
  

 

図柄入りご当地ナンバープレート導入に関するアンケート結果について 

 

１ アンケート概要 

（１）目的 

   十勝町村会（十勝管内 18 町村）では、さらなる「十勝」の認知度向上を図 

り、地域振興や観光振興に活用するため「地方版図柄入りご当地ナンバープ 

レート」の導入に向けた取組を進めている。本町としての導入意向を決定す 

るにあたり、町民および町内事業所の導入意向を調査するもの。 

 

２ 芽室町におけるアンケート結果 

（１）町民向けアンケート 

  ①郵送によるアンケート 

■調査期間 

    令和４年９月２０日（火）～令和４年１０月２１日（金） 

   ■調査対象者 

    １８歳以上の町民から無作為に抽出した８００名。 

   ■調査方法 

    対象者に調査票を郵送し、インターネットまたはハガキで回答。 

  ②インターネット回答によるアンケート 

■調査期間 

    令和４年９月２０日（火）～令和４年１０月２１日（金） 

   ■調査方法 

    町公式 LINE、広報誌、町ホームページで周知し、インターネットで回答。 

  ③アンケート結果（①②共通） 

   別紙調査結果（参考資料１）のとおり                   

 

（２）事業所向けアンケート 

■調査期間 

    令和４年９月２２日（木）～令和４年１０月２１日（金） 

■対象者 

 町内に事業所のある「運輸業・郵便業・卸売業・小売業」事業所のうち 

無作為抽出した１００事業所 

   ■アンケート結果 

    別紙調査結果（参考資料２）のとおり          

 

 

資料１ 
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３ (参考)他自治体の結果及び新たな名称を「十勝」とする理由  参考資料３ 

 

４ 今後の取り組みについて 

日程 内容 

令和 4 年 11 月 8 日 十勝総合振興局長に、表示名「十勝」で導入要望を提出 

（自治体→北海道） 

 ～11月30日 「導入意向表明書」の提出 

（北海道→北海道運輸局→国土交通省） 

令和５年 3 月 15 日 

～3 月 31 日 

「導入申込書」提出 

（北海道→北海道運輸局→国土交通省） 

 7 月～9 月 ご当地ナンバー名称の決定（国土交通省） 

 11 月 1 日 

～12月28日 

「図柄」の提案（自治体又は北海道→国土交通省） 

令和６年度内 デザインの決定 

令和７年 5 月 新ナンバープレートの交付開始 
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十勝１８町村における「図柄入りご当地ナンバープレート」導入に向

けた芽室町民アンケート調査 

≪調査の目的≫ 

  十勝町村会（十勝管内１８町村）では、さらなる「十勝」の認知度向上を図り、地域振

興や観光振興に活用するため「地方版図柄入りご当地ナンバープレート」の導入に向けた

取り組みを進めている。本町としての導入意向を決定するにあたり、町民から導入の意向

調査を実施するもの。 

 

≪調査対象者≫ 

①芽室町民の男女別各年齢層（10 代、20 代、30 代、40 代、50 代、60 代、70 代

以上）の中から無作為に抽出した 800 名 

②町公式 LINE（有効友だち数 4,031 名）、広報誌、ホームページにより周知 

 

≪調査方法≫ 

①返信用はがき郵送による回答 

②町公式 LINE の回答フォーム、ホームページの回答フォームからオンライン回答 

 

≪調査期間≫ 

令和４年 9 月 20 日（火）～10 月 21 日（金） 

 

≪回答数≫ 

①郵送回答       238 件（郵送対象者 800 名のうち、回答率 29.8％） 

②オンライン回答    401 件 

合 計        639 件 

 

≪設問≫ 

問１ 回答される方の年代をご記入ください。 

問２ あなたは、１８町村が「図柄入りご当地ナンバープレート」を導入することについ

て、どう思いますか。 

 問３ その他ご意見等ご記入ください。 
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各世代間の回答率は、50 代、

60 代、40 代の順で多く、車の

所有率が低いと想定される 10 代

（18～19 歳）の回答が一番低

い結果となりました。 

問１ 回答される方の年代をご記入ください。 

 

問２ あなたは、１８町村が「図柄入りご当地ナンバープレート」を導入する

ことについて、どう思いますか。 

 

「とかち」、「十勝」を合計すると、

80.7％（516 件）となり、ご当地ナ

ンバープレート導入に対して、８割強

が賛成という結果になりました。 

◎問１×問２ クロス集計 

全世代において、現行の「帯広」

よりも「十勝」、「とかち」の回答

が上回る結果になりました。 
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○その他（名称）の回答 

・十勝帯広 

・大地 

・十勝野 

 

 問３ その他ご意見等ご記入ください。 

＜賛成意見＞ 

・大賛成です！とかちを知らない人への発信にもなるし、是非導入される事を願います！

ナンバープレートを見る人沢山いると思いますよ！ 

・十勝が全国区になり広く全国に知って頂きたいと思います。 

・十勝は全勝とも繋がり、験担ぎの意味でも良いと思います。 

・楽しみにしています。がんばってください！！ 

・食料基地十勝の認知度を上げて欲しい 

・全体をみると広い意味でとかちがいいと思う 

・ご当地なら、十勝ではなく、芽室町が良い。 

・「十勝」ナンバーとてもいいと思います！ 

・認知度向上の為には良い事だと思われる。 

・帯広ナンバーがなくなり、「とかち」に全ての車が変わればよい。 

・十勝ブランドの底上げには絶対に必要なツールと考えます。 

・帯広ナンバーで慣れ親しんでいるが、十勝ナンバーになったらすぐに変えたいくらい十

勝ナンバーを待ち望んでいる。 

・十勝を PR する、認知度を高める上で良いと思います。先に導入された知床ナンバーな

どを見るとその地域を思い浮かべるとおもますナンバープレートを通じて観光など

様々なことに波及すると思うので、ぜひ進めてください 

・十勝を全国にＰＲすべく、ナンバープレートを変えることに賛成します。漢字よりひら

がなのほうが柔らかく、見やすいかと思い押します！ 

・あったらいいね、見るのが楽しみです 

・魅力あるナンバープレートが誕生すると良いですね。 

・自分の地域をさらに好きになるのではないでしょうか？漢字よりひらがなの方が柔ら

かいイメージがあってよいのでは。 

・「とかち」でも良いが、「十勝」の方がご当地っぽい表現だと思う。「知床」と同じ様な

ニュアンスとも思えます。 

・余談ですが原付やトラクターの「芽室町」も「めむろ」にしたら良いと思う。芽室と根

室を間違えられることはよくあることです。JA の「十勝めむろ」のロゴに近づいた方

が良いと思います。 

・「帯広」よりも愛着がわく感じがするので賛成です。 

・十勝を赤字にして欲しいです。 
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・ちょっと楽しいかな？予算はどうなるのかな？よい図柄ができると良いなぁ！ 

・自分は帯広に住んでいないので とかち が良いです。 

・漢字表記でも悪くない 

・「とかち」より「十勝」。ひらがなの方が人気あるのは理解しますが、ここは敢えて漢字

を推します。 

・漢字じゃ重い感じがするので、ひらがなでフワッとした感じが良い気がします。 

・十勝と言う名前自体が、色々な商品に付いて販売され、ひとつのブランドになっている

ので、十勝を前面に出したナンバープレートは良いと思っています。10 年前帯商青年

部に在籍し、その時に十勝ナンバー実現へ向けて署名活動をしたりしましたが、未だに

実現できていないのが残念です。早く十勝ナンバーで走りたいと思っています。 

・十勝の文字はとても字面いいので、是非とも導入してもらいたい。「十勝の〇〇町です」

と説明する事が多いので、十勝には大変な思い入れがあります。 

・これまでの陸運の名称ではなく、十勝圏ということで。 

・パッと見て感じだと画数が多い部分が見づらいのでひらがなが良いと思う。 

・自分が住んでいる町の良さをもっと知って頂き。移住してみたいと思える様にな街づく

りが出来ると良いと思う。 

 

＜反対意見＞ 

・帯広市も含め十勝が一体化して進めないと一部町村だけ盛り上がっていても意味がな

い。「十勝（とかち）」にどうしてもしたいのであれば、その前に市町村合併し、十勝一

つになってからでも遅くないと思う。 

・帯広市と１８町村で分ける必要がわかりません。ご当地ナンバー導入に反対です。令和

７年５月以降帯広ナンバーにしたいのなら帯広市に転居しろって考えでいいのでしょ

うか。認知度アップに繋がると思いません。帯広市民とそれ以外の郡部の田舎者という

居住地域偏見になりませんか？ 

・わざわざとかちナンバーにするメリットがわからない。首都圏に車で行った時に帯広ナ

ンバー以上に田舎者感がアップして恥ずかしくなりそう。 

・今のままで、なんの不満もありません！むしろ、ナンバープレートの製作にかかる費用

を別な所に使って欲しい。 

・なぜ変えなくてはいけないのか？と思います。はっきり言って、ご当地ナンバーにした

ところで何か効果はあるのでしょうか？そのナンバーの車が多く走っている（見かける

ことが多くなる）のはその地元にいるからであって、その地元に来てる時点でその宣伝

は必要ないと思います。実際、知床ナンバーがいい例だと思います。 

・漢字の十勝は他県の人は読めない。認知度が低いから帯広のままでも良い。 

・発想はいいが、現状のままでも十勝の発信に影響（差）はでないのではないか。 

・なぜ貧困にあえぐ生活者も多いこの時世に、この手間と時間を使うようなちょっとした

お遊びを計画するのかあまり意図がわかりません。 

-6-



 

・他の車のナンバーをあまり気にしたことがないので、あまりピンときません。観光の役

に立つのでしょうか？ 

・くだらない。「帯広」への対抗意識かもしれないが、こんなものに金を使うなら他にや

ることがあるだろう。もしもこのナンバープレートを作っても喜ぶのは黄色いナンバー

プレートを付けたくない軽自動車の所有者だけ。 

・周りの人も、『町村会として実績を作りたいだけでないのか？』と、呆れてる方も多数

います。 

・変える費用に対する宣伝効果が薄いから。 

・(とかち)(十勝)は格好悪いから、札幌とかに行くとテレるから。 

・自然、農・酪農業、水産しかなくて、細かく市町村で挙げることできるけど、結局コレ

という強い推しがない気がする。帯広でも十勝でも。わざわざこのナンバー付ける？っ

て疑問。 

・もっと身のある十勝の人間の役に立つことを検討してください。 

・お金がかかることはやめてほしいです。むだ金を使うことだと思います。とかちより帯

広がいいです。 

・帯広以外に住んでいると特定されるので帯広ナンバーのままが良いです。 

・図柄入りは素敵ですが、図柄入りながらも帯広ナンバーのままが良いです。 

・そのままでいいと思う。無駄なお金を使うより、他のことに有意義に使って欲しい。 

・十勝に２種類もいらない。帯広のままが馴染み深く良い 

・現行で良い 

・帯広でいいです。 

・帯広のままで良いと思う。 

・導入の必要なし 

・導入する必要がないと思う。 

・全く必要のないことと思うので、やめてもらいたい。 

・十勝はダサいと思われます。是非帯広のままでお願いしたいです。 

・１９市町村一体の方がよい。すでに空港でも使用実績がある帯広にも働きかけてはどう

か。帯広市民でも「十勝」への需要はあると思う。 

・ダサい 

 

＜その他＞ 

（十勝らしい図柄を希望する意見） 

・十勝の名産を可愛い絵柄のプレートにする 

・牛、農作物（トウモロコシ） 

・牛模様がいいと思います！ 

・図柄は牛がいいです 

・小麦・じゃがいも・牛など特産品 

・花火、牛、十勝平野、畑、白樺並木 
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・柄は気球より牛の方が十勝らしくてかわいいのではないか。 

・トラクター、乳牛など。 

・十勝といえば！という図柄が入ると嬉しい（小麦、豆、農耕機や牛、ばん馬など） 

・十勝をイメージする図柄って絞るのは至難でしょうが、他の地域のように「なるほど!」

って共有できるご当地ナンバーに期待します。 

・みんなが馴染みやすい、すぐに十勝だ！！って分かるようなものがいい。 

・熱気球なんかはどうでしょうか？嵐山からの展望風景はとても十勝らしいと思います

ので検討の余地ありかと思います。 

・北海道の地図にとかちの色違い 

・図柄は、十勝の一番目立つ、農業王国の図が良いかと。 

・見本の様な特定の地域を連想させる図柄はやめてほしい 

・図柄は十勝平野が良いと考えます。 海、平野、山脈を入れて。複雑にしない。 

・十勝岳の絵をいれて。 

・日高山脈を入れてほしいです。 

・畑のパッチワーク（十勝平野）・日高山脈・青空の図柄が良いと思います。 

・「日高山脈と畑」がいいと思います。十勝であればどの町村でも同じ様に「～らしさ」

を感じられる風景だと思います。気球やワイン等では偏りますよね？ 

・図柄は十勝の基幹産業である農業に関係したものにして欲しい。 

・農業王国らしく色んな野菜を絵に 

・知床みたいな、一目見てわかる図柄がいい。 

・フルカラーがかっこいいと思いますが、文字とイラストが重なると最も大切なナンバー

が見づらいと思います。背景は薄くした方が良い。また、形はとかちらしく雲形、野菜

型もあるかと。フレームも販売。 

・イラストより風景画のようなものが入っている方がいい 

・誰が見てもとかち わかるように 

・青空と大地の２色をベースに、自給率 1200％の食材を散りばめる 

・1、北海道東部地図の図柄に十勝部分色濃く。2、十勝晴れ図柄。3、農業王国図柄。 

・十勝らしい絵柄が良い 

・とかちの場所がわかる図（地図かな？) 

・秋晴にスケート 

・図柄は十勝らしいパッチワークの畑が良いと思います。 

・図柄は白樺がいいと思います。 

・おしゃれにして下さい。空の青と夕日のオレンジを取り入れて。 

・嵐山からの田園風景 

・図柄は田園風景がいいかなと思います。 

・フルカラーが良い。青空と畑、十勝らしい風景。 

・輓馬の図とか庭園とか乳牛などがうれしいかも、図柄が３､４年で変わると楽しいです。 
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・老若男女問わない絵柄が良いと思います！コロナ禍で大変な時代…税金の無駄使いに

ならないようしっかり考えて欲しいと思います！肥沃な大地とかち をイメージする

絵柄になるといいですね 

・図柄は何が良いのか悩みますね動物か植物か山々か… 

・十勝の農産物になりそうですが、観光名所を導入しては？ 

・芽室町なら、柏の葉のもようがあったりした方が良いと思います。 

・綺麗な十勝らしい景色のプレートなら購入したいです！ 

・農業大国とかちの、可愛らしいイメージがいい、リアルよりアニメ風 

・十勝晴れという素敵な言葉があるので青空が図柄にあると素敵かなと思います 

・十勝を代表する産物などを是非図柄に取り入れてほしいと思います。 

・芋などの農産物の図柄があった方がいいと思います 

・芽室はイリス希望です。 

・とうもろこしドーンと１本とかのデザインが良いと思う。 

・めむろ町 

・農産物などと同じ文字を使ってイメージ up をはかるのが良いと思う。 

・花火（勝毎） 

 

（シンプルな図柄を希望する意見） 

・シンプルな柄にして欲しい。 

・シンプルがいいと思います。 

・軽自動車のラグビーの白ナンバーくらいシンプルなものが良いと思う。 

・東京五輪の白ナンバーはシンプルで斬新。個人的に良いアイデアだったと思う。 

・派手なのからシンプルなのまで選べたほうが良いのではないか。 

・山形みたいなシンプル図柄だと嬉しい。苫小牧、知床みたいな背景全面カラーは本当に

おダサ。 

・観光のためなど全国で進んでいるがパッと見て見づらいデザインもあり、今のままシン

プルで良いと思う。 

・図柄があることでナンバーが見えづらい場合があるので、無地が良いと思います。 

・十勝で図柄なし。シンプルでいい！ 

 

（図柄は不要という意見） 

・図柄はいらない。 

・図柄いらない！ 

・凝らない。図柄無しを使います。 

・特に図柄はいらない、白が見やすくて良い。競馬かんけいや畑の絵などを万が一、使用

するようになれば、逆に恥ずかしいと思う。 

・図柄入りは絶対に使いません 

・図柄入りは反対です。とっさの時、見えずらいです。 
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・図柄入りご当地ナンバープレートは必要ありません。 

・図柄入り、まったく惹かれません。 

・図柄は、無い方が良い。 

・無地の方が良いかも？フルカラー、モノトーンは番号が見づらくないですか？ 

・数字などが見づらくなるだけ、止めてほしい。 

 

（ご当地ナンバープレートに対する選択制を希望する意見） 

・１９市町村で「帯広ナンバー」と「十勝（とかち）ナンバー」を選べればよい。 

・できれば選択可に！導入主旨を読みましたが、自分は導入は良いが、帯広の人だって十

勝の人間だから「十勝」に、の人もいるのでは？ 

・ご当地ナンバーを希望しない人は帯広のままで、十勝と帯広の区別やナンバーの種類が

増えて見にくくなることが心配です。 

・十勝、とかち好きな方を選べるように両方あれば良い。 

・手続き、費用、などかかるならそのままがいい。変更したい人だけするならいいと思う。 

・ナンバープレートの制度について詳しくないが、追加料金がかからないで選択(現行の

ままかご当地ナンバー)できるなら嬉しい。 

 

（手数料について） 

・ナンバープレートの手数料ですが、（モノトーンを希望）もう少し安価にして欲しいで

す。 

・価格に差がある 

・ご当地ナンバープレートへの変更は助成が出るのでしょうか？出来れば無料だと嬉し

いです。十勝を広く知ってもらえると良いですね！ 

 

（その他） 

・導入が遅いと思う。 

・このアンケートだと『図柄入りのみ』しか導入されないようにとれますが？？ 

・少し揉めてるようですが、そのへんの説明はないのでしょうか？ 

・4 桁、3 桁、2 桁の０始まりの番号はいかがでしょうか? 

・図柄は数字などが見えやすいよう考えてもいいのかなと思いました。 

・図柄が入ってナンバーが見えにくくならないことを願います。 

・図柄によって数字が読みづらくならなければ良いが。 

・どんな図柄になるのかが 1 番の問題だと思います。 

・図柄もハデな色味だとナンバーが見づらくなるのでは？と思いました。 

・オリンピックナンバーのような軽自動車なのに白ナンバーっぽいのは辞めて欲しいで

す。黄色のパターンと白パターンと作るといいと思います。 

・図柄のデザインがとても変。もっと考えて下さい。 

・熱気球はダサい 
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・図柄は何種類かの物を用意して頂きたいです。 

・他のデザインも見てみたい。勝毎にデザインを出して投票するのは…？何種類か複数出

してほしい！無地 

・知床のように カラーの図案と シックな色合いの（モノクロ寄りの）図案 2 種類から 

選べるようにして欲しいです。 

・もっといろんな絵柄を選びたい。 

・気球しかないのは残念で仕方がない。 

・価格の設定を 安くすることが大事です。普及するにはそれが一番です。 

・図柄は当然公募が原則だよね。それ以外はあり得ないから…わかってるよね！ 

・シマエナガの図柄がかわいいと思います。 

・かわいい図柄とか特別感があり良い。図柄によっては住民票移しても手に入れたいマニ

アはいる。 

・市町村のアピールとはいえ、無料ではないし付けて恥ずかしいキャラクターが入ってし

まったら逆効果。また、〇県を応援したい人のためにデザインも選べたら良いと思う。 

・高齢者でも分かりやすいものであってほしいです 

・ご当地ナンバーと図柄はセットになるのですか？ 

・自分でフルカラーとか無地等選択できるのですか？フルカラー等はナンバーが見づら

くないですか？例えば当て逃げされて相手のナンバーが見たくても一瞬だとわかりに

くいような気がします。※図柄は確かにかわいいと思いますが。ちなみにモノトーンは

どんな風なのでしょう?白黒の方が見やすいのかどうか。 

・図柄入り（ナンバー）は、希望者の選択としてほしい。 

・十勝ナンバーは欲しいけど、図柄はいらないという人も多いと思いますが、図柄なしご

当地ナンバープレートはないのですか？ 
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「図柄入りご当地ナンバープレート導入に関する芽室町内事業者ア

ンケート調査」 

≪調査の目的≫ 

  十勝町村会（十勝管内１８町村）では、さらなる「十勝」の認知度向上を図り、地域振興や観

光振興に活用するため「地方版図柄入りご当地ナンバープレート」の導入に向けた取り組み

を進めている。本町としての導入意向を決定するにあたり、町内事業者から導入の意向や

業務上における影響等を把握するため調査を実施するもの。 

 

≪調査対象≫ 

町内事業者のうち業種を運輸業、郵便業、卸売業、小売業と絞り、無作為抽出した１００事

業者に送付する。（商工労政課より企業リスト提供あり） 

 

≪調査方法≫ 

調査対象事業者に調査票を郵送し、インターネット回答または記入済調査票（はがき）で

返送いただく。 

 

≪調査期間≫ 

令和４年９月２２日（木）～１０月２１日（金） 

 

≪回答者数・回答率≫ 

回答数  26件（回答率 26.0%） 

 

≪設問≫ 

問１ 業種を教えてください。 

問２ 貴事業者として「図柄入りご当地ナンバープレート」を導入することについて、どう思い

ますか。 

 問３ 業務上の影響（想定されること）やその他ご意見があればご記入ください。 
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回答数は２６件であり、

運輸業の回答が半数を占

める結果となりました。 

問１ 業種を教えてください。 

 

問２ 貴事業者として「図柄入りご当地ナンバープレート」を導入することに

ついて、どう思いますか。 

 

「とかち」、「十勝」を

合計すると、53.8％

（14 件）であり、ご

当地ナンバープレート

導入に対して、賛成が

半数を超える結果にな

りました。 
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・同支局管轄で車両移動を行うことが多く、車検証の変更登録の際、ナンバー変更も伴う事

となると稼働を停止しなければならず業務に影響が出る為、事業用車両は現行通り、自家

用車両のみ実施を検討していただきたいです。 

・営業ナンバーには必要ないと思う。というか、どういう影響があるか分からないので営業

ナンバーには使用できないようにしてほしい。まぎらわしいので。 

・導入するとしても選択式にする事 

 

◎問１×問２ クロス集計 

業種別で最多回答である運輸業では、「帯広」（現行のまま）が多い結果となりました。 

 問３ 業務上の影響（想定されること）やその他ご意見があればご記入ください。 
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＜参考資料３＞
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