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R3.9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 20代
温泉には近寄りたくないので、
500円券の方が嬉しかった。今回
はご近所にあげる予定

女性 30代
一日3食食べる、5000歩を目標に
歩く

クオカード

今月の温泉券は、コロナ禍で使い
にくいため、やはりクオカードな
どどこでも使えるものがいいなと
感じました！でもコロナが落ち着
いても使える有効期間なら、温泉
券もたまにはいいと思います。

女性 30代 特になし
以前あった、さくら市の飲食店で
も使える商品券がい

このコロナ禍に、マスクを外す入
浴券って感染リスク高くありませ
んか。入浴もマスクしたままです
か？
有効期限はあるものの、その期間
内に状況はかわりますか？さくら
市他の市町村にくらべたら、感染
者多いのに。
健康増進課が考えた商品とはおも
えませんが。検討を願います。

女性 40代 商品券

女性 40代 ウォーキング、食事、ストレッチ
ウォーキングシューズ、クオカー
ド、ジェフグルメカード、さくら
市で使えるお買物券

ウォーキングの励みになります

女性 40代 運動、食事 QUOカード
女性 40代 商品券
女性 40代 なし 金券

女性 40代 運動、食事 クーポン券
運動のモチベーション維持にとて
も役立っています。

女性 40代 運動 クオカード、図書カード
商品が温泉券というのは、コロナ
禍では、適していないように思い
ます。

女性 40代 商品券 クオカード
女性 40代 アマニ油 あさの豚肉
女性 40代 ウォーキング 家電 高級食材

女性 40代 サプリメント 食べ物
商品数を増やして、選べる様にし
て欲しいです。

女性 40代 QUOカード
女性 40代 運動 クーポン券
女性 40代 運動 食べ物
女性 50代 サプリメント  クーポン 

女性 50代 運動 クーポン券
対照の施設が制度の事よくわかっ
てないですね



女性 50代 食事
賞品変わったんですね。露天風呂
行きたいです。

女性 50代 クオカード

クオカードがもらえるとあったの
で楽しみにしてましたが…
変わってしまったのがとても残念
です。仕事をしているので、どこ
でもすぐに使えるものが良かった
です。

女性 50代 ウオーキング クオカード、商品券、
女性 50代 散歩、食事 商品券
女性 60代 特になし クーポン券

女性 60代 水泳
クオカード。今回の温泉は、コロ
ナ禍で迷いました。

商品について、やはりまだ外出を
促す物よりは、クオカードや、さ
くら市内の商品券の方が使いやす
いです。

女性 60代 運動(水泳、太極拳) 健康に関するグッズ等

高齢化が進む中ウォーキングは簡
単に取り組める運動だと思いま
す。
習慣化できるサポートがあればと
思います。

女性 60代 ウォーキング、カーブス お肉

女性 60代 散歩、食事 クオカード
温泉はあまり行かないので、でき
ればクオカードを希望します。

女性 60代 さんぽ 商品券・クオカード

今月は500円のクオカードではな
かったのが残念です。温泉にいく
きっかけになりありがたいです
が、密を避けた行動をしているの
で、可能であればクオカードか入
浴券かどちらか選べると助かりま
した。これからも500円相当のも
のがいただけるとやりがいとなり
ますので、長く続けてください。

女性 60代 ウオーキング、山歩き スーパーなどの商品券
女性 60代 クーポン券

女性 60代 運動と散歩 クーポン券
これからもますますがんばって歩
きたいと思っています。

女性 60代 フィットネス クオカード 一生懸命取り組みたいです
女性 60代 クオカード
女性 60代 食事 クーポン券 継続してもらいたい。

女性 60代 運動・食事 商品券
抽選で無く必ず貰えるので、頑張
れる。

女性 70代 市のゴミ袋 温泉券はやめてほしい
女性 70代 運動 クオカ-ド

女性 70代
食事の量と、夕食後は何も食べな
い。好物の甘いものを食べ過ぎな
いよう注意しています

商品券
賞品が頂けることは、歩く励みに
もなるので、これからも継続して
ください。



女性 70代 運動 図書券

女性 70代 テニス  庭仕事 さくら市の名産品
メールを送信した時 県みたいに 
受け付けたしたと返信がほしいで
す

男性 20代 毎日の散歩、トレーニング クオカード、割引券、温泉入浴券

男性 30代 サッカー クオカードペイ
クオカードのが良かったかも。温
泉はコロナで今はいけません

男性 30代 運動 さくら市の特産物
男性 30代 タバコ吸わない、砂糖控えめ、 ブルーベリーの苗
男性 30代 自転車通勤、子供との運動 食べ物
男性 30代 ロードバイク クーポン券
男性 30代 早寝早起き 食べ物

男性 30代 運動 クオカード
アプリのポイントのおかげで意識
して歩く量を増やせるようになっ
てきました。

男性 40代
あまりがんばらないようにしてい
ます。

海外旅行
これからもちゃんと歩きたいと思
います。

男性 40代 クオカード

男性 40代 ウォーキング 地元の食べ物
毎月目標があってやりがいがあり
ます

男性 40代 商品券 クオカード
男性 40代 運動
男性 40代 筋トレ、ジョギング 食べ物

男性 40代 散歩 商品券 いつもありがとうございます

男性 40代 テニス クーポン

男性 40代 食事 QUOカード
良い事業だと思うので、もっと告
知して参加者を増やして欲しい

男性 40代 水泳、ランニング 商品券
男性 40代 クオカード
男性 50代 食事は野菜から食べる 食べ物
男性 50代 ウォーキング 牛肉

男性 50代 軽いハイキング クーポン券 とても良い事業だと思います。

男性 50代
温泉手形。さくらブランドの商
品。友好都市の特産品

健康維持のきっかけとしてやる気
になれるので、是非、ずっと続け
てほしい。

男性 50代 クオカード
男性 50代 食事  サプリメント 禁酒 金券
男性 50代 食事 商品券

男性 50代 サプリメント クオカード
毎月参加したいので、長く続けて
欲しいです。

男性 50代 運動で汗をかく事 クオカード 特になし
男性 50代 早寝早起き 食事券

男性 60代 サプリメント、ウォーキング クーポン券
運動してご褒美があると嬉しい気
持ちになる



男性 60代
ウォーキングやストレッチなど可
能な限り体を動かす事を意識して
いる。

商品券やお食事割引券など、日常
生活において、嬉しいもの。

今回から、温泉入浴券に変わって
しまったことは非常に残念です。
高齢者にとって、温泉入浴券は役
所に申請すれば頂けるもの。
今回からの企画は手抜きとしか思
えないし、税金の活用方法として
は杜撰である。もっと市民が喜ぶ
企画をして欲しい。何のためのア
ンケートなのか協力しにくくな
る。しっかりして欲しい！

男性 60代 運動 食べ物
健康を目標として運動をしていま
すが、その事で何かご褒美のよう
に戴けると励みにもなります。

男性 60代 ソフトボール、ウォーキング クオカード
運動のモチベーションになってい
る。可能な範囲で続けてほしい。

男性 60代 畑仕事、自転車 QUOカード

男性 60代 ランニング クーポン券

さくら市在住で65歳以上の為もと
ゆ券は市から月5回無料の特典を
いただいています。
出来ればさくら市と市外の人、年
齢（65歳未満者）等で分けていた
だき個人的にはクオカードを希望
します。

男性 60代 食事   毎日8000歩は必ず歩く クーポン券
毎月商品を楽しみにしながら歩い
てます

男性 60代 ジョギング さくらミュージアムの入場券 特に無し

男性 60代 登山、散歩、食事、温泉 頂けるものは、全て嬉しい。
頂けるものが温泉劵に変わりまし
たが、良いことだと思います。

男性 60代 運動と食事 クーポン券 ずっと頑張れています。
男性 60代 食事、運動 クオカード
男性 60代 特になし ギフトカード なし

男性 60代 特になし クオカード 図書券
PCからのリンクを復活してくだ
さい

男性 60代 クオカード
男性 70代 運動、食事 食べ物券

男性 70代 食事と運動 市内で使える商品券 毎日意識して歩くようになった。

男性 70代 筋力トレーニング､散歩 食べ物､クーポン券
健康維持の為、私は、励みになり
ます。

男性 80代 ウオーキング QUOカード
ポイントが、年間で貯めれたら
もっと楽しいと思います


