
平成22年度第１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7日（水）15:30～17:00 
場所：市役所本庁舎２階 第４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・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・伊藤高齢企画課施設係長 

 

＜議事要旨＞ 

１．開会 

２．事務局職員紹介 

３．議事 

  

（１） 敬老乗車証制度の見直し検討についての論点 

 

１． 対象者の範囲について 

委員： 仙台市民であれば皆使える制度と思っていたが、「錦が丘」の住人から、「愛

子観光」が対象に入っておらず使えないので、対象に加えて欲しいとの意見が

出されたので、この場で伝えておきたい。 

事務局： 錦が丘地区については、市交通局、愛子観光の２者がバスを走らせている

が、市バスの本数が少なく、愛子観光が多い。愛子観光にはカードリーダー

が搭載されていないため、適用出来ていない状況である。 

事務局： 愛子観光に適用させるためには、費用負担について、愛子観光側に理解し

てもらう必要がある。利用実績に応じた支払いとしている以上、そのデータ

を取るために、車載機を載せなければならないが、費用がかかる。そのため

現段階においては、適用の対象になっていない。大事な課題であるとの認識

はある。 

 

委員： ボランティア活動を行っている立場から、年齢の範囲は、70歳より下げても

いいと思う。敬老乗車証制度は、高齢者の社会参加を目的としていると思うが、
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一歩進めて、「社会貢献」をするための制度と出来れば、 終的なコスト削減

にもなる。自分の地域に戻って地域貢献をするために、カードを使って生涯学

習に携わっていけるよう、足回りは必要。そのためには、引き上げることなく、

むしろ引き下げてもよい。名古屋市では65歳としているし、そこまで一気に下

げなくても、68歳とか考えてみても良い。経費の問題もあるが、介護予防の観

点からも、年齢の引き上げは逆行する。 

 

委員： 高齢者からは、「子どもでも半額で乗っているのだから、無料である必要は

ない。しかし、70歳以上への引き上げはしないでほしい。」との意見がある。

交付対象となる70歳を楽しみに生きている方は多い。今後の検討はどうなるか

分からないが、行政でも困っているのであれば、やむをえないという意見であ

る。 

 

委員： 対象者を考える際、あまり議論の幅を広げ過ぎないで、目的と効果を検証し

ながら議論を進めていくべき。年齢を引き下げるというのは、実際難しいと思

うし、上げれば利用者が減るかもしれない。今の制度をキチンと評価し、現行

の回数をある程度維持しながら、対象の範囲について議論していかないとぼや

けた議論になる。財政的な面だけであれば、どう負担を増やしていくかという

だけの議論になる。そこを整理した方がよい。 

事務局： 制度の評価の仕方はいろいろあるが、定量的に検討できる数字はない。前

回の皆様方からの意見における評価や、当方に寄せられている市民の声からも、

高く評価いただいているので、大いに評価されているのであろうと、理解して

いくほかない。今回の資料ではあえて、「評価」の項目は作らなかったが、そ

れは、もう既に十分に評価されているとの理解から、改めて論点として議論し

なくてもよいとの判断からである。今後更に範囲を広げて議論するという手法

もあるかとは思うが、当方の思いは、前回から申し上げているとおり、高齢者

が増え費用が増え続けていく中でどのように制度を維持していったらよいの

かという点である。その核心部分だけに限定した議論にする必要はないが、そ

れを中心としながら、関連部分にもご意見をいただくという感じでお願いした

い。 

 

会長： 前回から、敬老乗車証制度そのものについては、皆賛同されていた。それを 

   高齢者が増えていく中で、変わらず維持していくためにはどのようにすべきか 

   考えていくもの。前回においても対象年齢を上げることは困るとの意見があっ 

た。 

委員： 年齢に関していろいろな意見が出るのはもっとも。日本の福祉の考え方は、 

   年齢で一律に切っていくもの。子どもで切る。１８歳で切る。介護保険は40歳 

   以上が被保険者になる。今後は、その方がある年齢に達した時に、一律で切る 

   というのではなく、その方の状態像をプラスアルファで加味していくという考 

   え方が必要ではないか。70歳になっても、こういう方には自立してもらうとい 
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   う考えがあってもよい。 

 

委員： 身近な人達の中でアンケートを取ってみた。126名のうち、男性25、女性91。 

その結果では、外出頻度は「週に1～2回外出」67名、「週に3～4回外出」59名 

となっていた。利用目的は、地域活動は半数もあり、元気で活動するためにこ 

れほどまでに乗車証を利用する方は多いという結果となった。残りは、「趣味・ 

学習会」で４分の１、「病院・その他」で４分の１。乗車証で活動しやすくな 

っているのは明らか。元気な方でも地域活動するために必要としている方は多 

い。 

会長： 調査対象は70歳以上ということでよいか。また仕事に行くために使っている 

   方はいるか。 

委員： 対象は70歳以上。仕事に使っているかどうかは分からない。 

 

委員： 他都市で「所得制限」を設けているところもある。ボランティア・地域活動 

   は別として、通勤に使うというのはいかがかと思う。検討の価値があると思う。 

仕事に使っている人は実際にいるのか。 

事務局：把握していない。 

 

委員： 対象範囲の引き上げには疑問。他の同種のサービスと較べても、こういう議 

   論を契機に対象年齢を引き上げるというのは唐突。また、元気高齢者の社会参 

加・介護予防といった観点で評価されている制度の目的自体を阻害してしまう。 

仮に75歳以上とした場合、当たり前だが、70～74歳の方々について100％利用 

が抑制されてしまう。75歳以上から使ってもらうのでは、制度にどんな意味 

合いがあるのかということになる。 

 

委員： 制度存続のために、どのような形態があるのかといった観点でいえば、年齢 

   を引き下げてはという意見も、年齢引き上げはしないほうがよいという意見も、 

ともに尊重して検討していかなければならないと思う。年齢を引き上げないで 

ほしいという意見もあれば、負担の面で考えれば、年齢の範囲を狭めればよい 

との意見も、両方伺っている。例えば、年齢の若い世代に広げる代わりに、そ 

の層には多く負担してもらうといったようなことで、その結果介護予防に大き 

な効果を挙げ、予算上でも抑制につながるとかそういう考え方もあるかと思う。 

ただ、対象者の範囲については、70歳以上への引き上げはしないでほしい、と 

の意見が多く届けられている。 

 

会長： 対象者の範囲については、前回も今回も、70歳を維持して欲しい、一気に75 

   歳に上げるなどは問題ではないかとの意見が出た。対象者の範囲については、 

   低限現状維持し、引き下げについても検討を加えるということでよいか。 

一同：よい。 
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２． 負担のあり方について 

委員： 乗車証で活動している人の話を聞くと、ある程度の負担はよいという意見が 

   ある。１回の乗車で全額タダにしてもらう必要はないという。具体には、半額 

くらいまでは考えてみてもいいのではないかということであった。 

 

委員： 財政厳しい折から、ある程度の負担増はやむをえないという意見が多い。具 

   体には次のようなもの。 

○所得制限があってもよいのではないか。 

○仙台市ではあとどの程度余裕があるのか。 

○乗車ごとワンコイン100円で乗れたらいいのではないか。 

○20,000円位の負担金でも良い 

 

委員： 市の財政が厳しいならば、ある程度の協力はしなければならないが、大幅な

値上げはやめてほしいとの意見がある。また、１種・２種の券種で負担が異な

る。この点を工夫していけば、大幅な値上げはしなくてもよいのではないか。 

 

会長： 事務局から、改めて１種・２種の別について、説明して欲しい。 

事務局：（内容を説明） 

 

委員： 現行では所得制限がないが、これをどうするかについて議論が出てくると思

う。長期的に持続可能な制度にするためには、目標をどのあたりに置くのかが

問題。例えば団塊の世代が対象となるピークあたりを目途にやっていくのかど

うか、といった問題。それから、今の試算でいけば毎年7,000万円くらいずつ

負担金が増えていく計算なので、一気に上げないで、毎年その増加分くらいを

吸収しながら抑えていくとか、いろいろな手法があると思う。その中で、どの

ようなものを採用したら、利用者への負担を抑えながら、同じくらいの回数を

利用してもらえるようなものになるのかが一番大事。 

 

委員： 高齢者の地域活動や介護予防、またバス路線の維持にも貢献しており、メリ

ットの大きな制度である。将来廃止されることのないようなしっかりとした制

度設計が重要。ホームページ等でみると、平成22年度あたりから、市の財政が

かなり厳しくなっていくようで、５年後には1780億円くらいの累積赤字が出る

ような予測であった。団塊の世代は平成29年に初めて70歳を迎える。平成30年

あたりが70歳以上人口のピークになるかと思われ、その時点でも市の財政を破

綻させることなく制度を維持できるよう考えていくことが必要。財政再建団体

にでもなれば、この制度は真っ先に切られてしまう可能性が高い。そうならな

いように考えていくことが大事。 

 

委員： 介護予防のうえで有効な制度。元気高齢者については所得に応じた制度を考

えるのも良いが、年齢が高くなっても引きこもることなく、外出できる環境を
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整えるために、特定高齢者や要支援の状態になった時には、こういった公的な

もので外出を促すとか、条件を緩和する内容を加味しながら、負担のあり方を

考えて欲しい。 

 

委員： 利用の抑制を慎むべきという観点から、「２種・１万円制限」のカードの存

在を考えてみると、事実上１万円以上の利用抑制になっているといえないか。

無料のものを存続することが必要かといった意見も実際ある。全体の負担を上

げるということ以外にも、こうしたことからの考え方もある。ある程度の負担

増があっても、制度の存続を第一に考えなければならないという現状において、

１種・２種の別はどうなのか。これより先の議論を進めていくためには、こう

した場合は、これだけ効果が上がるといったシミュレーションを出してもらわ

ないと、具体の議論は進まない。事務局で用意してくれることを期待する。 

 

会長： 制度維持のためには、ある程度の負担は仕方ないとの意見となっているよう

に思うが、どうか。 

 

委員： 他都市をみると、仙台市のような２種類よりも、もっと細かく分けていると

ころも多い。利用を多くする人の中には、10,000円でもよいとか、15,000円で

もよいとか言う人も多いと思う。それでも十分割引されている。選択肢を増や

してもよいのではないか。逆に利用が少ない人は3,000円にするとか。そうし

て、個人ごとの利用回数が減らないような制度にすればよいのではないか。 

 

委員： 民間的な感覚からいっても、5,000円出したら「乗り放題」といった、極端

な制度は長く続かない。他都市のように上限設定が必要かと思う。前回の資料

によれば、（市バスで）150,000円以上使う人が1.4％おり、金額で11.3％を占

めている。どのように使っているか想像付かない。 

委員： 年間20万円も使うのにはどういう使い方をしているのか、話題になったこと

がある。地下鉄・バスを乗り継いで定義に行くとか、複数区間で往復すればな

るようである。逆に、車に乗る人は、全く使わないという人もいる。高齢者の

交通事故を防止するため、運転を止めさせるよう、乗車証が免許証替わりにな

るようなカードを作ったらよいのではという意見もある。 

 

会長： 制度存続のためには、ある程度の負担増はやむをえないという意見が多い。

また所得制限をどうするか、上限の設定をどうするか、このあたりをまとめて

もらい、次回議論したい。 

 

３． 不適切な利用の防止について 

委員： まず乗車証の男女分けをする。また第２種乗車証は無記名であり、実際はど

うか分からないが、大方そこで不正利用がまかり通っていると思われている。

身分証明書になるようなカードであれば、不正利用もなくなるのではないかと
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いう意見も多く聞く。 

 

事務局： 前回も言ったとおり、不正利用についてのデータはないが、多くの指摘を

受けており、そこが是正できればかなりの経費が節減できるのではないか、

との意見をいただいているのも事実である。当方の考えとしては、この制度

は福祉施策であり、一部の良くない使用者のために、他の優良な使い方をし

てもらっている方の利用まできつく縛るというのはよくないので、基本的に

は使用者のモラルなのではないかとは思う。モラルの向上・啓発はやってい

くが、それだけでは現実的に抑制されるかどうか分からないので、福祉施策

としての範囲を損なわない範囲で、適切に利用されるための方法について、

委員からの意見をもらいたいと思う。 

 

委員： 男女の色分けは効果が高いと思う。男性は青、女性は赤とか。他人の目を気 

   にするので、抑制効果は上がると思う。 

 

４． その他 

委員： ＩＣカード化されることによって、どう変わるのか。 

事務局： 乗車証に限らず、検討しているところ。具体の内容はこれからだが、例え

ば、ＪＲとの乗り入れとか便利になるのかもしれない。ＩＣカードは始めにチ

ャージしておいて、その都度切符を購入する手間もなく、いろいろ可能性が広

がるのではないかと思う。しかし、今の磁気カードのシステムを全部入れ替え

なければならず、バスの車載リーダー、地下鉄券売機等も含めて、大きなコス

トがかかる。仙台市の交通事業としての一大事業で、それに併せて敬老乗車証

制度も考えていかなければならないと検討を開始したところである。 

 

委員： 愛子観光の話題が出たが、そもそもバスルートすら無くて、使えていない人

もいる。そういった方々に対する敬老乗車証的な恩恵を受けさせていけるよう

な仕組みについても、この議論に含めて考えていけないものか。 

事務局： この委員会は、敬老乗車証制度の見直しということについて、広く意見を

伺っていきたい。交通政策や都市機能といった関連項目については、この場で

すぐに課題解決する内容でもないし、いただいた意見を関係部局に伝えていき

たいと思う。議論の焦点を明確にするためにも、そのあたりで意見をいただい

てまいりたいと考える。 

 

委員： 横浜市の5,000人アンケートについての資料を見た。仙台市民もこの話題に

は関心が高い。市の方針を決めるときに、アンケートでデータを見ることも参

考になるのかと思う。横浜市ではあらゆる年齢層で実施した。そのようなもの

も参考にしてみてはいかがか。 

会長： そうしたアンケートはやっていないのか。 

事務局： 乗車証制度に特化したアンケートはやっていない。貴重なご提言ではある
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が、問題はどういうタイミングで、どのような内容のアンケートをとるのかと

いうことである。どのように実施したのか、横浜に聞いてみるなどして検討し

てみたいと思う。 

委員： 当事者と社会の構成者との関係をどう見ていくかという問題がある。対象で

ない若い世代がどの程度、この問題を把握しているものか。社会通念的な合意

形成は取れると思うが、 近は生活状況も個々で非常に極端。豊かな高齢者も

いるが、多くはわずかな年金に頼っている方々。また利用の抑制が社会の沈滞

を招くという懸念もある。どんどん乗車証を使って外出してもらったほうが、

地域振興になる。こういう２次的、３次的な目に見えない社会貢献についての

見方も必要ではないか。 

アンケートも合意形成の上では有効かも知れないが、反面、高齢者の生活実

態を皆反映させられるのかという懸念がある。 

 

委員： 資料３－①に追加して、先行事例のいくつかについて、現行制度に変えてい

った際の背景や趣旨、また他都市のそもそもの理念について知りたい。さらに、

平成16～17年度あたりに改正した都市について、改正後の利用者の増減の比較、

また財政状況の改善の様子について調べて欲しい。今後の制度設計のうえで、

組み合わせなど、参考にしてみたいという思いがある。可能な範囲で用意して

欲しい。 

事務局： 全体を網羅するのはかなり重い。福岡あたりは平成13年度あたりなので、

追えるかどうかの問題もある。可能な限り趣旨に沿うようなものを提供したい。 

 

委員： 資料３－③を要求したのは、福祉予算がどのように年代ごと配分されている

のかを知りたかったから。高齢者に多くの予算が割かれているが、本年度は子

ども手当が要因となり一気に児童分が増えている。高齢者を実際に支えていく

年代がどう考えるのかも無視できない。子育てにも十分にお金をかけていかな

ければならない中で、この乗車証制度の問題をどう考えていくのか。 

資料３－④で、こうした待機者として待っている方々は、目の前の問題とし

て実際かなり困っているはず。乗車証の当事者だけでなく、広い目線で考えて

いくべきと思う。持続可能な制度を考えていくためには、例えば、現在の20億

が25億まで増えた時に、どのような配分にしたらこの制度が持つのか、いろい

ろなシミュレーションをしてもらいたい。もう一つ、対象年齢を考える中で、

介護保険制度の運営の中で、特定高齢者の把握など進んでいると思うので、年

齢で切るばかりでなく、状態に応じた対応が出来るよう制度設計を考えていけ

ばよいと考える。 

 

委員： 何年間スパンの制度を考えるのか。 

事務局： 何年まで、という具体的なものはとくに無い。いろいろな決め方がある。

例えば、何年先までいくら減らすという考え方、毎年徐々に減らしていくやり

方、今回上げたら当分手をつけないというやり方、この場で具体の意見を頂戴

 - 7 -



したい。いずれ当方で責任を持って、たたき台を示していくことになろうかと

思う。 

 

 

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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