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R3.6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 28 運動 商品券 来月も頑張って歩きます
女性 29 クオカード 商品券

女性 32 ヨガ、ストレッチ クーポン券

良い試みだと思う
在宅ワークが増えてきて
デスクワークが多い人は体を動かす機会が減るか
らこのまま続けて欲しい

女性 33 一日5千歩あるく クオカードありがたいです

雨や仕事で一日5千歩あるけない日もあるので、
頑張ってやっと到達するのが150ポイントです。
毎月応募できるよう頑張りますので、継続して欲
しいです。

女性 33 QUOカード

女性 33 クオカード

病気のため仕事も出来ないので、せめて体力落と
さず健康維持のためにウォーキングだけは欠かさ
ずしていますが、飽きてモチベーションが下がっ
てきていたので、さくら市のプレゼントはモチ
ベーション向上になり、歩く楽しみが出来まし
た！今後もよろしくお願いいたします。

女性 34 食事 無料券、クーポン、入場券 おかげさまで運動するきっかけになっています。

女性 36 ウォーキング
女性 36 ウォーキング

女性 37 酢をのんでいる 食べ物や日用品など。
さくら市もこのアプリをはじめてくれて嬉しいで
す！

女性 38 商品券

女性 38 食べ過ぎた時はウォーキングする ご当地の食べ物

女性 40 特になし クーポン券
女性 40 クーポン
女性 41 テーマパーク入場券
女性 42 クーポン券、商品券

女性 42
在宅勤務の夫と昼休みのウォーキ
ング

ディズニーチケット
クオカードがもらえるので毎月、頑張ろうと思え
ます。毎月、ぎりぎりですが、何とか150ポイン
ト頑張ってます。

女性 42
ウォーキング、水泳、ストレッ
チ、食事

商品券、グルメカード、温泉
入浴券

ウォーキングの励みになります

女性 43 運動 クオカードや商品券

女性 45 ウォーキング
食べ物、商品券、QUOカード
など

こういうキャンペーンをもっと打ち出して欲しい
です。ウォーキングキャンペーンがあると、モチ
ベーションが上がるので。

女性 45 食事 プリペイドカード
女性 45 歩くこと 家電、スイーツ 嬉しい取り組みだと思います。

女性 45 たまに自転車を乗る、散歩 野菜
もっと歩いたポイントで貰える景品が増えると嬉
しい

女性 46 規則正しい生活 商品券やクーポン
女性 47 運動、食生活 テーマパークの入場券 商品がもらえるので頑張ろうと思います。
女性 48 運動 クーポン
女性 48 特にない クーポン
女性 49 運動 テーマパークチケット



女性 49 運動 クオカード
頑張れば必ず景品がもらえるとやる気がでます。
クオカードはとてもよいと思います。

女性 49 アマニ油を摂取している 温泉券 体を動かすモチベーションが上がりました。
女性 49 運動 クーポン券

女性 50 運動、食事 食べ物
このアプリのお陰で意識して体を動かす様になり
ました。

女性 50 ウォーキング 階段を使う QUOカード 商品券

女性 51 食事に気をつけてる
夫にもすすめました。楽しみながら続けられそう
です。

女性 51
歩いて通勤する
食べ過ぎないように気をつける 商品券 積極的に歩くようになり良かったと思います

女性 52 運動

女性 53 ストレッチ 商品券
がんばれば、健康になるし、賞品がもらえるの
で、前よりやる気が出る。

女性 53 運動 クーポン券
女性 54 食事をバランス良く取ること クーポン券
女性 54 クオカード 良い企画ですね。健康維持できそう

女性 55
食事と歩くことです

ディズニーランドの入場券 励みになる

女性 55 運動
さくら市内の店舗で使える商
品券、図書カード

とても画期的な企画事業だと思います。
お陰さまでジョギングやウォーキングを習慣にす
ることができました。
また、今まで車で通り過ぎていた道もゆっくり探
索して新たな発見をすることができました。
是非、続けていただきたいと思います。

女性 55
特になかったのですが、以前より
歩くようになりました。

抽選ではなく、QUOカード等
必ずもらえるモノが良いで
す。

続けて頂きたいです。

女性 55 運動と食事 クーポン券

女性 55
ストレスをためないようにポジ
ティブ思考^ ^
骨粗鬆症予防にカルシウム剤を摂
取しています

美味しい食べ物

足から衰えると言います
歩く事は健康に??
歩くきっかけになるので良い企画だと思います

女性 58 食事 クーポン券
女性 58 食事 クーポン券
女性 58 運動 食べ物
女性 58 食事 クーポン券
女性 58 食事 クーポン券

女性 58
食事や無理なく体を動かすように
する

お花

女性 59 運動 季節の果物
ポイントためて、何かご褒美がもらえるとうれし
い（ ´∀｀）
ウオーキング頑張ります。

女性 60 運動、食事 クーポン券
これからもぜひ続けてほしいてす。
頑張ります。

女性 60 食事
割引券、コンビニのクーポン
券

女性 60 ウォーキング、水泳 クーポン券、
毎日歩く励みになります。



女性 61
近場に行く時も歩くようにしてい
る。

食べ物や商品券など、身近で
使えるもの

自分の健康のために歩いていたが、この事業を
知ってから、歩きたい気持ちが強くなった。

女性 61 ウォーキング クオカードや図書券 運動をするきっかけになると思う。
女性 62 食事とサプリ 食べ物

女性 62 食事、規則正しい生活
何にでも使えるQUOカードで
いいと思います

もっとクーポンの種類を多くして、100ポイント
以下でもなにか獲得できるようにならないものか
な？
提供事業者が少な過ぎる、広報不足では？
あと、さくら健康マイル事業はQUOカードが必ず
貰えるので嬉しいが、とちまる健康ポイントは抽
選なので、必ず貰えるわけではない－やる気がな
くなります

女性 62 ジョギング、減塩する QUOカード、農産物

女性 63 散歩 商品券
さくら市民限定でいただけるＱＵＯカード500円
分を長く続けていただけると励みになります。

女性 63 運動 クーポン券
キャラクターのシルエットが順番に解放されるよ
うにしてほしい。

女性 63 食事に気をつけています。 食べ物
歩くことで健康がたもたれ、クーポンをもらうた
め頑張れます。

女性 64 食事 クオカード
先月はチャレンジ失敗。今月、月末ギリギリで達
成。この事業のおかげでたくさん歩けました。

女性 64 運動 食べ物 す
女性 64 運動と食事に気をつけています クオカード 楽しみながら歩けるので良いと思います
女性 65 サプリメント
女性 66 ウォーキング、日々の食事 クーポンや食事券 今回のような企画を継続してやってほしい。
女性 66 カーブス スイーツ
女性 67 クオカード なし

女性 68
バランスの取れた食事
毎日運動する。

普段買わないような食べ物 歩く張り合いが、一層出た。

女性 68
カーブス。山歩き、と身体を動か
す

スーパの商品券、図書券など
意識して身体を動かす様になりましたし、歩いて
ポイントゲット!
歩くのが楽しくなりました。続けてください!!

女性 69
毎日ウオーキングとラジオ体操を
頑張っています。

クーポン券もうれしいですが
食事券もいいと思います。

女性 72

規則正しい食事。果物、牛乳の食
べ過ぎ、飲み過ぎに注意。夜８時
過ぎには食べない。
運動習慣をつける。

道の駅温泉入浴劵  クオカー
ド

いち早くこの事業に参加して素晴らしい?多様な
意見が具現化すれば嬉しいですね

女性 72 ウォーキング、食事のバランス 商品券、クーポン券

この事業をきっかけに、なるべく歩くことを心が
けるようになりました。抽選ではなく、ポイント
獲得者全員に商品ｇｅｔ出来るのは嬉しい（ ´
∀｀）で∼す

女性 73 運動 クーポン券
男性 23 食事 Amazonギフト券 賞品があると励みになります。
男性 23 毎日の散歩 ギフトカード
男性 24 テーマパーク入場券



男性 26 サプリメント お得感限定感のあるもの

素晴らしい取り組みだと思います。いままで休日
に家に篭もりがちでしたが、なるべく外を歩いた
りすることで毎日スッキリとした朝を迎えられる
ようになりました。ありがとうございます。

男性 31 特になし 商品券
日々の運動を少し気にするようになりました
今後もこのキャンペーンは続けて欲しいです

男性 32 朝ラン 電子マネー 今後も継続してください
男性 35 月単位でリセットしてほしくない
男性 35 運動、食事 さくら市産の物 よろしくお願いします。
男性 36 運動と食事コントロール クーポン 良い取り組みだと思います
男性 36 子供と公園で遊ぶ 食べ物 健康につながりいい企画です

男性 37 子供のサッカーの習い事に参加 アマギフ
全員、もらえるのはかなり嬉しいです。モチベー
ションがあがった

男性 38 運動 食べ物

男性 38
さとうをへらす、喫煙者にちかづ
ない

ほしいも クオカードうれしいです

男性 39 体操や柔軟 特産品
目標があると頑張れます。是非続けて欲しいで
す。

男性 42 運動 酒
男性 45 運動 クーポン
男性 45 運動 食べ物

男性 46 食事とウォーキング
道の駅利用券 おまる山ホテル
入浴券

さくら市内にも名所、旧跡などを巡りながら
ウォーキングできる場所が多くありますよね。県
設定のコースがあるのは存じ上げていますが、市
ならではのコースなども面白いのでは？観光振興
にもなるのではないでしょうか？私もさまざまな
場所をウォーキングさせていただいてますが、車
で行き、駐車場に停めて、そこから何キロコース
歩く。そのような形が、1番好きです。
時代にも合っているかと思います。また、ウォー
キング時にスマホアプリなども楽しんでいます。
具体的には、ポケモンgoや、ドラクエウォークと
いったものですが、コレクション要素を満たすた
めに遠くの町に行くこともあります。費用的なも
のは皆目見当がつきませんが、さくら市に来ない
と手に入らないゲームアイテムがある、などとな
ればとても面白いです。知名度アップには、とて
も効果的と思います。
以上、僭越ながらご意見させていただきました。

男性 47 サプリメント 地元の食材
男性 47 サプリ 地元の食品 参加企業が少ない

男性 48 ウォーキング
地元のお店で使えるクーポン
券

男性 48 可能な限り歩く様にしている クーポン券とか
この様な企画があることを知って嬉しく思うとと
もに、体を動かす様意識が高まりました。賞品を
増やしていただけるとさらに頑張れます。



男性 49

6年前からダイエットを開始。ラ
ンニングを年に1,000km(栃木県内
のマラソン大会8割くらい参加し
ています。)、水泳を年に
400km、週2～3回は腹筋ロー
ラー、食事の摂取カロリーと塩分
に気を付けています。お酒が大好
きなのですが、年の半分は休肝日
です。

お酒を買いたいので、今のク
オカードが良いです。

これからも続けて欲しいです。
それと2年連続(台風と新型コロナウイルス)で「さ
くら市マラソン大会」が中止になっていますの
で、今年こそは走れたらよいなぁと思っていま
す。

男性 49 ジョギング、できるだけ歩く
プリペイドカード、肉、海鮮
物

とても良い企画だと思う

男性 49 運動 クーポン券

男性 50
運動を定期にする。食事制限をす
る。酒を控えめにする。

アウトドア用品、フォール
ディングバイク

男性 50 ジョギング クーポン券 とても良い企画だと思います。

男性 52
食事のカロリーを適正にして、な
るべく体を動かすようにしてい
る。

クオカード

今コロナで町民体育祭とか各種大会がなくなった
ので、体を動かす良い機会になっていると思う。

男性 53 ウォーキング お酒

男性 55 腹筋 クーポン券
なんとか達成できそうな歩数なので、歩く目標の
インセンティブになっています。
これからも続けてください。

男性 55 魚主体の食事 食べ物
男性 56 ウォーキング
男性 56 運動 クオカード この様な取り組みを続けて欲しい。

男性 57 ウォーキングと自転車 果物や特産品 これからも健康維持の為に続けたいと思います。

男性 57 運転、会話 QUOカード
より多くの市民に知ってもらい、運動習慣を身に
つける事で、疾病予防につながるようにして欲し
い。

男性 58 食事 クーポン、無料券
男性 58 散歩 クーポン券
男性 59 歩く 食べ物
男性 60 商品券
男性 62 食べ物
男性 63 食事 食べ物 さくら市でも協賛が始まって良かったです

男性 64 登山 食品やクーポン券
もっと沢山の種類の食べ物やクーポン券があると
励みになりますね??

男性 64 ソフトボール 食べ物 運動継続の動機になるので続けてもらいたい。

男性 65
近所の用事には、歩くか自転車で
出かけるように心がけています。

地元産の商品、Amazonギフ
ト券

より多く歩くモチベーションになります。毎日努
力しています。

男性 65 運動、食事 食品、クオカード、

健康のためにはウォーキングが重要なことは承知
しつつも、なかなかできませんでしたが、本事業
のおかげで動機づけができ、毎日ウォーキングが
つづけられています。

男性 66 ランニング QUOカード
県民、市民の健康増進のため、ますます内容の充
実を希望します。

男性 66 特になし 図書カード 事業を継続してください



男性 66 運動、食事 クーポン券 励みになっています。

男性 66

5キロのウォーキング
犬の散歩
ヨーグルト
サプリメント

スポーツタオル、スポーツ用
品

ポイントのランクを分けてほしい、
例 50ポイント、100ポイント、150ポイント
200ポイント ポイント毎に商品を
変えるなど

男性 67
ウォーキングと食事を注意してい
る 食べ物、クーポン券 とても良いきっかけになりました

男性 68
可能な限り、毎日ウォーキングを
するようにしている。

商品券や運動に関する衣料
品。

もう少し少ないポイントでクオカードが獲得出来
るようにお願いします。
更に、月一度だけの申込みでなくて何度でも申し
込み出来るようになれば、皆さんは頑張って
ウォーキングするようになると思います。

男性 68 ラジオ体操 クーポン券
男性 68 運動 食べ物

男性 68

日々ウォーキングをして、その歩
数や歩いた時間帯などを記録して
いる。
出来る限り、有酸素運動と筋トレ
もしくはウォーミングアップ運動
を意識して体を動かすようにして
いる。

商品券や運動に関する衣料
品。

まだまだ、本事業を知らずに歩いている人がたく
さんいる。
特に高齢者は意識せずに歩いている。
もっと多くの市民に知って貰い、アナログ的にポ
イント獲得が出来るように企画して欲しい。必ず
しも市民全員がスマホを持ち、このアプリを簡単
に利用出来るとは限らない。自分の親や祖父母な
ら利用するか良く熟慮してみて下さい。

男性 69 ウォーキング、ランニング 商品券

① ウォーキング、ランニングコースの整備をし
てほしい。
② 商工会等と連携し、小売店等の賞品を提供し
てほしい。

男性 71
糖質の少ない食事、食後の運動、
快眠、快便に、務める。

クオカード。 散歩の励みになるので、続けてほしい。

男性 74 ストレッチ、登山 食べ物券
男性 74 運動や食事 食べ物 今回のようなものを継続的にやって欲しい。
男性 82 ウォーキング クオーカード カードもらうからありがたい


