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以下のような場合は、福島ユニットセンターまでご連絡ください。

「意向確認用紙」で“協力
できる”とご返答され、日
程調整がまだの方にはお
電話でご都合をうかがっ
ております。

ご不明な点がござ
いましたら各事務
所へお問い合わせ
ください。

6歳詳細調査
医学的検査を
9月より

再開しました

※新型コロナウイルス感染症 が さらに 拡大となった
　場合には再度中止となることがあります。

発行／エコチル調査福島ユニットセンター
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■ エコチル調査福島ユニットセンターへのお問い合わせ先
・福島本部事務所（県北・相双地域）
　TEL. 024-547-1449
　〒960-1295 福島市光が丘1（福島県立医科大学内）

■ 調査の一般的な内容に関するお問い合わせ先
▶エコチル調査福島専用コールセンター
　　　0120-327-735
　平日（土・日・祝日を除く）―  9：00～17：00  ―

http://www.ecochil-fukushima.jp

・郡山事務所（県中・県南・会津・いわき地域）
　TEL. 024-983-4780
　〒963-8024 郡山市朝日三丁目6‒4 レジデンス朝日 第2ビル2階

エコチル　ふくしま 検索
オフィシャル
WEBサイト

国立研究開発法人

　こんにちは。2020年4月よりエコチル☆ふくしまの一員

となりました。私たちは、エコチル調査にご協力をいただい

ているお子さんや保護者の皆さまが安心して検査に臨める

ようスタッフみんなで工夫しながら日々取り組んでおります。

また、皆さまよりお預かりした質問票や様々な貴重なデータ

を蓄積することで、子どもたちが安全で安心して暮らせる

未来のための研究を進めており、調査に関わる研究者によ

る解析が行われ 、 学術的な論文として国内のみならず全世

界に向けて発信されています。これらの研究成果はニュー

ズレターやホームページにも掲載しておりますので、是非ご

覧いただき、「自分たちはこのような形で貢献できているん

だ！」ということを感じていただきたいと思っております。

　さて、近年私たちの住むこの地域においても気候変動の

影響によるものなのか、様々な形で自然災害が発生してお

ります。台風や大雨に伴う川の氾濫によって私たちの生活

にも甚大な被害がもたらされています。また、熱中症に関

しても看過できない事態になってきていると感じます。

　私たちのかけがえのないこの地球、もしこの地球が環境

の汚染や破壊などで損なわれつつあるとしたら、大変残念

なことです。人の健康への影響に関しても然りです 。

　エコチル調査では、妊娠期間中や子どもの成長過程にお

いて化学物質やその他の環境因子によって、妊娠や新生児、

子どもの成長・発達にどのような影響があるかを調べてい

ます。2011年に開始した調査は10年目に入っており、小

学校2年生を対象とする「学童期検査」も今年は２年目となり

ました。

　多くの皆さまのご協力を得て行う、大規模、かつ、長期

にわたって行う国家プロジェクトですので、子どもたちの健

やかな未来を構築していくため、今後とも理解・ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

子どもたちの
健やかな未来のために
エコチル調査福島ユニットセンター 副センター長
郡山事務所長

篠 木 恒 成

エコチル調査に関する質問・疑問、本誌へのご感想やご要望などなんでもお気軽にお寄せください。
お問い合わせに関する情報は、ホームページに掲載しているプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。

★みなさまの「声」をお聞かせください。

お知らせ

親子ふれあい会開催中止のお知らせ

小学1年質問票と8歳質問票の2冊を
ご返送いただいた方に、プレゼントをお送りしております。
プレゼントは2種類からお選びいただけます。
現在は、こちらの2点よりお選びいただいております。

詳細調査にご協力いただいている皆さまへ学年質問票についてのお願い

乳歯調査からのお願い

●学年質問票の身体計測記録は必須項目となります。（空欄
の場合はユニットセンターより連絡させていただく場合があります。）

●身体測定記録を持ち帰った際は、メモや写真を撮るなどして
記録を残しておいてください。

質問３　小学校で測定したお子さんの身体測定の記録を学期別に転記してください。
お子さんが2学期制の学校に通っている場合は、前期の測定記録を1学期の欄に、
後期の測定記録を2学期の欄に転記してください。
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身体測定の実施日

1学期（前期） ２学期（後期）

身体測定を受けていない
測定する機会がなかった

身体測定記録が手元にない

回答できない場合、以下の回答できない理由を選択ください。

（該当の場合 　してください）

（該当の場合 　してください）

身　長

体　重

測定した日にちが分から
ない場合は、□年□月の
みで大丈夫です。

お手元に記録がな
い場合は□を入れ
てください。

参加者様全員に「乳歯調査協力確認ハガキ」のご返送をお願い
しております。お済みでない方は、お早めにご返送ください。 お急ぎください

2020年9月30日（当日消印
有効）までに「乳歯調査協力
確認ハガキ」を“協力する”と
ご回答いただいた方に
オリジナル「乳歯ケース」を
プレゼントします。

「乳歯調査協力確認ハガキ」を紛失してしまった方、
返送したか忘れてしまった方

乳歯調査に協力するかどうか悩んでいる方

一度協力を断ったけれど気持ちが変わった方

●

●

●

プレゼン
ト

キャンペ
ーン

実施中！！

2冊送ってもらっちゃおう！

※プレゼントは変更となる場合があります。

エコチル
ママ＆キッズより

コメントをいただきました！

この機会に、質問票を返送してプレゼントをゲット
してください！質問票のご返送をスタッフ一同お待
ちしております。ご不明な点等ありましたら、各事
務所へお問い合わせください。

ファンシー文具を
頂きましたが、

お友達に手紙を書く時など
に使っています。

手紙をもらったお友達も
カワイイと喜んでくれて、
子どもも嬉しそうに
使っています！

10月25日（日）および12月13日（日）開催予定の「親子でキッズダンス！」へ
多数ご応募をいただきありがとうございました。
しかし、最近の福島県内のコロナウイルス感染症発生状況を踏まえて、皆さまの安全を考慮し、
「親子ふれあい会」の開催を中止することとなりました。
来年度以降、また改めて皆さまにお会いできる機会を企画したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。



学校に行きたくないと言われたら、大切なことは？Q
　「今日は学校に行きたくない」と子どもから言われ
た場合、「ダメ、学校に行きなさい」と無理強いしたり、

「どうして？どこか痛い所があるの？」と心配したり、「無理に
行かなくてよいのでは」と理解を示したり、と家族の対応は
様々です。
　文部科学省が発表している都道府県別不登校児童生徒
数によれば、令和元年度の福島県における不登校の状況は、
小学生1,000人当たり4.6人（47都道府県中45位）、中学生
1,000人当たり34.1人（同24位）です。全国的に平成25年
以降は不登校児童生徒数が増加に転じています。不登校の
対応に悩んでいる家族は少なくないと思います。
　不登校とはどのような状態なのでしょうか。文部科学省は

A

鈴木  雄一先生

不登校は
蝶になる前の蛹（さなぎ）

福島県立医科大学　小児科学講座

学内講師  　　　　　　　　　    

「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背
景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあ
るため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理
由による者を除いたもの」と定義しています。私見ですが、不
登校は心の病気ではなく、発達の階段を登る途中で足をくじ
いた状態です。誤解のないように付け加えますが、不登校に
至る背景には心理社会的問題やいじめなどが存在すること
があるため放置せずに向き合うことが大切ですし、子ども側
の背景に発達障害や学習不振、精神疾患が存在するのであ
れば専門家と相談しながら対応していくべきです。
　学校は社会の縮図で、子どもにとっては社会人になる前の
練習の場です。また、子どもには家族が抱える問題や災害な
どの社会情勢も反映されます。不登校に至った場合は慌て
て走らずに、くじいた足をいたわりながら再調整をするため
の機会と考えます。例えば蝶は大空に飛び立つ前に蛹（さな
ぎ）になり、その中で成熟します。早く蝶になってほしいからと
外から叩いたり破いたりしてはいけません。不登校の対応で
は、家族一丸となって子どもが立ち止まった状況に理解を示
し、専門家と相談しながら子どもの背中を押すタイミングを
模索していくことが大切です。

おしえて先生！ あんなこと、こんなことおしえて先生！ あんなこと、こんなこと
今年度もリレー形式で４人の先生方に子どもの発達についてお話をいただきます。

学童期検査での新型コロナウイルス感染予防対策
学童期検査は新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止していましたが、

福島ユニットセンターでは感染予防対策を実施した上で検査を再開しました。
なお、今年度は2012年4月2日～2013年4月1日生まれの小学2年生が対象です。

※詳細調査にご協力いただいている参加者の皆さまは対象外となります。  

ユニットセンターの取組み 

 

 

 

  

お越しいただく皆様へのお願い

 

※難しい場合はご相談ください。  

 
 
 

学童期検査に参加された方の声

 

 

 

福島県内で新型コロナウイルス感染拡大のリスクが高まった場合、学童期検査を中止いたします。
中止の際は、ホームページでお知らせします。
なお、中止が決定した期間の検査を予約されている方にはユニットセンターから直接ご連絡いたします。

 
 

 

8月から

再開しまし
た！

3密（密閉・密集・密
接）に配慮した予約
時間および会場の
環境をつくります。

検査予定日前
3日間の検温
と記録をお願
いします。

来場時には、受付前に
検温と石鹸での手洗
いにご協力ください。

会場での体温が
お子様は37.5℃以上
大人の方は37℃以上
の場合、検査が中止となることが
あります。
体調に不安なことがある場合は
無理せず、ご連絡ください。

マスクの着用と
手指消毒にご協
力ください。

対象のお子様と保護者1名の
2名でお越しください。
ごきょうだいの同伴は
ご遠慮ください。

また、検査前2週間に発熱や風邪
症状がみられた場合、検査日を再
調整させていただくことがありま
す。ご連絡ください。

検査機器や机
などは1名使用
ごとに消毒し
ます。

会場の出入口に手指
消毒用アルコール（液）
を設置します。

手洗いやアルコー
ル消毒で手指の
清潔を保ちます。

マスクを着用します。必
要に応じて、アクリル板
やフェイス
シールドを
使用します。

スタッフは毎日検温
し、健康状態を確
認します。体調のす
ぐれないスタッフは
従事しません。

　お越しいただいた方にお願いしているアンケートの中
で「学童期検査の感染症対策の取組みにより、安心して
検査を受けることができましたか？」とお尋ねしました。
｠「そう思う」と回答された方がほとんどで、多くの方か
ら感染予防策について「安心して検査を受けることがで
きた」とご回答いただきました！

理由もご回答いただきました。
・他のお子さんが会場にいることはあっても予約制のた
め人が少なく、密にならないようになっていた。
・受付前の手洗いをしっかりしていた。
・消毒薬が用意してあった。
・説明が分かりやすかった。
・フェイスシールドをスタッフが着用していた。

ご協力いただいた皆さまありがとうございました！

受付前の検温
にご協力をお
願いします！

受付にはアクリ
ル板を設置し
ています。

各部屋の前に
アルコール消
毒液を設置し
ています。

まほろんでは、10、11月の体験メニューとして「ミニはにわ赤彩体験」を行います。
お相撲さんや家の形をしたミニ埴輪を赤い顔料で塗ってみましょう。
赤色は、昔から邪鬼（＝悪さするオニ）を退ける色と考えられていたようです。
赤く塗られた＜ミニはにわ＞も、悪い病気や災害から守ってくれるかもしれませんね。

赤彩の様子

※埴輪とは、古墳（豪族のお墓）に並べられた古墳時代の土製品です。

詳しくは▶

まほろんでこんなことできるよ♪
エコチルキッズへおすすめスポット紹介！

みなさんは、埴輪（はにわ）の色について

どんなイメージをお持ちでしょうか？

オレンジ色の焼いた土の色を思い浮かべることが多いのでは・・？

埴輪の中には、赤色に塗られたものも見つかっています。

まほろん HP
福島県文化財センター
白河館
TEL 0248-21-0700

はにわ

すもう いえ あか

あか

はにわ こふん ごうぞく はか なら こ　ふん　じ　だい ど  せい ひん

ぬ わる びょうき さい  がい まも

ぬがんりょう

あかいろ むかし わる しりぞ いろ かんがじゃ   き

かたち はにわ

はにわ

いろ

も

いろ

なか あかいろ

たいけんがつ せきさい   たいけん

ぬ み

いろ おも おおつちや う

『はにわ は何色？？』学芸員：笠井崇吉
かさ　い　たか　よし

◆体験活動室メニュー「ミニはにわ赤彩体験」
　10月：力士埴輪（泉崎村原山 1号墳出土資料参照）
　11月：家形埴輪（矢吹町鬼穴古墳出土資料参照）
◆企画展『ようこそ！古墳時代へ ー 阿武隈川上流域に暮らした人々』
　会期：2020.9.26-12.13　休館日：月曜日（11/2、11/23を除く）、国民の祝日の翌日

りき　  し　   は に わ

いえ  がた　  は に わ
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お子様は37.5℃以上
大人の方は37℃以上
の場合、検査が中止となることが
あります。
体調に不安なことがある場合は
無理せず、ご連絡ください。

マスクの着用と
手指消毒にご協
力ください。

対象のお子様と保護者1名の
2名でお越しください。
ごきょうだいの同伴は
ご遠慮ください。

また、検査前2週間に発熱や風邪
症状がみられた場合、検査日を再
調整させていただくことがありま
す。ご連絡ください。

検査機器や机
などは1名使用
ごとに消毒し
ます。

会場の出入口に手指
消毒用アルコール（液）
を設置します。

手洗いやアルコー
ル消毒で手指の
清潔を保ちます。

マスクを着用します。必
要に応じて、アクリル板
やフェイス
シールドを
使用します。

スタッフは毎日検温
し、健康状態を確
認します。体調のす
ぐれないスタッフは
従事しません。

　お越しいただいた方にお願いしているアンケートの中
で「学童期検査の感染症対策の取組みにより、安心して
検査を受けることができましたか？」とお尋ねしました。
｠「そう思う」と回答された方がほとんどで、多くの方か
ら感染予防策について「安心して検査を受けることがで
きた」とご回答いただきました！

理由もご回答いただきました。
・他のお子さんが会場にいることはあっても予約制のた
め人が少なく、密にならないようになっていた。
・受付前の手洗いをしっかりしていた。
・消毒薬が用意してあった。
・説明が分かりやすかった。
・フェイスシールドをスタッフが着用していた。

ご協力いただいた皆さまありがとうございました！

受付前の検温
にご協力をお
願いします！

受付にはアクリ
ル板を設置し
ています。

各部屋の前に
アルコール消
毒液を設置し
ています。

まほろんでは、10、11月の体験メニューとして「ミニはにわ赤彩体験」を行います。
お相撲さんや家の形をしたミニ埴輪を赤い顔料で塗ってみましょう。
赤色は、昔から邪鬼（＝悪さするオニ）を退ける色と考えられていたようです。
赤く塗られた＜ミニはにわ＞も、悪い病気や災害から守ってくれるかもしれませんね。

赤彩の様子

※埴輪とは、古墳（豪族のお墓）に並べられた古墳時代の土製品です。

詳しくは▶

まほろんでこんなことできるよ♪
エコチルキッズへおすすめスポット紹介！

みなさんは、埴輪（はにわ）の色について

どんなイメージをお持ちでしょうか？

オレンジ色の焼いた土の色を思い浮かべることが多いのでは・・？

埴輪の中には、赤色に塗られたものも見つかっています。

まほろん HP
福島県文化財センター
白河館
TEL 0248-21-0700

はにわ

すもう いえ あか

あか

はにわ こふん ごうぞく はか なら こ　ふん　じ　だい ど  せい ひん

ぬ わる びょうき さい  がい まも

ぬがんりょう

あかいろ むかし わる しりぞ いろ かんがじゃ   き

かたち はにわ

はにわ

いろ

も

いろ

なか あかいろ

たいけんがつ せきさい   たいけん

ぬ み

いろ おも おおつちや う

『はにわ は何色？？』学芸員：笠井崇吉
かさ　い　たか　よし

◆体験活動室メニュー「ミニはにわ赤彩体験」
　10月：力士埴輪（泉崎村原山 1号墳出土資料参照）
　11月：家形埴輪（矢吹町鬼穴古墳出土資料参照）
◆企画展『ようこそ！古墳時代へ ー 阿武隈川上流域に暮らした人々』
　会期：2020.9.26-12.13　休館日：月曜日（11/2、11/23を除く）、国民の祝日の翌日

りき　  し　   は に わ

いえ  がた　  は に わ
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「乳歯調査協力確認ハガキ」

知育
グッ
ズ

以下のような場合は、福島ユニットセンターまでご連絡ください。

「意向確認用紙」で“協力
できる”とご返答され、日
程調整がまだの方にはお
電話でご都合をうかがっ
ております。

ご不明な点がござ
いましたら各事務
所へお問い合わせ
ください。

6歳詳細調査
医学的検査を
9月より

再開しました

※新型コロナウイルス感染症 が さらに 拡大となった
　場合には再度中止となることがあります。

発行／エコチル調査福島ユニットセンター

2020年

秋号

■ エコチル調査福島ユニットセンターへのお問い合わせ先
・福島本部事務所（県北・相双地域）
　TEL. 024-547-1449
　〒960-1295 福島市光が丘1（福島県立医科大学内）

■ 調査の一般的な内容に関するお問い合わせ先
▶エコチル調査福島専用コールセンター
　　　0120-327-735
　平日（土・日・祝日を除く）―  9：00～17：00  ―

http://www.ecochil-fukushima.jp

・郡山事務所（県中・県南・会津・いわき地域）
　TEL. 024-983-4780
　〒963-8024 郡山市朝日三丁目6‒4 レジデンス朝日 第2ビル2階

エコチル　ふくしま 検 索
オフィシャル
WEBサイト

国立研究開発法人

　こんにちは。2020年4月よりエコチル☆ふくしまの一員

となりました。私たちは、エコチル調査にご協力をいただい

ているお子さんや保護者の皆さまが安心して検査に臨める

ようスタッフみんなで工夫しながら日々取り組んでおります。

また、皆さまよりお預かりした質問票や様々な貴重なデータ

を蓄積することで、子どもたちが安全で安心して暮らせる

未来のための研究を進めており、調査に関わる研究者によ

る解析が行われ 、 学術的な論文として国内のみならず全世

界に向けて発信されています。これらの研究成果はニュー

ズレターやホームページにも掲載しておりますので、是非ご

覧いただき、「自分たちはこのような形で貢献できているん

だ！」ということを感じていただきたいと思っております。

　さて、近年私たちの住むこの地域においても気候変動の

影響によるものなのか、様々な形で自然災害が発生してお

ります。台風や大雨に伴う川の氾濫によって私たちの生活

にも甚大な被害がもたらされています。また、熱中症に関

しても看過できない事態になってきていると感じます。

　私たちのかけがえのないこの地球、もしこの地球が環境

の汚染や破壊などで損なわれつつあるとしたら、大変残念

なことです。人の健康への影響に関しても然りです 。

　エコチル調査では、妊娠期間中や子どもの成長過程にお

いて化学物質やその他の環境因子によって、妊娠や新生児、

子どもの成長・発達にどのような影響があるかを調べてい

ます。2011年に開始した調査は10年目に入っており、小

学校2年生を対象とする「学童期検査」も今年は２年目となり

ました。

　多くの皆さまのご協力を得て行う、大規模、かつ、長期

にわたって行う国家プロジェクトですので、子どもたちの健

やかな未来を構築していくため、今後とも理解・ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

子どもたちの
健やかな未来のために
エコチル調査福島ユニットセンター 副センター長
郡山事務所長

篠 木 恒 成

エコチル調査に関する質問・疑問、本誌へのご感想やご要望などなんでもお気軽にお寄せください。
お問い合わせに関する情報は、ホームページに掲載しているプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。

★みなさまの「声」をお聞かせください。

お知らせ

親子ふれあい会開催中止のお知らせ

小学1年質問票と8歳質問票の2冊を
ご返送いただいた方に、プレゼントをお送りしております。
プレゼントは2種類からお選びいただけます。
現在は、こちらの2点よりお選びいただいております。

詳細調査にご協力いただいている皆さまへ学年質問票についてのお願い

乳歯調査からのお願い

●学年質問票の身体計測記録は必須項目となります。（空欄
の場合はユニットセンターより連絡させていただく場合があります。）

●身体測定記録を持ち帰った際は、メモや写真を撮るなどして
記録を残しておいてください。

質問３　小学校で測定したお子さんの身体測定の記録を学期別に転記してください。
お子さんが2学期制の学校に通っている場合は、前期の測定記録を1学期の欄に、
後期の測定記録を2学期の欄に転記してください。

cm
・

Kg
・

20 年

月 日

cm
・

Kg
・

20 年

月 日

生
　
年
　
１

身体測定の実施日

1学期（前期） ２学期（後期）

身体測定を受けていない
測定する機会がなかった

身体測定記録が手元にない

回答できない場合、以下の回答できない理由を選択ください。

（該当の場合 　してください）

（該当の場合 　してください）

身　長

体　重

測定した日にちが分から
ない場合は、□年□月の
みで大丈夫です。

お手元に記録がな
い場合は□を入れ
てください。

参加者様全員に「乳歯調査協力確認ハガキ」のご返送をお願い
しております。お済みでない方は、お早めにご返送ください。 お急ぎください

2020年9月30日（当日消印
有効）までに「乳歯調査協力
確認ハガキ」を“協力する”と
ご回答いただいた方に
オリジナル「乳歯ケース」を
プレゼントします。

「乳歯調査協力確認ハガキ」を紛失してしまった方、
返送したか忘れてしまった方

乳歯調査に協力するかどうか悩んでいる方

一度協力を断ったけれど気持ちが変わった方

●

●

●

プレゼン
ト

キャンペ
ーン

実施中！！

2冊送ってもらっちゃおう！

※プレゼントは変更となる場合があります。

エコチル
ママ＆キッズより

コメントをいただきました！

この機会に、質問票を返送してプレゼントをゲット
してください！質問票のご返送をスタッフ一同お待
ちしております。ご不明な点等ありましたら、各事
務所へお問い合わせください。

ファンシー文具を
頂きましたが、

お友達に手紙を書く時など
に使っています。

手紙をもらったお友達も
カワイイと喜んでくれて、
子どもも嬉しそうに
使っています！

10月25日（日）および12月13日（日）開催予定の「親子でキッズダンス！」へ
多数ご応募をいただきありがとうございました。
しかし、最近の福島県内のコロナウイルス感染症発生状況を踏まえて、皆さまの安全を考慮し、
「親子ふれあい会」の開催を中止することとなりました。
来年度以降、また改めて皆さまにお会いできる機会を企画したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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