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NJPPPによる仮訳 

 

Register with the Nutrition Accountability Framework 

 
*組織の名称                                                                                                                                                                                                            

コミットメント登録を行う主要組織のフルネームを記載。複数の組織によるコミットメントは、主要組織によって1度のみ
行うこと。主要組織はコミットメント登録を担当し、進捗状況の評価の責任を負う。各コミットメントを登録する際に、関
連するフィールドがあり、そこで追加組織を指定することができる。 

 

*組織を最もよく表しているステークホルダーのタイプを選択してください。(回答は1つのみ). 

省庁、自治体、その他の国・地域・地方自治体など、あらゆる行政レベルの国の政府（非資金提供者として機能） 

ドナー国政府 

慈善団体を含むドナー組織  

民間の食品事業者 

民間の食品以外の事業者 

市民社会団体 (CSO) または 非政府組織 (NGO)  

国連（UN）機関を含む多国間組織 

学術機関または非学術研究機関 

その他、指定してください 

 国名    都市名    
  組織（または本社）が所在する国名  組織（または本社）が所在する都市名 

組織の 

ウェブサイト    

組織のウェブサイトURL 
 

組織の権限を持つ代表者について、以下の情報を提供して下さい。権限を持つ代表者とは、コミットメント登録フォームに

記録された内容に責任を持って保証すると主組織によって特定される権限のある人と定義されます。 
 

*氏名       

名 姓 
 

役職    

代表者の呼称、地位または役割 

 

*Email       
代表者の主な電子メールアドレス (このメールアドレスはプ
ラットフォームのユーザー名として使用されます。また他
の連絡先がない場合、今後のGNRとの連絡に使用されま
す。下記を参照してください。) 

代表者の二次メールアドレス 

 

電話    

国番号を含む代表者の電話番号 

 

*組織の権限を持つ代表者は、登録されたコミットメントに関する説明、更新情報の受信、進捗状況の報告など、今後のコミュ

ニケーションの窓口となる連絡先でもありますか? 

Yes No 
 

窓口となる方の情報を以下にご記入ください。 

*氏名       

名 姓 
 

役職    

窓口となる方の呼称、地位または役割 

 

*Email   電話     

窓口となる方の電子メールアドレス (このメールアド
レスは、今後のGNRとの連絡に使用されます。) 

窓口となる方の電話番号（国番号を含む） 
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NJPPPによる仮訳 

 

Register a commitment with the Nutrition Accountability 

Framework 

 
あらゆる形態の栄養不良を終わらせるための取り組みを強化するSMARTなコミットメント

に感謝します 

 

✓ このフォームは、成長のための栄養（N4G）サミットを含む、SMART（Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound）な栄養に関するコミットメントの登録を促進することを目的としています。 

 
✓ 各コミットメントは個別の提出物となります。最初のコミットメントを提出すると、追加のコミットメント

を登録するオプションが表示されます。 

 

✓ 東京N4Gサミットでは、2021年10月31日までにコミットメントを登録することが推奨されており、このサミ

ットが「栄養行動年」のコミットメントを登録するためのハードリミットとなります。10月31日までにコミ

ットメントを登録すれば、グローバル・ニュートリション・レポート（GNR）が基本的なレベルの検証を行

うことができます。10月31日以降に登録されたものについては、サミットに間に合わせるための検証が行わ

れないため、10月31日以降に登録されたコミットメントはサミットでは取り上げられない可能性がありま

す。2020年12月から2021年12月8日までに登録されたすべてのコミットメントは、コンパクト（付属書）に

含まれます。 

 

✓ このプラットフォームは、ステークホルダーがいつでも栄養に関するコミットメントを行うことができる

ように開かれていますが、「栄養行動年」や「東京N4Gサミット」とは連動しません。 

 

✓ フォームは英語で記入してください。英語での記入ができない場合は、お問い合わせください。将来的に

は、複数の言語でのコミットメントの登録をサポートすることを目指します。 

 

✓ 必須項目にはアスタリスク(*)が付いています。 

 

✓ フォームへの入力を開始した後、進捗状況を保存し、いつでも戻って続きを入力し、送信することがで

きます。 

 

✓ 事前に必要な情報を確認するために登録フォームをダウンロードしたい場合は、こちらをクリックしてくだ

さい。このPDFフォームは、あなたがご自身で使用するためのものです。コミットメントの登録は、オンラ

イン登録フォームに記入して送信した場合にのみ有効となります。 

 

✓ コミットメントは、グローバルニュートリションレポート上で公開され、コミットメントの追跡と進捗状

況の報告が毎年行われます。 

 
 

フォームや登録プロセスに関するご質問は、 NAF@globalnutritionreport.org までご連絡ください。

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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NJPPPによる仮訳 

 

  Formulation of commitment  

 
*Q1. このコミットメントの簡単なタイトルを入力してください（40文字以内） 

 

*Q2. コミットメントの全容を提示してください。コミットメントに関連するすべての詳細を提示することができます。 

 
*Q3. このコミットメントが合致する世界の栄養目標を指定してください。(該当するものをすべて選択): 

生殖可能年齢の女性の貧血の割合を削減 成人の肥満の割合増加阻止 

出生時の低体重の割合を削減 成人の糖尿病の割合増加阻止 

生後6ヶ月間の完全母乳育児の割合を増加 高血圧患者の割合の削減 

5歳未満児の発育阻害の割合を削減 塩分摂取量の減少 

5歳未満児の消耗症の割合を削減 どれにも当てはまらない 

5歳未満児の過体重の割合を削減 

[INFO] ここに挙げた世界の栄養目標は、世界保健機関(WHA)が2012年と2013年にそれぞれ承認した「母親、幼児、幼児の栄養目標」と「

食事関連のNCD目標」を指しています. 

Q4. コミットメントに関連すると考える資料があれば、自由に添付してください。 

[INFO] 以下の形式の文書を1GB分まで添付することができます。: pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, wma, mpg, flv, avi, 

jpg, jpeg, png, gif. 

 

*Q5. このコミットメントは、複数のステークホルダーによるもの(つまり、共同コミットメント)ですか? 

はい いいえ (Q6へ進む) 
 

Q5a. このコミットメントには、他にいくつの組織が関わっていますか? 

追加組織の数        

 
*Q5b. 追加の各組織のステークホルダーの種類と名前を記入してください（最大5つの追加組織を記載することが

できます） 

追加組織 1 
 追加組織のステークホルダータイプ 追加組織の名称 

追加組織 2 

 追加組織のステークホルダータイプ 追加組織の名称 

追加組織 3 

 追加組織のステークホルダータイプ 追加組織の名称 

追加組織 4 

 追加組織のステークホルダータイプ 追加組織の名称 

追加組織 5 

 追加組織のステークホルダータイプ 追加組織の名称 

*Q6. コミットメントが以下の3つの基準をすべて満たしていることを確認してください。(栄養コミットメントとして認

められるためにはすべてを満たす必要があります): 

 SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) なコミットメントである 

取り組みの進捗状況は、毎年、グローバルニュートリションレポート（GNR）に報告される 

登録後にGNRと協力して、コミットメントに関して必要な説明を行うことを約束する 

[INFO] SMART基準は、フォームの必須項目に記入された情報に基づいて、GNRによって検証されます。 
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Links with key pledging moments  

*Q7. コミットメントが重要なイベントと連動しているかどうか指定してください（該当するものすべてを選択）: 

N4G東京栄養サミット2021 (選択されない場合は Q11に進む) 

国連食料システムサミット2021 

国連気候変動枠組条約第26回締約国会議2021 (COP26) 

その他のイベント。指定して下さい。 

イベントなし      

*Q8. N4Gコミットメントとして該当するため、以下の追加基準をすべて満たしていることを確認してください。: 

国の優先事項に沿っている 

N4Gエンゲージメントの原則に沿っている 

[INFO] 追加基準の詳細については、N4G Commitment-Making Guide を参照してください。 

 

*Q9. コミットメントのテーマ領域を選択してください（該当するものをすべて選択してください。定義や例については、

「N4G Commitment-Making Guide」を参照してください）： 

健康 食  強靭性 説明責任 財政 

[INFO] 定義や例については、N4G Commitment-Making Guide を参照してください。 

  Commitment  

*Q10. このコミットメントの提供に関連する総コストについて、見積りがありますか? 

はい、金額を公表する意思があります 

はい、集計分析と報告のためにGNRにのみ金額を開示する意思があります（一般には公開しません） 

はい、しかし公にもGNRにも金額を開示する意思はありません – 機密事項 

いいえ、金額は見積もっていません – 不明 

[INFO] 総コストとは、人的資源、設備、施設など、コミットメントを実施するための推定コストを指します。財政的コミットメントの場

合、コミットメントされた資金の総額に相当する額となります（例えば、栄養特異的な資金と栄養に配慮した資金の両方がコミットされ

ている場合、総コストは2つの資金の合計に対応します）。  

*Q10a. 推定される総コストを現地通貨で記入してください。現時点では概算であり、進捗報告段階では変更される可能

性があることを我々は理解しています。 

通貨   量   

 
Q11. 総コストをカバーするための資金提供者と資金調達メカニズムを記載し、さらにこれらの財源が確保されているかどうか

を明示してください。 

資金提供者の名前。独自の財政的コミットメントを行う資金提供者の掲載を省略しないでください。これにより、コミット

メント間の依存関係を確認することができます。 

民間、公共、自己、その他等の資金調達メカニズム 

担保されている財源の金額または総費用に対する割合（%）、あるいは大まかな見積もり（例：総費用の一部/全部が担保

されている） 

 

https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
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Measurable goals of the commitment  
 
 

*Q12. あなたのコミットメントは、1つまたは複数の測定可能な目標を持つことができます。測定可能な目標とは、あなたが達

成することを約束しているもので、コミットメントに向けた進捗状況を追跡・評価するために使用されます。このコミットメン

トにおける測定可能な目標の数を明記してください。 

測定可能な目標の数     

[INFO] オンライン・プラットフォームでは、コミットメント毎に最大10個の目標の報告が可能です。もし10以上の目標がある場合

には、 NAF@globalnutritionreport.org までご連絡下さい。 

*Q13. このコミットメントの測定可能な目標（複数可）を、それぞれ具体的に示してください。この後の質問では、各目標の

詳細を個別にお伺いします。 

Goal 1 

 

Goal 2 

 

Goal 3 

 

Goal 4 

 

Goal 5 

 

Goal 6 

 

Goal 7 

 

Goal 8 

 

Goal 9 

 

Goal 10 

 
Additional details of [goal]  

 
このセクションは、Q12に記載された目標の数と同じ回数、つまりQ13に記載された目標ごとに別々に記入する必要がありま

す。例えば、コミットメントに3つの測定可能な目標がある場合、質問G1.1～G1.10を3回記入する必要があります。 

*G1.1. このコミットメント目標に最も適したタイプを選択してください。 

資金 (質問 G1.3へ進む) 政策 プログラム インパクト 

[INFO] 4つのコミットメントタイプのそれぞれの例については、N4G Commitment-Making Guide を参照してください。 

G1.2. このコミットメント目標を達成するためのアクションプランをできるだけ明確に記述してください（400字以内）。 

 
*G1.3. このコミットメント目標の進捗状況を、GNR以外の追加的な追跡・説明責任メカニズムに報告することが期待され

ている場合は、その旨を明記してください。 

はい。 指定して下さい。  
   

いいえ    

[INFO] その他の追跡・説明責任メカニズムの例としては、経済協力開発機構（OECD）の財政的コミットメントや、民間セクターの食品ビ

ジネスに関するアクセス・トゥ・ニュートリション・イニシアティブ（ATNI）などがあります。 

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
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*G1.4. このコミットメント目標の対象となる地理的範囲を明記してください。 

Global     

Multi-country (例： 東南アジア, 西アフリカ) 

National     

Sub-national (国内の地域／州) 

Local (例：都市)     

*G1.5. このコミットメント目標の地理的範囲に関する追加の仕様。例えば、対象となる地域の名前や、特定の特性（特定の

栄養不良の高い有病率や低所得など）を持つ地理的地域に焦点を当てていることなど。 

 
*G1.6. このコミットメント目標の対象者を明記してください。 

全人口 (すべての年齢層, 両性別) (質問G1.6cへ進む) 

特定の人口グループ 

対象となる人口グループはない (質問 G1.7へ進む) 

[INFO] 民間の食品事業者において、製品がすべての消費者（特定の人口グループではない）を対象とする場合には「全人口」を選択して

下さい。製品が特定の集団の消費者（子どもや妊婦など）を対象とする場合には「特定の人口グループ」を選択して下さい。 

*G1.6a. 性別 全て 女児／女性のみ 男児／男性のみ 

*G1.6b. 年齢層 全年齢層 特定の年齢層。指定して下さい。         

G1.6c. 人口カバー率：絶対数および/または全人口に対する割合(%)で表される対象者（例：100万人、国の全人口の

5%に相当） 

対象となる人の数  and/or  全人口のうちの割合％             

G1.6d. 対象となる人口に到達するために採用するアプローチが、年齢、性別、収入、居住地、民族、教育、障害

の有無など、主要な人口の特徴によって異なるかどうかを具体的に示してください。 

はい. 指定

して下さい。 

    

いいえ     

*G1.7. このコミットメント目標を達成するための開始日と終了日を指定して下さい。 

開始日 (MM/YYYY)   終了日 (MM/YYYY)                   

 
G1.8. このコミットメント目標を測定し、その進捗状況を評価・報告するために使用される主な指標について、以下の情報

を提供してください。 

*G1.8a. 単位を含む名前 (該当する場合) 

例）5歳未満児における発育阻害の割合(%) 

[INFO] 例えば: 

• 5歳未満児における発育阻害の割合(%)  

• 生殖可能年齢の女性における貧血の割合(%) 

• 年間のUSドル支出額 

• 栄養委員会の設置 

• 栄養不良の治療を受けた子どもの数 

*G1.8b. ベースライン（現在）レベルと単位 

例）20%     
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*G1.8c. ベースラインレベルが評価された年 

例） 2020 

[INFO] 調査期間が2年以上にわたる場合は、最初の 年を記載してください。 

*G1.8d. 終了日までに達成すべきレベル 

例） 13% 

*G1.8e. コミットメント期間内に達成すべき中間的なマイルストーン（複数可）。達成すべき中間レベルと日付を指定し

てください 

例） 17% by 2025 

*G1.8f. 指標のモニタリングと評価の計画（頻度を含む）（100語以内） 

 
*G1.9. (資金コミットメントの場合のみ記入) 金銭的支出（つまり、実際の支出）ですか、それとも資金的コミットメント
（つまり、資金提供の法的決定）ですか? 

金銭的支出 資金的コミットメント 

G1.10. このコミットメント目標がCovid-19に関連する栄養の影響に対処するために策定されたものであれば教えてくださ

い。 

はい いいえ  

[INFO] これは、N4Gサミットにコミットメントを登録するための資格基準や要件ではありません。 

 

  Additional information and feedback  
 

Q14. コミットメントに関する追加情報や、コミットメントの登録プロセスに関するコメント、ご意見、ご提案がありましたら

ご記入ください。 

 
 

 

ご記入いただきありがとうございます。 

 

記載の「窓口」宛に確認メールが送信されます。 

 

今後数週間のうちに、GNRチームがご提出いただいた内容を確認し、説明が必要な場合は

ご連絡させていただきます。 


