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別紙1

エコチル調査福島ユニットセンター 福島本部事務所

エコチル★ふくしまホームページにて、
学童期検査サイトをリニューアルしました！
学童期検査ページURL
httpｓ://www.ecochil-fukushima.jp/ｃｈｉｌｄ/

 お送りした資資料料ををPPDDFFフファァイイルルでで閲閲覧覧できます。

 県県内内全全地地域域のの検検査査カカレレンンダダーー（（最最新新版版））が、確認できます。

注）専用WEB予約サイトから、または、申込書郵送でご予約をお願いいたします。

 おお子子ささまま向向けけのの学学童童期期検検査査説説明明動動画画などをご視聴いただけます。

 WWEEBB予予約約ササイイトト（外部サイト（運営：国立環境研究所））へへリリンンククしています。

エコチル★ふくしまHP
学童期検査サイト💛💛💛💛ここんんななととこころろををリリニニュューーアアルルししままししたた💛💛💛💛

お子さま向け
動画が
おススメです！



【学童期検査の目的】
これまでご提供いただいた試料・データに、検査で測定した結果を加え、環境中の化

学物質が子どもの成長や健康に与える影響について、より詳しく分析することです。
お子さまに直接お会いして、エコチル調査で定められた機器、方法を使って検査を行
います。

【学童期検査をご案内する方】
エコチル調査に参加いただいている小小学学22年年生生ののおお子子ささまま

【検査の項目】 検査時間は受付を含め、おおよよそそ6600分分を予定しています。

【謝礼について】
ご協力いただいた方には、謝礼をお渡しします。検査から1～2か月後に、『エコチル
★ふくしまnanacoカード』へ、44,,000000円円相相当当ののnnaannaaccooポポイインントトを付与します。

 学童期検査へのご参加は、みなさまの自自由由意意思思ににももととづづききまますす。

 学童期検査にごご協協力力いいたただだけけなないい場場合合ででもも、、エエココチチルル調調査査ににここれれままででどどおおりりごご参参加加いいたただだけけまますす。
不利益になることはありません。

 検査会場へは大大人人のの方方のの付付添添いいををおお願願いいいいたたししまますす。予約票にご氏名が記載されていない方が付
き添われる場合は、受付でご本人の確認をさせていただきます（本人確認書類は運転免許証、健康
保険証など）。

 お子さまの状況に合わせて、検査を受けていただくよう対応させていただきます。検検査査をを受受けけるるににああ
たたりり、、ごご心心配配ななこことと、、配配慮慮がが必必要要ななここととななどどががあありりままししたたらら、、事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。

 当日、会場でで身身体体計計測測（（身身長長、、体体重重、、体体組組成成））のの結結果果をを、、印印刷刷ししてておお渡渡ししししまますす。ココンンピピュューータターーをを
使使っったた精精神神神神経経発発達達検検査査とと尿尿検検査査ににつついいててはは、、結結果果のの返返却却ははごござざいいまませせんん。

 会場では、検査に協力していただいたおお子子ささままににささささややかかななププレレゼゼンントトを準備しています。

 検査前日に悪天候が予測される場合や、検査当日、自然災害など不測の事態が発生した場合は、
検査を中止させていただくことがあります。中止が決まりましたら、エコチル★ふくしまホームページ
（https://www.ecochil-fukushima.jp/）でお知らせしますので、ご確認お願いいたします。
また、ユニットセンターからご予約のみなさまへ、予約時間の早い方から順にご連絡いたします。 1

指先の動きと集中力を測定する検査です。
画面を見ながら、マウスやボタンを押します。
はじめに、スタッフが説明し、練習をしてから
行いますので、パソコンに慣れていないお子
さまにもご協力いただけます。

① 身体計測 ② コンピューターを使って行う
精神神経発達検査

身長、体重、体組成（体脂肪率、
筋肉量）を測ります。

検査当日の朝、ご自宅で
専用の容器に尿をとって
会場にお持ちください。

③ 尿検査

学童期検査（小学2年生）について 学童期検査における
新型コロナウイルス感染症対策とお願いについて

学童期検査にご協力いただくみなさまに、安心して検査を受けていただくために、以下の感染予防対策を
実施します。また、ご協力いただくみなさまにも、感染症対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

 スタッフは、毎毎日日検検温温、、健健康康状状態態のの確確認認をします。体調のすぐれないスタッフは、従事しません。

 検査スタッフは、必ずママススククをを着着用用し、定期的に手手指指のの清清潔潔をを保保つつように取り組みます。必要
に応じて、飛飛沫沫防防止止ののたためめアアククリリルル板板、、フフェェイイススシシーールルドドななどどをを使使用用します。

 予約受付時間の間隔をあける、会場内移動の方向を定めるなど、人人とと人人がが密密接接ししなないい環環境境
ををつつくくりりまますす。

 会場の出入り口に手指消毒用アルコール消毒液を設置します。
 換気システムが整っている会場、または、窓やドアの開閉により換換気気ででききるる会会場場でで行行いいまますす。
 検検査査機機器器、、ドドアアノノブブ、、机机ななどどのの消消毒毒は、11名名使使用用ごごととに行います。

 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（小小学学校校がが休休校校ととななるる、、新新規規
感感染染者者がが増増加加傾傾向向ととななるるなど）、学童期検査を中止いたします。
中止の際は、ホームページにてお知らせし、また、予約を入れていただいた参加者のみなさまへ
は、ユニットセンターからご連絡します。
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エコチル★ふくしま
ホームページにて
ご確認ください。

ユニットセンターの取組

付添いは1名様で

 会場へは、小小学学22年年生生ののおお子子ささままとと、、保保護護者者のの方方11名名のの22名名ででおお越越ししいいたただだききまますすよよううお願いいたします。
密な環境を避けるため、大変申し訳ございませんがごごききょょううだだいいのの同同伴伴ははごご遠遠慮慮くくだだささいい。。

■ 検査会場では、ママススククのの着着用用、手手指指消消毒毒にご協力をお願いいたします。（マスクの着用、アルコール消毒液に
よる消毒が難しい場合は、ご相談ください）

 医療的ケアが必要なお子さまや、新型コロナウイルスに感染した場合、重症になりやすいと医師から説明さ
れている疾患をお持ちのお子さまは、予防的観点から、今年度の調査へのご協力は控えていただくか、ご予
約の前に、医師からあらかじめ検査協力について許可を得ていただきますようお願いいたします。
また、ご予約される場合は、ユニットセンターまで、事前にご連絡ください。

 重症化するリスクが高い方の付添いは、控えていただきますようお願いいたします。

 以下の場合は、健康観察期間の後に、ご予約ください。
 ご協力いただくお子さま、付添いの保護者の方、また、その同居家族の方が、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染
症症のの診診断断をを受受けけたた場場合合、、ままたたはは、、濃濃厚厚接接触触者者ととななっったた場合

 海海外外渡渡航航ままたたはは滞滞在在歴歴のある方

 ご協力いただくお子さま、付添いの保護者の方、また、その同居家族の方が、検検査査予予定定日日前前３３日日
以以内内 に、発発熱熱やや風風邪邪症症状状ががみみらられれたた場合は、検査日を再調整させていただきます。

■ 保健所など指示により、検検査査ままででににPPCCRR検検査査をを受受けけたた、、ままたたはは、、受受けけるる予予定定ににななっったた場合は検査日を
再調整させていただきます。

 事前にお送りする「体体調調チチェェッックク票票」に、検査3日前から当日までの体温の記録や質問への
ご回答を記入していただき、会会場場ままででごご持持参参くくだだささいい。

参加者のみなさまへのお願い

学童期検査の中止について



学童期検査における
新型コロナウイルス感染症対策とお願いについて

学童期検査にご協力いただくみなさまに、安心して検査を受けていただくために、以下の感染予防対策を
実施します。また、ご協力いただくみなさまにも、感染症対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

 スタッフは、毎毎日日検検温温、、健健康康状状態態のの確確認認をします。体調のすぐれないスタッフは、従事しません。

 検査スタッフは、必ずママススククをを着着用用し、定期的に手手指指のの清清潔潔をを保保つつように取り組みます。必要
に応じて、飛飛沫沫防防止止ののたためめアアククリリルル板板、、フフェェイイススシシーールルドドななどどをを使使用用します。

 予約受付時間の間隔をあける、会場内移動の方向を定めるなど、人人とと人人がが密密接接ししなないい環環境境
ををつつくくりりまますす。

 会場の出入り口に手指消毒用アルコール消毒液を設置します。
 換気システムが整っている会場、または、窓やドアの開閉により換換気気できる会場でで行行いいまますす。
 検検査査機機器器、、ドドアアノノブブ、、机机ななどどのの消消毒毒は、11名名使使用用ごごととに行います。

 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（小小学学校校がが休休校校ととななるる、、新新規規
感感染染者者がが増増加加傾傾向向ととななるるなど）、学童期検査を中止いたします。
中止の際は、ホームページにてお知らせし、また、予約を入れていただいた参加者のみなさまへ
は、ユニットセンターからご連絡します。

2

エコチル★ふくしま
ホームページにて
ご確認ください。

ユニットセンターの取組

できる会場

付添いは1名様で

 会場へは、小小学学22年年生生ののおお子子ささままとと、、保保護護者者のの方方11名名のの22名名ででおお越越ししいいたただだききまますすよよううお願いいたします。
密な環境を避けるため、大変申し訳ございませんがごごききょょううだだいいのの同同伴伴ははごご遠遠慮慮くくだだささいい。。

■ 検査会場では、ママススククのの着着用用、手手指指消消毒毒にご協力をお願いいたします。（マスクの着用、アルコール消毒液に
よる消毒が難しい場合は、ご相談ください）

 医療的ケアが必要なお子さまや、新型コロナウイルスに感染した場合、重症になりやすいと医師から説明さ
れている疾患をお持ちのお子さまは、予防的観点から、今年度の調査へのご協力は控えていただくか、ご予
約の前に、医師からあらかじめ検査協力について許可を得ていただきますようお願いいたします。
また、ご予約される場合は、ユニットセンターまで、事前にご連絡ください。

 重症化するリスクが高い方の付添いは、控えていただきますようお願いいたします。

 以下の場合は、健康観察期間の後に、ご予約ください。
 ご協力いただくお子さま、付添いの保護者の方、また、その同居家族の方が、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染
症症のの診診断断をを受受けけたた場場合合、、ままたたはは、、濃濃厚厚接接触触者者ととななっったた場合

 海海外外渡渡航航ままたたはは滞滞在在歴歴のある方

 ご協力いただくお子さま、付添いの保護者の方、また、その同居家族の方が、検検査査予予定定日日前前３３日日
以以内内 に、発発熱熱やや風風邪邪症症状状ががみみらられれたた場合は、検査日を再調整させていただきます。

■ 保健所など指示により、検検査査ままででににPPCCRR検検査査をを受受けけたた、、ままたたはは、、受受けけるる予予定定ににななっったた場合は検査日を
再調整させていただきます。

 事前にお送りする「体体調調チチェェッックク票票」に、検査3日前から当日までの体温の記録や質問への
ご回答を記入していただき、会会場場ままででごご持持参参くくだだささいい。

参加者のみなさまへのお願い

学童期検査の中止について



学童期検査（小学2年生）を予約するとき

いいえ

「協力確認・予約申込用紙」に必要
事項をご記入の上、
同封の封筒でご返送お願いいたします。
（５ページをご覧ください）

いいえ

申込用紙の
郵送

学童期検査に
協力いただけますか？

はい

検査実施日時にご都合の
よい日はありますか？
（別紙2をご確認ください）

はい

予約方法を選択して
ください。

WEB予約

学童期検査WEB予約サイトから
予約をお願いいたします。
（４ページをご覧ください）（４ページをご覧ください）

検査日時の予約は、「「WWEEBB予予約約」」または「協協力力確確認認・・予予約約申申込込用用紙紙のの郵郵送送」でお申し込みいただけます。
別紙2「学童期検査日程表」をご覧いただき、ご都合のよい検査日時のご検討をお願いいたします。
予約は、受受付付順順になりますので、ご了承ください。
ご都合のよい日時が決まりましたら、できるだけ早くご予約の申込みをお願いいたします。

WWEEBB予予約約ササイイトトかからら予予約約さされれるる方方 ……４４ペペーージジへへ 別別紙紙３３ををごご参参照照くくだだささいい。。
協協力力確確認認・・予予約約申申込込用用紙紙をを郵郵送送さされれるる方方 ……５５ペペーージジへへ

検査1週間から10日前ごろ
ユニットセンターから予約票、検尿容器など
をお届けします。

検査当日
当日、ご持参いただくものを確認し、会場
までお持ちください。

2つの方法で
ご予約できます♪

今回の学童期検査の協力が難しい方は、その旨を、「協協力力確確認認・・予予約約申申込込用用紙紙」にご記入いただき、ユニッ
トセンターまでご返送ください。（５ページをご参照ください）

3

予約完了

学童期検査（小学2年生）都合がつかない・協力しないとき

ユニットセンターから
ご連絡し、日程調整
を行います。

届かない場合はお手数
ですがユニットセンター
までご連絡ください。

「協力確認・予約申込用紙」に必要
事項をご記入の上、
同封の封筒でご返送お願いいたします。
（５ページをご覧ください）
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検査予約方法 その１
WEB予約サイトからのご予約方法

11.. ごご用用意意いいたただだくくもものの
① インターネットに接続されたスマートフォン、タブレット、パソコン

② 学童期検査ID、パスワード

22.. エエココチチルル調調査査小小学学22年年生生学学童童期期検検査査WWEEBB予予約約ササイイトト

UURRLL：： hhttttppss::////jjeeccss--rreess..jjpp//ttoopp//llooggiinn//

このサイト（jecs-res.jp）はエコチル調査小学2年生学童期検査の
検査予約のために、国立研究開発法人国立環境研究所が運営する専用サイトです。

33.. ごご予予約約手手順順

44.. WWEEBB予予約約ササイイトトかかららのの予予約約登登録録・・変変更更・・キキャャンンセセルル登登録録期期間間

WEB予約サイトでの予約・変更・キャンセル登録ができる期間は、検検査査ごご希希望望日日ののおおよよそそ1100日日
前前ままでででですす。（※一部日程を除いて、検査日の9～12日前まで）
各検査日のWEB予約・変更登録の締切日（WEB予約締切）は、別紙2「学童期検査日程表」
に記載していますので、ご参照ください。
締切日以降の予約の変更・キャンセルは、検査予定日前日までにユニットセンターへご連絡を
お願いいたします。

WWEEBB予予約約ササイイトトのの詳詳ししいい操操作作ににつついいててはは、、別別紙紙33ををごご覧覧くくだだささいい。。

ステップ
1 ログイン

ステップ
2 参加者情報の変更、追加

ステップ
3 検査日時の予約

学童期検査(小学2年生)
WEB予約サイト

※読み込めない場合は、
エコチル★ふくしまHPから、
予約サイトへリンクしていますので、
お試しください。



11.. ごご用用意意いいたただだくくもものの
① 協力確認・予約申込用紙

② 返信用封筒

22.. ごご記記入入いいたただだくく項項目目

 おお子子ささままののおお名名前前、、生生年年月月日日
学童期検査案内をお届けした小学2年生のお子さまのお名前、生年月日、枠内に
ご記入ください。

 検検査査協協力力ににつついいてて
学童期検査（小学2年生）にご協力いただけるかどうか、ご記入ください。

 検検査査日日程程・・会会場場のの選選択択（（検検査査ににごご協協力力いいたただだけけるる方方））
別紙2「学童期検査日程表」をご覧いただき、ご都合のよい日時を第第33希希望望ままでで選択して、
ご記入ください。
他の地域（郡山市、会津若松市、いわき市など）での検査をご希望される場合は、福島本部
事務所までご連絡ください。

 ごご連連絡絡先先電電話話番番号号（（検検査査ににごご協協力力いいたただだけけるる方方））
予約確定時などに連絡させていただく際に、ショート・メール（SMS）でご連絡させていただき
ますので、受信可能な番号をお知らせください。また、お電話を差し上げる際に、ご都合のよい
お時間帯などもご記入ください。

33.. ごご返返送送期期限限ににつついいてて
予約はインターネット予約とともに、受受付付順順ででおお受受けけししまますす。ご記入いただきましたら、でき
るだけ早めのご返送をお願いいたします。ご希望に沿えない場合があります。ご了承ください。

44..検検査査予予約約日日時時ののおお知知ららせせ
予約申込用紙を送付いただきましたら、ユニットセンターで検査日時を希望日時の
中から登録させていただきます。
検査日時を登録しましたら、申込用紙にご記入いただいた携帯電話番号に、業務用携帯電
話（080-4815-8367）からショート・メールで、ご連絡いたします。投函後、10日経っても
ショート・メールの連絡がない場合は、ユニットセンターまでお問い合わせください。

55..予予約約のの変変更更・・キキャャンンセセルル方方法法
予約の変更・キャンセルのご連絡は、できるかぎり、検査予定日の前日までにユニット
センターまでご連絡ください。

《《学学童童期期検検査査希希望望日日 保保護護者者様様控控ええ》》 検査日程ご連絡の際、ご確認用にお控えください。

日にち 時間帯 会場

第1希望 月 日（ ） 午前／13時－15時／15時－17時

第2希望 月 日（ ） 午前／13時－15時／15時－17時

第3希望 月 日（ ） 午前／13時－15時／15時－17時

5

検査予約方法 その2
協力確認・予約申込用紙の郵送



お子さま向け資料のご案内
－お子さまに安心して検査をうけていただくために－

エエココチチルル調調査査
このパンフレットは、お子さま自身がエコチル調査に
参加していることを知っていただき、また、これからも
ご協力いただけるよう、エコチル調査の目的や内容
などをわかりやすく説明しています。
保護者のみなさまがエコチル調査に参加したとき、
お子さまが生まれてからこれまでどのようにエコチル
調査に協力しているかなど、お子さまとお話ししてみ
てくださいね。

6

かかららだだののここととををししららべべににいいここうう
（学童期検査（小学2年生）説明）

この資料は、お子さまに、エコチル調査で実施する
学童期検査（小学2年生）の内容を知っていただくこ
と、および、検査当日の流れを具体的にイメージして
いただき、安心してご参加いただくことを目的として
います。
お子さまに「こんなふうにするよ」、「心配なことはあ
るかな」などお話ししてみてくださいね。

エコチル調査では、研究にご協力いただくおお子子ささままのの意意思思をを尊尊重重し、また、安安心心ししてて検検査査にに協協力力ししてて
いいたただだけけるる環環境境のもとで、学童期検査を実施することが大切だと考えております。
学童期検査にお越しいただくにあたり、ご家庭で保護者のみなさまとお子さまが、エコチル調査、お
よび、学童期検査についておはなしするときにご活用いただけるよう、お子さま向けの資料を2種類お
届けしました。
また、エコチル★ふくしまホームページで、『学童期検査』、『福島県でのエコチル調査』の2種類の
動画を掲載しています。
お子さまが、検査でどんなことをするのかをご理解いただく補助資料として、ご活用いただきますよう
お願いいたします。

送付資料

動画 学童期検査サイトURL httpｓ://www.ecochil-fukushima.jp/ｃｈｉｌｄ/

エコチル★ふくしまHP
学童期検査サイト

エエココチチルル調調査査学学童童期期検検査査 ((約約22分分））
（学童期検査（小学2年生）説明）

この動画は、会場で検査する内容につい
て説明しています。

福福島島県県ででののエエココチチルル調調査査((約約33分分））
この動画は、小学校低学年のお子さまへ
福島県での調査の状況や学童期検査に
ついて説明しています。

からだのことをしらべにいこう
エエココチチルルちちょょううささにに ささんんかかししててくくれれてていいるる 小小学学22年年生生ののみみななささんんへへ

しょうがく２ねんせい

みみななささんんがが、、学学どどううききけけんんささでで、、どどんんななここととをを すするるののかかをを せせつつめめいいすするるねね。。
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各検査日のWEB予約・変更登録の締切日（WEB予約締切）は、
別紙4「学童期

令和2年度学童期検査日程表」に記載していますのでご参
照ください。
締切日以降の予約・変更・キャンセルは、ユニットセン
ターまで
ご連絡ください。

ご不明な点などありましたら、
下記までお問い合わせください。

各検査日のWEB予約・変更登録の締切日（

エコチル調査福島ユニットセンター
（平日（土、日、祝日を除く） 9:00-17:00）

福島本部事務所
TEL：024-547-1449
業務用携帯：090-9684-0771（SMS受信可）
※SMSによるお問い合わせは、翌営業日以降に対応させて
いただきます。


