
（１） はい

いいえ

（２） はい

いいえ

１ 中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

八千代市

その他

２ 千葉市内

八千代市内

そのほかの市内

回答しない

勤務・就学をしていない

その他

3 男性

女性

回答しない

その他

ちばシティポイント参加者情報を再確認し、変更点があれば更新

しましたか？

変更点がなかったが更新した・登録がなかったので登録したとい

う方も「はい」を選択してください。

ポイント交換のご案内を読みましたか？

1月キャンペーンのお知らせ

お住まいの地域を選択してください。

（１つチェック）

性別を選択してください。

（１つチェック）

勤務・就学の地域を選択してください。

（１つチェック）

キャンペーンその②

キャンペーンその①

【キャンペーン概要と手順】

キャンペーン①　～参加者情報の更新とポイントの交換方法の確認で５０ポイントGET！～

１．ちばシティポイント参加者情報を確認し、最新の情報に更新してください。

　　確認・更新方法等は別紙「ちばシティポイント参加者情報 の確認 ・更新について」をお読みください。

２．ためたポイントの交換方法のご案内を確認してください。

　　ご案内は別紙「ちばシティポイントの交換方法のご案内」をお読みください。

３．本紙の(1)(2)にて完了を申告してください。

　　WEBから申告も可能です。ちばシティポイントホームページからご申告お願いいたします。

キャンペーン②　～参加者アンケートでポイントGET！～

１．アンケートにご回答をお願いいたします。

　　本紙で回答の場合は、ちばシティポイント３０ポイントを付与いたします。

　　ちばシティポイントホームページからご回答の場合は５０ポイントとなりますので、

　　ちばシティポイントホームページからの回答を推奨しております。

★ちばシティポイントホームページはこちら

【URL】https://chibapo.pointpack.jp/

ご回答は、四角の中に✔を入れてください。

回答期限は

２０２１年１月３１日

です。
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4 １０代以下

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代以上

5 市ホームページ

ポイント付与対象事業の会場

公共施設でのポスターやリーフレット等の告知物

市の広報

新聞などの報道

イオン店舗での告知等

友人または知人の紹介

その他

6 活動事業に関心を持った

メンバーとして参加していた活動が対象事業になった

ためたポイントを千葉市ならではの特典品等に交換できる

ためたポイントをＷＡＯＮに交換できる

その他

7 あった、よく理解できた

あった、少し理解できた

あったが、理解できなかった

なかった

説明会などで人から聞きたい

好きな時にYouTubeのような動画で見たい

チラシ・パンフレットで見たい

WEBページで見たい

イラストやマンガで見たい

その他

8 ちば風太WAONまたはやっちWAONカードの入手

エントリー（カードを専用端末にかざすこと）

参加者情報の登録

ポイント獲得

ポイント履歴の確認

ポイント交換

特にない

その他

9 全てちばシティポイントに参加する前から行っていた

以前より行っていたが、ちばシティポイントに参加してから種類が増えた

全てちばシティポイントに参加してから行うようになった

10 新たに参加したいと思う

対象事業の活動を継続したいと思う

対象事業の活動回数を増やそうと思う

ほかの対象事業にも参加したいと思う

やりがいの向上につながると思う

その他

年代を選択してください。

（１つチェック）

ちばシティポイントを知ったきっかけは何ですか？

（１つチェック）

ちばシティポイントに参加した理由を教えてください。

（複数回答可能）

ちばシティポイントに参加した時、ちばシティポイントについて

の説明はありましたか？また、理解できましたか？

（１つチェック）

上記の質問に

「あったが理解できなかった・なかった」と回答された方

どのようにしてちばシティポイントの説明をしてほしいか教

えてください。

（複数回答可能）

ちばシティポイントに参加する中で難しい・わかりにくい点を教

えてください。

（複数回答可能）

参加したことのあるポイント付与対象事業は、ちばシティポイン

トに参加する前から行っていましたか？

（1つチェック）

対象事業に参加してポイントがたまることで、あてはまる項目を

教えてください。

（複数回答可能）
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11 知っている

知らない

ホームページ

市役所または区役所の窓口

イオンの店頭やバス

チラシ

ちばシティポイント専用端末

対象事業の会場

 その他

12 そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

他にどんな対象事業があるのか分からない

参加する時間がない

興味または関心がない

ポイントをもらえることに魅力を感じない

その他

13 もらえるポイントが少ない

参加方法がわからない

初めて参加するのは勇気がいる

ボランティアに興味がない 

ボランティアに参加する時間がない・時間が合わない

その他

14 はい

いいえ

参加方法がわからない

参加方法がややこしい

興味がない

ウォーキングをしない

ちばしウォーキングポイントを知らない

15 店舗での買い物でたまるポイント

他のボランティア活動

他の健康維持・増進活動

その他の千葉市の施策

八千代市の事業

その他

16 スマートフォン

パソコン

市または区役所端末

イオンの来店ポイント端末

交換や履歴確認をしたことがない

17 地域の名産品（食べ物）

地域の名産品（食べ物以外）

市施設の利用券

民間施設の利用券

ＷＡＯＮ以外のポイント

商店街の買物券

寄附先

その他

ちばしウォーキングポイント事業に参加したことはありますか？

（1つチェック）

ほかにどんな対象事業があったらいいと思うか教えてください。

（複数回答可能）

ちばシティポイントのポイント交換や履歴確認の方法を教えてく

ださい。

（複数回答可能)

どのような交換商品が追加されたらいいと思うか教えてくださ

い。

（複数回答可能）

現在参加している事業以外にどんな対象事業があるかご存じです

か？

（１つチェック）

上記の質問に「知っている」と回答された方

どこで対象事業の情報を得ているか教えてください。

（複数回答可能）

上記の質問に

「あまりそう思わない・そう思わない」と回答されたの方

その理由を教えてください。

（複数回答可能）

上記の質問に「いいえ」と回答された方

なぜちばしウォーキングポイント事業に参加していないか教

えてください。

（複数回答可能）

現在参加している事業以外でポイントをためてみようと思います

か？

（1つチェック）

ちばシティポイント対象事業のボランティアに参加したことがな

い方は回答お願いします。

ボランティアに参加しない理由を教えてください。

（複数回答可能）
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18 はい

いいえ

事業に参加してポイントをためることが生きがい・趣味になるから

外出のきっかけになるから

地域の人との交流のきっかけになるから

交換商品が魅力的だから

イオンによく来店するから

ボランティアでよくポイントをためるから

健康維持・増進活動でよくポイントをためるから

市の取組み事業を知ることができるから

その他

参加したいと思う事業がないから

魅力的なポイント交換先がないから

ポイントがたまりにくいから

手続きが面倒だから

ちば風太・やっちWAONカード以外のICカードで参加できないから

スマートフォンのアプリで参加できないから

その他

19 スマートフォンのアプリ

交通系ICカード（Suica，PASMOなど）

ちば風太・やっちWAONカード以外のWAONカード

マイナンバーカード

電子マネー（PayPay、楽天Edy、nanacoなど）

その他

20 持っている

申請中

これから取得するつもり

取得するつもりはない

わからない

参加した

これから参加するつもり

参加するつもりはない

わからない

21 現金

クレジットカード

チャージ式カード（WAONカード，nanacoなど）

交通系のカード（Suica，PASMOなど）

スマホQRコード・バーコード決済（PayPay，LINE payなど）

その他

22 ちば風太WAONカード

やっちWAONカード

ちばシティポイントに参加登録しているWAONカードの種類を教

えてください。

（1つチェック）

１８の質問に「はい」と回答された方

参加を継続したい理由を教えてください。

（複数回答可能）

上記の質問に「持っている」と回答された方

マイナポイントには参加しましたか？

（1つチェック）

ちば風太・やっちWAONカード以外にどうやってポイントがため

られると便利だと思うか教えてください。

（複数回答可能）

マイナンバーカードを持っていますか？

（1つチェック）

普段最も決済に利用しているものは何ですか？

（1つチェック）

今後もちばシティポイントの参加を継続したいと思いますか？

（1つチェック）

１８の質問に「いいえ」と回答された方

参加を継続したいと思わない理由を教えてください。

（複数回答可能）
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23

ご協力ありがとうございました。

ご提出は、本紙を受け取った施設または千葉市各区地域振興課、八千代市商工観光課にお願いします。

ちばシティポイント事務局

電話：0570-783-671（平日10-17時）　メール：info@chibapo.pointpack.jp

【お問い合わせ先】

69001700

ご回答の方にちばシティポイントを差し上げます。

ちばシティポイントに参加登録しているWAONカードの番号を

ご記入ください。

※6900から始まる16桁を記入してください。

※6桁のコードは不要です。

　【ポイント付与予定時期】2021年3月中
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