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「民学産公」協働研究事業 成果報告 

研究事業名：Poki ラッピングバスによるライフ・ワーク・バランス普及の啓発用品の開発 

１ 協働研究事業の概要・目的 

   三鷹市では、暮らしと働くことの調和を図り、自分らしい生き方やさまざまな働き方

を選択できる社会の実現を目指し、ライフ・ワーク・バランス推進のためのさまざまな

啓発事業を進めている。そのひとつとして、平成 29 年３月から、コミュニティバスの車

体に三鷹のキャラクター「Poki（ポキ）」をモチーフにデザインした、６台（６色）のラ

ッピングバスが走っている。そこで、当社では、そのコンテンツを活用したペーパーク

ラフトを作製し、ライフ・ワーク・バランスの推進と啓発を図ることとした。 

完成品は、市内小学校低学年及び保育園、三鷹市企画部企画経営課主催講座等に配布

する。子どもと一緒にペーパークラフトを組み立てることにより、三鷹市の取り組みに

ついて理解を深め、ライフ・ワーク・バランスの推進と啓発を図るとともに商品化への

ニーズを探る。 

２ 申請団体のプロフィール 

会社名 株式会社まちづくり三鷹 

設立日 平成 11 年９月 28 日 

資本金 ２億 7250 万円 

所在地 〒181-8525 三鷹市下連雀３-38-４ 三鷹産業プラザ 

株式会社まちづくり三鷹は、三鷹市の第三セクターとして、平成 11年９月に創立し

た。当社は、「三鷹市と株式会社まちづくり三鷹との協働に関する条例」に基づき、  

三鷹市全域のまちづくりを総合的に支援することを目的に、行政とともに、市民、  

地域の諸団体、企業、大学・研究機関等と連携して多種多様な事業を展開している。 

３ 協働研究事業の期間 

実施期間 平成 29年７月 20日～平成 30 年２月９日 

４ 協働研究事業の背景 

三鷹市では、暮らしと働くことの調和を図り、自分らしい生きかたや様々な働きかたを

選択できる社会の実現を目指し「ライフ・ワーク・バランス」の推進に取り組んでいる。

この取り組みを周知するため、平成 29 年３月から、コミュニティバスの車体に三鷹のキ

ャラクター「Poki（ポキ）」をモチーフにデザインした、６台（６色）のラッピングバス

が市内５ルートを走っている。６色の車体には「Happy Life Happy Work」の文字と三
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鷹のキャラクター「Poki（ポキ）」が描かれ、「ライフ・ワーク・バランス」の意義を広

く市民等にお知らせしている。当社では、ライフ・ワーク・バランスの推進と啓発を目

的に、ラッピングバスのコンテンツを活用したペーパークラフトを制作した。完成した

ペーパークラフトは、市内小学校（低学年）、保育園などに配布し、子どもたちがラッピ

ングバスの存在を認識し、愛着を持つことで、保護者たちに三鷹市のライフ・ワーク・

バランス事業の啓発を図った。

５ 協働研究事業の詳細 

（１）実証実験にあたっての仮設

この事業に取り組むにあたっては、子どもたちがラッピングバスの存在を認識し、

愛着を持つことを通して、ライフ・ワーク・バランスの推進と啓発につながるかどう

か。あわせて、商品化の可能性を検証した。

（２）実証実験の特徴

この検証では、市が推進している取り組みについて、その取り組みを周知するための

グッズとして、有効かどうかの検証をする。また、市が主催する関連講座でペーパーク

ラフトを配布することで、相乗効果となるかどうか検証した。あわせて、子どもたちに

配布することで、市の取り組みについて、理解を深める一助とした。

（３）検討経過

ア デザイン案の検討

平成 29 年７月～８月、発注先との打合せを行い、ペーパークラフトのデザイ

ン・形状を検討した。ラッピングバスの外装デザインは、現物のバスデータを使

用した。また、ペーパークラフトとして、小学校低学年生が無理なく作ることが

できる形状とした。 

９月初旬より、サンプル品を提示しながら、三鷹市、教育委員会、株式会社ス

タジオジブリ等関係機関と確認を行った。 

イ 制作物の仕様

  制作数 900 部×６色（ライム、ラベンダー、イエロー、オレンジ、スカイブルー、

ライラック） 計 5,400 部 【資料１】

  サイズ A４

  用紙等 コートガード 22.5、４色片面印刷、抜き加工、OP 入り

  その他 ①三鷹市のキャッチコピー『「Happy Life Happy Work」三鷹市は、ラー

フ・ワーク・バランス（生活と仕事の調和）推進宣言都市です。』を明記

する。
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②三鷹のキャラクターPoki の画像と説明文を明記する。

ウ 配布先

主な配布先は以下のとおり。 

関係機関 配布先 部数 

三鷹市企画部企画経営課 ライフ・ワーク・バランス関連事業 約 600 部 

三鷹市教育委員会 市内小学校１・２年生 約 3,000 部 

三鷹市子ども育成課 
保育園（公設公営・公設民営） 

※公私連携型は除く 
約 1,300 部 

三鷹市道路交通課 関係先等 約 180 部 

まちづくり三鷹 施設入居者・関係先等 約 100 部 

まちづくり三鷹 当社講座参加者等 約 100 部 

エ 調査内容

主にセミナー受講者にアンケート用紙を配付し、「三鷹市のライフ・ワーク・

バランス」及び「ラッピングバス」の認知度、ペーパークラフトの効果、商品化

等について調査した。 

オ 調査方法

実施期間 平成 30 年１月 

実施方法 アンケート用紙を配付 【資料２】 

配布件数 170 件 

 集計件数 129 件 

６ 調査結果 【資料３】

アンケートの結果、三鷹市が「ライフ・ワーク・バランス」を推進していること

を「知っている」が約 40 パーセント、「知らない」が約 60 パーセントとなった。

この結果は、調査対象のうち市内在住者が約 51パーセントと半数であったためと

思われる。男女別では、「知っている」と答えた人が、男性が約 57 パーセント、女

性が約 30パーセントと、男性の比率が高かった。年代別では、調査対象の約 63パ

ーセントが 30 歳代～40歳代に集中している中で、「知っている」と答えた人が、

30 歳代は半数以上だが、40 歳代になると約 35パーセントにダウンしている。 

三鷹市内を「Poki ラッピングバス」が走っていることを知っているかの設問に

対しては、「知っている」と答えた割合が約 60パーセント近くあり、「Poki ラッピ

ングバス」の認知度が上がっていることを示している。特に市内在住者は 70 パー
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セント近くが「知っている」と答えている。 

今回のペーパークラフトが「ライフ・ワーク・バランス」のＰＲに役立つと思う

かの設問に対しては、「そう思う」が約 42 パーセントで、「そうは思わない・よく

わからない」を上回ることはできなかった。 

「Poki ラッピングバス」のペーパークラフトを購入したいかの設問に対しては、

「思う」が約 15 パーセントという結果となった。男女別でも、男性は約 22 パーセ

ントが「思う」と答えたが、女性は約 11パーセントであった。 30 歳代及び 40歳

代に絞ると、約 17 パーセントが「思う」と答えていることから、世代による効果

が期待できる。 

アンケートの結果から、市が推進している取り組みについての周知方法としての

ペーパークラフトの有効性は、現時点では有効な結果は得られていない。 

なお、市が主催する関連講座で行ったアンケートに限ると、三鷹市が「ライフ・

ワーク・バランス」を推進していることを「知っている」と答えた人は 80 パーセ

ント近く、三鷹市内を「Poki ラッピングバス」が走っていることを「知っている」

割合も 80パーセント近くいた。また、「Poki ラッピングバス」のペーパークラフ

トは「ライフ・ワーク・バランス」のＰＲに役立つと思うかに対しては、約 54 パ

ーセントと半数を上回った。その結果、市主催関連講座の参加者は、「ライフ・ワ

ーク・バランス」等に対する意識が高く、ペーパークラフトに対しても好意的にと

らえていることがわかった。 

また、当社が主催する講座でペーパークラフトを配布する際に対面でヒアリング

したところでは、ペーパークラフトが「ライフ・ワーク・バランス」周知の効果を

高める可能性はあると感じた。カラフルなペーパークラフトは、特に子どもに好評

で、他の色がほしいとの問い合わせも寄せられた。 

７ 広報実績 

  平成 29 年 12 月 14 日  三鷹市広報課よりプレスリリース 

  平成 29 年 12 月 17 日号 広報みたかの市長コラムで取り上げられる。【資料４】 

  平成 29 年 12 月 26 日  朝日新聞武蔵野版に記事掲載 【資料５】 

  平成 30 年２月４日号  広報みたかに記事掲載 【資料６】 

８ 今後の計画 

   今回のペーパークラフトは、販促品5,400部の他に、販売品600部を作製し、「Poki

ラッピングバス」を運行している小田急バスに 600 部一括販売した。今後は商品化

に向けて、社内で検討を行う。
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【資料１】Poki ラッピングバスペーパークラフト ライム 
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ラベンダー 
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イエロー 
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オレンジ 
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スカイブルー 
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ライラック 



【資料２】アンケート用紙 
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Poki ラッピングバスのペーパークラフト配布に伴う 
「ライフ・ワーク・バランス」に関するアンケート 

「Poki ラッピングバスペーパークラフト」は、三鷹市が推進する「ライフ・ワーク・バラン
ス（生活と仕事の調和）」のPRを目的として配布したものです。つきましては、大変お手数
をおかけいたしますが、皆様のご意見をお聞かせいただきたく、以下のアンケートにご協力
をお願いいたします。 

１  三鷹市が「ライフ・ワーク・バランス」を推進しているのを知っていますか。
①知っている ②知らない 

２ 三鷹市内を「Poki ラッピングバス」が走っているのを知っていますか。 
①知っている ②知らない 

３  今回のペーパークラフトは、「ライフ・ワーク・バランス」のPRに役立つと思いますか。
①そう思う ②そうは思わない ③よくわからない 

４  Poki ラッピングバスのペーパークラフトを購入したいと思いますか。 
①そう思う ②そうは思わない ③よくわからない 

５  ご意見があればご自由にお書きください。 

※差し支えなければ下記にもご記入ください。 

性別： 女 ・ 男 年齢：    歳代 住所： 市内 ・ 市外 

【問い合わせ先】

株式会社まちづくり三鷹

まちづくり支援グループ（鈴木）

〒181-8525 東京都三鷹市下連雀 3-38-4 
TEL.0422-40-9669 Fax.0422-40-9750 
URL  https://www.mitaka.ne.jp/ 
E-mail info@mitaka.ne.jp
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「Poki ラッピングバスによるライフ・ワーク・バランス普及の啓発用品の開発」アンケー

ト結果

■性別（女・男） 

■年齢（歳代） 

■住所（市内・市外） 

【資料３】 アンケート結果 
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１  三鷹市が「ライフ・ワーク・バランス」を推進しているのを知っていますか。

■男女別 

■年代別 
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■住所別 

２ 三鷹市内を「Poki ラッピングバス」が走っているのを知っていますか。 

■男女別 

年代別 
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■年代別 

■住所別 

３  今回のペーパークラフトは、「ライフ・ワーク・バランス」の PR に役立つと思い
ますか。
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■男女別 

■年代別 

■住所別 
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４  Poki ラッピングバスのペーパークラフトを購入したいと思いますか。 

■男女別 

■年代別 
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■住所別 

■市主催関連講座で行ったアンケート結果 （集計件数 28件） 

１  三鷹市が「ライフ・ワーク・バランス」を推進しているのを知っていますか。 

２ 三鷹市内を「Poki ラッピングバス」が走っているのを知っていますか。 
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３  今回のペーパークラフトは、「ライフ・ワーク・バランス」の PR に役立つと思い
ますか。

■自由意見 
・ペーパークラフトが可愛いので欲しいと思いました。ライフ・ワーク・バランスに関
心を持ってもらうきっかけとしては良いと思います。 
・ミニカーが欲しいです。企画はとてもいいと思いました。  
・良い試みだと思います。関連する他のＰＲ、推進案など絡めるとよりよい効果が生ま
れるのでは。 
・やはり三鷹と言えば「ジブリ」と連想する方も多いので、Poki さんにはもっと活躍の
場を増やしていただいてさらなる街のアピール、発展に繋げてもらいたいです。グッズ
のバリエーションも増やしていくべきだと思います。 
・ライフ・ワーク・バランスをPRしている感じはあまりしませんが、ペーパークラフ
トはほかの市や区のバスも集めてみたい気がします。小さめのロゴは可愛くて良いと思
う。 
・すごく作りやすかったです。 
・ジブリ美術館で販売していたら購入しているかもしれないです。 
・Poki のピンバッジやキャラクターグッズがあれば購入したいと思います。  
・Poki ラッピングバスは目立つので乗り物が好きな男の子などはペーパークラフトを
購入すると思います。 
・頂けるのであればいいですが、購入となるとしない気がします。 
・子どもが小学２年（もうすぐ３年）なので自宅用に買おうとは思わないが、もう少し
小さければあるいは親戚の子どもへのお土産としたらありかと思う。 
・子どもが喜んでいました。ありがとうございます。 
・１歳の子どもがちょうど自動車にハマっているので、ペーパークラフトのバスはかわ
いいと思います。ラッピングバスは見たことがあるのですがそれが「ライフ・ワーク・
バランス」の推進バスとは知らなかったので、もう少しわかりやすいと良いと思いまし
た。 
・子どもが喜びそうでいいと思いますが、女の子はペーパークラフトよりも塗り絵やシ
ールの方が喜ぶと思います。（男の子は好きそうですね） 
・もう少し「ライフ・ワーク・バランス」の文字を大きくした方が PR効果は高いと思
いました。 

15 2 11

0 5 10 15 20 25 30

集計
1そう思う
2そうは思わない
3よくわからない
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・三鷹市の「ライフ・ワーク・バランス」の推進及びラッピングバスについて三鷹市の
「コーヒー入れて！」で知りました。イベントなどで「コーヒー入れて！」とペーパー
クラフトをセットにして配布すると良いかもしれないと思いました。 
・ライフ・ワーク・バランス宣言都市の字が小さいと思う。 
・ペーパークラフトにもう少し丸みがあっても良いのでは？ 貯金箱にしてみるのは
どうでしょうか？ 
・初めてPoki を見ました。 
・カラフルなバスが走っているのは知っていましたが意図などは初めて知りました。 
・バスのラッピングは明るい色で目立って良いと思います。 
・ライフ・ワーク・バランスの PR になぜ Poki バスなのかがわからなかった。いろん
な色のバリエーションがあるのは楽しめそうで良かった。  
・Poki の事は知っているのですが「ライフ・ワーク・バランス」との接点が不明確なの
で『Poki のバス』になってしまっている感じが強いです。「ライフ・ワーク・バランス」
はとても良いことですので推進方法についてご検討頂ければと存じます。 
・Poki がライフ・ワーク・バランスの宣伝用マスコットでもないのに、ライフ・ワー
ク・バランスの推進啓発に役立つという発想がズレている。子どもとペーパークラフト
を組み立てることがライフ・ワーク・バランスを考えることにつながるとも考え難い。

・三鷹市が本気でライフ・ワーク・バランスを考えているのか疑いたくなる PRだと思
います。POKI の周知度を利用しただけのバス広告だと思います。実際このクラフトを
子どもと組み立てる時間を捻出するのはままならないのが現実です。もっと企業へ具体
的な提案をしたり根本から考えないと、ライフ・ワーク・バランスは現実化しないと思
います。 
・「ライフ・ワーク・バランス」と今回のペーパークラフトの関連性が少し違う気がし
ました。ペーパークラフトは悪くないけど…。 








