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はじめに

この解説書は、「日常生活で身体活動UP！ 私のアクティブライフプラン」の

内容の解説や健康づくり支援をされる際の補足説明、

コミュニケーションを取る上での留意点についてまとめています。

定期的な身体活動は、心臓病、2型糖尿病、がんなどの病気の予防に

有用とされています。

一方で、運動が足りないという問題は認識していても、

多くの方が行動を起こすとなるとハードルが高いと感じていらっしゃいます。

「日常生活で身体活動UP！私のアクティブライフプラン」では、「行動変容」という考え方に基づき、

対象者が抱える健康に対する課題を明らかにし、

身体活動や運動に対する考え方を整理することで、

身体活動や運動を増やすための行動を起こせるようになることを目的としています。

また、その行動を無理なく継続できるよう、

正しい目標設定の方法や工夫などについて紹介します。

健康づくり支援の対象者は？

このリーフレットは、平日歩数8,000歩未満の女性を対象※として作成しています。 

身体を動かしていないことを認識していながらも、「わざわざ、運動なんて」「どう

せできないし、続かないから」という葛藤を抱えている方が、身体活動を増やすため

の行動を起こせるよう支援します 。

※対象設定は目安となります。
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身体活動や運動を増やすための行動を促すポイント

ほめられる機会を積極的につくることで動機づけを行います。
対象者と信頼関係を構築し、面談の継続を目指しましょう！

行動を喚起するためには、問題提起（気づき）に加えて、行動を起こして継続できる

自信をつけることがポイントとなります。

「日常生活で身体活動UP！私のアクティブライフプラン」では、対象者が次のことを

理解、実行できるよう支援します。

□抱えている健康に対する課題を明らかにし、
　身体活動や運動に対する考え方を整理する。

□行動を起こす動機づけとして、家族の健康にも影響すること、運動への抵抗感は
　払拭できること、日々の家事の延長でできることなどを理解する。

□正しい目標設定の方法を身につける。

□自分に合った方法を見つけて目標行動を継続できるようにする。
　（目標の達成により自信をつける）
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このページで起こすべきアクション
私のアクティブライフプラン

□対象者が抱えている健康に対する課題を明らかにし、
　身体活動や運動に対する考え方を整理します。
　　　□事例を紹介することで、対象者が行動を起こす動機づけを行います。

行動変容とは？行動を変える場合、人は5つのステージを通ると考える
人が行動を変える場合は「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通
ると考えられています（行動変容ステージモデル※）。
行動変容のステージを先に進めるためには、本人が現在どのステージにいるかを把握し、それぞれのステー
ジに合わせた働きかけが必要になります。
※行動変容ステージモデルは、1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルです。その後、健康に関する行動について幅広く研究と実践が進められています。 

行動変容のプロセスは、順調に先のステージに進むとは限らず、前のステージに戻ってしまう「逆戻り」とい
う現象も起こり得ます1,2）。
 1）e-ヘルスネット（行動変容ステージモデル）： https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-07-001.html
2）e-ヘルスネット（運動行動変容について）： https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise-summaries/s-07

行動変容をもたらすための取り組み
行動変容をもたらすための介入方法として行動変容技法がよく用いられています1-3）。行動変容技法には、情
報提供や目標設定、セルフモニタリングなど93の技法があります4）。

女性では、集団ベースの身体活動の介入が有効であることが報告されています11）。

 1）Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2838 　2）Health Psychol. 2013;32:829-38 　3）Int J Behav Med. 2018;25:605-616
 4）Ann Behav Med. 2013;46:81-95 　5）BMC Public Health. 2015;15:958 　6）Am J Mens Health. 2012;6:303-13 　7）Health Psychol Rev. 2016;10:67-88 　
 8）Health Psychol Rev. 2016;10:89-112 　9）Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16:63 　10）J Environ Public Health. 2012;2012:156435　
11) BMC Public Health. 2015;15:958

目標設定5-7）、セルフモニタリング1,5,6,8,9）、家族や友人からのソーシャルサポート1,6,10）

健康状態のフィードバック1,6）、健康関連情報の提供1）、健康状態や行動変容のモニタ
リング1）

特に有効な技法

エンターテインメント機能：チャレンジゲーム、クイズなど
可視化機能：グラフ化や魅力的な画像でユーザーの現状を表現することなど

行動変容を
加速させる技法1）　

6ヵ月以内に
行動を変えようと
思っていない

6ヵ月以内に
行動を変えようと
思っている

１ヵ月以内に
行動を変えようと
思っている

行動を変えて
6ヵ月未満で
ある

行動を変えて
6ヵ月以上で
ある

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

女性では、集団ベースの身体活動の介入が有効であることが報告されています11）。

 1）Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2838 　2）Health Psychol. 2013;32:829-38 　3）Int J Behav Med. 2018;25:605-616
 4）Ann Behav Med. 2013;46:81-95 　5）BMC Public Health. 2015;15:958 　6）Am J Mens Health. 2012;6:303-13 　7）Health Psychol Rev. 2016;10:67-88 　
 8）Health Psychol Rev. 2016;10:89-112 　9）Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16:63 　10）J Environ Public Health. 2012;2012:156435　
11) BMC Public Health. 2015;15:958

一緒に始めましょう！

「身体を動かしてないな」とは感じているけど、
なかなか始められない？
始めたとしても続けられるのか、どうせ続かないなら
始めてもしょうがない…。
そう考えているあなた、大丈夫です。

最近、身体活動アップに
保健師と一緒に取り組んでいる方を

ご紹介します。

Aさんは、少し恥ずかしがり屋さん。集団でのプログラム参加は気後れして
しまうとのことでしたので、個別面接に来ていただきました。元々運動は
苦手な方なので、犬の散歩時間を延ばすことから始めて、ウォーキングを
継続中です。ご自分でも「少し体力がついたな」と感じているそうです。

Bさんは、血圧が高くなってきたことが気になって保健所で行っているプロ
グラムに参加。ほかの参加者と運動の必要性についてお話しして、テニスに
誘われたそうです。前にやっていたこともあり、1度練習に参加されるそう
です。次回お話を聞くのが楽しみです。

Cさんは、実はあまり積極的に参加してくださった方ではなく、「呼ばれた
から来たんです」とおっしゃっていました。何かを始めても、長続きしな
かったそうです。最初は乗り気ではなかったのですが、テレビを見る時に
は横にならずに座ってみるなど、ちょっとしたことを生活に取り入れ、
最近は「動くことが重要なのね」と積極的です。

運動は苦手でも、生活の中で「身体活動」を上手にアップさせている方も
たくさんいます。どうですか？さあ、あなたも一緒に始めましょう。

日本看護協会. 保健指導事例の紹介. https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/hokenshido/2011/jirei.pdf を参考に作成 1
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このページで起こすべきアクション

□身体活動量を増やすことの意義と実践する際の
　目安を紹介します。 
□対象者がイメージするゴールを一緒に考えます。

私のアクティブライフプラン

 1）厚生労働省. 18歳から64歳の人を対象にした身体活動指針（アクティブガイド）： https://www.mhlw.go.jp/content/000656517.pdf
2）e-ヘルスネット（健康づくりのための身体活動基準2013）： https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-01-001.html

18～64歳の身体活動（生活活動・運動）

女性の身体活動量は低下しがち
身体活動をよく行っている人ほど、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患
率や死亡率が低いことが報告されています。また、身体活動によって、メンタルヘルスや生活の質が改善する
ことも報告されています。しかし、近年では家事や仕事の自動化、交通手段の発達によって身体活動量が低下
する傾向にあり、食生活の変化とともに生活習慣病の一因となっています。さらに中高年の女性では、骨粗
鬆症と身体活動量との関連が示唆されており、女性の身体活動量に対する取り組みが求められています。
厚生労働省. 身体活動・運動： https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b2.html

強度が3メッツ以上の身体活動を23メッツ・時/週
● 歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を
　毎日60分以上行う

身体活動量の目安はどのくらい？
身体活動とは安静にしている状態より多くのエネルギーを消費するすべての動作のことを指します。

どんな研究？

システマティックレビュー：ある一定の基準を満たす研究を可能な限り抽出し、これらの論文をまとめ、統合的に解説したもの。
　　　　　　　　メタ解析：システマティックレビューにより抽出されたその分野のデータを統合したもの。エビデンスレベルが高い。

身体活動 ＝ 生活活動 ＋ 運動 とまとめることができます1）。

18～64歳の運動

強度が3メッツ以上の運動を4メッツ・時/週
● 息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分行う

基準値2）

健康づくりのための運動基準の主要素である身体活動・運動と体力が、死亡や
生活習慣病・がんの発症ならびに社会生活機能低下に与える影響について検討し
た前向き観察研究を対象として、システマティックレビューを行い、身体活動量と
生活習慣病や生活機能低下などのリスクとの量反応関係をメタ解析しました。
その結果、身体活動量が１メッツ・時／週増加するごとに、リスクが0.8%減少する
ことが示唆されました。 これは、１日の身体活動量の2～3分の増加によって0.8%、
5分で1.6%、10分で3.2%のリスク低減が期待できると解釈できます。

健康づくりのための
運動基準2006改定
のためのシステマ
ティックレビュー1）

1) 厚生労働省.運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書（平成25年3月）　2) J Am Heart Assoc. 2021;10:e018293
3) 世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

日本人における
座位時間と死亡の
関係を調査した研究2）

WHOの『WHO身体活動・座位行動ガイドライン』では、座りすぎにより死亡
率が上昇することが指摘されています3）。日本でも同様に、35～65歳の6万人
を超える日本人男女を対象とした多施設共同研究により、日中の座位時間が
2時間増えるごとに、死亡リスクは15.3%上昇することが報告されています2）。

身体活動とは？

人が身体を動かすことを総じて「身体活動」といいます1）。
身体活動は、日常生活における労働や家事などの｢生活活動｣と、
体力の維持・向上を目的とし、計画的・継続的に実施される「運動」の2つに分けられます。

1) 厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書
2) 厚生労働省. 18歳から64歳の人を対象にした身体活動指針（アクティブガイド）. https://www.mhlw.go.jp/content/000656517.pdf
3) 厚生労働省. 健康づくりのための身体活動基準 2013. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple.html
4) 久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38
5) 世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour2

では、まずあなたの身体活動をチェックしてみましょう。

1 回 30分以上の軽く汗をかく運動を
週2回以上実行していない
1日の歩行時間は 1時間未満だ
同世代の同性の人と比べて歩く速度が遅いほうだ
積極的に身体を動かすような工夫をしていない
階段はあまり使わない
家から一歩も外へ出ない日がある
歩いて5～10分のところでも歩かない

これから何を取り入れるかを
一緒に考えるためのものですので、

チェックがたくさんついても大丈夫です。
座っている時間が長いと死亡や心血管系疾患の
リスクが上昇することがわかっていますので 5）、
座りっぱなしの時間がどのくらいあるかも

確認してみましょう。

該当する項目にチェックしてください。

身体活動の目安（18～64歳向け）2）
身体活動量は活動強度と活動時間によって決まりますが、その活動強度を表す単位をメッツといいます。

65歳以上の人は、生活活動を無理のない強度で、細切れでよいので 1日の合計が40分となるように
毎日行うことを目安としてください。運動は、無理のない範囲で行えばよく、実施しなくても大丈夫です。

❶強さは？
3メッツ以上

（3メッツ＝普通に歩く時の強度）

❷時間は？
細切れでよいので
1日の合計が60分

❸頻度は？

❶強さは？

❷時間は？

❸頻度は？
毎　日

3メッツ以上
（3メッツ＝普通に歩く時の強度）

30分以上続ける
1週間の合計が60分

週2日以上

今より毎日10分多く歩くことで、
死亡リスクや慢性疾患・がん・ロコモ・認知症の
発症リスクが減少するといわれています1）。

体力の維持・向上のためには、
1回あたり30分以上の運動を週2日以上
行うとよいといわれています3）。

あなたの身体活動をチェック4,5）

生活活動 運  動
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このページで起こすべきアクション

自分はどのように変われるのかイメージしてもらう

□対象者の身体活動の状況を確認します。
　　　□どういった生活活動や運動を取り入れるのがよいかを
　一緒に考えるためであることを伝え、
　ありのままをチェックしてもらうよう促します。

現在の身体活動の状況が改善されると、 自分はどのように変われるのかというように、 将来をポジティブに
予想してもらうことが行動を起こす第一歩になります。
まず、自分の身体活動の状況を振り返ることで現状を認識し、「運動は足りてる？」という気づきを与えます｡
将来のリスクを想起して、このままではいけない＝行動を起こしたい！という考えを持つことができれば効果
的です。さらに、どのような行動が身体活動量を低下させているのかについて一緒に整理できると、今後の
目標を考える上で助けになります。
久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38

『WHO身体活動・座位行動ガイドライン』でも推奨されている

私のアクティブライフプラン

WHOより『WHO身体活動・座位行動ガイドライン』が発行されています。“ちょっとした身体活動にも意味が
ある”とされており、仕事や運動だけでなく、余暇や移動、日常の生活活動や家事なども身体活動に含まれ
ると定義されています。また、座りすぎは心臓病、がん、2型糖尿病のリスクを高めることから、座りっぱなし
の時間を減らすことも強く推奨されています。

実践する上での大切な考え方(Good Practice)
• 少しの身体活動でも、何もしないよりはよい。
• 推奨量を満たしていない場合でも、ある程度の身体活動により健康効果が得られる。
• 身体活動は少しずつ行い、時間をかけて徐々に頻度、強度、持続時間を増やしていくべきである。 

世界保健機関（WHO）： WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

あなたの身体活動量はどれくらい？

3

身近な動きのメッツを確認してみましょう。

1) 厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書

私の場合は、毎食後の皿洗い、食事の支度は毎日ね。
犬の散歩と買い物に週に2回ずつくらい行くかしら。

掃除は 1日おきにしているわ。
3メッツ以上の活動を毎日60分はできてないかなぁ。

メッツ 活動の例

1.8
2.0
2.2
2.3

皿洗い
洗濯、立って食事の支度
子どもとの軽い遊び
ストレッチ、ガーデニングや水やり、動物の世話

3.0
3.3
4.0

4.3 ～ 4.5
6.0

普通の歩行、犬の散歩、バレーボール
掃除
ラジオ体操第1、卓球、早歩き、自転車
ウォーキング、草むしり、バドミントン
ゆっくりとしたジョギング、水泳、家具の移動

各活動のメッツ数の詳細は
こちらからご確認ください。

あなたが行っている身体活動がどれくらいの活動量なのかチェックしてみましょう。

3メッツ×0.25時間 6メッツ× 0.5時間 3.75
1 日の

身体活動量

身体活動量はメッツを使って計算できます1）。

    身体活動量＝メッツ×時間（時）　
例: 1日に歩行（3メッツ）を15分、軽いジョギング（6メッツ）を30分した場合

+ =

18～64 歳で推奨されている身体活動量は、
３メッツ以上の身体活動を1週間で合計23 メッツ・時です。
歩行数に換算すると1日当たり8,000～10,000歩

（ 3メッツ以上の身体活動を歩行数に換算すると約6,000歩
+ 意識しない3メッツ未満の歩行数2,000～4,000歩 ）

相当となります。
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最初は“「早歩き」も効果的ですよ”といったアドバイスから

私のアクティブライフプラン

上から目線はNG
「正論」だけでコミュニケーションを行うとこじれることがあります。
受け手と同じ目線で、できるだけわかりやすく語りかけます。
考え方を変えてもらえるように、焦らず少しずつアプローチするようにします。

具体的なイメージを伝える
どうすればいいのか、どこを目標にしたらいいのかを明確にした方が行動を起こしやすいので、
なるべく具体的な表現を心がけるようにします。

自身が気づいて、納得することが大切
自分で納得したことは、行動を起こそうとする意欲が高くなります。
気づきを与えられるような「ヒント」をうまく伝えられると効果的です。

若いころにやっていたような運動強度の強いものを「運動」ととらえている方も多く、「できない」とあきら
めてしまいがちです。
気づきを与えるような「ヒント」として、いわゆる「運動」だけでなく、「早歩き」など生活の一部を意識的に少し
変えるだけでも十分に効果が得られることを具体的に説明すると、身体活動量を増やすことを「前向き」にと
らえやすくなります。
また、おどかしや強制的な言い方はかえって効果がなく、説得力を増すためにも、具体的にわかりやすく、
数値などを用いた説明が効果的です。

厚生労働省. コミュニケーションの手引き（生活習慣の改善をうながすために）

上手なコミュニケーションのポイント

□ライフスタイルに合わせた身体活動を提案します。 
　　　□目標は小さなステップで設定し、一つひとつの成功体験によって
　対象者が自信を持てるような内容にします。
　　　□まずは生活の中で少しでも身体活動を増やすことを目標にします。

どんな研究？

成人において歩数計（万歩計）使用の有無および1日あたりの歩数の変化を評価した報告を対象として、
システマティックレビューおよびメタ解析が行われました。
ランダム化比較試験では、歩数計（万歩計）の使用者は非使用者に比べ1日あたりの身体活動が有意に増加
しました（1日あたり2,491歩増加）。また、観察研究でも、歩数計（万歩計）の使用者は非使用者に比べ1日
あたりの身体活動が有意に増加しました（1日あたり2,183歩増加）。全体として、歩数計（万歩計）の使用により
身体活動が26.9%増加することが示されました。

JAMA. 2007;298:2296-304

歩数計（万歩計）を使用して身体活動を増やし、健康を改善する

子どもの送り迎えの時に＋10分の散歩をする。
歩幅を広くする、階段を使う。
近くの距離なら自転車や徒歩で行く。
買い物に行ったら陳列棚の間をウォーキング。

外で

テレビを見ながら筋トレやストレッチをする。
週に 1回、どこか 1ヵ所の大掃除をする。
キビキビと掃除や洗濯をする。
家事の合間に「ながら体操」をする。
歩数計（万歩計）、ウェアラブルデバイスを活用する。

自宅で

ライフスタイルに合わせた身体活動

まずは、生活の中で、今よりも少しでも身体活動量を増やしましょう。
例えば、今より10分（約1,000歩）多く、歩いてみましょう。

1) 世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour4

座っている時間を減らすだけでも、身体活動アップになり、
健康効果が得られますよ1）。
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プロセス1

このページで起こすべきアクション

“続かないプロセス”の存在に注意
これから行動を起こそうとしている対象者、および行動を起こして間もないような対象者では、 “続かない
プロセス”の存在に注意する必要があります。このような行動を選択してしまう理由として、

❶健康診断の検査値や体重、タイムなどの数値目標を重要視している。
❷「毎日あと1,000歩ずつ歩く」などの「段々と」運動量を増加させていく（step-by-step）という
　概念がなく、些細な行動の効果を信じられないことがあげられています。

コミュニケーションの方向性としては、科学的に正しい情報を提供し、誤解を解いてあげることが重要です。
「低い目標設定でも十分効果があること」を理解した上で、まずは「身近な目標」を設定し、「できた」という経
験を繰り返すことで自己効力感を高めながら、少しずつ目標を上げていくようにします。
すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査業務（すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査事業）

プロセス2 プロセス3 プロセス4 プロセス5

始める決心
をする

高い
目標設定

失敗する 自己否定 やめる

私のアクティブライフプラン

□自宅で取り入れられる運動とストレッチを紹介します。 
□身体活動や運動を安全に行うために気をつけるべき点を
　説明します。

時間が取れない場合は「普段の生活」に+αの提案も
いわゆる「運動」でなくても、身体活動量を増やすことはできます。時間が取れない時こそ、生活の一部を意
識的に少し変えてみることを提案してみましょう。

□意識的に「早歩き」をしてみる。

□エレベーターやエスカレーターを使わず、階段を使ってみる。

□家ではテレビのリモコンを近くに置かない。家事は立ったまま行う。

□1時間ごとに立ち上がり体操や運動をする。

□家の周りを歩くことを習慣にする。

□ちょっとした用事がある時は、車でなく徒歩で行く。

□スーパーマーケットに買い物に行く時には、一番遠い場所に
　駐車して歩くようにする。

+αの提案

膝を曲げた状態から頭と
肩を起こし、お腹を
のぞくようにする。

両足を肩幅に開き、
両手を使って上半身をひねる。

伸ばした足にタオルをかけ、
両手で握り、上半身を
ゆっくり引き寄せる。

両足の裏を合わせて股を開き、
両膝を軽く下へ押す。

上体をゆっくり前に倒す。
両手を上げながら上体を後ろにそらす。

自宅で取り入れられる手軽な運動

厚生労働省. 身体活動・運動. https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b2.html

上体起こし

上半身の捻転運動

大腿背部のストレッチ

股関節のストレッチ

腰のストレッチ

両足を肩幅よりやや広くして立つ。
ゆっくりと膝を曲げ、伸ばす。
膝の角度で負荷を調整する。

壁に向かって立ち、かかとを付けた
状態で足裏全体を床から持ち上げる。
元に戻した後、つま先を付けた状態で
かかとを持ち上げる。

スクワット 足関節の背屈と底屈運動

5
※病気やけがなどの影響で医師から運動を制限されている場合には、その指示に従って下さい。
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このページで起こすべきアクション

□定期的に記録をつけることは身体活動の増進に有効であることを紹介します。
□「記録シート」の活用をすすめます。対象者のタイプに合わせて、
　無料のモバイルアプリによる記録も活用できることを紹介します。
□家族や仲間と活動を共有することが継続につながることを説明します。

行動の継続にはソーシャルサポートも有効
いくつかの研究から、家族や友人、運動サークルの集団活動などのソーシャルサポートが継続につながること
が示されています。

記録による習慣化－「記録シート」の活用を提案する
定期的に記録をつける方法は、セルフモニタリングの一種であり、身体活動の増進に有効です。セルフモニ
タリングによる介入は、座りっぱなしの時間を有意に減少させることが報告されています。日々の身体活動
の状況を紙に記入して記録するほか、最近は無料のモバイルヘルスケアアプリも充実していますので、対象
者のタイプに合わせて続けやすい方法を提案してみましょう。
Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16:63

私のアクティブライフプラン

J Environ Public Health. 2012;2012:156435

ヒスパニック系成人における既存の身体活動介入に関する報告を
対象に、システマティックレビューが行われました。本レビューにより、
身体活動の動機づけには社会的支援が不可欠であり、ウォーキング
グループやエアロビクス・ダンスグループへの参加など身体活動を行う
環境や機会を整えることが重要であることが示されました。

ヒスパニック系成人
における身体活動介入の
システマティックレビュー

どんな研究？

成人の健康を促進するためのモバイルアプリによる介入を評価したランダム化比較試験を対象としたシス
テマティックレビューでは、すべての試験でモバイルアプリ使用は非使用に比べ食事や身体活動などの健康
行動の改善に有効であることが示されています。
Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2838

モバイルアプリベースの健康増進プログラム

例     　　　１年後に昔のお気に入りの服が着られるようになる。

いつまでに、どうなりたいですか？どうなっていたいですか？
具体的に思い描いて、記録シートに記入してください。

継続するために/まずは目標設定！
いつ、どんな活動を、どれくらいするか、
記録シートに記入してみましょう。

紙でもアプリでも
かまいません。目標を立てて、
記録をつけることが大切です。

家族や仲間と活動を共有

スマートフォンで記録ができる無料の
ヘルスケアアプリもあるので活用しましょう。
歩数計（万歩計）、ウェアラブルデバイスを
お持ちの方は、それらも役立ちます1）。

家族や友人、運動サークルの集団活動など、周りの人からの協力が
継続につながります2）。一人でも多くの家族や仲間と活動を共有しましょう。

1) Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2838
2) J Environ Public Health. 2012;2012:1564356

あなたの目標は？ 

生活活動： 運動目
標

日　付
計画（達成○、半分達成△、未達成×）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

自
己
評
価

生
活
活
動

歩
数

運
動

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

・いつ
・どんな運動
・どれくらい

歩数グラフ 10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1 日の目標歩数

身
体
活
動
量

3.5 2 31.75 1.754.251.5

洗濯した日はスクワットもできた

△の日は自転車を使用した

スクワットはこのまま頑張りたい。
買い物は重いものを購入する日は自転車でもOKにしようと思う。

○ - - -△ ○

○ ○ ○ ○ ○

6000

買い物
徒　歩

洗濯の後
スクワット

10 回

3回

歩数計（万歩計）などを利用して日々の歩数を
記入しましょう。グラフ化することで変動が
可視化されモチベーションへとつながります。

上段に計画の実行度合いを○△×で記入し、
下段には週ごとに実行度合いについて
自由に記入してみましょう。

翌月に向けて月末に振り返り、目標や
計画の実行度合いを確認しましょう。

※達成○、半分達成△、未達成×

買い物に3回歩いていく

記録シートはこちらから
ダウンロードできます。

各運動強度（メッツ）の一覧表を確認し、
日々の身体活動量を算出して記入しましょう。
※算出方法
 例）1日に歩行（3メッツ）を15分、軽いジョギング
（6メッツ）を30分した場合
3メッツ×0.25 時間 + 6メッツ× 0.5時間 = 身体活動量 3.75

記入見本
記録シート　　　     年　  月
「日常生活で身体活動UP！私のアクティブライフプラン」
「健康を維持して作業効率アップ！ビジネスパーソンのための健康な身体づくり」と
合わせてご活用ください。

1 日の身体活動量（メッツ×時間）

例: 普通歩行（3メッツ）を30分行った場合
　  3メッツ×30分÷60分＝1.5
※詳細はP3をご参照ください。ヘルスケアアプリなどもご活用ください。

メッツ× 分÷60分=6 10 1
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このページで起こすべきアクション

□今回の面談内容の整理と設定した目標のおさらいをします。 
□次回の面談につなげられるように、記録表の持参を促します。

「できた」という成功経験を繰り返すことで自己効力感を高める
ある行動をうまく行うことができるという「自信」のことを「自己効力感（セルフ・エフィカシー）」といいます。
自己効力感が高いほど、その行動をするための努力を惜しまず、失敗や困難を伴ってもあきらめにくいと考
えられています。 つまり、「身近な目標」を設定することで「できた」という経験を繰り返し「自信」をつけるこ
とが行動の継続に重要となります。

これから行動を起こそうという対象者、および行動を起こして間もないような対象者の特徴とコミュニケー
ションの方向性を次にまとめます。

私のアクティブライフプラン

原因 良い例 悪い例

●周りから支援をうまく受けられて
いない 

●些細な行動の効果を信じることが
できず、高い目標を設定してしまう

●続けることを目標にしていない 
●誘惑を遠ざけられず、続けるため
の工夫をうまくできていない

●目標行動を行えない原因を自己
否定的要因に帰属させる 

●習慣化はしていないものの、全く
行動していないわけではない 

●生活リズムを改善できていない 

ソーシャルサポートの
活用を啓発する 

正しい目標設定の方法
（行動の習慣化技術）を
啓発す る 

既にできている小さな
変化を強化する

生活リズム全体を見直
すライフイベントを活用
し、適切な運動・食事の
価値や重要性を上げる
などの啓発活動を行う

●周囲と関わりを
  持つことを強要する 
 

●情報のみを与える
 

●現在の生活の駄目
な部分を指摘する 

●小さな変化につい
て、「まだ十分では
ない」と指摘する 

●生活リズム全体の
修正を行わず、一部
の生活パターンの変
容のみを提案する

●配偶者や友達との情報交換を提
案する

●同じ目的を持つ仲間を増やす重要
性を啓発し、その機会を提供する 

●段階的に目標行動を開始させる方
法（step-by-step法）を啓発する

●具体的なプランニング技術（言い
訳のきかない状況設定と3W1Hの
具体的設定）を啓発する 

●彼ら自身が自信を持ちたいと考え
ている部分（日々の生活の中で最
も重要だと思っている部分）を肯定
す る 

●長期的な夢や目標（子どもが大きく
なっても円満な家庭、会社での出
世）とのつながりを明確にしなが
ら、生活リズムの変容を提案す る 

コミュニケーションの方向性

すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査業務（すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査事業）

行動を起こせた後も、目標の達成度合いやライフイベントなどの変化によって、
目標を柔軟に見直していく必要があります。次回面談時に記録表を持参するよう促し、
対象者が適切な身体活動量を維持できるように支援しましょう。

相談窓口

今回の活動状態はどうでしたか？
自己評価してみましょう。

生活活動・運動量をみてみましょう　　
　生活活動・運動量はどれくらいでしたか。
　目標値を達成しましたか。

理由について考えてみましょう
　達成できた理由は何ですか。
　未達成の場合、何か理由はありますか。
　他に追加・見直すべきところはありますか。

次回の計画を立ててみましょう
　今回の結果を次回どのように生かしますか。
　次回の目標値を設定しましょう。

次回の面談時に記録したものを
お持ちください。一緒に考えましょう。

頑張った自分 すごいな～
ご褒美考えなきゃ

達成しても、していなくても
頑張った自分をほめてあげましょう

一歩踏み出せたことで、なりたい自分にもっと近づくことができました。
無理なく、ゆっくり進めていきましょう。
困ったことがあったら、いつでもご相談ください。
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