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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

  日本の人口は減少傾向にあり、今後も引き続き減少していくことが予想されてい

ます。 

  豊川市においても人口は減少傾向にあり、このまま人口の減少が進むことになる

とまちが衰退してしまうことにもなりかねません。 

  このような状況は豊川市だけの問題ではなく、多くの地方都市にも共通しており、

多くの都市で活気のあるまちづくりや人口の流出を防ぐために、「活気あるまち・

住みよいまち」となることを目指して、まちのＰＲに力を注ぐようになってきてい

ます。 

  豊川市では、平成２４年８月にシティセールス戦略プランが策定され、様々な方

法を用いて豊川市のＰＲを行い、魅力を発信することにより活気ある住みよいまち

を目指すこととされたところです。 

  こうしたことから、税部門においてもシティセールス戦略プランに基づき、豊川

市をＰＲする方法を考えたところ、近年、全国で原動機付自転車等に取り付ける課

税標識を利用して、まちのＰＲを行う事例が多くなってきていることに着目し、豊

川市においても同様の取り組みを行うことができるかどうか検討することになり

ました。 

このまちのＰＲを兼ねて作成された課税標識は、総称して「ご当地ナンバー」と

呼ばれ、それぞれの自治体において個性溢れる図柄や形状で、まちをＰＲするツー

ルの一つとして導入されるようになってきています。 

  本検討会では、原動機付自転車等に付ける課税標識を利用して豊川市をＰＲする

ことについて検討を行い、「ご当地ナンバー」と称される「新課税標識」の導入に

ついて提言することとします。 

 

 

２２２２    検討会検討会検討会検討会設置設置設置設置の経緯の経緯の経緯の経緯    

  新課税標識の導入に関する検討については、豊橋市において平成２３年９月に新

課税標識を導入したこと、全国的にも新課税標識を導入する事例が増えてきたこと

を受け、市民税課として課税事務の立場に立って導入に関する検討を行ってきたと

ころ、平成２４年８月に豊川市シティセールス戦略プランが策定され、マスコット

キャラクターを活用したシティセールスの展開が位置づけられることになりまし

た。また、これに続いて平成２４年９月には、豊川いなり寿司のイメージキャラク

ターである「いなりん」が豊川市の宣伝部長に任命され、いなり寿司のＰＲに限ら

ず、市の行事への参加やパンフレットへの登場など、まちを売り出す際に活用され

ることになり、多くのイベント等で見かけられるようになりました。 

 こうした状況を受け、税部門においてもシティセールスの一環として、原動機付

自転車等に取り付ける課税標識に着目し、マスコットキャラクターを付けた新課税



 

 - 2 - 

標識を導入してはどうかとの考えに至りました。 

 このため、税部門３課の職員において課を横断して検討会を組織し、新課税標識

の導入にあたり、導入の目的や期待する効果、マスコットキャラクターの使用を含

めどのようなデザインとするべきか、どのような導入の形式が望ましいのか、導入

する場合の車種、新課税標識の作成枚数、新課税標識の交付後における既存の課税

標識の取り扱いなどについて協議し、新課税標識の導入のあり方ついて、提言を行

うことを目的として「原動機付自転車等に係る新課税標識導入検討会」（以下「検討

会」という。）を設置したものです。 

 

 

３３３３    検討会の実績検討会の実績検討会の実績検討会の実績    

回数 開催年月日 内        容 

１ 

平成２４年１０月２９日 第１回検討会第１回検討会第１回検討会第１回検討会    

会議内容 

○ 趣旨説明 

○ 課税標識の現状について 

○ これまでの検討の経緯について 

○ 検討会の進め方について 

○ 先進地視察の実施について 

２ 

平成２４年１１月２７日 

     ～ 

平成２４年１１月２８日 

先進地視察先進地視察先進地視察先進地視察    

平成 24年 11 月 27 日 埼玉県三郷市 

平成 24年 11 月 28 日 東京都小平市 

平成 24年 11 月 28 日 東京都三鷹市 

３ 

平成２４年１１月２９日

～ 

平成２４年１２月１３日 

先進地視察報告書作成打合せ（随時）先進地視察報告書作成打合せ（随時）先進地視察報告書作成打合せ（随時）先進地視察報告書作成打合せ（随時）    

報告書作成 

４ 

平成２４年１２月１９日 第２回検討会第２回検討会第２回検討会第２回検討会    

会議内容 

○ 視察結果報告 

○ 新課税標識の導入についての検討    

５ 

平成２５年 １月１５日 第３回検討会第３回検討会第３回検討会第３回検討会    

会議内容 

○ 第２回検討会での検討事項の確認 

○ 新課税標識の導入についての検討 

○ 意見集約 

６ 

平成２５年１月１６日 

    ～ 

平成２５年２月２６日 

報告書打合せ（随時）報告書打合せ（随時）報告書打合せ（随時）報告書打合せ（随時）    

報告書作成 
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４４４４    現状分析現状分析現状分析現状分析 

(1) 標識の意義 

   普通自動車や軽自動車等については、道路運送車両法に基づき、車両の保安基

準に適合することを前提に登録された車両であって、運行の用に供することが許

されたものとして標識の表示が義務付けられています。 

しかし、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識については、市税条例にて

規定され、課税客体を把握し軽自動車税の徴収を確保するために、その所有者に

標識交付申請書を提出させることにより標識を交付し、車体の見やすいところに

取り付けることとされています。 

このように、普通自動車や軽自動車等と原動機付自転車及び小型特殊自動車で

は、同じ表示義務のある標識でも標識の意義に大きな違いがあります。 

 

参考 

道路運送車両法道路運送車両法道路運送車両法道路運送車両法（普通自動車・軽自動車・二輪車等） 

（この法律の目的）  

第１条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全

性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、

併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること

を目的とする。  

 

（自動車登録番号標等の表示の義務）  

第 19 条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第 11条第１項（同条第２項及

び第 14条第２項において準用する場合を含む。）の規定により国土交通大臣又は第 25

条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載さ

れた自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 

 

（車両番号標の表示の義務等）  

第 73 条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第 60

条第１項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、

その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。  

２ 略 

 

   豊川市豊川市豊川市豊川市市税条例市税条例市税条例市税条例    

   （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第 70 条    新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となっ

た者は、市長に対し、第 68条第１項の申告書を提出する際、標識の交付を申請し、かつ、

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示（市長が、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項

において同じ。）をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。    

  ２～８ 略 
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(2) 課税標識の様式 

   原動機付自転車及び小型特殊自動車における課税標識の様式については、全国

的に統一することが望ましいとの考えから、昭和６０年４月１日付け自治省税務

局長通知において原動機付自転車等の標識の様式が示され、全国の市町村におい

てこの通知に準じて課税標識が作成されています。 

   なお、昭和６０年４月１日付け自治省税務局長通知では、次の２つの様式が示

されています。 

 

                            （単位ミリメートル） 

 

 (3) 豊川市における軽自動車税の課税台数 

   豊川市における平成２２年度から平成２４年度の軽自動車税の課税台数につ

いては、右表のとおりとなっており、軽四輪乗用（自家用）の課税台数が最も多

く、全体の５０％を超えており、登録台数は増加傾向にあります。次に登録台数
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が多いのは、軽四輪貨物（自家用）であり、課税台数は全体の２０％弱を占めて

います。これは、豊川市が温暖な気候であることを利用して農業が盛んに行われ

ていることが要因の一つにあると考えられます。 

   次に課税台数が多いのは原付第１種となっており、全体の１１％以上を占めて

います。原付第１種の登録台数は減少傾向にあり、平成２２年度以降毎年５％弱

減少しています。 

   これに対し、原付第２種甲は、課税台数そのものは全体から見るとごくわずか

ですが、課税台数は増加傾向にあり、毎年８％程度課税台数が伸びています。 

 

  直近３か年度の当初課税時点における車種別課税台数 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 
車   種 

交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 前年比 交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 前年比 

原付第１種 8,6848,6848,6848,684    13.13 8,3218,3218,3218,321    12.56 95.82 7,9147,9147,9147,914    11.85 95.11 

原付第２種乙 897897897897    1.36 889889889889    1.34 99.11 903903903903    1.35 101.57 

原付第２種甲 868868868868    1.31 942942942942    1.42 108.53 1,0311,0311,0311,031    1.55 109.45 

軽二輪 2,3442,3442,3442,344    3.55 2,3122,3122,3122,312    3.49 98.63 2,2512,2512,2512,251    3.37 97.36 

軽三輪 2222    0 2222    0 100 3333    0 150 

軽四輪乗用（営業用） 0000    0 1111    0 皆増 1111    0 100 

軽四輪乗用（自家用） 33,78333,78333,78333,783    51.09 34,49534,49534,49534,495    52.07 102.11 35,58935,58935,58935,589    53.27 103.17 

軽四輪貨物（営業用） 281281281281    0.43 287287287287    0.43 102.14 268268268268    0.4 93.38 

軽四輪貨物（自家用） 13,00913,00913,00913,009    19.67 12,76912,76912,76912,769    19.28 98.16 12,59312,59312,59312,593    18.85 98.62 

小型特殊（農耕作業用） 2,7442,7442,7442,744    4.15 2,7282,7282,7282,728    4.12 99.42 2,7122,7122,7122,712    4.06 99.41 

小型特殊（その他） 450450450450    0.68 437437437437    0.66 97.11 428428428428    0.64 97.94 

二輪小型 2,8562,8562,8562,856    4.32 2,8622,8622,8622,862    4.32 100.21 2,9212,9212,9212,921    4.37 102.06 

ミニカー 207207207207    0.31 201201201201    0.31 97.10 193193193193    0.29 96.02 

合    計 66,12566,12566,12566,125    100 66,24666,24666,24666,246    100 100.18 66,80766,80766,80766,807    100 100.85 

  

 (4) 豊川市における課税標識の交付枚数 

   豊川市において課税標識を交付する車種は、原付第１種、原付第２種乙、原付

第２種甲、小型特殊（農耕作業用・その他）、ミニカーの５車種であり、車種ごと

の課税標識の交付状況については次表のとおりです。 

課税標識の交付状況については、各年度において原付第１種の交付が最も多く、

平成２２年４月から平成２４年１２月末までの交付枚数のうち６６．２５％にあ

たる３，２７７枚を交付しています。次いで交付枚数が多いのは、原付第２種甲

で、同じく平成２２年４月から平成２４年１２月末までの交付枚数のうち１３．

０２％にあたる６４４枚を交付しています。 
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このことから、課税標識の交付枚数については、原付第１種に大きく偏ってい

ることが分かります。 

 

  課税標識の交付状況 

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 合  計 
車   種 

交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 交付枚数交付枚数交付枚数交付枚数    割合 

原付第１種 1,3051,3051,3051,305    70.20 1,0761,0761,0761,076    64.05 896896896896    63.68 3,2773,2773,2773,277    66.25 

原付第２種乙 132132132132    7.10 139139139139    8.27 138138138138    9.81 409409409409    8.27 

原付第２種甲 241241241241    12.96 229229229229    13.63 174174174174    12.37 644644644644    13.02 

小型特殊（農耕作業用） 123123123123    6.62 187187187187    11.13 141141141141    10.02 451451451451    9.12 

小型特殊（その他） 31313131    1.67 21212121    1.25 27272727    1.92 79797979    1.60 

ミニカー 22227777    1.45 28282828    1.67 31313131    2.20 86868686    1.74 

合    計 1,8591,8591,8591,859    100 1,6801,6801,6801,680    100 1,4071,4071,4071,407    100 4,9464,9464,9464,946    100 

   ※平成２４年度については、１２月末現在値 

 

 (5) 新課税標識について 

   新課税標識の導入については、平成１８年４月に千葉県成田市において、課税

標識の下部にローマ字で市名を記した課税標識を導入した事例はあるものの、「市

町村をイメージするもの、ＰＲするもの」として形状等を変えた課税標識を導入

したものは、愛媛県松山市において、松山市を舞台にした小説「坂の上の雲」に

ちなんで綿雲の形をした形状、市内の全国的に有名な温泉である道後温泉にちな

んで地名標記を「道後・松山市」とした課税標識を平成１９年４月に導入したの

が一般的には最初の取り組みとされています。 

   松山市において新課税標識が導入されて以降、新課税標識を導入する自治体は

全国で少しずつ増加し、平成２２年には６つの自治体、平成２３年には４６自治

体が新たに新課税標識を導入し、平成２４年１２月２５日時点において全国４７

都道府県１７４の自治体で新課税標識が導入されています。 

   愛知県内については、平成２３年９月に豊橋市において市のマスコットキャラ

クターである「トヨッキー」を付けた新課税標識を導入したのを皮切りに、岩倉

市、大府市、清須市、知立市及び半田市の計６市において、マスコットキャラク

ター等を付けた新課税標識が導入されています。 

   新課税標識の導入のきっかけは、「合併や市制施行○○周年事業の一環として」

「観光ＰＲやイメージキャラクター事業の一環として」「他市での取り組みを知り

庁内から声があがった」など様々な理由となっており、導入の目的としては、「ま

ちへの愛着を深める」「まちのＰＲ」などを挙げています。 

「まちへの愛着を深める」とした目的に対する効果は、「まちの紋章」として域
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内の人に親しまれることによりまちへの愛着が深まり、関連する物品の製作、地

場産品の周知・ブランド化などの経済効果に繋がることが期待されます。 

   「まちのＰＲ」としての効果は、「走る広告塔」として、域内外を走ることで、

視覚により「まちのＰＲ」がなされるとともに、マスコミに取り上げられること

による広告効果が期待されます。 

   このようなきっかけや目的により、全国で新課税標識が導入されるようになり、

現在では自治体の約１割において導入されるまでになっています。 

 

 

  新課税標識の導入例 

 

 

 

 

(6) 検討会発足前の検討状況 

   新課税標識の導入に関する検討については、豊橋市において平成２３年９月に

新課税標識を導入したことや、全国的にも導入事例が増加傾向にあることを受け、

本検討会の発足前から市民税課において調査、検討を行ってまいりました。 

   この調査・検討については、課税事務の立場に立ち先に新課税標識を導入した

市の取り組み状況について、調査・検討を行いました。 

   検討のために調査を実施した市は、豊橋市をはじめ兵庫県三田市、兵庫県川西

市、大阪府堺市の計４市であり、それぞれ現地へ出向き導入に携わった職員等か

ら生の声を直接聞くことで調査を行いました。 

   なお、この４市において実施した調査結果の概要については、次のとおりです。 

 

  ① 導入年月日 

豊 橋 市 平成２３年９月導入（９月９日交付開始） 

三 田 市 平成２３年１１月導入（１１月１日交付開始） 

川 西 市 平成２３年１２月導入（１２月１日交付開始） 

堺   市 平成２４年７月導入（７月２日交付開始） 
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  ② 導入の目的 

豊 橋 市  シティプロモーションの一環として豊橋市をＰＲするために導

入したもの。 

三 田 市  市のマスコットとしての「キッピー」のＰＲを図り、市民によ

り一層「キッピー」に愛着をもってもらうとともに、キッピーナ

ンバープレート作成による話題づくりを通じて、三田市の名前と

愛らしい「キッピー」を全国に情報発信するもの。 

川 西 市  市を広くＰＲするとともに、市民の皆様の川西市への愛着を深

めていただくために導入したもの。 

堺   市 市の歴史・文化などを広くＰＲし、情報発信及び地域振興や観

光振興を図るために導入したもの。 

 

  ③ 導入した課税標識 

豊 橋 市 三 田 市 

 

 

川 西 市 堺   市 

  

 

  ④ デザインの選定方法 

豊 橋 市  市のキャラクターである「トヨッキー」を使用することを前提

としていたため公募は行わず、若手職員で組織した内部選考会に

おいて選考した。 

三 田 市 導入までの時間的制約のため、市のキャラクター「キッピー」

を使用することとし、担当職員において作成した。 

川 西 市  市のキャラクターである「きんたくん」を使用することとし、

連携協定を結んでいる宝塚大学にデザインを依頼し、その後担当

課で１０作品を選び、市民による投票で選考した。 

堺   市 全国からデザインを公募し、５０作品まで担当課等で絞込み、

デザインの専門家や内部関係団体の職員等による「ナンバープレ

ートデザイン選定会議」を組織し選考した。 
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  ⑤ 導入方法及び交付方法 

豊 橋 市 恒久導入 

既存課税標識との並行交付（ただし、既存課税標識の在庫限り） 

三 田 市 恒久導入 

交付開始日以降、新課税標識のみ交付 

川 西 市 恒久導入 

既存課税標識との並行交付（ただし、既存課税標識の在庫限り） 

堺   市 恒久導入 

交付開始日以降、新課税標識のみ交付 

 

  ⑥ 導入初年度における新課税標識作成枚数 

 豊橋市 三田市 川西市 堺市 

原付第１種 3,000 枚 1,200 枚 2,800 枚 13,295 枚 

原付第２種乙 700 枚 250 枚 200 枚 1,386 枚 

原付第２種甲 1,000 枚 300 枚 900 枚 2,663 枚 

小型特殊(※) 200 枚  50 枚  

ミニカー 100 枚  50 枚 693 枚 

※ 小型特殊は農耕作業用及びその他の小型特殊自動車を指す。 

 

  ⑦ 導入の効果や反応 

豊 橋 市 ○ 導入時のマスコミの取材による宣伝効果 

三 田 市 ○ 導入時のマスコミの取材による宣伝効果 

○ 導入に対する反応は概ね好評 

川 西 市 ○ 導入時のマスコミの取材による宣伝効果 

○ 市内で走行している姿を見かけるようになった。 

堺   市 ○ 導入時のマスコミの取材による宣伝効果 

 

  ⑧ 検討結果 

    課税標識の本来の目的は、課税客体の把握のために課税標識を交付すること

になります。 

    課税標識の作成単価については、これまでの既存の課税標識の場合、１枚当

たり約９０円程度で作成できますが、キャラクター等の図柄を付けた課税標識

を作成した場合、その作成単価は１枚当たり約３００円から４００円程度とな

り、高額なものとなってしまうため、費用をかけてでも導入する理由が必要と

なります。 

 これを課税事務の立場から、新課税標識導入の是非について検討した場合、

課税台数の増加や収納率の向上に顕著な効果が期待できるということを視察先

から聴き取ることはできず、単に経費の増加を招くことになりかねないことが
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推測されるため、課税事務の立場からの新課税標識の導入については、その実

施理由を明確にすることは困難であり、導入は難しいとの結論に至りました。 

しかし、豊川市のＰＲを行う一つの手法として新課税標識を導入するのであ

れば、現に視察した市においてもこのような位置付けとして新課税標識の導入

が行われていることから、導入目的を明確にすることができるうえ、様々なＰ

Ｒ活動と併せて行うことにより、相乗効果を見込むことが可能であると考えら

れます。 

 このことから、新課税標識の導入については、豊川市のＰＲを目的として導

入するのであれば、担当課と協力したうえで、明確な目標・目的を定め時間を

かけて導入していくことが必要であると結論づけました。 

 

 (7) 検討会での検討方針 

   本検討会においては、これまでに実施した調査、検討の内容を踏まえたうえで、

平成２４年８月に策定された「豊川市シティセールス戦略プラン」に基づき、マ

スコットキャラクターを使用して豊川市をＰＲする方向で新課税標識の導入につ

いて検討することとしました。 

具体的な内容としては新課税標識の導入の是非、導入にあたっての目的と効果、

キャラクターの使用について、導入形式、導入車種、交付開始時期、作成枚数、

交付方法等について検討を進めることとし、また、平成２５年は市制施行７０周

年の年であり、かつ「ご当地グルメの祭典Ｂ－１グランプリｉｎ豊川」（以下「Ｂ

－１グランプリ」という。）が開催されることから、周年事業において新課税標識

を導入した市を改めて視察し、視察市の新課税標識の導入状況を参考にしながら、

検討会として提言を行うこととしました。 

    

    

５５５５    検討会における視察の実施及検討会における視察の実施及検討会における視察の実施及検討会における視察の実施及び視察結果び視察結果び視察結果び視察結果    

 (1) 視察の目的 

   これまで実施した新課税標識導入に関する視察については、課税事務の立場に

立って、恒久導入を前提として新課税標識の導入について視察を実施し、検討を

重ねてきましたが、課税事務の立場からの新課税標識の導入については、課税標

識の意義を踏まえると、課税標識の作成単価の高騰を招いてまで導入することは

難しいものとの判断から、本検討会では、平成２４年８月に策定された「豊川市

シティセールス戦略プラン」に基づき、マスコットキャラクターを使用して豊川

市のＰＲを行うこと、豊川いなり寿司のイメージキャラクターである「いなりん」

が平成２４年９月に豊川市の宣伝部長に就任したこと、平成２５年は市制施行７

０周年の年であり、同年１１月９日・１０日にはＢ－１グランプリが開催される

ことを加味し、豊川市と同程度の人口規模で、周年事業においてマスコットキャ
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ラクターを使用して新課税標識を導入した３市を視察先として選定し、新課税標

識の導入についての取り組み状況を把握することを目的として視察を実施したも

のです。 

 

 (2) 視察実施日及び視察市 

  ① 視察実施日 

    平成２４年１１月２７日（火）から平成２４年１１月２８日（水） 

② 視察先 

    埼玉県三郷市財務部市民税課  

    東京都小平市財務部税務課   

    東京都三鷹市市民部市民税課  

 

 (3) 新課税標識導入の目的 

三郷市 

市制施行４０周年記念として、市の特色を認識してもらうため、

また「走る広告塔」として地域振興を図ることを目的として市の

マスコットキャラクターである「かいちゃん・つぶちゃん」を付

けた新課税標識を導入した。 

小平市 

小平市にはプロサッカーチームの「ＦＣ東京」の練習場があり、

市を挙げて応援しており、ＦＣ東京がＪ２、天皇杯で優勝したこ

とを受け、応援に盛り上がりがでてきているため、これを好機と

捉え、市民や原付バイクの利用者等に関心を持ってもらうことに

より、小平市のＰＲに利用しようと導入した。 

三鷹市 

市制施行６０周年を迎えるにあたり、三鷹のキャラクターであ

る「Ｐｏｋｉ」を活用して三鷹市をＰＲするために新課税標識を

導入した。 

 

   ３市ではマスコットキャラクターを使用して、市制施行の記念事業を契機に 

まちをＰＲすることを目的として新課税標識を導入しています。特に小平市につ

いては、プロサッカーチームのマスコットキャラクターを使用するなど、市の取

り組み状況も踏まえたうえで新課税標識を導入しており、この点においては、他

２市とは違った取り組みをしているといえます。 

   新課税標識を使ってまちのＰＲをする場合には、市制施行の記念事業や市で特

に取り組んでいる事業と合わせて行う方法を用いており、単独で新課税標識を導

入するよりも、全体のＰＲ効果としては大きな効果が期待できるものと考えられ

ます。 
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(4) 導入した課税標識 

三 郷 市 小 平 市 

  

三 鷹 市 

 

 

  ３市ともマスコットキャラクターを使用しており、三郷市では市のマスコット

キャラクターを、小平市では市のマスコットキャラクターとＦＣ東京のマスコッ

トキャラクターを、三鷹市では三鷹のマスコットキャラクターをそれぞれ使用し

ています。 

  形状については、小平市及び三鷹市でＪＩＳ規格の形状に準じたものを使用し

ていますが、三郷市については、デザインに合わせて形状を変化させたオリジナ

ルな形状としています。 

 

(5) 導入にあたっての検討方法 

   導入検討を行う検討会等の設置状況及び検討を行った者の構成 

検討会等の設置状況検討会等の設置状況検討会等の設置状況検討会等の設置状況    

検討会は設置せず、市民税課内において検討を行った。 

三郷市 

検討を行った者の構成検討を行った者の構成検討を行った者の構成検討を行った者の構成    

市民税課職員 

検討会等の設置状況検討会等の設置状況検討会等の設置状況検討会等の設置状況    

検討会は設置せず、税務課内において検討を行った。 

小平市 

検討を行った者の構成検討を行った者の構成検討を行った者の構成検討を行った者の構成    

税務課職員 

検討会等の設置状況検討会等の設置状況検討会等の設置状況検討会等の設置状況    

検討会は設置せず、市民税課内において検討を行った。 

三鷹市 

検討を行った者の構成検討を行った者の構成検討を行った者の構成検討を行った者の構成    

市民税課職員 
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   ３市とも検討会は設置せず、軽自動車税担当課職員において検討を行っていま

す。これは新課税標識を導入することが前提となっていたこと、三郷市、三鷹市

ではマスコットキャラクターを使用することが事前に決まっていたため、検討会

を組織して改めて検討する必要がないとの判断によるものであると思われます。 

このように、どのような図柄や形状にするのかが既に方針決定がされている場

合は、所管課において詳細事項の検討を行っていく方が効率よく検討・導入がで

きるものと思われますが、図柄や形状を一から検討する場合には、図柄、形状の

選定理由を明確にする必要があるとの観点から、所管課だけでなく第三者を加え

た検討を実施していく方が望ましいものと考えられます。 

 

(6) 導入方法及び実績 

        ① 導入の形式等 

導入形式 限定導入（車種及び作成枚数） 

限定方法 新課税標識を導入する車種及び作成枚数を限定す

る。 

導入車種 

原付第１種・原付第２種乙・原付第２種甲 

導入した

原付の車

種及び理

由 

 

 

理由 

 原付に比べ、ミニカーや小型特殊自動車は年間の交 

付枚数が少ない。当初から枚数限定で交付する予定で

あったため、交付枚数が多い車種に限定した。 

既存課税標

識の取扱い 

新課税標識との並行交付（選択制） 

 

三郷市 

 

新課税標

識との交

換対応 

既存課税標識との交換に応じている。交換に対する

手数料は不要とする。 

導入形式 限定導入（車種及び作成枚数） 

限定方法  導入する車種及び作成枚数を限定する。 

 市制施行５０周年の記念事業のため、１度限りの導

入とする。 

導入車種 

原付第１種・原付第２種乙・原付第２種甲 

小平市 

導入した

原付の車

種及び理

由 

 

 

理由 

車種別の増減の動向から、多くの方に選んでもらえ

るよう、３つの車種で導入した。 

 車種別による年間の標識交付状況を参考に交付枚数

を設定した。 
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既存課税標

識の取扱い 

 新課税標識との並行交付（選択制） 

 

新課税標
識との交
換対応 

 既存課税標識との交換に応じている。交換に対する

手数料は不要とする。 

導入形式 枚数・期間の定めなし（視察時点では車種のみ限定） 

限定方法 新課税標識を導入する車種を限定 

導入車種 ： 原付１種 導入した

原付の車

種及び理

由 

 

 

理由 

課税標識の作成単価が既存課税標識の約３倍になる

ため、現在は原付第１種のみに限定している。    

既存課税標

識の取扱い 

新課税標識との並行交付（選択制） 

 

三鷹市 

新課税標

識との交

換対応 

 

既存課税標識との交換に応じている。交換に対する

手数料については、既存標識から新課税標識へ交換す

る場合は不要であるが、新課税標識から既存課税標識

に交換する場合は、弁償金として１件２００円を徴収

する。 

 

② 作成枚数 

車  種 三郷市 小平市 三鷹市 

原付第１種 １，５００枚 １，５００枚 
22年度 1,000枚 

23年度 1,000枚 

原付第２種乙 １００枚 ３００枚 未導入 

原付第２種甲 ４００枚 ３００枚 未導入 

   ※※※※    ３市とも農耕作業用、小型特殊自動車・ミニカーでの新課税標識の導入はない。３市とも農耕作業用、小型特殊自動車・ミニカーでの新課税標識の導入はない。３市とも農耕作業用、小型特殊自動車・ミニカーでの新課税標識の導入はない。３市とも農耕作業用、小型特殊自動車・ミニカーでの新課税標識の導入はない。    

 

   新課税標識の導入にあたっては、三郷市及び小平市においては導入する車種を

既存課税標識で交付枚数が多い原付第１種、原付第２種乙及び原付第２種甲に限

定して導入しており、現時点では枚数・期間を定めていない三鷹市においては、

原付第１種のみに車種を限定して導入しています。 

いずれの市においても、年間の標識交付枚数の多い車種において新課税標識を

導入しており、交付枚数が少ない車種については導入しない形式をとっています。 

 既存課税標識の取り扱いについては、３市とも新課税標識の導入後も並行して

交付を行っており、課税標識を交付する際には、交付申請者に対してどちらの課
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税標識の交付を希望するかを確認してから交付を行っています。 

 既存課税標識から新課税標識への交換については、３市とも交換を認めており、

基本的には交換交付に係る手数料は不要としています。しかし三鷹市では既存課

税標識から新課税標識への交換の手数料は不要としていますが、新課税標識から

既存課税標識に交換する場合は、弁償金として２００円を徴収する対応をとって

います。 

 既存課税標識から新課税標識の交換については、新課税標識を広めるうえで重

要な方法であると考えられるため、豊川市においても新課税標識の導入にあたり

交換対応を行うことがよいと考えます。 

しかし、新課税標識への交換を行うと標識番号が変わることになります。自賠

責保険の加入の際の手続きに標識番号の記載が必要となっている場合は、課税標

識の交換と併せて、自賠責保険の変更手続きが必要となる場合があるため、交換

手続き時には自賠責保険等の変更手続きが必要となる場合があることを交換希望

者に伝える必要が生じるため、交換対応の際にネックとなる可能性があります。 

   作成枚数については、三郷市、小平市では、既存課税標識の年間交付枚数を参

考に新課税標識を作成しており、三鷹市については、１，０００枚ずつ作成しな

がら、交付状況に合わせ新課税標識を作成することにしています。 

 

③ 新課税標識の交付実績（導入後１年間の交付実績） 

車 種 三郷市 小平市 三鷹市 

原 付 

第１種 

平成２４年 ５月 １５９枚 
平成２４年 ６月  ５７枚 
平成２４年 ７月  ４４枚 
平成２４年 ８月  ５３枚 
平成２４年 ９月  ４４枚 
平成２４年１０月  ６３枚 
平成２４年１１月  １３枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 

平成２４年 ３月 １０２枚 
平成２４年 ４月  ６５枚 
平成２４年 ５月  ４５枚 
平成２４年 ６月  ３１枚 
平成２４年 ７月  ３０枚 
平成２４年 ８月  ３３枚 
平成２４年 ９月  ２５枚 
平成２４年１０月  ４０枚 
平成２４年１１月  １５枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 

平成２２年１０月 １０６枚 
平成２２年１１月  ５９枚 
平成２２年１２月  ３３枚 
平成２３年 １月  ４０枚 
平成２３年 ２月  ２９枚 
平成２３年 ３月  ５１枚 
平成２３年 ４月  ４７枚 
平成２３年 ５月  ３４枚 
平成２３年 ６月  ３８枚 
平成２３年 ７月  ３７枚 
平成２３年 ８月  ３７枚 
平成２３年 ９月  ３６枚 

原  付 

第２種乙 

平成２４年 ５月  ２１枚 
平成２４年 ６月   ７枚 
平成２４年 ７月   ４枚 
平成２４年 ８月   ０枚 
平成２４年 ９月   ５枚 
平成２４年１０月  ２９枚 
平成２４年１１月   ３枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 

平成２４年 ３月  １０枚 
平成２４年 ４月   ５枚 
平成２４年 ５月   ５枚 
平成２４年 ６月   ３枚 
平成２４年 ７月   ３枚 
平成２４年 ８月   ３枚 
平成２４年 ９月   ５枚 
平成２４年１０月   ３枚 
平成２４年１１月   ０枚 
平成  年  月    枚 

未導入 
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原  付 

第２種甲 

平成２４年 ５月  ６１枚 
平成２４年 ６月  １７枚 
平成２４年 ７月  １３枚 
平成２４年 ８月  １５枚 
平成２４年 ９月   ４枚 
平成２４年１０月  ３５枚 
平成２４年１１月   ４枚
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 
平成  年  月    枚 

平成２４年 ３月  ４４枚 
平成２４年 ４月  ２８枚 
平成２４年 ５月  １８枚 
平成２４年 ６月  １９枚 
平成２４年 ７月  １９枚 
平成２４年 ８月   ９枚 
平成２４年 ９月  １７枚 
平成２４年１０月  １６枚 
平成２４年１１月  ２４枚 
平成  年  月    枚 

未導入 

備  考 ※平成２４年１１月の交付実績

は、１１月１４日時点の交付枚数 

 

 

※平成２４年３月の交付実績は、

３月２６日から３月末までの

交付枚数 

※平成２４年１１月の交付実績

は、11 月２０日時点の交付枚数 

 

 

 

   ３市における導入開始から１年間の交付実績の状況は、いずれの市においても

導入開始月に１００枚以上の交付実績がありますが、翌月からは交付枚数が半減

しています。 

 原因としては、導入開始月には新課税標識への交換による交付枚数が多く含ま

れているものと考えられます。 

導入開始月及び平成２４年１１月を除いた原付第１種の月平均の交付枚数は、

三郷市は５２．２枚、小平市は３８．４枚、三鷹市は４０．０枚となっています。 

また、新存課税標識と既存課税標識の交付割合については、三郷市、小平市で

は５：５、三鷹市は６：４で推移しています。 

   ３市の状況を見ると、導入後２ヶ月目から交付枚数が半減していることから、

２ヶ月目以降についても継続して多くの新課税標識を交付していくためには、十

分なＰＲを行う必要があるものと考えます。 

 

(7) 導入までのスケジュール等 

  ① 導入までのスケジュール及び交付開始日の設定理由 

 三郷市 小平市 三鷹市 

検討開始月 平成 23 年６月 平成 24 年１月中旬 平成 22 年６月 

デザイン選考 平成 23 年７月～ 

  平成 23 年 12 月 

平成 24 年１月下旬～

平成 24 年２月上旬 

平成 22 年８月 

発  注 平成 23 年 12 月 平成 24 年１月 24 日 平成 22 年７月末 

納  品 平成 24 年３月 平成 24 年３月 13 日 平成 22 年９月中旬 

交付開始日 平成 24 年５月１日 平成 24 年３月 26 日 平成 22 年 10 月１日 

交付日の設 平成 24 年５月３日に

市制施行 40 周年と

平成 24 年 10 月に市

制施行50周年となる

平成 22 年 11 月に市

制施行 60 周年となる
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定理由 なるため、直前の５

月１日とした 

ため、この時期に合

わせた 

ため、この時期に合

わせた 

※ 小平市のデザイン選考期間と発注の期間が合わないのは、発注後デザインに手直しが小平市のデザイン選考期間と発注の期間が合わないのは、発注後デザインに手直しが小平市のデザイン選考期間と発注の期間が合わないのは、発注後デザインに手直しが小平市のデザイン選考期間と発注の期間が合わないのは、発注後デザインに手直しが    

あったため。あったため。あったため。あったため。    

 

   デザインの選考については、三郷市ではマスコットキャラクターを使用するこ

とは決まっていましたが、全体のデザインは決まっていなかったため、担当課で

デザインした１０案の中から３案に絞り、市内の中学３年生約１，０００人を対

象に、租税教室の一環として３案の中から投票で決めたため、デザイン選考に６

か月を要しています。 

小平市については、市のマスコットキャラクターとＦＣ東京のマスコットキャ

ラクターの使用が早々に決まったため、デザイン選考の期間が短期間で済んでい

ます。 

三鷹市では、マスコットキャラクターのデザインは決まっていたものの、ナン

バープレートの形状やレイアウトが決まっていなかったため、市民税課において

２案作成し、市長の決定を受けるまでに約１か月程度を要しています。 

   新課税標識の発注から納品までの期間については、三郷市では３か月程度の期

間を要したものの、小平市及び三鷹市では１か月半程度の期間で納品されていま

す。 

   交付開始日については、３市において市制施行日や市制施行記念行事に合わせ

て交付開始日を設定していますが、基準となる日に合わせて交付を開始するのか、

基準となる日には新課税標識を付けた原付がまちを走っている、つまりＰＲ効果

が出ている状態で基準日を迎えるのかにより、対応が分かれています。 

   なお、交付開始日の対応として特筆すべきは、三郷市では交付開始日において

新課税標識を最初に交付する者に、市長から交付をするなどセレモニーを実施し

ており、三鷹市でも最初の一枚を交付された市民と市長が記念撮影を行い、市の

ホームページで掲載するなど市を挙げてＰＲを行おうとする意図が感じられます。 

 

(8) デザイン（図柄・形状）の選定 

        ① キャラクターを新課税標識に選定した理由及び形状の選定理由 

図柄 

 市制施行４０周年記念事業として、市のマスコットキャラクター

を採用していくこととされたことにより選定された。 

三郷市 

形状 

 形状については、複数案を作成し、最終的に公募により選定した。

案作成の段階で角が尖ったりしないよう丸みをつけるデザインと

した。（警察の助言に基づいて） 

小平市 図柄 
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 プロサッカーチームの「ＦＣ東京」の一層の活躍と、市が応援す

ることで共に発展したいという思いを込めて「ＦＣ東京」のマスコ

ットキャラクター「東京ドロンパ」と市のマスコットキャラクター

「ぶるべー」を選定した。 

形状 

 導入までに金型を新たに作成する時間的余裕がなかったため、Ｊ

ＩＳ規格の形状を採用した。 

イラストを付けるスペースを確保するため、ＪＩＳ規格の大サイ

ズ（１００ミリ×２００ミリ）の形状を選定した。 

図柄 

 平成１３年に宮崎駿氏デザインの三鷹のキャラクター「Ｐｏｋ

ｉ」が誕生しており、また平成２２年には市制施行６０周年を記念

して「三鷹ＰＲ大使」に任命されたことから、「Ｐｏｋｉ」を活用

することとした。 

三鷹市 

形状 

 キャラクターのイラストを付けるスペースを確保するため、ＪＩ

Ｓ規格の大サイズ（１００ミリ×２００ミリ）に準じた形状を選定

した。 

 

    ３市ともマスコットキャラクターを選定しており、選定した理由はそれぞれ

において異なった理由となっていますが、市のシンボルとなるマスコットキャ

ラクターを選定している点は共通しています。 

    また、形状について三郷市では、昭和６０年４月１日付け自治省税務局長通

知で示されたＪＩＳ規格の形状を選定せず、デザインに合わせて変化を付けた

形状を選定していますが、小平市、三鷹市については、ＪＩＳ規格に準じた形

状を選定しており、現在豊川市において使用している課税標識と同サイズのも

のを使用しています。 

ＪＩＳ規格の形状を採用する利点としては、全国的に統一されている規格で

あることから、金型を作成する時間を節約できるほか、形状についての加工の

必要がなくなるため導入費用を安価に抑えることが考えられます。 

 

② 課税標識にマスコットキャラクターを選定する際の留意事項 

マスコットキャラクターを課税標識に選定する場合、キャラクターの使用許

諾管理者との協議が必要となります。三郷市の場合は市産業振興課が管理して

いるため調整が比較的容易に済み、マスコットキャラクターを使用することが

できましたが、小平市ではＦＣ東京のマスコットキャラクターを使用したため、

ＦＣ東京との協定が必要となり、使用許諾協定が１年更新となっているため、

１年ごとに使用についての協定を結び直す必要が生じています。 

三鷹市については、マスコットキャラクターの著作権を㈱スタジオジブリが
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有し、使用に関する許諾を㈱まちづくり三鷹（三鷹市の第三セクター）が管理

しているため、㈱まちづくり三鷹を通じて使用許諾契約を結んでいます。 

    マスコットキャラクターの使用にあたっての費用は、３市とも無償で使用す

ることが認められています。 

  本市においてもマスコットキャラクターを新課税標識に選定することになれ

ば、著作権や使用許諾を管理する者と事前の協議を行っていくことが必要とな

ります。 

    

 (9) 導入費用等 

 三郷市 小平市 三鷹市 

予算措置 補正予算にて対応 他の事業費から流用 他の事業費から流用 

導入費用 
導入金額 

 3,192,000 円 

導入金額 

  871,500 円 

導入金額  

1,088,745 円 

落札業者 
㈱川合ネームプレー

ト製作所 

㈱川合ネームプレー

ト製作所 

㈱川合ネームプレー

ト製作所 

契約形態 
随意契約 随意契約 随意契約 

（見積り合わせ） 

 

   予算措置については、年度途中で導入検討を開始しているため、３市全てにお

いて当初の予算措置はされておらず、補正や流用にて措置しています。 

   導入費用については、三郷市では課税標識の形状を変えたことにより金型費用

が発生したため、導入金額は３，１９２，０００円となっています。一方ＪＩＳ

規格に準じた形状の課税標識を採用した小平市及び三鷹市においては、金型費用

は発生していないため、導入費用が約１／３程度と安価に抑えられています。 

   課税標識の作成金額については、単価に換算すると三郷市が１枚あたり４２０

円、小平市が３５０円、三鷹市が２７５円になります。この金額の違いは、標識

への印刷方法や使用する色の数により変わるものと思われます。 

   また、その他の費用として三郷市及び三鷹市においてシステム改修費用が発生

していますが、課税標識に使用する記号文字を通常のひらがなから、新課税標識

ではアルファベットにしたことによるもので、ひらがなを使用する場合は、必ず

しも必要な費用ではありません。 

   以上のことから、課税標識の形状は変更せずＪＩＳ規格の形状に準じたものを

用い、かつ通常使用するひらがなの記号文字を使用し、使用する色の種類を抑え

ることができれば、比較的安価な費用で新課税標識を作成することが可能である

ものと考えられます。 
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(10) 導入の効果 

 三郷市 小平市 三鷹市 

効果の状況 ○テレビや新聞に取上

げられた 

○交付開始日に多くの

方が来庁（１日で８３

枚交付） 

○郵便局所有の原付７

３台を新課税標識に切

り換えることができた 

○マスコミに取上げら

れたこと、原付の利用

者及び販売店から関心

をもってもらったこと

で市のＰＲに繋がった 

○マスコミに取上げ

られた 

○宮崎駿氏デザイン

との認識がない人で

あっても、申請時に新

課税標識を見た時点

の反応はおおむね好

評で、三鷹のキャラク

ターとしてのＰＲが

できている 

効果の検証 

方法 

○窓口や電話での問合

せ 

○既存標識と新課税標

識の交付枚数の比較 

 

○既存標識と新課税標

識の交付枚数の比較 

○既存標識と新課税

標識の交付枚数の比

較 

○マスコミの取材数 

住民、議会 

及びマスコミ

等の反応 

○住民からは好評との

声をいただいている 

 

○市民やバイク店から

は賛否両論の意見があ

った 

○新聞４紙、テレビ、

雑誌に取上げられた 

○市民からは好評と

の声をいただいてい

る 

○議会の委員会にお

いて事前説明を行っ

たが、導入に賛成する

意見が多くあった 

○ＮＨＫ、民放、ＪＡ

Ｆ、二輪専門誌から取

材を受けた 

 

   導入に対する効果等は、三郷市ではテレビや新聞に取上げられた宣伝効果のほ

か、新課税標識交付開始日に８３枚の交付ができ、市民の関心の高さが感じられ

ました。また、郵便局の組織改編のタイミングと重なったため、郵便局の協力を

得て郵便局所有の原付７３台を新課税標識へ一斉交換しており、導入目的である

「走る広告塔」として地域振興を図ることに対し、一定の効果があったものと思

われます。 

小平市では、新聞４紙、テレビ、雑誌などマスコミに取上げられた宣伝効果の

ほか、原付ユーザーや原付の販売店からはデザインについての賛否の声があった

ものの、導入したことについて関心をもってもらうことができたことで導入目的

であるまちのＰＲについて一定の効果があったものと思われます。なかでも雑誌

については、ＦＣ東京関連記事としてＪリーグ関連誌に掲載されたことはＰＲ効

果として高いものがあったと考えられます。 

三鷹市では、課税標識交付申請者からの反応は好評であり、また平成２２年度

導入ということで、全国的にも新課税標識の導入が広まっていなかったこともあ

り、マスコミに数多く取上げられたことは大きな宣伝効果となりました。 
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また、新課税標識と既存課税標識の交付比率では６：４と新課税標識が上回っ

ていることから、三鷹のＰＲ及び三鷹のキャラクター「Ｐｏｋｉ」のＰＲにも一

定の効果があったものと思われます。 

   導入による効果の検証方法としては、３市とも新課税標識と既存課税標識の交

付状況の比較をすることで導入に対する効果を検証しています。また、取上げら

れたマスコミの数、住民の問い合わせの状況からも効果を検証していますが、ま

ちのＰＲとしてどれほどの効果が上がっているかの検証については、不明確な部

分が多くあり、各市とも共通して効果の程を明確に表すことは困難であるとする

認識を持っているのが現状です。 

 

(11) その他 

  ① 関係団体との調整 

   ア 都道府県との調整 

     導入の検討段階においては、都道府県との調整の必要はなく、３市におい 

てもデザイン・形状については事前の調整はせず、市単独で決定しています。 

ただし、新課税標識の交付開始前には、都道府県に対し新課税標識導入す 

る旨の通知をし、都道府県を通じて県内の市町村や県外の市町村へ周知依頼 

を行っています。 

   イ 警察との調整 

     警察との調整事項については具体的なものはなく、新課税標識の導入報告 

をする程度のものを３市で実施しています。 

     三郷市では、所轄の警察署へ新課税標識案を持ち込んだところ標識番号の

視認性が低下しないことや形状が尖っていないデザインにするよう配慮が必

要であるとのアドバイスを受けていますが、文書による警察への導入通知は

行っていません。 

    小平市では、新課税標識が出来上がる直前にサンプルを持って所轄警察署へ

導入の報告に出向いていますが、文書による警察への導入通知は行っていませ

ん。 

    三鷹市では、導入する新課税標識の見本を持って所轄警察署へ導入の報告に

出向き、文書による警察への導入通知を行っています。 

    新課税標識の導入にあたっての関係機関との調整については、都道府県に対

しては導入通知と周知依頼を行い、警察については、デザイン及び形状が決ま

った段階で事前確認をすることになると思われます。 

 

  ② 市税条例等の改正状況 

    課税標識の規格や図柄については、市税条例施行規則で定めているのが一般

的ですが、新課税標識を導入することになると既存の課税標識に加え、新課税
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標識においても市税条例施行規則で新たに規格や図柄について定める必要が生

じます。３市においても新課税標識の規格や図柄について、新たに定めていま

す。 

 

(12) まとめ 

    今回３市の視察を終え、新課税標識の導入については、次のことに留意する

必要があると考えられます。 

① 導入の目的と効果 

    新課税標識の導入にあたり、どのような目的をもって導入するのか、期待す

る効果は何であるかということを明確にする必要があります。目的が明確であ

れば、期待した効果を生み出す環境を整えることができます。 

    本検討会においては、シティセールスとして豊川市をＰＲしていくことを前

提に検討を開始しております。この場合、目的としてはシティセールスを行う

ことであり、デザイン等は豊川市をイメージするものとなり、期待する効果と

しては、走る広告塔としての市域内外を走ることによる宣伝効果によって豊川

市への関心度が向上する効果が考えられ、最終的には、シティセールスとして

の取り組み全体で、豊川市への愛着心の醸成、豊川市への来訪者の増加、地域

における経済効果に繋がっていくことができればと考えます。 

    

        ② 導入形式 

    新課税標識を導入する場合、導入形式については、恒久導入と限定導入の２

種類があります。今回の視察では三鷹市では（現時点では）枚数・期間を定め

ておらず、三郷市及び小平市では限定導入を行っています。 

恒久導入については、継続して新課税標識を交付していくことになり、息の

長いＰＲを行うことができますが、課税標識の作成単価は既存課税標識の３倍

から４倍程度となり事務費用の高騰を招きます。 

限定導入については、一定の期間に限定して導入することになり、継続的に

新課税標識を作成・交付はしないため、新課税標識の交付枚数は限定されてし

まいます。しかし、一定期間だけの導入となるため、恒久導入に比べて事務費

用の高騰を一定期間だけにとどめることができます。 

原動機付自転車の税額は、軽自動車税の中でも決して高いものではないため、

課税標識が高額なものとなると事務費用の高騰を招き、納税者の理解を得るこ

とは難しくなるものと考えられ、新課税標識の導入検討をする場合には、常に

コスト意識を持つ必要があります。 

 

  ③ 導入する車種 

導入する車種については、三郷市及び小平市においては、原付第１種、原付
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第２種乙、原付第２種甲で導入しており、三鷹市では原付第１種のみで導入し

ています。いずれも既存課税標識において交付枚数が多いものを選択して導入

を行っています。 

    視察した３市に限らず本市においても、車種により課税標識の交付枚数には

大きな差があります。全ての車種で導入することにこだわらず、無駄な在庫を

抱えることのないようにするため、既存課税標識で交付枚数の多い車種に限定

するなど、効率的に導入することを考える必要があります。 

    

④ 導入後の既存課税標識の取扱い 

新課税標識を導入した場合、これまでの既存課税標識の扱いが課題となりま

す。効率を考えた場合、新課税標識に全て切り替えることが望ましいと考えら

れますが、課税標識の交付を求める者全てが新課税標識を希望するとは限りま

せん。視察した３市においても新課税標識と既存課税標識の並行交付を実施し

ており、既存課税標識の交付を希望する者も少なくありません。 

このような状況から並行交付を実施する場合、新課税標識と既存課税標識の

２種類を用意することになるため、その分費用もかかることになります。 

他市の導入事例も参考にしながら、既存課税標識の取り扱いについて検討し

ていく必要があります。 

 

  ⑤ 既存課税標識交付済者への交換対応 

    新課税標識を導入した場合、既存課税標識の交付を既に受けている者から新

課税標識に交換したいという要望が出ることが予想されます。導入の目的をシ

ティセールスとするのであれば、１枚でも多くの新課税標識を流通させる必要

があります。 

これまで本市での課税標識の交換は、特段の理由がなければ応じていません

が、柔軟な対応を行うことも考える必要があります。 

 

  ⑥ 導入後の対応 

    新課税標識を導入した場合、視察した３市において導入月の翌月以降の交付

枚数は半減しています。導入月の交付枚数には既存課税標識から新課税標識に

交換する者が多く含まれていることが大きな要因であると考えられます。本市

においても課税標識の交換を認めた場合、同様の状況となることが予想されま

す。 

また、導入月の翌月以降については、新規に課税標識の交付を受ける者が多

数を占めることになり、交付枚数は通常時の交付枚数程度となると予測され、

新課税標識を導入したことにより、原動機付自転車等の新規登録が急増するよ

うな事例は、調査した限りでは確認できませんでした。 
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こうしたことから、導入後新課税標識を多く交付するためには、導入までの

ＰＲだけでなく、導入後においても新課税標識の存在を広くＰＲしていく必要

があります。 

 

⑦ 導入に対する効果の検証 

    導入したことによる効果の検証については、視察を実施した３市において、

新課税標識を交付した枚数や既存課税標識と新課税標識の交付割合で推し量っ

ています。また、マスコミに取上げられた件数も効果の検証方法として有効で

あるとしています。 

    シティセールスとしての効果を検証する場合、具体的にどの程度の状況であ

れば効果を挙げているかの検証は、非常に難しいものがあるといわざるを得ま

せん。 

    ３市で実施しているように、並行交付をするのであれば、新課税標識を交付

した枚数や既存課税標識と新課税標識の交付割合で推し量るとともに、マスコ

ミの取材や問合せの内容なども含めて効果の検証を行い、新課税標識のみの交

付であれば、マスコミの取材や問合せの内容などにおいて効果の検証を行うこ

とになると考えます。 

    

⑧ シティセールスについて 

    シティセールスとは、「まちの魅力である地域資源を地域内外へアピールし、

まちを売り込むこと」とあります。市の内外に向けてまちをアピールするにあ

たって、まちのシンボルとなるようなものが存在する場合、○○＝△△市とな

り、まちを売り出す場合の大きな武器になります。 

    このシンボルとなるものについては、多くの市町村でマスコットキャラクタ

ーを利用しています。近年続いている「ゆるキャラ」ブームもあり、マスコッ

トキャラクターの効果は絶大なものとなっています。 

    しかし、大きな武器となり、絶大な効果を発揮するためには、様々なものに

多く利用され、色々な場所、物などに数多く使用されることで知名度を上げて

いかなければならないと考えます。 

    今回、本市においてもマスコットキャラクターを付けた新課税標識の導入に

ついて検討を進めていますが、仮にマスコットキャラクターを付けた新課税標

識を導入することになっても、導入だけではシティセールスとして十分な効果

を発揮することは難しいと考えます。新課税標識だけでなく、ありとあらゆる

ところにマスコットキャラクターが使用されることにより、認知度が上がりシ

ティセールスとしての効果を発揮できるのではないかと考えます。 
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６６６６    検討会においての検討状況検討会においての検討状況検討会においての検討状況検討会においての検討状況    

  検討会では、埼玉県三郷市、東京都小平市、東京都三鷹市で視察を行い、各市の 

 状況について把握するとともに、各市で新課税標識の導入に関わった職員から当時

の状況についても、貴重な現場の声を聴くことができたため、視察市の取り組み事

例も参考にしながら、新課税標識の導入について意見が出されました。 

  なお、検討会において各メンバーから出された主な意見については、次のとおり

であり、大別すると８つの項目に分類することができました。 

 ① 新課税標識の導入について 

 ② 「いなりん」を新課税標識に使用することについて 

  ③ 「いなりん」以外のものを新課税標識に使用することについて 

  ④ 新課税標識の作成枚数について 

  ⑤ 新課税標識の交付の方法について 

  ⑥ 新課税標識の導入時期について 

  ⑦ 新課税標識の導入方法について 

  ⑧ 新課税標識の導入費用について 

 

  項目ごとの主な意見  

  ① 新課税標識の導入について 

・ シティセールスにウエイトを置くのではなく、７０周年記念事業として導

入する方がよい。 

・ 課税標識自体小さなものであるため、課税標識単独でのシティセールスと

するのではなく、他のものにおいても同様にマスコットキャラクターを使用

したシティセールスを行い、市全体としてシティセールスを行う必要がある。 

 

  ② 「いなりん」を新課税標識に使用することについて 

・ デザイン的には「いなりん」が良いのではないか。 

・ ７０周年記念事業、Ｂ－１グランプリ等の状況から「いなりん」が適当な

ど、条件付きであれば「いなりん」を使用することがよい。 

・ 「いなりん」の認知度、魅力、「豊川市」＝「いなりん」ということが言え

るのか。 

 

  ③ 「いなりん」以外のものを新課税標識に使用することについて 

   ・ きつねのしっぽ型にしてはどうか。 

・ 駅伝が盛んな市であるため、ランナーのシルエットを描いてはどうか。 

 

  ④ 新課税標識の作成枚数について 

   ・ 作成枚数については、検討の初期段階では作成枚数を２，０００枚とする
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意見が出されたが、交付開始時期や既存の課税標識との兼ね合いから、作成

枚数を７００枚から１，０００枚程度する。 

・ ７００枚作成の意見に対して、７００枚の作成では、シティセールスとし

ての効果はあるのか。 

 

  ⑤ 新課税標識の交付の方法について 

   ・ ７０周年記念事業の一環で新課税標識を導入するのであれば２５年度中に

交付を終了する。 

・ ２５年度にこだわらず在庫のある限り新課税標識を交付する。 

 

  ⑥ 新課税標識の導入時期について 

   ・ 導入時期については、４月１日や市制施行記念日である６月１日から交付

を開始してはどうか。 

・ 導入までの事務手続きを考慮して、現実的に対応できるのはどんなに早く

ても７月以降となる。 

・ １１月のＢ－１グランプリの開催を見据え、大会開催時点には新課税標識

を付けた原付が１台でも多く街中を走行しているようにしていく必要がある。 

 

  ⑦ 新課税標識の導入方法について 

   ・ 「いなりん」をマスコットキャラクターとして使用するのであれば、限定

導入とする。 

 

  ⑧ 新課税標識の導入費用について 

   ・ 視察結果から、ＪＩＳ規格の形状を使用するのであれば、３５万円から７

０万円ぐらいの金額で済むのではないか。 

 

 

７７７７    新課税標識の導入についての提言新課税標識の導入についての提言新課税標識の導入についての提言新課税標識の導入についての提言    

   新課税標識の導入については、平成２４年１月から市民税課として課税事務の

立場から恒久導入を前提にして導入について検討を行ってきました。 

結果としては、課税標識の本来の意義を踏まえると、新課税標識の導入で税収

の増加や収納率の向上が顕著に表れるとは考えにくく、更に課税標識の作成単価

についても既存課税標識の３倍から４倍程度となることから、新課税標識の導入

については、難しいと結論付けています。 

しかし、豊川市シティセールス戦略プランの策定や豊川いなり寿司のイメージ

キャラクターである「いなりん」が豊川市の宣伝部長に就任するなど、市民税課

において当初新課税標識の導入検討を開始した時点とは大きく環境が変化し、「オ
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ール豊川」でシティセールスを行うということが明確に示されることになりまし

た。また、平成２５年は市制施行７０周年の年であり、これに伴う様々な事業や

Ｂ－１グランプリの開催が予定され、市外からも多くの人が豊川市を訪れること

が予想されるため、豊川市をＰＲするにはまたとない絶好のタイミングであると

考えられます。 

以上のことから、本検討会としてはこの機会を逃すことなく、原動機付自転車

等に付ける課税標識について、豊川市をＰＲすることのできる新課税標識を導入

することとし、具体的な取り組みについても併せて提案することとします。 

 

(1) 新課税標識の導入にあたっての目的と期待される効果 

新課税標識の導入目的については、豊川市シティセールス戦略プランが策定さ

れたこと、平成２５年は市制施行７０周年の年となること、Ｂ－１グランプリの

開催等の状況から、大きな目的としてはシティセールスとし、市制施行７０周年

という節目の年を起点として豊川市をＰＲしていくこととします。 

   期待する効果としては、新聞等のマスコミからの取材による宣伝効果、原動機

付自転車に新課税標識を付けて走ることで、「走る広告塔」として市域外への人々

に対しては、目的地までの走行や駐車等により人目に触れることで豊川市への関

心を促すＰＲ効果が期待でき、市域内の人々に対しては、郷土への愛着心を促す

ＰＲ効果が期待できることが考えられます。 

最終的には全体のシティセールスとしての取り組みの一部として、豊川市への

愛着心の醸成、豊川市への来訪者の増加、地域における経済効果等に繋がってい

くことを期待するものです。 

 

(2) キャラクター「いなりん」の使用について 

新課税標識を導入した多くの自治体では、マスコットキャラクターを使用して

います。マスコットキャラクターについては、昨今の「ゆるキャラブーム」もあ

り、かつてないほどマスコットキャラクターに注目が集まっています。こうした

状況から各自治体では、マスコットキャラクターを作成し、まちを表すものとし

て、まちのＰＲを行う際に積極的に使用しています。 

マスコットキャラクターをまちのＰＲに使用する場合の利点としては、文書な

どの活字によるＰＲと比べ活字を読む必要はなく、視覚に訴えることになるため、

興味を引き易くなるものと考えられます。また、家紋のような紋章として、マス

コットキャラクターがまちを表現することもできるものと考えます。 

   豊川市においては、豊川市のマスコットキャラクターは存在しませんが、豊川

市シティセールス戦略プランでは、マスコットキャラクターを活用したシティセ

ールスについて謳われており、豊川市の宣伝部長には豊川いなり寿司のイメージ

キャラクターである「いなりん」が就任していることから、豊川市のマスコット
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キャラクターとして「いなりん」を活用していくことが前提にあると考えられま

す。 

また、国民的な一大イベントであるＢ－１グランプリにいなり寿司を出品し、

いなり寿司を通じたまちおこしを展開している取り組み状況からも「いなりん」

をマスコットキャラクターとして活用することが現時点では最適であると考える

ことができます。 

   以上のことから、本検討会としては新課税標識にはマスコットキャラクター 

  を使用することとし、マスコットキャラクターには「いなりん」を使用すること

を提案します。 

   

(3) デザイン選定 

デザイン選定の手法としては、内部による選考と広く一般から募集する公募の

２種類があり、視察を実施した市においても内部選考により決定した市とデザイ

ンを広く一般から公募した市の両方がありました。 

デザインを選定する際にどのような手法を行うかについては、それぞれの自治

体において新課税標識を導入する場合の前提条件が大きく関わってくることにな

ると考えられます。視察を実施した市の傾向としましては、前提条件として新課

税標識に付けるキャラクターが既に決定している場合は内部選考としており、新

課税標識の導入までの期間も短期間で行うことができています。 

具体的な前提条件のない場合には一般公募としており、公募の場合はある程度

の募集期間や選考基準の策定などの準備期間の確保が必要となるため、新課税標

識の導入までの期間が長期化することになります。 

本市としては、豊川市シティセールス戦略プランにあるマスコットキャラクタ

ーを使用したシティセールスに因るところとなり、「いなりん」を使用することが

前提条件になるものと考えます。 

以上のことから、本検討会としては「いなりん」を使用することが前提である

こと、Ｂ－１グランプ開催までに時間的余裕がないことから公募ではなく、内部

選定を行うことを提案するものです。 

なお、具体的に「いなりん」の図柄については、使用条件を確認した後に図柄

が複数パターン存在する場合は、その中で内部選考を行い新課税標識に使用して

いくことを提案します。 

 

 (4) 導入形式 

   導入の形式については、大きく分けて恒久導入と限定導入の２種類が考えられ

ます。 

   恒久導入とは、新課税標識導入年度以降継続して新課税標識の作成、交付を行

うものです。恒久導入の利点としては、新課税標識導入以後継続して作成、交付
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を行うこととなるため、継続交付をした年数に比例して新課税標識の交付数が増

加することになり、新課税標識の交付数量を生かしたシティセールスを展開する

ことが可能となります。 

欠点としては、新課税標識の作成費用の高騰による経費の増加が挙げられます。

これまでの既存課税標識の作成単価については、１枚当たりの作成単価は約９０

円であったものが、新課税標識の作成単価は１枚当たり３００円から４００円程

度となるものと考えられます。 

   限定導入とは、市制施行○○周年やそのほか記念事業のある年に限り、新課税

標識の数量を限定作成し、交付を行うものです。限定導入の利点としては、作成

単価の面においては恒久導入の際の作成単価と基本的に変わりはありませんが、

数量を限定することにより恒久導入する場合に比べ、経費を安価に抑えることが

できます。 

欠点としては、新課税標識の作成数量が限定されるため、恒久導入に比べ交付

枚数が少なくなるため、物量によるシティセールスの展開が制約されることにな

ります。 

   本検討会としましては、これまで使用してきた既存課税標識に比べ課税標識の

作成単価が３倍から４倍となり、導入以後経費の増加した状態が避けられなくな

ることから恒久導入とはせず、新課税標識を導入しても一時的な経費の増加で抑

えることのできる限定導入とすることを提案し、具体的には平成２５年度、市制

施行７０周年及びＢ－１グランプリが開催されることから、このタイミングを好

機と捉え、平成２５年度に限定して新課税標識を導入するものとし、集中的に交

付を実施することにより導入効果の拡大を図ります。 

   なお、２５年度に交付しきれない場合は、年度にこだわらず在庫の限り交付を

行うことを合わせて提案します。 

 

 (5) 課税標識の取り扱い 

シティセールスを目的として新課税標識を導入し、数多くの新課税標識を交付

するためには、新課税標識の交付が開始された段階で既存課税標識の交付を行わ

ない方が、シティセールスを行ううえでは有効となります。 

   しかしながら、視察した市の状況によると新課税標識と既存課税標識の交付割

合は５：５若しくは６：４となっており、既存課税標識の需要も多くあります。 

ある自治体では新課税標識のみの交付を行っていましたが、住民の要望により

既存課税標識を並行して交付することに変更した事例も発生しています。 

   以上のことから、本検討会としては本市においても既存課税標識の需要につい

ては同程度あると推測されること、導入形式を限定導入とするため新課税標識が

終了ししだい既存課税標識の交付に戻ることになるため、新課税標識と既存課税

標識を並行して交付することを提案します。 
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また、新課税標識の交付を促進するため、すでに課税標識の交付を受けた者に

対しては、希望に応じて新課税標識への交換を行うことを提案します。 

 

 (6) 導入車種 

   原動機付自転車等の車種については、原付第１種、原付第２種乙、原付第２種 

甲、小型特殊（農耕作業用・その他）、ミニカーの５種があります。視察した市の

多くは、原動機付自転車（第１種、第２種乙・甲）において導入又は、全ての車

種において新課税標識を導入しています。 

   本市における車種ごとの課税標識の交付状況は、平成２２年４月から平成２４

年１２月末までの交付で、交付実績が多い順に原付第１種が３，２７７枚（６６．

２５％）、原付第２種甲が６４４枚（１３．０２％）、小型特殊（農耕作業用）が

４５１枚（９．１２％）で、小型特殊（その他）と合わせて５３０枚（１０．７

２％）となっており、圧倒的に原付第１種の交付枚数が多いことが分かります。 

原付第１種の交付枚数が圧倒的に多い状況は、視察した各市においても同様の

状況となっています。 

   導入後の交付実績では、本検討会において視察した三郷市、小平市及び三鷹市

の状況を確認すると、導入月については、いずれの市においても原付第１種では

月１００台以上の交付がありましたが、翌月以降は半減しています。また原付第

２種乙・甲でも同様の傾向が見られ、原付第２種甲については、導入月の翌月以

降の交付枚数は月２０台弱で、原付第２種乙にいたっては、導入月の翌月以降の

交付枚数は月１０枚を割り込んでいます。 

   全ての車種や原動機付自転車（原付第１種・原付第２種）で新課税標識を導入 

  するケースが多いものの、交付の実態としては原付第１種以外の車種ではそもそ

もの課税台数が少なく、交付枚数も同様に少ないため新課税標識を導入しても交

付する数は見込めないものと推測されます。また、新課税標識を導入しても既存

課税標識の管理は引き続き行うことから、多くの車種で新課税標識を導入すると

管理事務が煩雑となります。 

   以上のことから、本検討会としては導入する車種について、課税標識の交付状

況と導入後の管理事務を考慮した結果、全ての車種において新課税標識を導入す

るのではなく、課税標識の交付実績が圧倒的に多い原付第１種のみに絞って新課

税標識を導入することを提案します。 

 

 (7) 交付開始時期 

   交付開始時期については、新課税標識導入までの事務に要する期間を考慮して

決定する必要があります。視察を実施した各市においても市制施行記念事業など

を理由の一つとして挙げている市においては、事業開催日や市制施行日を軸にし

て交付を開始しています。 
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   本市の場合、平成２５年に市制施行７０周年の年、Ｂ－１グランプリも開催さ

れることから、これを絶好の機会と捉え交付開始時期を設定する必要があると考

えますが、交付を開始するまでには課税標識の図柄の決定、予算措置、課税標識

の発注、納品など、時間を要する事務が発生しますので、こうしたことも考慮し

たうえで、交付開始時期を設定する必要があります。 

   以上のことから、本検討会としては、交付の開始時期について市制施行７０周

年の年となる平成２５年中で、数十万人が訪れると予想されるＢ－１グランプリ

開始前までの早い時期に交付を開始する必要があると考え、Ｂ－１グランプリの

開催時には、市内において新課税標識を付けた原動機付自転車が走行しているこ

とが最も望ましいと考えるため、平成２５年度においてできるだけ早く導入する

こととし、７月の交付開始を目標に準備を整えていくことを提案します。 

 

 (8) 交付枚数 

   交付枚数については、「(6) 導入車種」においても触れましたが、平成２２年

４月から平成２４年１２月までの平均交付枚数は、原付第１種で約１，２００枚

／年程度となっています。新課税標識を導入したことにより、課税客体が大幅に

増加することは望めないため、新課税標識を導入する２５年度においても年度中

の課税標識交付枚数は、１，２００枚／年程度と考えるのが妥当ではないかと思

われます。また、本検討会では既存の課税標識との並行交付や既存課税標識から

新課税標識への交換にも応じることを考えており、こうした取り組みを行ってい

る市での新課税標識と既存課税標識の交付割合は、５：５若しくは６：４程度と

なっていることから、年度当たりの交付枚数は６００枚／年から８００枚／年に

なると推測されます。 

   以上のことから、本検討会としては年間の交付枚数や視察を行った市での実績

を考慮し、交付枚数は７００枚／年程度とすることを提案します。 

 

 (9) 新課税標識導入に対する周知 

   新課税標識を導入するにあたり、シティセールスの目的を達成するためには、

新聞などのマスコミの力に頼るだけではく、自らどれだけ住民に対して周知を行

うことができるのかが重要であると考えます。 

視察した市の状況を見ると、新課税標識の導入前には、ホームページや広報等

を用いて周知を図るため、導入月については交換希望者も含めて多くの新課税標

識の交付需要が発生しますが、翌月以降は既存課税標識からの交換需要が一服す

ると思われ、交付枚数は半減しています。更に既存の課税標識と並行交付も行っ

ています。 

このため、少しでも多くの新課税標識を交付するには、新課税標識導入前はも

ちろんのこと、導入後においても周知活動を継続的に実施していく必要があると
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考えています。 

   以上のことから、本検討会としては新課税標識導入前、導入後を通じて、ホー

ムページや広報にＰＲ記事を掲載していくほか、主要なバイク販売店へのＰＲ活

動や、原付を多く所有する事業所（新聞店、郵便局、金融機関など）に対しても

ＰＲ活動を実施してくことを提案します。 

 

 

８８８８    おわりにおわりにおわりにおわりに    

  豊川市シティセールス戦略プランの策定を受け、マスコットキャラクターを活用

したシティセールスとして、原動機付自転車等に付ける課税標識に、豊川市の宣伝

部長である豊川いなり寿司のイメージキャラクター「いなりん」を付けた新課税標

識を導入することについて検討を進め、検討会として導入するとの結論に至り、具

体的な取り組みについてまとめました。 

  今年、平成２５年は豊川市にとって大きな節目の年である市制施行７０周年の年

となり、更にはＢ－１グランプリが開催され、シティセールスを実施するには絶好

の機会となります。 

課税標識は、縦１０cm×横２０cm 程度の小さなものです。このような小さなも

のが豊川市全体から見たシティセールスの効果として、どれだけの影響を与えるこ

とができるのかは明確に示すことは難しいと思われますが、シティセールスの一つ

の方法として豊川市のＰＲに貢献できるものであると考えます。 

  こうした取り組みが実を結び、一人でも多くの人が豊川市について関心を持って

もらうことにより、豊川市が活気のある住みよいまちになることを願うものです。 
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