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R3.5月分
性別 年齢 健康のために取り組んでいること 希望の賞品 事業の感想

女性 24
雑穀米、副菜を1品は用意する、で
きる限り睡眠を取るようにする、ス
トレッチ

果物や野菜などの地産物、
スポーツウェア、旅行券

150ポイントだとちょっと頑張れば届く
くらいなので、ハードルも程よくモチ
ベーションも上がる。続けていけそうで
す！今後も素敵な事業期待してます！

女性 28 運動 食べ物

女性 29 商品券 クオカード
歩いてポイントを貯めて、クオカードを
貰えるのは嬉しい！
これからも続けてほしいです。

女性 33
運動はウォーキングくらいしかして
いないので、食生活はきをつけてい
ます

クオカードペイ

女性 33
毎日五千歩を目標に歩いています。
食事も夜遅く食べないとか、ジャン
キーなものは控えてます。

クオカード、電子マネー
（PayPay）

前からアプリを利用していました。毎回
120ポイントためて栃木県の抽選に応募
していましたが当たらず。今回さくら市
では150ポイントためれば必ずクオカー
ドがもらえるとのことで、今まで150は
貯めたことなかったですが、頑張って歩
きました。途中でアプリがエラーで使え
なくなり、焦りましたが、なんとか直っ
て無事に達成！確実に、アプリのご褒美
のおかげで歩くモチベーションにつな
がってます。歩くのが楽しいです。あり
がとうございます。

女性 35 運動 食べ物
毎朝30分は必ず歩くようにしています。
500円でも嬉しいです。

女性 36 無駄に歩く 一歩でも多く 商品券とか
女性 38 商品券、ゲーム器
女性 38 食べ過ぎた時はウォーキング 食べ物

女性 39
運動
食事

QUOカード

女性 39
運動
食事

QUOカード

女性 40 特にありません クーポン券
女性 40 クーポン券、QUOカード

女性 41
那珂川水遊園や宇都宮動物
園の無料券、さくら市の飲
食店の割引券

寝る前に歩数を見るのが楽しみになりま
した。子供と「クオカード貰ったらおや
つ買おうね」と、楽しみに歩いていま
す。

女性 42 ウォーキング 図書カード

抽選じゃないのはとても嬉しい。がんば
れる。モチベーションがあがる。こう
いった形で税金を使ってもらうのは嬉し
い。

女性 42 ウォーキング、水泳、食事
商品券、さくら市の特産
品、温泉入浴券

ウォーキングの励みになるのでこれから
も続けてほしいです

女性 44 歩くこと 金券、スイーツ、家電
健康のために楽しく取り組めていいと思
います！



女性 45 自転車 食べ物
とても良いです。図書券とかも良いか
な。

女性 45
なし

プリペイドカード
当たらないプレゼントより、必ずもらえ
るものの方が嬉しいです。

女性 47 ストレッチ 商品券
キャラクターの成長がたのしみなので、
たくさん歩きたくなります、とても楽し
く歩けます。

女性 47 運動 食べ物
キャラクターがかわいいので、やる気に
なります。

女性 48 運動 クーポン 長く続けて欲しい
女性 48 食事 温泉券

女性 49 運動 クオカード、食事券
体を動かすきっかけになるので良い事業
だと思います。

女性 49 食事
さくら市のお店のクーポン
券

幅広く楽しめるよう期待しています。

女性 49 運動

女性 51 食事、運動
さくら市のレストランで使
える食事券

コロナ禍の自粛で歩数が激減してしま
い、歩くのが億劫になってしまったが、
この事業を期にまた歩き始めました。喜
連川もとゆのポールウォークも挑戦しま
した。これがとても効果的で、しみじみ
とさくら市いい町だな～、と幸福感に
浸ってしまいました??

女性 52 運動 クーポン券

女性 54
ハーブティー
散歩

クーポン券

意識して歩くようになり、健康にも良い
と思います。
今まで気づかなかった景色なども感じら
れて良い気分転換にもなりました。

女性 54 クオカード

女性 55 食事
商品券、決済系アプリのポ
イント

さくら市限定ということで意識して歩け
ました。是非次回もお願いします。

女性 55 運動とバランスの良い食事 クーポン券
とても良い企画だと思います。
日頃から運動を意識するきっかけとなり
ました。

女性 58 食事 クーポン券

女性 58 ストレッチ 食事 散歩 お花 クーポン券 
広報誌で知り早速今月から始めました 
ちょっと頑張りすぎたみたいです 自分
のペースで長く続けたいです

女性 60 フィットネス クーポン

女性 60 食事 商品券、クオカード、品物

女性 60 ウォーキング  水泳 レストランお食事券 今後も期待してます。

女性 60 ウォーキング、食事
抽選では無く必ずもらえる
もの

女性 60 ラジオ体操、食事 クーポン券
励みにはなるのでいつまでも続けてほし
いです。頑張ります。

女性 62 運動と食事 食べ物
女性 64 食事 食べ物
女性 66 水泳 食べ物
女性 66 食事  うんとう 食べ物 やる気がでます



女性 68 運動、歩く スーパの商品券
楽しみながら運動ができ、良い企画と思
います!

女性 68 運動 スーパのクーポン券
楽しみながら運動ができ、とても良い企
画と思います!

女性 68 定期的な運動・野菜多めの食事など 普段買えないような食べ物
他の市は、以前から景品が有り羨ましく
思っていました。
さくら市も初めてくれて嬉しいです。

女性 69

ウオーキング

クーポン券
さくら市でもクーポン券が発行されてま
すます頑張れます。

女性 71
テニス
散歩  
庭仕事

さくら市の特産品 さくら市もはじまって うれしいです。

女性 72
ウォーキング、スイミングほか
食事、睡眠、口腔衛生

ウォーキンググッズ。スマ
ホケースなど

いち早くこの事業に参加され頼もしく思
います。さまざまな健康教室の企画や地
域起こしを期待します。

女性 72 ゴルフ 金券

女性 72 ウオーキングと食事のバランス 道の駅??入浴券
とても良い企画なので、
ドンドン広げてほしいし、ご褒美も増や
して頂けたら嬉しい（ ´∀｀）で∼す

女性 73 運動 クーポン券
男性 23 散歩を毎日45分～1時間行う。 飲食店の割引券
男性 29 食事 クオカード
男性 31 なし。 クオカードペイ

男性 32 朝のランニング 金券
取り組みのより意欲がわく賞品が複数設
定されるのを望みます

男性 33 ランニング テーマパーク入場券

男性 35 散歩、ジョギング、サイクリング
さくら市特産物、クーポン
券

今後も利用させていただきますので、賞
品の充実お願いします。

男性 36 休日に子供と公園で遊ぶ 食べ物
歩くことを意識するようになり、素晴ら
しい企画です

男性 37 子供とサッカー
図書カード クオカード 
クオカードペイ

全員なんて嬉しいです！ウォーキングの
励みになります。

男性 38 食事 ほしいも これからもためます！

男性 45
サプリメント

Amazon商品券

男性 46 簡易な筋トレ 図書カード 必ずもらえるは、とてもうれしいです。

男性 47 水を飲む 食べ物

男性 48
食事
運動

クーポン券 食事券

男性 48 ウォーキング 地域の特産品

男性 49
ランニング・水泳・筋トレ・休肝日
を作る・摂取カロリーの削減

さくら市の特産品(食べ物)
さくら市が始めてくれて、ありがたいで
す。

男性 49 運動 クーポン券

男性 50 ランニング 商品券
とても良い企画だと思います。今後も利
用致します。



男性 52
ウォーキング毎朝1時間
食亊

ギフト券

男性 52 食事 クーポン券
これをきっかけに家族でウォーキングを
するようになった。

男性 55 飲み物 季節の食べ物 今後も景品よろしくお願いします。
男性 56 適度な運動(ランニング) クオカード これからも続けて欲しい
男性 57 歩くのみ 果物特産品 目標として歩く事が出来て良かった。

男性 57 腹八分の食事と毎日の運動。
QUOカード(利用先、使用
期限が限定されていないも
の)

運動の習慣づけのきっかけに良い活動と
思います。スマホで検索をあまりしない
世代に向けて、広報誌などでも紹介をし
てみてはいかがでしょうか？(もし紹介済
みだとしたら、案内はどの号に記載され
ていましたか？)
また、今はさくら市民は参加人数が少な
いためアプリ内で総歩数記録の表示対象
になっていません。何人の参加が有れば
表示対象になるのか、なども一緒に紹介
して、参加者の皆んなで運動記録を伸ば
す動機にしても良いと思います。

男性 58
運動、食事

ご当地グルメ
ウォーキングは趣味ですが、ご褒美があ
ると、励みになります。

男性 58 食事 商品券
歩くだけでクオカードがもらえて健康に
なれるのはとても良いことだと思う

男性 59 食べ物
男性 59 食べ物

男性 61
週に4日以上の５０分のウォーキン
グを心掛けるようになった。

クーポン券 長く続けて欲しい。

男性 63 食事や駅ハイキングに参加している 食べ物
前からアプリ使っていたのでさくら市で
も特典がついて嬉しかったです

男性 64 ウォーキング、ソフトボール等
地元の名物(食べ物、飲み
物等)

運動を続けるモチベーションになってい
る。

男性 65 食事、運動 クーポン券
今後とも、健康管理の為、使わせて頂き
たいと思います?

男性 65 食事 食べ物
歩く張り合いになるので、今後も制度の
継続を期待します。

男性 65 クーポン券
男性 65 ハイキング クオカード

男性 66
ウォーキングとヨーグルトとサプリ
メント

スポーツ用品購入用クーポ
ン券

健康増進の為の取り組みは良いと思いま
す。
もっと魅力ある物が有っても良いかも。

男性 66 運動と食事 クーポン券
凄く励みになりとても良いことだと思い
ます。ぜひいつまでも続けて頂きたいで
す。

男性 66 特になし
使える店が多い商品券 
QUOカード

150ポイントは 確かに目標となった。 
月のポイントを積み立て年間ポイントで
商品が出ても良いと思う。



男性 67 運動と、食事 食べ物
健康増進の為にポイントが、溜まってい
くのは、やり甲斐が有った良いと思いま
す

男性 68 運動?サプリメント ク-ポン券 ランニングの楽しみが増えました。
男性 68 運動、サプリメント ギフト券
男性 68 運動?サプリメント ク-ポン

男性 68
可能な限り、日々歩く事とストレッ
チを行い、歩数と距離と要した時間
などを記録し続けている。

運動に関する商品か購入時
の割引券やポイントやクオ
カードなど。

表示をもっと早くして欲しい。
クリアされる頻度を延ばして欲しい。
ゲット出来る歩数をもう少し短くして多
くのポイントを獲得しやすくして欲しい

男性 68 ラジオ体操、ゴルフ
コンビニで使用出来るクー
ポン券

すばらしい事業だと思います。
もう少し簡単にクーポン取得出来るよう
改善願います、年寄りには面倒

男性 68 食事 ギフトカード
男性 69 ウォーキング 商品券 協賛企業をもっと増やしてほしい
男性 69 ストレッチ及びランニング 商品券
男性 69 一日20000歩のウォーキング

男性 71
食事、運動、睡眠、を気にかけてい
る。

男性 74
山登リやウオキングを行なうように
している。

食べ物券

男性 82 手続きが面倒です


