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身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

ACTIVE: 行動に向けた
ツールキット
身体活動に関する2018–2030世界行動計画
は、活動的な人々を増やして、より健康的
な世界へと いう共有ビジョンを提供
し、2025年までに10%、2030年までに15%と
いう身体不活動の世界レベルを相対的に減
少させるために目標を設定している。行動
計画では、身体活動レベルを高めるために
すべての国内状況に適用・順応できる4つの
目的とこの計画で推奨している実証済みの
20政策を概略し(1)、また健康・福祉を増進
させるために国内対応の実施に向けてロー
ドマップを各国に提供する。20ある推奨政
策を合わせ、 あらゆる年齢・能力の人々
が、毎日、家庭、職場、学校及び地域社会
でもっとよく体を動かす機会を増やすため
の「総合システム」というアプローチを形
成している。

WHOでは複数のテクニカルパッケージを通し
て様々な国における非感染性疾患（NCD）リ
スク因子のを予防を支援しており、ACTIVE
はそのうちの1つとなる。その他には喫煙
(SHAKE)、塩分減少(SHAKE)、トランス脂肪
の除去(REPLACE)、及びアルコールの減少
(SAFER)などがある。
ACTIVE テクニカルパッケージの実施には一
連の「手引書」ツールキットがあり、それ
ぞれの手引書では様々な状況とライフコー
スにわたり各政策を実施するために必要な
特定の課題やプロセスをさらに詳細に扱っ
ている。「手引書」資料の優先分野は、身
体活動の促進を社会的なマーケティング
キャンペーンを通して一次医療にて行うこ
と、そして学校中心のアプローチを用いる
ことに焦点を当てている。総合システムア
プローチの他分野からなる計画を支援する
ため、また身体活動を支える環境を作り出
すための「手引書」ツールキットが近く完
成する予定である。
WHOではまた、観察するための世界的な枠組
みを開発し、 健康、スポーツ、交通、都市
計画、市民社会、アカデミア、民間部門、
及び地域密着型組織を含め、多分野にわた
り実施を加速させるための能力強化に関す
る取り組みも支援している。

このACTIVEテクニカルパッケージは、世界
行動計画の実施を計画、実施、評価する
国々を支援するために世界保健機関(WHO)
が開発する幾つかの実施ツールの一番目で
ある。これは 行動分野における4つの政策
を概略し、2018年5月の世界保健総会までに
承認された世界行動計画の4つの目的を直接
反映し、またそれぞれの行動分野で鍵とな
る政策を示している：
1.
2.
3.
4.

アクティブな社会
アクティブな環境
アクティブな人々
アクティブな仕組み
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行動を変えるコミュニ
ケーションキャンペーン
を実施し、労働能力を構
築することで社会規範を
変える

アクティブな
環境
ウォーキング、サイク
リング、及びその他の
運動をするにあたり、
公平なアクセスが可能
な安全で適切な管理が
されているインフラ、
施設、及び公共空間を
推進すること

アクティブな
人々
あらゆる年齢・能力の人々が
定期的な身体活動を実施でき
る機会、プログラム、及び
サービスへのアクセスを様々
な状況にわたり確実にするこ
と

アクティブな
仕組み
リーダーシップ、ガバナン
ス、他分野との連携、労働
力、研究、権利擁護、及び
情報システムを強化し、有
効な協調政策の実現を支援
すること。
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アクティブな
社会

ACTIVEな社会
4CTIVE
SOCiETIES
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行動を変えるコミュニケーションキャンペーンを
実施し、労働人口の能力を開発することで社会規
範を変える
行動 1.1*

コミュニケーション： 地域密着型プログラムと結びついた社会的なマーケ
ティングキャンペーンを実施すること。

行動 1.2.

コベネフィット：知識の共有と情報キャンペーンを通して、運動（特にウォーキング
やサイクリング）の複合的な社会、経済、及び環境上の相乗便益に関する認識を高め
ること。

行動 1.3.

大衆参加イベント：多くの人が参加できるイニチアチブを定期的に実施すること。

行動 1.4.

能力強化：草の根コミュニティグループや市民社会組織だけでなく、医療部門の内外
での専門知識を強化すること。

ACTIVe
ACTIVEな環境
ISNV~RONMENTS
ウォーキング、サイクリング、及びその他の運動を
するにあたり、公平なアクセスが可能な安全で適切
な管理がされているインフラ、施設、及び公共空間
を推進すること

行動 2.1.

政策の統合： 都市および交通計画政策を統合し、また近隣を強く結びつけるために
小型の混合土地利用の原則を優先すること。

行動 2.2.

インフラ：ウォーキングやサイクリングのネットワークインフラを改善すること。

行動 2.3.

安全性： 歩行者、自転車乗り、及びその他の交通弱者の安全を改善するために、
交通安全及び個人安全措置を実施し、強化すること。

行動 2.4.

公共スペース： 良質な公共及び緑地空間、グリーンネットワーク、レクリエ
ーション空間（河川や沿岸部を含む）、及びスポーツ施設へのアクセスを改善
すること。

行動 2.5.

設計： 公共建築物の内外ですべての居住者と訪問者が活動的になれるように政策、
規制、及び設計のガイドラインを強化すること。

* 行動1.2 と3.2は、非伝染性疾病の予防と管理に対して‘最善’で‘良好’な項目として推奨されている(2)。

6

ACTIVE

ACTIVEな人々
ACTIVE
PEO_,L~
あらゆる年齢・能力の人々が定期的な身体活動を実施で
きる機会、プログラム、及びサービスへのアクセスを、
様々な状況にわたり確実にすること

学校：就学前教育から第三期教育環境まで、良質な体育教育と身体活動への
前向きな機会を確実に提供すること。

行動 3.2*

医療：身体活動に関する患者評価と診察のシステムを、一次及び二次医療と
社会福祉に組み込むこと。

行動 3.3.

その他様々な状況： 身体活動の機会を増やすため、職場、スポーツおよび宗
教系環境、及び公共空間とその他の地域社会の場にプログラムを組み込むこと。

行動 3.4.

高齢者： 高齢者が定期的な身体活動を開始・維持できるよう適切に作られた
プログラムとサービスを提供すること。

行動 3.5.

最低限アクティブ： 活動が最少のグループに身体活動の機会を増やすプログラ
ムとサービスを組み込むこと。
地域社会全体： 市、町、又は地方レベルで包括的な取り組みを実施するた
めに地域社会と連動すること。

行動 3.6.

ACTIVEな仕組み
ACTIVe
SYSTEMS
リーダーシップ、ガバナンス、他分野との連携、労働
力、研究、権利擁護、及び情報システムを強化し、有
効な協調政策の実現を支援すること。

行動 4.1.

ガバナンス：国内と地方政策、勧告及び行動計画を強化し、他分野との協調メ
カニズムを確立すること。

行動 4.2.

データシステム： 観察と意思決定を強化するために、情報システムとデジタル
技術を増強すること。

行動 4.3.

証拠： 有効な政策解決の情報を与えるために、研究と評価力を強化すること。

行動 4.4.

支援運動：自覚、知識、及び共同行動を高めるための支援活動を 拡大すること。

行動4.5.

資源：持続可能性を確実にするため、資金調達のメカニズムを強化すること。

それぞれの政策的措置の詳細すべては、「身体活動に関する2018–2030世界行動計画」で入手でき、それと共に付属書2
に掲載した様々な利害関係者の推奨される役割も参照(1)。
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行動 3.1.

妨げることもある。有効で適切な政策対応
を開発するために、地域社会でこうした不
活動の原因を理解することが必要である。

身体活動とは?
体をよく動かすためには多くの方法があ
る：ウォーキング、サイクリング、スポー
ツ、及びレクリエーションという他の活動
形式（例えば、ダンス、ヨガ、太極拳な
ど）。身体活動は、交通の形式（ウォーキ
ングやサイクリング）として、職場や家庭
周辺（掃除、運搬、世話などの仕事）で行
うこともできる。あらゆる身体活動の形式
では、定期的に十分な時間と強度で行われ
た場合に健康上の利益が得られる(3).

注意すべきは、少女、婦人、高齢者、社会
経済的地位の低い人々、障害や慢性疾患の
ある人々、及び周縁化された集団は、彼ら
を支援する適切な場所やプログラムを利用
しにくいため、他の人々より活動すること
が少ない場合が多い。
経済的発展に伴う坐位での業務やレクリ
エーションの増加及び電動化された交通の
利用増加といった変化は、一部の高所得国
だけでなく中所得国でも見られる不活動レ
ベルが高まったことを説明するために役立
てることができる。政府と地域社会は、こ
のような傾向の釣り合いを取るために行動
しなければならず、ウォーキングやサイク
リング、スポーツやアクティブなレクリ
エーションに加え、日々の生活で起こる身
体活動を通して、人々が活動的になるよう
に支援する環境、施設、及びサービスを提
供しなければならない。

身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

坐位行動とは?
坐位行動の特徴は、座っている、もたれか
かっている、横になっているなど、エネル
ギー消費量が極めて低い状態である(4)。長
時間の坐位行動（例えば、仕事で座ってい
る、旅行中、又は余暇のため）は健康に有
害である(5)。あらゆる人も、特に子供
は、1日を通して定期的な活動時間を取り入
れることで長い坐位行動を制限するように
勧め・手助けする必要がある。坐位行動の
時間でも特に、携帯電話やタブレット、テ
レビを見るなどの画面機器を使う時間は制
限しなければならない。

健康のための身体活動に関する国際
勧告は、若者、成人、高齢者にとっ
て健康面でのメリットを最適にする
ことができる身体活動の種類、強
度、頻度、及び時間を概略している
(2)。身体活動への定期的な参加
は、あらゆる年齢・能力の人々の健
康に様々なメリットがあるため、推
奨されている。

身体不活動の原因とは?
身体活動への参加は、知識、動機付け、社会
的な支援などの個人や家族の特徴によって影
響を受けるだけではなく、広範な社会的・文
化的価値、及び環境や経済的条件によっても
影響を受ける。これらの要素は、いかに利用
でき、手頃な価格で、容認できるかで決ま
り、また体をよく動かすことは人に安全であ
るため、参加を可能にすることも、
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良好な健康には
HOW t4UCH PHYSICAL
どのくらいの
ACTIV~T~ ~S ~EEDED
身体活動が必要？

FOR GOOO HEALTh?
成人と高齢者
1週間当たりの時間(分)

または

,.

高強度

中強度

何もしないよ
り少しでもし
た方が良い

....__ - - - - - - I
または

両方を組み合わせて
子供

可動性の少ない
高齢者

最低限を目標に

身体活動を実施すること

60

3

分/毎日

バランスを高めて、
転倒を予防するため

日以上
1週当たり

すべての人
筋肉強化運動を行うこと

主要な筋肉群を使って

2

少しから始め
て、徐々に増
やす

日以上
1週当たり
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75 150

多ければ多いほ
どよく、さらに
健康上の利益を
与える

CUR ENT LEVELS O~
~H~Sl~L
現 在 の 身 体 不 ~NACTIVITY
活動レベル
男女の身体不活動のレベルは、ラテンアメ
リカとカリブ(39%)、及び高所得国の西欧
諸国(37%)で最高、東及び東南アジア(17%)
とオセアニア(16%)で最低と観察されてい
る。東及び東南アジアを除くすべての小地
域にわたり、女性は、男性(23%)と比べて
世界的に活動が少ない(32%) (図 2)。

経済的発展は、身体不活動レベルを増加さ
せることに関連する。不十分な身体活動レ
ベルは、低所得国と比べて、高所得国で2
倍以上も高く、2001～2016年に高所得国で
は5%まで増加している(図1)。

図1. 世界銀行の所得層による2001年と2016年の身体不活動レベル
40.0

36.8
31.6

％ 国際勧告を満たして
いない
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世界中にいる成人の28% (14億人) は、一
般的な慢性疾患から身を守るため、あるい
は肉体的、精神的、社会的健康・福祉を高
めるために十分な身体活動を行っていない
(6)。
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出典: Guthold et al., Lancet Global Health, 2016 (6).
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図 2. 性別と小地域別の2016年における身体不活動レベル
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0

何から始めるのか？
現状の評価

国内行動計画の作成

まず始めに、身体活動の促進に関する現状
を評価するため、大部分の国々は、国内お
よびその関連地方というレベルで、係る利
害関係者を招集する必要がある。この過程
は、強化され得る、医療とその他の部門内
にあるすべての既存政策を確認するほか
に、政策ギャップと機会も確認することを
目指さなければならない。ACTIVEテクニカ
ルパッケージと推奨している総合システム
のアプローチは、この分析に対し指導的枠
組みを提供している。

身体活動に関して現在、包括的な国内行動
計画のない国の多くは、文書を作成するか
既存のものを見直し・改訂する必要があ
る。この過程では、状況分析の結果から情
報を得る必要があり、短期間（即ち、これ
から2～3年中）で実施するために
は、ACTIVEテクニカルパッケージにある政
策対応の戦略的組合せを特定することに取
り組まなければならない。

保健省は、NCD 「推奨項目」政策勧告の実
施を優先して指導することを推奨している
(2)。即ち、地域プログラムに関連した
マーケティングキャンペーン（行動1.1）
と、一次医療における患者への助言と診察
（行動3.2）である。さらに、保健省は、
インフラ、計画、教育、スポーツを含めた
主要な政府ポートフォリオにわたる政策で
相乗効果と一貫性を確実にするように主張
しなければならない。

協調メカニズムの確立
各国は、国内での対応を策定・実施するた
めに、明確で説明できる協調メカニズムを
確立する必要がある。このメカニズムは国
内で指導的な役割を果たし、関連する部門
間の政策優先順位と計画、実施、資源提
供、及び評価に関して継続中の適切な関与
と調和を確実にしなければならない。保
健、スポーツ、教育の各省は、地域代表者
を含め利害関係者を招集するために有利な
立場にいるが、他の政府部門もこの指導的
役割を共有することができる。

各国は、中期（4～6年）と長期（7～12
年）を目標とした国内及び地方行動計画の
更新・延長を予定しなければならず、初期
の経験に基づき、残存ギャップに対処する
政策を優先し、新たな機会を開拓するこ
と。
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ACTIVE テクニカルパッケージは、各国が
身体活動レベルを高めるために「総合シス
テム」のアプローチの発展・実施すること
を推奨している。これには、短期、中期、
長期にかけて、様々な状況にわたる政策行
動の組み合わせを実施することが含まれ、
社会、分化、経済及び環境的制約のほか
に、知識、動機付け、スキルに集中的に対
処することを目指すものである。
システム中心のアプローチには、国内対応
に貢献するために政府と非政府の全関連分
野が必要となる（図3）。全体システムア
プローチは全利害関係者が含まれ、より大
きくなるが、解決に政府全体の関与が必要
になる。

複数レベルでの相互作用を認めることもで
きる。例えば、学校中心のイニシアチブ
は、ウォーキングやサイクリングを奨励す
る同時交通指導プログラムで強化できる
が、交通安全対策を実施、強化できずに危
険にさらす可能性もある。医療提供者から
患者への助言は、地域社会全体の広報キャ
ンペーンで強化できるが、これらは公園や
レジャー施設など、安全で低価格施設への
アクセスが不十分であるため実現しない可
能性もある。各国では、身体活動レベルへ
の影響を最大化するために、関連システム
の異なる部分にわたる政策の調整と、その
対応実施の一貫性を確実にする必要があ
る。

様々な状況と部門にわたる政策的措置の調
整は、不活動レベルと坐位行動を減らすた
めに最大の影響がある。

WHO は、関連する利害関係者との協力を
もって、身体活動を高めるためのシステム
を中心としたアプローチを計画・実施する
国々の支援を目的としたツールの開発を
行っている。

総合システムアプローチは、身体活動に影
響を与える政策的措置に対し多数の機会で
複数の利害関係者を引き込むための有効な
ツールとなり得る。身体活動に影響を与え
るシステムに取り組むと、広範囲な政策と
介入が必要だということだけではなく、シ
ステムの異なる部分ではどの政策対応も行
動を強化（又は減弱）できるなど、

身体活動を高める解決策となる単一
の政策はない。各国は、政府活動の
全分野にわたり状況に合わせた解決
策を導入するために「総合システ
ム」アプローチを利用するべきであ
る。

13

A technical package for increasing physical activity

身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

全国的な行動に対する
総合システムの提案

1.3

全ての国は、身体活動に関する世
界行動計画（1）で説明されている
行動規範を使用してそれぞれの取
り組む政策を選択するべきであ
る。権利を基にしたアプローチを
採択する国では、それに伴い比例
普遍性の原理に基づいた資源の確
保ができていることを確認するこ
と。これは最も不活動なグループ
の身体活動レベルを上げることに
最大の努力を費やすことで可能に
なる。

大衆参加型
イベントの
実施
1.2

コベネフィット
の促進

アクティブな
社会を創造

身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

1.4

従事者の知識と
スキルを高める

•
2.5

活動的になる
建築政策の
実施
2.1

交通と
都市計画
政策の統合
2.2

アクティブな
環境を創造

歩行・自転車
道路網の改善

2.4

記載されている番号は推奨している政策
行動の番号です。詳しくは、身体活動に
関する世界行動計画にある付属書2（1）
をご覧ください。

2.3

交通安全の
強化
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公共スペース
へのアクセス
改善

ACTIVE

•

•

4.3

1.1

社会的な
キャンペーンの
実施

研究開発の
構築

4.5

革新的な
資金調達方法の
開発

4.4

支援活動の
拡大

•
4.1

政策、リーダー
シップ、ガバナ
ンスの強化

アクティブな
システムの
創造

データシステム
の改善と
統合
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3.3

様々な状況で
のプログラム
提供
3.4

高齢者向け
プログラムの
改善

アクティブな
人々を
育む

S

3.1

体育や学校での
プログラムの強
化

3.2

健康・社会サー
ビスへに身体活
動の取り込み

3.6

地域全体のイ
ニシアチブの
実行
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3.5

最も不活動な
グループ向け
プログラムの
優先
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4.2

身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

成功を測るために

国内規模でACTIVEテクニカルパッケージを
完全に実施するというのは、多くの国に
とって中長期の課題である。最初は地方や
市レベルで有効性を評価し、機運を高め、
協力関係を示すことになる。こうした地方
の経験から学び、その後に実施を拡大し、
国内の広がりと範囲を確実にしなければな
らない。政策的措置は段階的に広げること
で、包括的な総合システムアプローチを達
成する必要がある。

このような様々な成果を推進することは、
協力を築き上げ、強化するために役立つ可
能性がある。身体活動に関する共同活動の
相互利益と成果を強調・強化することで、
部門間の相乗効果を高めることになる。集
団行動は、2030持続可能開発目標を達成す
るために中央政府の取り組みにも貢献する
ことになる(7)。

協力関係の強化

2025年までに10%、2030年までに15%という
身体不活動を減少させるために設定された
目標は、第71回世界保健総会において全政
府から承認された(8)。この目標は、持続的
実施、適切な資源配分、また必要に応じて
国レベルでの政策調整の強化を通してのみ
達成することができる。公共衛生（多くの
国におけるタバコ管理など）の他分野に見
られるものと同様の成功を収めるために、
身体活動を実施している人口のレベルを変
えるためには、複数かつ持続的な活動とい
う蓄積効果が必要になる。健康、環境及び
経済における望ましい社会変化と複合的な
利益を達成するためには、意味のある地域
社会関与と解決法の共有が必須である。

持続可能性を確実にする

身体活動行動計画を国内で有効に実施する
ということは、単一機関の範囲を超えてい
る。教育、交通、都市計画、スポーツ、健
康などの鍵となる様々な状況での組織的な
政策の実施に複数の利害関係者を組み込む
ためには、協力関係が重要である。あらゆ
るレベルで非国家主体との横断的政府協力
と協調関係を開始し円滑にするためには、
政府内に新たな力強い指導力が必要であ
る。

相乗効果を促す
身体活動を高めることを目的として政策や
協力関係に投資することは、様々な利害関
係者が多くの成果を成し遂 げる上で役立つ
こととなる。
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これらの提携者には下記のものが含まれるが、これに限られるものではない：
加盟国

慈善基金
世界的健康とSDGの達成を推進する
ために取り組んでいる

保健、交通、教育、スポーツ、若者、都市計
画、環境、観光、財務、及び労働の各省

大学・研究機関

開発機関
世界銀行、地域開発銀行、地方政府間機 the
関、及び開発援助機関などの国際金融機関

実践科学とWHO 協力施設ネットワークを
含めた多分野間

業界リーダーと
民間部門

政府間組織
NCDs (UNIATF)とその他における国連の
諸機関、国連省庁間タスクフォース

従業員とその家族及び地域社会の健康を改善
するために取り組んでいる

メディア
国際機関

伝統的メディアと新規メディアの双方を含
むジャーナリストとメディア支局

世界保健イニシアチブと諸機関

市民リーダーと
地方政府

非政府組織
市民社会、地域密着型組織、人権中心の組織、
宗教系組織

市長、州知事、及び地方公務員

地域社会
r宗教系、社会及び分化的集団の代表者

職能集団
医学と同類の保健分野で、例えば、スポーツ医
学、理学療法、一般診療、看護、運動・スポー
ツ科学、身体活動と公衆衛生、及び交通、ス
ポーツ、教育を含めた他の関連分野

WHO
あらゆるレベルで、本部、地
域及び国の事務局
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ACTIVEを効果的に実施するには協力関係が必要である。活動的な人々を増
やして、より健康的な世界へという共通のビジョン達成のために協力して
取り組むことにより、提携者は自身の持つそれぞれの目標を達成するため
に進展を加速させることもできる。

ACTIVE

身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

健康政策の優先事項を
結びつける
定期的な身体活動は、あらゆる年齢層にわたり良好な健康・福祉のために重要であり、心疾
患、脳卒中、糖尿病、乳がんや結腸がんといった非感染性疾患(NCD) の予防と治療に役立つ
ことが証明されている(1)。身体活動は、高血圧、過体重、肥満といった他の重要なNCDリス
ク因子の低減にも寄与し、精神的な健康を改善し、認知症の発症を遅らせ、また生活の質を
改善することにも関連がある (1)。身体活動を高めるための国内活動は、他の健康優先事項
と2030持続可能開発目標(SDG)の多くを達成するためにも役立つ。

生涯にわたる健康利益だけでなく複数の短期的利益も与えるということに加え、身体活動
に投資すると、その他多くの密接に関連した健康優先事項を達成するために役立てることが
でき、また既存の世界的及び国内的取り組みの完了を支援することもできる。それには下記
のことが含まれる：

女性、子供
未成年の
健康（15～17
health
(15-17)

きれいな空気と
持続可能な
開発（10～12）

幼児発達
(15, 16)

健康的な街
(10)
精神的健康と
福祉(13, 14)

身体障害
(20)

新たな都市
(12)

健康的な老化
(9)

交通安全
(10)
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健康的な食事と
過体重・肥満の予防
(17–19)

ACTIVE

PHY~CAL
ACTIVITY
身
体活動と
AND
持
続 可 能 な 発SUSTAINABLE
展目標

e

OEVELO MENT GOALS

2

5

G1

SD

差別

健康的な
体重
健康と
生活の質

G

環境保全

SD

13

3

SD

G

認知機能
気候変動の
緩和

精神的な健康

環境保護

交通事故

非感染性疾患
(NCD)

12
SDG

化石燃料の消費

学業成績

SDG 4

協力関係で作る
より健康的な世界
幼児教育

SDG 17

大気環境
社会的一体性

SDG

G

5

11

ジェンダー差別の
是正

持続可能な
交通

SD
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SDG

SDG 16

ライフスキル
生産率

経済成長

不平等

SD

G

10

ツーリズム

持続可能な
インフラ
医療費

SD

G9

雇用創出

SDG

8

図 4. 身体活動を高める政策行動が持つ、経済、社会、環境面でのコベネフィット
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ウォーキングやサイクリング、スポーツ、積極的なレクリエーションや遊びへの参加を増
やす政策は、2030年のSDG（持続可能な発展目標）達成に直接貢献することができます（世
界行動計画（1）の付属書1に詳述）。図4は、運動増加の政策実施の持つ複数のコベネ
フィット（相乗便益）を表示しています。

SUPP
国 へ の 影RTIMG
響を
COUN
支 援 す る たYめIMPACT
に

身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

協力関係を築いて共に取り組み、WHO では身体活動レベルを高めるためにACTIVEテクニカ
ルパッケージを実施している国々を支援している。世界的、地域的及び全国的な協調・許
容範囲は、技術的支援、革新及びガイダンスに関する国々のニーズに対応して強化してい
る。

WHOが取り組んでいる主要分野:

?
他分野との
協力関係を
円滑にし
推進する

政策、ガイドラ
イン及びツール
を発展・普及さ
せる

改革とデジタル
ソリューション
を 引き起こす

政策的措置、協
力関係及び住民
参加を提唱する

知識移転を
支援する

研究・教育
に対する投
資を促す

資源動員を
支援する

技術支援を
提供する

協力関係を
結び労働力を
強化する

進捗と影響力
の観察
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世界的及び全国的な実施の効果的な観察
が必要である。WHO は、推奨されている
過程、影響及び成果指標という、観察の
ためにあらゆる国で実現可能な一連の世
界的な枠組みの開発を指導している。枠
組みの目的は、既存のデータ収集システ
ムとその他の関連健康、社会及び環境政
策内で確立した指標、及びSDGの報告に
関する枠組みと指標を使用することで、
データ取得に伴う負担を最小限にするこ
とである。国の実施について報告する世
界的進捗状況は、世界保健総会2021、

2026 及び2030年で発表する予定である。
国内と地方レベルで観察と評価を支援する
ため、拡大した一連の過程、影響及び成果
指標に関するガイダンスを作成する予定で
ある。各国が定期的に国内の報告を発行
し、細分化されたデータ報告の強化が奨励
されるだろう。

/
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身体活動を高めるためのテクニカルパッケージ

進捗状況の観察
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