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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 30代 ウォーキング クオカード、温泉の無料券
毎月の活力になっています。今後
もよろしくお願いします。

女性 30代 ウォーキング クーポン券、コンビニ引換券
女性 30代 運動 クーポン券
女性 30代 運動 クーポン券

女性 30代 ヨガ、バランスの良い食事 楽天ポイント

引き続き行って欲しい、歩数に
よってもらえるクオカードの金額
が変わるとかすると頑張って歩け
る

女性 30代 商品券

女性 30代
食べ過ぎた時はウォーキングする
バランスの良い食事

ギフト券

女性 30代 野菜から摂取
お米とか。さくら市の名産品とか
でもうれしい

必ずもらえるとやる気が出ま
す！！

女性 30代 ウォーキング
女性 40代 なし 金券
女性 40代 食事 クーポン券

女性 40代
暴飲暴食をしないように気をつけ
た

食べ物

女性 40代 クーポン券
女性 40代 サプリメント クオカード
女性 40代 商品券

女性 40代 散歩 クオカードペイ

毎月、これのおかげでがんばれま
す。夫と頑張っていますが、夫は
中旬にはもう応募できてました。
私はいつもギリギリまでポイント
がたまりません。がんばります。

女性 40代 運動
女性 40代 テーマパーク入場券
女性 40代 特にありません。 クーポン券
女性 40代 食事 金券、家電

女性 40代
野菜を多めにとる。
歩くとき大きく腕をふる。

直売さくらや、道の駅喜連川など
で使える商品券

健康のため、以前から歩いていた
が、ご褒美がもらえるので、より
一生懸命歩くようになった。

女性 40代 エゴマ油 温泉券

女性 40代 毎日ランニングしています
実用的なのでこのままクオカード
がいいです

今後もぜひこの事業を続けてくだ
さい

女性 40代 ウォーキング、ダンス 食べ物、クーポン券、
長くこのキャンペーンを続けて欲
しいです。

女性 40代 運動 クオカード
女性 40代 クオカード

女性 40代
運動

クーポン券



女性 40代 運動、食事 クーポン
とてもやりがいが有って楽しいで
す。

女性 40代 運動 クーポン券

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 ウォーキング、食事 食べ物
女性 50代 ウォーキング クーポン券

女性 50代 食事 クーポン券
目標が出来るので
続けてみたいです

女性 50代 ウォーキング、自転車 食べ物、商品券

女性 50代 食事

本事業が大いに運動の動機付けに
なっています 今月は天候や仕事
を言い訳に途中で停滞してしまい
ましたが、ご褒美目当てになんと
か立て直しました 道の駅で、足
湯からのノルディックウォーキン
グは我ながらいいアイデアでし
た！ 来月は露天風呂コース行き
たいです 

女性 50代 特になし クーポン券
この事業を知らな人が多いので 
知られる宣伝をしてほしい!

女性 50代 食事と歩くこと クーポン券 歩くことが楽しくなりました。

女性 50代 食事、運動
商品券、QUOカード、ドリンクの
eチケット等

是非このまま続けて欲しいです。

女性 50代 水泳 ＱＵＯカード
女性 50代 食事 商品券 これからも続けて欲しい

女性 50代 サプリメント 食べ物

マイルをためるのが、日々の活力
になっています。
今以上に頑張れるよう、賞品の充
実をお願いします。

女性 50代 運動、食事 クオカード、図書カード
楽しみながら歩くことを意識でき
る企画だと思います

女性 50代 ウォーキング クオカード

女性 50代 ジョギング、食事管理 食べ物、クーポン券
これからも頑張って健康維持に努
めます

女性 50代 運動 クーポン券、商品券 来月も楽しみにしております。

女性 50代 徒歩通勤するようにしている 金券
目標があるとやりがいがあり自然
に頑張れます

女性 60代 散歩 商品券

60代なのでもう少し一日のノルマ
のポイントがすくないほうが続け
やすく
励みになります。少し足りないと
きがあった月もあったので
応募できるものがもう少し多かっ
たりしたほうがたすかるかなとお
もいます。



女性 60代
サプリメント
食事 クーポン

女性 60代 減塩の食事 ジョギング QUOカードは うれしいです
ポイントで商品が貰えると、励み
になる

女性 60代 散歩 食べ物

女性 60代 運動 クーポン券 毎日歩く事が楽しみになりました

女性 60代
運動して食事もしっかりとって頑
張っています。 地元産の食べ物が嬉しいです。

ウォーキングして賞品が頂けるの
が嬉しいです。

女性 60代 食事、散歩 クオカード
以前より動くようになったので、
これからも続けていただけると嬉
しいです

女性 60代 運動 クーポン券
女性 60代 運動 食べ物

女性 60代 サプリメント クーポン券
これからも、長く継続して欲し
い。

女性 60代 運動 クーポン
ウォーキングの楽しみができまし
た。

女性 60代 運動と散歩 クーポン券 凄く気に入っています。

女性 60代
バランスの良い食事をするように
しています。

クオカード、地元で使えるクーポ
ン券など。

クオカードを手に入れる事が出来
ると思うと歩く事にも張り合いが
出てきます。ポイントGETが楽し
みです??

女性 60代 食事 クオカード 楽しんであるけます
女性 60代 ウォーキング、食事 商品券、図書カード
女性 60代 健康食品摂取 クーポン券 継続して欲しい
女性 60代 食事 クーポン券

女性 60代
時間がある時は少し長めに歩いた
り、体を動かすようにしている。

図書券

女性 60代 ウォーキングと日々の食事 クーポン券や市内で使える商品券

この事業があることによって、
日々のウォーキングの励みにな
る。１日5000歩以上を目標に歩い
ています。

女性 60代 運動 クオカード

女性 60代 身体を動かす、タンパク質を取る! 今ので良い

健康に気をつかうようになりまし
た!
ポイント目標に歩く様になりまし
た。

女性 60代 ウオーキング 商品券 図書券等
女性 60代 運動・バランスの取れた食事 食べ物 歩くのが、前より頑張れます。

女性 60代 ウォーキング、食事
身近で使える商品券、食べ物、温
泉券

歩く事が習慣になり、少し体重が
減ってきており、さらにやる気が
でてきた

女性 60代 図書カード
女性 60代 水泳 クオカード 毎回楽しみにしてます。



女性 70代 運動と食事 食材 入力が難しい
女性 70代 バレーボール ゴミ袋 よい
女性 70代 農家 商品券 少し応募が難しいです。

女性 70代

家庭菜園
サプリメント
コロナ禍運動不足

クオカード  お丸山ホテルの入浴
劵

おかげさまでウォーキングが楽し
く続けられている。健康で 前向き
な人生でありたい?

女性 70代 テニス 草刈り 何でも うれしいです

女性 70代 運動・食品の種類を多く摂る クーポン券
歩く運動の励みになるので、ずっ
と継続して頂きたいと思います。

女性 80代
運動

クーポン券
楽しく 歩けるから 素晴らし
い。

男性 10代
ランニング
食事制限 クーポン券、お金

とても良いと思います。
このおかげで前より運動量が多く
なりました。

男性 20代 ランニング テーマパーク入場券

男性 20代
毎朝散歩に行く、自宅最寄り駅ま
で徒歩で移動する

iTunesなどのプリペイドカード

男性 30代 運動 食べ物

男性 30代
農薬を吸わない、副流煙を吸わな
い

ほしいも

男性 30代 早起き 商品券

男性 30代 運動 商品券
毎月景品を目標に頑張れていま
す。
今後もこの事業が続きます様に。

男性 30代 子供との散歩（ランニング） スイーツ
男性 30代 ランニングを毎日 市内で使えるクーポン券とか

男性 30代 子どもと休日に公園で遊ぶ 食べ物
健康に気をつかって身体をうがか
すようになり、よい企画です

男性 30代 ランニング さくら市特産物 特にありません。

男性 30代 息子とのサッカー クオカードペイ
楽しく参加してます。ありがとう
ございます

男性 40代 エクササイズ 肉
とても良い取り組みだと思いま
す。

男性 40代 散歩 さくら市クーポン券 いつもお世話になってます

男性 40代 週２回の1時間以上の運動 ギフト券
運動をしてポイントを貯めて応募
は大変良い取り組みだと思いま
す。

男性 40代 運動、食事 クーポン券
健康維持のために役立つ事業だと
思います。



男性 40代
仕事が休みの日の前日、帰宅後に
有酸素運動と筋トレをする習慣を
つけている

クオカード

定年の両親に進められてチャレン
ジしました。外回りが基本の仕事
なので、ポイントは簡単に貯まる
だろうと思っていましたが、そん
なことはなく、意識的に運動しな
いと貯まりませんでした。

男性 40代 散歩 サプリメント  商品券
男性 40代 テニス クーポン券
男性 40代 ウォーキング 地元のお店で使えるクーポン
男性 40代 商品券
男性 40代 サプリメント 食材
男性 40代 ウォーキング 道の駅クーポンや商品券
男性 40代 ランニング クーポン券

男性 40代 水泳、ジョギング、ウオーキング クーポン券、食品等

男性 40代

ランニングを月に100km、水泳を
月に34km
接種カロリー量に気を付けてい
る。

クオカード 大好きなお酒を買うた
め、ありがたい。

とても、ありがたいです。普段買
えない高いお酒を買うためにクオ
カードを集めていますので続けて
欲しいです。

男性 40代 リングフィットアドベンチャー お肉、プリペイドカード

良い事業です。
毎回名前等同じ事を入れるのは面
倒なので、前回入力した事は省略
または前回と同じと出来ると助か
る

男性 40代 食事 クオカードが良いと思う
良い事業だと思います。

男性 40代 クーポン券
男性 50代 食事 クーポン券 なし

男性 50代
食事の摂取カロリーを気にした
り、運動をするようにしていま
す。

クオカード
これをきっかけに歩くことが多く
なった

男性 50代 運動 クーポン券 とてもいいので続けてほしい
男性 50代 ウォーキング 牛肉
男性 50代 食事制限、サプリメントを飲む 折り畳み自転車、キャンプ用品

男性 50代
魚を出来るだけ食べるようにして
います

クオカードで十分です
行きたくない時でも頑張る気にな
ります

男性 50代 ウォーキングのみ
さくら市の特産品で抽選でも良い
と思います。

目標があるので頑張って出来ま
す。

男性 50代 運動、食事 地元の特産品

男性 50代 運動 クーポン券、食べ物
たくさんの賞品があると、もっと
ヤル気が出ると思います。

男性 50代 歩き回る

男性 50代

食事

商品券
目標達成のため自己管理の推進に
繋がり、良い取り組みであり感謝
している。



男性 50代 サプリメント クオカード
長くこの事業が続くとありがたい
です。

男性 50代 運動 Quoカード
男性 50代 ジョギング クーポン券 とてもよい企画だと思います。
男性 50代 運動 クオカード この様な企画を続けて欲しい。
男性 60代 自転車、農作業 食べ物

男性 60代 walking クオカード
pcでアクセスできなかった?
中止になったの？

男性 60代 運動と食事 クーポン券
ずっとマイペースで頑張っていま
す。

男性 60代 運動、食事 クーポン券
市民の健康増進を図るひとつの手
立てとして、とても良い事業と思
います。

男性 60代 サプリメント クーポン券
本事業は、これからも継続して欲
しい。

男性 60代 ラジオ体操 クーポン券 継続して実施して欲しい
男性 60代 食事 ク一ポン券
男性 60代 ランニング クーポン券
男性 60代 なし ＱＵＯカード 特になし
男性 60代 運動

男性 60代

天候が悪くならない限りは、毎日
ウォーキングを続けている。
新型コロナウィルスが猛威を奮っ
ている中でのウォーキング(外出)
には怖いものがあるが、極力、人
とすれ違わないように十分に気を
付けている。

クオカード、図書券、商品券や
ウォーキングシューズ等。

クオカードの獲得は月一回でな
く、150ポイント獲得出来れば何
度でも応募獲得が出来るようにし
て欲しい。
でないと、150ポイント消費した
残りのポイントが無駄になってし
まう。
翌月に持ち越せて、150ポイント
毎に何度でも応募出来れば、やり
がいがある。
市民の苦しい中での頑張り具合を
キチンと評価して欲しい。

男性 60代 ランニングとウォーキング 今のクオカードがベスト

抽選で貰えるか貰えないか分から
ない特選品より、確実に貰えるさ
くら市が実施しているクオカード
がモチベーションを高めてくれて
います。

男性 60代 食事 食べ物
毎日、歩数、歩くことを意識する
ようになりました。

男性 60代 運動、食事、飲酒 さくら市農産品のクーポン券 運動する励みになります。

男性 60代 食事   普段から歩くこと クーポン券
さくら市も始まったので楽しんで
参加させていただいてます。

男性 60代 散歩やジョギング、食事 クーポン券、食べ物 良い企画で感謝してます。

男性 60代 ソフトボール、ウォーキング 商品券、クオカード等
ウォーキングのモチベーションに
なるため、できるだけ続けてほし
い。

男性 60代 サプリメント 食べ物
男性 60代 運動、食事 クーポン券



男性 70代 塩分を減らす。体を動かすこと。 食べ物券

男性 70代 仕事･散歩 クーポン券

恐縮ですが、少しでも頂きものが
あれば、励みになり毎日楽しく散
歩が出来ると思います。これから
も継続して頂ければ幸いです。

男性 70代
ウォーキング、バランスの取れた
食事

クーポン券や商品券
毎日目標を立て、意識して歩くよ
うになった。

男性 70代
規則正しい生活を心掛けておりま
す。

クーポン券等
他の方々は、どんな時に運動され
ていらっしやるのか、アンケート
調査結果を知りたいです。

男性 70代 食事、健診 お店のクーポン券 良い企画です。
男性 80代 運動 商品券
男性 80代 運動 クーポン券 手続きが簡単して欲しいですね


