、平成31年度は

それが28億円と想定している。市の財政としてこの制度をどこまで保っていけ

るのか、目途を立てる必要がある。仙台市の経常収支比率は平成20年度で96.7。

ほとんど自由になる予算はない。待機児童対策も困難になっているようだ。必

要な政策はさまざまあり、なけなしの予算でやりくりしていかなければならな

い。敬老乗車証制度は重要な施策で維持していかなければならないとは思うが、

どのように配分していくのがよいのか。例えば、事業費20億円でキャップをは

め、その範囲で出来る配分を考えていくということはどうか。高齢者が増える

のに比例して予算額が増える仕組みではいけない。 

 

委員： 「将来にわたって・・・」というのは、具体にどの程度の期間を考えている

のか。現在の利用者負担を導入する際も、かなりの議論となったと聞いている。

これまでの議論では、更なる負担を求めていくこともやむなし、という結論づ

けになっていっているようであるが、将来にわたってということが、10年なの

か、20年なのか、はたまた５年程度なのか、今後「あの時、将来にわたって、

と言ったではないか。」ということになってしまっては、今回の議論が意味を

持たなくなる。ある程度の共通認識を持つべきではないか。 

事務局： 平成14年以前は全くの無料の制度だったが、当時は、全くゼロのものから、

いくらかでも負担をしてもらおうという考えのもと、制度の見直しを行った

と思われ、10年後、20年後を見据えてという考えはなかったのではないかと

思う。現在は市税収入が毎年100億円も落ち込んで、いろいろな事業が窮屈

な展開を強いられているが、当時この状況を予測するのは困難であったと思

う。今後経済の状況もこのままなのか、あるいは持ち直していくのか分から

ず、こうした経済情勢に左右される要素も多いとは思うが、当方としては、

ある程度の期間はこのままの経済水準が続いていくであろうと想定して物

事を進めていかざるを得ないと思っている。 

事業の上限額を決めてしまえばよいという意見もあったが、高齢福祉費の

中の「敬老乗車証制度」という狭隘な部分だけを取り上げて、そこにだけ上

限をはめても、市全体として見直してみることはなかなか難しいものと思う。

現在策定中の総合計画の中においてであれば、全体のバランスの中における

高齢者福祉のシェアが示されて、どの程度まで増やしていくことも可能であ

るのかといった議論もできるかと思うが。 

今回の見直しに対する我々の思いは、高齢者保健福祉施策の費用が窮屈に

なっている中で、「100円の運賃のうち、利用者負担が7円」という現状を、

もう少し負担いただいてはどうかということで提案させてもらったもので

ある。「将来にわたって」ということが具体にいつまでを指すのかというこ

とについては明確に答えづらいが、ひとつ考えられるとすれば、団塊の世代

が70歳となる際において、費用がこの程度かかるので、それについて市民の

皆様に理解してもらえるかどうかといったことになろうかと思う。 
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委員： 2030年頃が高齢者人口のピークになるものと思われ、それは推計できる。こ

の審議会において、どのような負担割合で制度設計していくか考えるにあたり、

2030年あたりでどの程度まで負担が増えるのかといった試算は是非やっても

らいたい。そのうえで、最終結論を出すべき。本当に持続可能な制度となって

いくのかという視点から示してもらいたい。 

委員： 市全体の施策がどのようになっていくのかまで分かるはずはなく、この審議

会でシステム自体を作るといったことまですることはない。試算は事務局にし

てもらうほかないが、20年後までの予測はズレが出て当たり前。我々は、一市

民としての立場から意見として「素材」を提供し、それを集めて事務局で100

万市民の大部分が「これならば仕方ない」と思える結果を出せばよい。 

委員： 経済情勢など、よめない要素も多く、10年や20年先の負担のあり方について

正確なものは出すのが難しい。最大でも５年くらい先に目標を置いて、議論す

るのが現実的ではないか。 

委員： 総合計画は10年スパン。10年は一応念頭に置いて進めるべき。問題があれば、

その時点で修正すればよい。 

 

事務局： いずれにしても今回は、「要素」の話。今後「水準」について議論するタ

イミングが来る。その際には、「10年後はこの程度になる」といった数字を

示したいと思う。 

 

議長：それでは、「１ 対象者の範囲」と「２ 負担のあり方」については、このと

おりでよいか。 

一同：よい。 

 

 

３． 負担のあり方を検討する際の要素について 

４． 見直しにあたっての各要素の検討について 

４（１）負担のあり方について 

①利用者負担 について 

委員： 応益負担がよい。利用者の公平・平等が保たれており、利用に応じた負担を

してもらうのがよい。利用者は自分が年間どの程度使っているのかは大体分か

っているし、どの程度使うのかも自ら選択してもらえばよい。ただし、低所得

者、障害者には一定の配慮がいる。 

 

委員： 運賃を調べてみた。作並や二口など、片道1,000円以上かかる場合もあり、

応益負担ばかり強調すると、遠距離利用者で困る方が多く出ると思う。仙台は

郊外部を多く抱えている都市。応益負担ばかり強調すると、平等のようで実は

不平等となる。 
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委員： 郊外居住者の不利益となるので、応益負担はあまりよろしくない。社会参加

促進という制度の趣旨からいえば、利用を制限するような手法は好ましくない。 

 

委員： 定額負担のデメリットで「利用頻度の高い方と少ない方とのアンバランス」

とあるが、この程度のアンバランスは許容範囲。経済原則からすれば応分の負

担も優れているように思うが、制度の趣旨からすれば、定額負担がよいのでは

ないか。 

 

委員： 定額負担を考えた場合、現実に困っているのは、利用頻度の問題。サービス

を受ける回数が多い人と、逆に少ない人が、最終的には同様に税で負担してい

くということならざるをえないわけであり、やはり利用によって受ける便益に

応じた負担がついてくるというのが原理原則としてはあるはず。その中で、別

に障害者をどう考えるか、遠距離利用者をどう考えるかといった問題が出てく

るのであり、制度の骨格としては、利用に応じた負担としながら進めていけば

よいと思う。 

 

委員： 利用制限とのからみもあるが、実は応益負担の考えの中でも「ワンコイン」

の手法は遠距離利用者にも平等な、純粋な利用頻度で考えられるものではない

か。距離がどのようであっても不公平がなく、応益負担を考えやすい。一方、

利用金額制限のメリットとして「極端な利用を抑える」というのがあるが、本

来の制度の趣旨から言えば、乗車証をフルに活用している理想的な形ともとれ

る。懐がさびしくなったからといって「抑えてください」というのでは、そも

そもがおかしい。 

資料の確認を一点。札幌市の制度は、一度利用金額に応じた負担金を支払い、

その金額まで使ったら、あとは通常料金で乗ってもらう制度という理解でよい

のか。 

事務局： 札幌市は、上限を７万円に設定し、１万円刻みで負担金額を設定している。

あくまで随時交付というのではなく、年間２回までの交付制限がある。 

 

委員： 負担のあり方と、低所得者への配慮は別物という整理をするというのであれ

ば、あとは正直好みの問題。現在の制度を尊重して残して欲しいという市民の

方々の意見もあるので、そのあたりの配慮は必要か。 

 

委員： 堺市や神戸市等、（面積の）小さい都市に応益負担が多い。仙台は太平洋か

ら山形まで広く、応益負担にこだわると無理が生じる。負担を増やすというの

は分かるが、問題は負担のさせ方。郊外の居住者に「自分のところは不便」と

思わせるような制度ではよくない。応益負担を導入するのであっても、そのあ

たりに配慮しなければいけない。 

 

委員： 今の制度によって、現在の70歳以上の方々が、便利に使っているということ
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を念頭に置く必要がある。しかし現状において問題があるのも事実。現在の「所

得に応じた定額負担」を維持しながら、利用上限を設定するなど、現制度に補

足を加えればよいのではないか。 

 

議長： さまざまな意見が出た。従来の定額負担に手を加えるのか、また応益負担に

ついても、良い面・悪い面があるということ。 

 

②低所得者対策 について 

議長： 基本は政策判断ということであるが、低所得の方々については負担を軽減す

るということで、特に委員の方々にも異論は無かったと思うが、いかがか。 

一同：よい。 

 

委員： 加えて障害者への配慮もしていただきたい。 

委員： 所得のアンバランスが生じている。裕福な高齢者も多数いる反面、日々の生

活に窮する方々も増え続けている。また障害者についても、職業の選択が出来

ないような方々が多くいて、生活困窮となっている。この制度の中でも、どこ

かに所得や障害の別による配慮があってもよい。それこそが福祉の考え方では

ないか。 

 

委員： 低所得者の判断基準を介護保険の所得段階に置いている。これが実態に即し

ているのかどうか。実は財産を持っているのに「1,000円」となっている人も

いると聞く。把握の仕方をもう一度考えてみてはどうか。 

事務局： 介護保険所得段階は税情報をもとに決めている。税情報を見る限りにおい

ては適正に賦課しているものといえる。ただし、指摘のあったように、税の

捕捉の問題や、資産ストックの問題などは、なかなか把握にも限界がある。

今回は貴重なご意見をいただいたということで受け止めたい。 

 

③利用制限 について 

ア） 所得制限 について 

委員： 金持ちには必要ないのではないかという意見もある。一般的な所得の人まで

その対象に入れ込んでしまうのでは良くないが、所得制限はあってもよいので

はないか。 

 

委員： 現在の制度発足時とはかなり状況が異なってきているのだと思う。今は、介

護保険料の所得段階や要介護度など、かなり把握できている。障害者について

も、70歳以上はほとんど介護保険の適用を受けていると思われ、これも把握で

きる。所得制限をするにあたって、例えば介護保険料所得段階8・9を除くなど、

適用しやすくなっていると思う。個人の資産までを含んだ判定は現実には無理

なので、目安は介護保険料所得段階になるであろう。低所得者対策も考え方は

同じである。 
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少し話しが戻るが、65歳以上であれば介護保険料段階を把握しているので、

低所得者であれば、65～69歳であっても、この制度の中で救済していくような

ことがあってもよいのではないか。 

 

委員： 所得の多い方の負担を増やすというのも所得制限の考え方の一つ。低所得者

対策も含めて、所得の段階に応じた負担金額の設定というのも考えてみてはど

うか。 

委員： 同感。「年収～万以上」や「介護段階９」をはぶく、というのではなく、応

分の負担をもらって制度を使わせればよい。それが制度の趣旨にも合う。 

 

委員： 本来福祉の政策の考え方は、所得の少ない人にお金を分配して、所得を高め

させようというもの。しかし敬老乗車証は70歳になったことによって、社会か

ら恩恵を受けられるようになったのだという印のようなもの。実際に使うか使

わないかは個人の判断。予め制度設計の中で、一定の人を排除する、あるいは

多くの負担を求めるということになっては、高齢を迎えることが喜ばしいこと

でなくなる。皆70歳を迎えたら平等に楽しみを与えられるよう、皆でこのサー

ビスを支えていくようになれば制度も上手くいく。あえて制度設計の中で、個

別に制限を加える、排除するというものでないほうがよい。 

 

委員： 仙台市として、これまで長年現役で頑張ってきた高齢者にご褒美として敬老

乗車証を交付し、いくらかでも社会貢献してもらおうということを目指してい

るのか、あるいは当面のお金が無くなってきたから穴埋めしたいということな

のか。応分負担よりは今の制度のほうが趣旨に合っているのではないか。 

 

イ） 利用金額制限（上限額の設定） について 

委員： 資料のデメリットにもあるとおり。上限金額の設定はしないほうがよい。 

 

委員： ある一定のものはあってもよい。極めて極端な例があるようだ。いくらに金

額設定するのかという問題はあるが、全く制限なしというのは現実的に無理が

あると思う。 

 

委員： 前に出された資料の度数分布を見ると、100,000円以上使っている人は、人

数で4.3％に対して、金額で25.2％。これらの方々に負担し過ぎており、どこ

かで切る必要がある。普通に使っているとは考えづらく、通勤や日中の営業で

使うなどしているのではないか。 

 

委員： 札幌市の「７万円上限」程度ではどうかと思うが、10万円や20万円など、極

端に使われている方だけを対象に考えた制限ならば妥当かと思う。しかし、方

向性として上限設定するということが決まったと仮定して、実際の金額設定を

する段階になって、財政が厳しいから５万円程度にしましょう、となったので
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は意味がない。結果として遠隔地に住む人は通院にしか使えなくなったという

制限の仕方では良くないと思う。 

 

５． 仙台市敬老乗車証制度の見直し 

（１） 現行制度について 

委員： 全くの無料から、初めて利用者負担を導入したという経緯を考えれば２種乗

車証は必要だったと思う。しかし、現在将来に向けて一定の負担増を求めてい

かなければならないという状況の中で、１万円までの上限カードといっても自

己負担が全くなしというのはどうなのか。今後を考えれば２種は必要ないと思

う。どうしても負担が賄えないというのであれば、別に考えていけばよい。 

 

（２） 見直し後の制度（各要素の組み合わせ）について 

議長： 本日のまとめを一項目ずつ確認していく。 

□ 定額負担とするか応益負担とするか。 

⇒それぞれのメリット・デメリットがいろいろ意見が出ていた。再度検討をして

いく。次回にまた継続する。 

□ 低所得者対策をどうするか。 

⇒低所得者対策を設ける。 

□ 所得制限を設けるか。 

⇒いろいろ意見が出されたので、更に議論を深めていく必要がある。 

□ 利用金額制限を、設けるか。 

⇒通常の利用をしている方々がなお十分に利用できる金額を前提に、設けてもよ

い。上限金額をいくらにするのかは次回以降。 

□ 定額負担の場合は事前負担方式となるが、応益負担の場合は事前負担方式とする

か、利用時負担とするか。 

⇒定額負担、応益負担の結論が出されておらず、次回に継続。 

 

６． 不適切な利用の防止 

議長： 特に意見なしということでよいか。 

一同： よい。 

 

（総括） 

事務局： 今回の見直しにあたって配慮していきたい基本姿勢が大きく３点考えられ

る。一つは、利用者の手間をなるべく増やさない。二点目には、平成25年度

以降導入される予定のＩＣ乗車券化を控え、今回はシステム改修にお金をか

けないということ。三点目には、受益と負担のバランスを是正したいという

こと。定額の負担で自由にお乗りいただき喜ばれているということ、それ自

体は良いと思うが、一方で税金を投入して実施するにあたり、一定の許容範

囲というものを考えてはいけないものかということである。5,000円を負担

し１万円分乗る方が大勢いる反面、5,000円の負担で15万円も乗る人がいる。
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その負担割合の差は歴然としており、それが公平なのかと考えてみた場合に、

我々としては応分の負担を取れないものかと考えていたところである。 

本日の議論では、応能や応益を考えるにあたっても、具体の水準がない中

での議論とならざるをえず、「良い」とか「悪い」とかだけの極端な話とな

ってしまったように思う。次回は一歩踏み込んで、具体の水準を示したうえ

で、本日の議論と併せて意見をいただきたいと思う。あくまで事務局として

示す案であるから、先ほどの「３つの基本姿勢」の視点に立ち示すことにな

るが、勿論決定ではないので、たたき台としての議論をお願いしたい。 

最後にもう一点。前の資料で、第１種乗車証で１万円までの利用は46％。

これらの方は5,000円払って１万円まで使うということ。仮に増額が認めら

れるとした場合、市民意見にも「１万円までの増額でどうか。」というもの

もあるが、そうなると46％の方々は、１万円払って１万円乗るということに

なってしまわないか。こういうことも含め、定額、応益いろいろ考えて、た

くさん条件は付けなければならないと思うが、将来的にどれだけの費用がか

かることになるのかも示すようにするので、改めて議論してもらいたい。 

 

 

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    
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