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性別 年代 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 20代 運動 ギフト券 来月も頑張って歩きます

女性 20代 クオカード 商品券
クオカード500円は嬉しい！

是非続けて下さい！！

女性 30代 毎日5000歩、健康的な食事を意識
必ずもらえるクーポン、クオカー

ド

なかなか一日5000歩のノルマが難

しく、毎月ギリギリで達成してい

ます。頑張ってちょうどいい歩数

なので、150ポイントという目標

は変えないでほしいです！

女性 30代

夕飯を食べすぎない。

食べすぎてしまったらウォーキン

グをする。

QUOカードなど自分で使い道を選

べるもの。

女性 30代 ヨガ、ストレッチ、瞑想 楽天ポイント
健康のため続けて行きたいのでこ

のまま続けて欲しい

女性 30代 ウォーキング

女性 30代 野菜を先に食べる

クオカードすごく嬉しいです。も

しくは、さくら夙川飲食店で使え

るようなクーポンでも嬉しい

全員プレゼントはすごく嬉しいで

す?

なかなか、本体のプレゼントは当

たらないので、さくら市がこのア

プリに参加してくれてて嬉しいで

す。

女性 40代 ウォーキング 図書カード

毎月、こちらの150ポイントを目

標に頑張っています。いまウォー

キングに行ってきてやっと貯まり

ました！今月はぎりぎりになって

しまいました。

女性 40代 テーマパーク入場券

女性 40代 ウォーキング 家電、スイーツ、お肉
楽しんで運動が出来きて、プレゼ

ントもあるなんて素敵です！

女性 40代 特にありません クーポン券

女性 40代 ランニングしている クオカード

クオカードがもらえて、とても励

みになりやる気がでます。今後も

ぜひとも続けてください。

女性 40代

サプリメント

ウォーキング

睡眠

食べ物、クーポン券
ウォーキングしたくなる、イベン

トの企画をして欲しいです。

女性 40代 特に無し クーポン

女性 40代 サプリメント クーポン

女性 40代 運動 商品券

女性 40代 食事 クーポン券
毎日歩くのが楽しみになりまし

た。

女性 40代
ウォーキング、水泳、ストレッ

チ、食事
ウォーキングシューズ ウォーキングの励みになります

女性 40代 毎日発酵食品を食べている 温泉券

女性 40代 運動 食べ物 



女性 40代 運動 QUOカード

女性 40代 ウオーキング クーポン券

女性 40代
食事

テーマパーク入場券 このまま続けて欲しい

女性 40代 ウォーキング 食べ物

女性 50代 犬の散歩 クーポン券
賞品の選択肢がもっとあるといい

です。

女性 50代 スポーツクラブ クーポン券、商品券

運動を意識し取り組めとても良

かった。

又企画して欲しい。

女性 50代 食事内容を気をつける

夫にも勧めて一緒に取り組みまし

た。毎日歩数を報告し合い、励み

になりました。

女性 50代 運動と食事 食べ物、商品券
このアプリのお陰で、意識して体

を動かすようになりました。

女性 50代 運動、食事 食べ物、商品券
このアプリのお陰でウォーキング

をする様になりました。

女性 50代 食事 食べ物

女性 50代 食事、ウォーキング 商品券、QUOカード

おかげさまで、毎日歩く習慣が出

来つつあります。もう少し続けて

頂けるとありがたいです。

女性 50代
食事制限

歩く
商品券

ずっと続けてほしい

女性 50代 バランスのいい食事 クーポン
目標をもって、体を動かすことが

できて楽しんでいます。

女性 50代 水泳 ＱＵＯカード ずっとやって下さい

女性 50代

女性 50代 食事と運動 クーポン券

女性 50代 腹八分目 美味しい食べ物
健康維持の為に励みになるので嬉

しい企画だと思います(^^)

女性 50代
運動 サプリ 食事も気をつける

ようになりました
テーマパーク入場券

女性 50代 ランニング、食事管理 クーポン券
これからも健康に過ごせるように

運動を心掛けます

女性 50代 運動、栄養バランス クオカード、図書カード

健康につながるお得ポイント制度

企画に歩くことを意識するように

なりました

休日の早朝、ゆうゆうパークでの

ウォーキングは気分爽快です

女性 50代

徒歩通勤するようにした事

歩き方も意識するようになりまし

た

金券
目標があるとやる気が出て楽しみ

ながら出来て嬉しいです

女性 60代 食べすぎに気おつけている。 食べ物
意識して身体を動かすようになっ

た。

女性 60代 運動と食事 クーポン券
これからも続けて利用したいと思

います。

女性 60代 運動 食べ物



女性 60代 食事 クオカード

今回のようなさくら健康マイルを

今後とも継続していただけると嬉

しく思います。

女性 60代 食事 クーポン 歩く張り合いになります。

女性 60代 運動 特産品 商品貰えので励みに成ります

女性 60代
運動、食事

クーポン券 とてもいいです

女性 60代

ラジオ体操や歩く時に、早歩きを

するようにしている。

また、野菜を取り入れたバランス

の良い食事に心掛けている。

油、塩分を控えている。

ｸｵｶｰﾄﾞ、クーポン券、商品券

ｸｵｶｰﾄﾞを頂けるのはとても嬉しい

です。今後も継続して欲しいで

す。

食べ物やテーマパークの入場券で

は、嗜好や年代もあるので、誰に

でも使用出来る物であれば、やる

気UPします。

健康に良く、仲間も出来てｸｵｶｰﾄﾞ

も頂けて最高です。

女性 60代

歩く事

食事 クーポン 無し

女性 60代 カーブス スイーツ

女性 60代 食事 クーポン券 楽しい企画なので続けて欲しい。

女性 60代 ウォーキングと日々の食事 さくら市の名産品やクーポン券
目標ができ、日々のウォーキング

の励みになる。

女性 60代 食事、歩く事 スーパの商品券など、

歩くを意識する様になりました、

よい企画と思います、続けてくだ

さい。

女性 60代 運動 クオカード

女性 60代
食事

現金

女性 60代 クオカード、図書カード
一度応募したら、次回から個人情

報の入力を省けたら助かります。

女性 60代 散歩と登山 ｸ-ﾎﾟﾝｹﾝ

女性 60代

毎日ラジオ体操とストレッチして

います 食事券

クオカードを頂きとてもうれしく

なりました。

女性 60代 運動・バランスの取れた食事 食べ物
抽選じゃ無いので、毎月頑張れま

す。

女性 60代

なるべく歩くようにしている。野

菜をたくさん取るようにしてい

る。時々、食事の時間を16時間あ

けて、胃を休めている。

テーマパークの入場券

女性 60代 食事
身近で使える商品券、食べ物、温

泉券
これからもずっと続けて欲しい。

女性 60代 散歩 クオカードや商品券

さくら市の商品は他の地区と比べ

ると とても良いと思うが 予算が

枯渇しないのか心配。



女性 60代 ウォーキング、水泳 クーポン券 ずっと続けて下さい

女性 70代 運動 ゴミ袋 またやりたい

女性 70代 ウォーキング クーポン

女性 70代

腸活サプリメント

スイミング 商品券

参加を通して健康に 前向きになっ

ています。

女性 70代 食事や体重の管理 クーポン券
毎月楽しみなので是非継続してく

ださい

女性 70代 テニス 散歩 庭仕事 何でも うれしいです

男性 10代

ランニング

筋トレ

食事

クーポン券

歩いてキャラクターを進化させる

システムがとても気に入って使っ

ています。また、歩けば歩くほど

ポイントが貯まり、クーポン券な

どに変わるのはいいです。これか

らも使わせていただきます。

男性 20代 運動 テーマパーク入場券

男性 20代 金

男性 20代 マグネシウムサプリ、サッカー

男性 30代 糖分控える、副流煙から避ける ほしいも
妻が積極的に歩いてくれて嬉しい

です

男性 30代 自転車通勤 スイーツ

男性 30代 商品券

男性 30代 ランニング さくら市で使えるクーポン券

男性 30代 サッカー 食べ物

男性 30代 ロードバイク、食事コントロール クーポン券

男性 30代 運動 商品券

毎月目標があると以前より意識し

て動くようになったと思います。

150ポイントより多いポイントで

もっと豪華な賞品があるとモチ

ベーションが上がるかもしれませ

ん。

男性 30代 息子のサッカーに参加 クオカードペイ 楽しく参加してます。

男性 30代 毎朝ジョギング さくら市の特産物

男性 30代 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 40代 食事 肉 良い取り組みだと思います。

男性 40代 サプリ 食べ物

男性 40代 散歩 商品券 有難い

男性 40代 散歩 商品券

男性 40代 バスに乗らず、歩く クオカード
歩くことの張り合いになるので、

とても良い

男性 40代 ウォーキング 地元のお店で使えるクーポン
普段の運動を意識するようになっ

た

男性 40代 運動、食べすぎないこと お肉、プリペイドカード 良い事業だと思う



男性 40代 運動、体重管理 地元商品券

送料が、もったいないので、取り

に行くこともできます。市役所に

は、頻繁に行きますので。

男性 40代 テニス クーポン

男性 40代 運動 クーポン券

男性 40代 サプリメント クオカード

こういう事業ができて、歩く楽し

みができました。続けて欲しいで

す。

男性 40代

本アプリをきっかけに、可能な限

り歩くことを意識する様になりま

した。

家族がいるので、クーポン券や食

品が嬉しいです。

歩くことでポイントが貯まり、賞

品引き換えが可能となることは、

大変モチベーション維持に繋がり

ます。

いま職場の友人達にも広めたの

で、みんなで頑張ります。

男性 40代 運動、食事 クーポン券、テーマパーク入場券

とてもよい企画です。みんなに教

えると、必ずアプリをダウンロー

ドしてくれます。

男性 40代

ランニングを月に100km、水泳を

月に34km

大好きなお酒は2日に1度

ポテトチップスとフライドポテト

は食べない。

クオカード ずっと続けてほしい。

男性 40代 運動 商品券

男性 50代 ウォーキングと軽い筋トレ スポーツ用品、キャンプ道具

男性 50代 運動

男性 50代
運動 食事

クーポン、コンビニの商品引換券 とてもいいです

男性 50代 ウォーキング 牛肉

男性 50代

カロリーを計算して栄養バランス

を気にするようになった。 クオカード

男性 50代 ウォーキングのみ さくら市の特産品
毎日、目標を持って歩きたいとお

もいます。

男性 50代 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 50代 ウォーキング クーポン券

男性 50代 食事は野菜から食べる 食べ物

男性 50代 散歩と食事 食べ物
意識して運動出来る、するように

なるので良い活動です。

男性 50代 地元の特産品 この事業の発展を希望します。

男性 50代 日々の運動 QUOカード

参加した市民の、参加者人数や合

計歩数、最高記録などがどのくら

いになっているのかわかるサイト

があればうれしい。(R3.2時点だけ

でなく)

男性 60代 食事 ク一ポン券

男性 60代 ラジオ体操 クーポン券 たいへん良い事業だと思います。

男性 60代 自転車、畑仕事 食べ物



男性 60代 ジム 食べ物

男性 60代 歩く、走るを心がけています。
さくら市内の商店のクーポン券(金

券)。

毎月同じ質問なので、クーポン

コード以外の入力が省けるとあり

がたいです。

男性 60代 自転車通勤 クーポン券

男性 60代 ウオーキング 商品券

男性 60代 食事 クーポン券、
本事業は素晴らしい事業だと思っ

ています。

男性 60代 散歩と食事 クーポン券

男性 60代
体の様々な部分を動かすようにし

ています。

旬の果物や野菜、地元商店で使え

るクーポン券など

QUOカード獲得を目標にして毎日

励んでいますが、利用できる店舗

が限定的なので使いにくいです。

男性 60代 食事、運動、温泉 クーポン券、食べ物

健康増進のためのインセンティブ

として、有効だと思います。ポイ

ントを段階的にするともっといい

と思います。

男性 60代
定期的なランニング

クーポン券

男性 60代
ランニング、ウォーキング 先月から始めたQUOカードはベス

ト

先月から始めたQUOカードは市民

の1人としてよりやる気を出して

くれるきっかけとなっています。

妻も今月からウォーキングを始め

ました。

男性 60代
可能な限りウォーキング等、体を

動かすことにしている。
クオカードや図書券や商品券。

もう少し、年配者にもお得感が得

られるものが欲しい。

男性 60代 ソフトボール 商品券、クオカード等
商品があると運動の動機付けにな

るので、続けてほしい。

男性 60代 運動 食事券

男性 60代

健診でコレステロールとか引っか

かったので食事に気をつけていま

す

今のままで良いです
150ポイントは普通に歩く人なら

達成する歩数だと思います。

男性 60代 ラジオ体操 食べ物
運動促進のため良い企画です。継

続お願いします

男性 60代

ウォーキング 5キロ

サプリメント

ヨーグルト

スポーツタオル、シューズ等

男性 60代 運動 クーポン券

男性 70代
山登り、散歩など体を動かすこ

と。塩分を減らすこと。50
食べ物券

男性 70代 運動 クーポン券 なかなか当選しない

男性 70代 ゴルフ 食べ物 素晴らしい企画です。

男性 70代
ジムにて、最低週2回水泳等をお

こなっている。
クーポン券

高齢者にとって、健康管理の楽し

みが倍増した！

男性 70代 運動と食事 食べ物やクーポン券など 目標がたち、励みになる。



男性 70代
食事、睡眠、運動、を習慣づけし

ている。食事が一番難しいです。
クオカード、クーポン券。

励みになるので、つっけて欲しい

です。

男性 70代 ストレッチ、ゴルフ 特産品、クーポン券 素晴らしい企画です。


