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敬老乗車証制度を取り巻く課題等について 

 

 本市では，平成 25 年度に京都市社会福祉審議会の答申等を踏まえ，「敬老乗車証制度の今

後の在り方に関する基本的な考え方」（以下「基本的な考え方」という。）をとりまとめて以

来，その具体化に向けた検討を進めているところです。 

 今後，市民の皆様の御理解の下で，敬老乗車証制度が持続可能なものとなるよう，まずは，

少子高齢化社会の中においての社会保障経費の増大など，本制度を取り巻く課題等について，

市民の皆様に周知を図っていくことが必要と考えております。 

 このため，下記の事項について，市民しんぶん等により，広く市民の皆様にお知らせして

いくとともに，幅広い世代層の皆様の御意見の集約についても検討し，取組を進めてまいり

ます。 

 

１ 我が国や本市における社会的課題 

 ⑴ 人口減少社会が到来した我が国においては，今後も少子高齢化が進展していくとされ

ており，65 歳以上の高齢者数がピークになると見込まれる平成 54（2042）年には，生産

年齢人口（15 歳～64 歳）1.5 人で 1 人の高齢者を支えていくことになると推計されてい

ます。 

 ⑵ 全国平均並みの高齢化率（25.9％）となっている本市においても，概ね同様の推移を

たどるものと見込まれており，敬老乗車証制度の対象となる 70 歳以上の高齢者数に着目

すると，平成 52（2040）年には，生産年齢人口（15 歳～64 歳）1.9 人で 1 人を支えるこ

とになり，以降も全人口に占める高齢者人口の割合は増加していくものと見込まれます。 

 ⑶ こうした中で，子育てや医療，介護をはじめとした社会福祉関連経費は増加の一途を

たどっているため，国では，社会保障における世代間公平の確保を目指し，全世代型社

会保障の実現に向け，待機児童解消や子どもの貧困対策を含めた少子化対策・子育て支

援を拡充していくこととしております。 

 ⑷ 本市の平成 29年度当初予算における社会福祉関連経費（扶助費に国民健康保険や介護

保険等の特別会計への繰出金等を加えた本市が義務的に負担する経費）では，一般会計

7,668億円に対し，2,620億円となり，全体の 34％を占めています。 

   こうした状況においても，本市では，子育て支援においては，積極的に保育所の整備

等を図っていくことで，4 年連続で国定義に基づく待機児童ゼロを達成していることや，

本市独自の財源による保育士の処遇改善や保育料の軽減を図り，子育て環境日本一に向

けた取組を行っていること，また，高齢者支援における介護保険のサービス利用者の増

加，障害者総合支援法に基づくサービス利用者の増加等に伴う本市の義務負担の増加等

にも対応してきています。 

 ⑸ 今後とも進んでいく少子高齢化等に伴い，子育て支援や介護保険に係る財政需要はさ

らに増大することが想定され，例えば介護保険では，現在の一般会計の負担 196 億円が

平成 38 年（「団塊の世代」が 75 歳以上の後期高齢者となる平成 37 年度の推計要支援・

要介護認定者数ベース）には 260億円と，1.3倍増加することが見込まれます。 

   一方，本市財政は一般財源収入が平成 12年度のピーク時の 4,205億円から 385億円減

少しており，平成 29年度予算では 3,820億円となっています。 

【図１】京都市における総人口，生産年齢人口，70歳以上人口の推移  

【図２】介護保険特別会計への一般会計からの繰出金見込み  

 

 

 

 



２ 本市の財政状況 

  本市の財政状況は，職員削減をはじめとした徹底した行財政改革に基づいて財源を捻出

し，何とか収支を保っていますが，今後の社会福祉関連経費の財源確保に当たっては，消

費税をはじめとする国の対策に委ねられる部分があるものの，一般財源収入や市税収入が

伸びない中で，今後の社会福祉関連経費の増加を見据え，市政を発展させていくためにも

本市独自で，見直すべきものがないのか不断の検討が必要です。 

とりわけ，国の負担や補助を得て義務的に実施している事業以外の，本市の財源のみで

実施している事業を中心に，持続可能なものとするための検討を行うことが必要となって

います。 

【図３】一般財源収入，市税収入，社会福祉関連経費の決算額推移 

 

３ 本制度を取り巻く課題等 

 ⑴ 財政上の課題 

  ア 現在，保健福祉局の事業の中で，義務的に実施している事業以外の本市独自の財源

で実施している一番経費の額が大きな制度は，敬老乗車証となっています。 

  イ 昭和 48 年に開始したこの制度は，高齢者の社会参加に大きく寄与してきましたが，

高齢化の進展に伴い，本市の 70 歳以上人口は，制度開始当時の昭和 50 年は約 8 万人

であったものが，制度開始から 40 年後の平成 27 年では約 27 万人に増加しています。

これにより，本制度における本市の市税での負担は，昭和 50年は 3.2億円であったも

のが，平成 29 年度では 46 億円（経費 51 億円－応能負担金 5 億円）に膨らんでおり，

さらに今後 5 年後には 58 億円（経費 65 億円－応能負担金 7 億円）に，また交付率に

よっては，83億円（経費 93億円－応能負担金 10億円）に達すると見込んでいます。 

  ウ 財政負担の増加も踏まえ，持続可能な制度とするため，平成 17年からは，所得に応

じた利用者負担を求めていますが，現在の利用者負担の額は，全体経費 51億円（本市

独自予算）に対し，約 10％に当たる 5億円で，全体経費の 90％（46億円）を市税で負

担しています。 

  エ 他の福祉関係施策と比較しますと，例えば，子育て世代を主な対象とした子育て支

援施策で最も経費が大きい保育所運営費では，平成 29年度予算で，事業費 437億円の

うち，約 17％に当たる 72億円が利用者の負担（保育料）となっています。また，国や

府からの財政支援があるため，市税での負担は約 40％（174億円）となっています。 

    なお，利用者の負担（保育料）については，国の基準では，本来，約 25％に当たる

107億円となるところを，約 8％に当たる 35億円を本市独自に軽減しています。 

 ⑵ 制度内容における課題 

敬老乗車証の交付を受けている方は，70 歳以上人口の約半数となっており，残り半数

の方は本制度を利用していない状況にあります。 

   また，市バス，地下鉄だけでなく，民営バスも対象としていますが，市バス，地下鉄

の運行していない地域の方を対象に，特定の民営バスの路線と区間を限定した交付とな

っており，地域における交付率にも差が生じる状況となっています。 

 ⑶ 基本的な考え方 

上記⑴⑵の状況を踏まえ，本制度を持続可能なものとしていくため，本市では，社会福

祉審議会での御議論も踏まえ，低所得者の方の負担に配慮しつつ，利用毎に相応の負担を

お願いする応益負担の仕組みに転換を図っていくという基本的な考え方をお示ししてい

ます。 

【図４】高齢者福祉関係予算の内訳（市費負担ベース） 

【図５】Ｓ50，Ｈ27，Ｈ32比較（70歳以上人口と敬老乗車証関連決算額等） 

【図６】Ｈ24，Ｈ28，Ｈ33比較（敬老乗車証事業費，市税及び負担金） 

【図７】保育所運営経費の状況 

 

 



４ 他都市における敬老乗車制度について 

  他都市における敬老乗車制度の状況は次のとおりです。 

 ⑴ 実施の有無 

本市を含めた 20政令市のうち，敬老乗車制度を設けているのは 13都市です。 

 ⑵ 敬老乗車証の実施内容 

制度を実施している 13政令市のうち，現在の本市と同様に，一定額を負担のうえ年間

の定期券を交付しているのが 3 都市（京都，名古屋，横浜），一定の所得以下の方を対象

に負担を求めず回数の上限を設けた乗車券を交付しているのが 2 都市（広島，福岡），所

得の状況にかかわらず，一般より低額な１回あたりの乗車負担を求めているのが 7 都市

（札幌，仙台，川崎，新潟，大阪，堺，熊本），1 回当たりの負担を求めつつ，低所得者

への配慮を行っているのが 1都市（神戸）となっています。 

⑶ 敬老乗車証の実施経費 

   制度を実施している 13政令市中，一定額を負担のうえ年間の定期券を交付している京

都・名古屋・横浜の 3都市が市民一人当り事業費の上位 3位を占めています。 

【図８】関西 3都市の制度及び乗車回数別・所得階層別負担額比較 

【図９】受益者負担の比較（平成 29年 6月現在） 

【図 10】市民一人当り事業費の比較（本制度を実施している都市のみ：平成 27 年度決算ベース） 

【図 11】政令指定都市の市民一人当たりの市税収入（平成 27年度決算） 

 

５ 今後の予定 

本制度の見直しに当たっては，京都の未来のためどのようにしていくかについて，幅広

い世代の方からの御理解を得て進めていく必要があります。 

このため，市民の皆様に本制度を取り巻く課題等について，市民しんぶんやホームペー

ジ等を通じて，広くお知らせして参ります。 

また，幅広い世代の方々から御意見をいただくことについても検討し，取組を進めてま

いります。 

このような取組を通じ，市民一人ひとりの問題として真摯に御議論いただく中で，より

幅広い世代の支持が得られる，持続可能な敬老乗車証制度の構築に向けて，検討を進めて

参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考＞ 
１ 現行制度の概要 
⑴ 乗車できる範囲 

  ア 市バス・地下鉄敬老乗車証（磁気カード）で乗車できる路線 
   ① 市バス・地下鉄 
   ② 地下鉄延伸等を契機とし，市バスが撤退した地域等（岩倉・大原，山科・醍醐，

京北）を運行する民営バス 
     ⇒ 京都バス（岩倉・大原），京阪バス・醍醐コミバス（山科・醍醐），京北ふる

さとバス（京北） 
  イ 民営バス敬老乗車証（紙券）で乗車できる路線 
     上記アの①②が運行していない周辺地域等を運行する民営バス。ただし，民営バス

敬老乗車証（紙券）の交付は該当地域の方のみで，上記アの市バス・地下鉄敬老乗車
証（磁気カード）とともに交付。 

    ⇒ 西日本 JRバス，雲ヶ畑もくもくバス，京都バス，京阪京都交通バス，京阪バス，
阪急バス，京都京阪バス，近鉄バス。 

⑵ 負担金区分等（※交付実績は平成２８年１０月現在） 

所得区分 負担金 交付率 
交付者数（構成

比） 
生活保護を受けている方 
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 

0円 47.53％ 
6,930人 

（5.16％） 

本人が市民税非課税の方 3,000円 50.79％ 
85,858人 

（63.96％） 
本人が市民税課税で， 
合計所得金額が２００万円未満の方 

5,000円 51.71％ 
30,494人 

（22.72％） 
本人が市民税課税で， 
合計所得金額が２００万円以上７００万円未満の方 

10,000円 39.26％ 
9,500人 

（7.08％） 
本人が市民税課税で， 
合計所得金額が７００万円以上の方 

15,000円 27.06％ 
1,460人 

（1.09％） 

         計 49.32％ 
134,242人 
（100％） 

※市バス・地下鉄共通全線定期券の年間金額 199,160円（６か月 99,580円×２）と比較す
ると，極めて低額の負担金（０円～15,000円）となっている。 

 
２ 基本的な考え方 
  平成 25 年７月に京都市社会福祉審議会の答申（「敬老乗車証制度の今後の在り方につい
て」）を受け，平成 25 年 10月に「敬老乗車証制度の今後の在り方に関する基本的な考え方」
を策定。 
【敬老乗車証制度の今後の在り方に関する基本的な考え方】 
⑴ 現行の負担金（応能負担）を廃止。一定回数まで無料で乗車でき，その後は乗車ご
とに負担（応益負担）いただくようにするとともに，低所得者への配慮を組み合わせ
る。 

⑵ 地域による不公平感を軽減するため，民営バス事業者の協力のもと，利用者の選択
の幅が広がる方策を検討する。 

⑶ 負担と給付の詳細な内容については，現行の事業費規模の維持に努める中で，現役
世代を含む多くの市民から理解が得られるものとなるよう，交通事業者と協議の上，
検討していく。 

⑷ 具体化に当たっては，ＩＣカード化を前提として，十分時間をかけて今後の詳細な
制度設計等に取り組む。 

 
【敬老乗車証制度の今後の基本的な枠組みのイメージ】 
 

 
 
 

【基本プラン】 
１乗車当たり 
一定額を負担 

 
 

【高頻度利用者プラン】 
定期券の購入額 

を減額  【低所得者対策】 

  

【社会参加促進対策】 
 

 

利用頻度に応じた選択的負担（応益負担） 


