
 

延岡市 健康増進課

　感染症とは、細菌やウイルス等がからだの中に侵入し、発熱や下痢、咳等の症状がでるもの
で、場合によっては、死に至るケースもあります。
　日常の予防には手洗い・うがいが基本ですが、感染症の発生やまん延を防ぐために、法律
で定期予防接種が義務づけられています。無料ですので、決められた時期に必ず受けるよう
にしてください。接種歴については、母子健康
手帳・予防接種手帳で確認できますので、受け
忘れがないか今一度お確かめください。また、
予防接種のことでわからないことがあれば健
康増進課までお気軽にご相談ください。
　エコチル調査はこどもたちの将来のために
大変重要な調査ですので、市としても全面的に

支援しております。皆様方にお
かれましても、ぜひ引き続き、調
査にご協力をお願いします。
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を開催いたしました！

☆★☆エコチルＦａｍｉｌｙ インタビュー☆★☆

　去る2016年12月17日、「ハッピーフェスタ2016」を開催いたしました！
　今回は、ご家族で楽しめる映画鑑賞会に大人気キャラクターのダンスショー、ミニコンサートと子どもから大人
まで楽しめる内容が盛りだくさんでした♪
　みやざき犬「むぅちゃん」と「のぼるくん」のダンスショーでは、お子様達も一緒になって楽しそうに踊ってい
る姿を見て親御さんも私達スタッフも思わず笑顔あふれる時間となりました。宮崎大学医学部管打楽器部の演奏会
では皆様おなじみのディズニー「アラジン」の名曲「ホール ニュー ワールド」等の演奏がありました。「アンパ
ンマンが生まれた日」「ハルのふえ」の映画鑑賞会では、アンパンマンが生まれた瞬間歓声が上がり、大好きなア
ンパンマンの誕生にお子様達の目はキラキラ輝いていました。アンパンマンが人助けをするようになったきっかけ
を初めて知り、胸が熱くなり感動してしまったスタッフもいたり（笑）、「ハルのふえ」のあたたかい親子愛のスト
ーリーに会場中がほっこり(*^^*)とっても心なごむ映画鑑賞会となりました♪
　今回も予想をはるかに上回るご応募をいただき、会場の都合上、全ての方のご希望にお応えすることが出来なかっ
た事が心残りとなりましたが、来ていただいた皆様のたくさんの笑顔を見る事が出来、大変嬉しく思います。ご家
族との楽しい思い出の1つとなれば幸いです☆今後のイベントもどうぞお楽しみにっ！！

Q.今日のイベントでのお子様の反応はいかがでしたか？

A.アンパンマンが出た！バイキンマンが出た！と言いながら楽しんでいました。

Q.今日のイベントに参加したきっかけは何ですか？

A.車が好きなのでいつもはデパートのおもちゃコーナーの車を見たりして遊んでいますが、

映画鑑賞会もいつもと違う感じで良いなと思い参加しました。

Q.質問票の記入で工夫している事はありますか？

A.子どもの世話をしながらは出来ないので、子どもが寝た後や、遊んでいる時に集中して

やっています。いっぺんにではなくそういう手が空いた時に少しずつやっています。

Q.エコチル調査に取り組む他のママ・パパに応援メッセージをお願いします。

A.結果も知りたいし、今後の研究の為にアンケートもたくさん回答があった方が良いと思

うので皆さん一緒に頑張りましょう！

Q.お子様は今日のイベントで何を一番喜ばれていましたか？

A.みやざき犬のダンスと映画の「ハル」が口笛を吹いているのがよかったです。

Q.エコチル調査に参加しようと思った決め手は何ですか？

A.継続していくこと、検査結果が返ってくることです。

Q.エコチル調査に参加してよかったことと大変なことは何ですか？

A.よかったこと：イベントに参加できること、記念品

　大変なこと：特にありません

Q.質問票の記入で工夫している事はありますか？

A.そんなに大変ではないです。

Q.エコチル調査に取り組む他のママ・パパに応援メッセージをお願いします。

A.みんなで子ども達のために頑張りましょう！！
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のべチルちゃんが行く！

エコチル調査
宮崎サブユニットセンター

事務局
ってどんなところ？

～ お し ら せ ～

小学校入学以降の質問票調査は発送時期が変わります！！

　エコチル調査にご参加いただいている皆さんには「エコ
チル調査宮崎サブユニットセンター事務局」という名前を
すでにご存じかと思いますが、実際にこの事務局では、ど
んな業務が行われどのようにエコチル調査が運営されてい
るのか、また、皆さんに日頃送っていただいている質問票
は「エコチル調査宮崎サブユニットセンター事務局」に届
いた後、どのような処理が行われているのか、知らない方
がほとんどかと思います。
　そこで今回は、「エコチル調査宮崎サブユニットセンター
事務局」をくわしくご紹介いたします！！

　宮崎大学医学部公衆衛生学分野にエコチル調査宮崎サブユニ
ットセンター事務局はあります。
　皆さんから返送いただいた質問票の受け取り確認や謝礼
（QUOカード・記念品）の発送準備、電話応対、イベント企画
や広報関連業務、詳細調査等の運営を主に行なう部屋と、皆さ
んの質問票のデータをエコチル専用パソコンとスキャナーを使
って電子化したり、登録情報を変更、管理する業務を行なって
いる「データ管理室」という部屋があります。どちらの部屋に
も出入り口には静脈認証システムが設置されています！厳重に
セキュリティ管理されているんです！
　質問票は静脈認証システムが設置されている部屋の中の施錠
可能なスチール棚に厳重に保管されています。

　毎日届いた質問票の確認作業を行ないます。届いた質問票の数が多
い日はスタッフ一同で喜んでいます♪（笑）
　届いた質問票に未記入部分があった場合は参加者様へ個別に聞き取
りを行なっています。質問票の受け取り確認が終わった後は、データ
管理室のエコチル専用PCで住所等の登録情報の変更や1人1人の質問
票の到着日を登録し、謝礼を皆さんに送る為に住所の宛名ラベル等の
準備をしています。なんとこのエコチル専用PCも静脈認証で起動する
仕組みになっているとか！万全なセキュリティ環境です！

　皆さんへお届けしているQUOカードや記念品は、送り間違いのな
いよう確認しながら１つずつ手作業で感謝の気持ちを込めながら丁
寧に封入し発送しています♪発送が完了した方の質問票はデータ管
理室にて電子化作業を行なっていきます。スタッフが質問票の中身
と、パソコンに取り込んだ内容と間違いがないか項目１つ１つを目
視で確認していきます。この電子化したデータがエコチル調査とい
う研究においてとっても重要な情報源となるんです！電子化が終わ
った質問票は随時適切に破棄しています。

　月に１〜２回定期的に行なってい
る「エコチルミーティング」では、
各業務の問題点、検討事項、参加者
様にとってよりよい調査になる為の
イベント企画や記念品選び他、様々
な話し合いがされています！

　「エコチル調査宮崎サブユニットセンター事務局」の
事、少しはお分かりいただけたでしょうか？少しでも身
近に感じていただければと思います☆これからも皆さん
に楽しくエコチル調査にご参加いただけるようスタッフ
一同頑張りますので宜しくお願いいたします！

　お子さんが小学校にご入学された後の質問票調査は、①お子さんの誕生月にお送りする質問票

と、②毎年一定の時季（秋～冬頃）にお送りする質問票（学年単位の質問票）に変更する予定

です。このうち、②の質問票では小学校での身体測定（身長、体重など）の記録をおたずねし

ます。小学校からこれらの記録を配付された際には、メモやコピーをとるか、デジカメや携帯

のカメラで写真を撮るなど記録を保存していただけますようお願いいたします！

データ管理室 運営・作業室

指の静脈で解錠！！



エコチル調査 宮崎事務局

おもしろ★かわいい♥
エコチルKids
おもしろ★かわいい♥
エコチルKids 写 真 大 募 集 ！
　左の｢応募用紙｣にご記入の上、掲載希望のお写真(現
像したもの)と共に、下記エコチル調査事務局までお送
りください。
　もしくは、｢応募用紙｣と同じ内容を別の用紙にご記
入の上お送りいただくことも可能です。(注)郵送代は参
加者様ご負担となります。メールでのご応募は受け付け
ておりませんのでご注意下さい。

※ご応募多数の場合は厳正なる抽選を行い、掲載者を決定
致します。掲載はお１人様１回とさせていただきます。掲
載者の発表は｢のべチルNews｣への掲載及びプレゼント
(右に記載)の発送をもってかえさせていただきます。
　今回頂いた情報は｢のべチルNews｣とホームページへ
の掲載のみに使用いたします。お写真についてはお返
しいたしかねますので、予めご了承ください。

※応募方法がメール→郵送へ変わりました！※応募方法がメール→郵送へ変わりました！

〒889-1692宮崎県宮崎市清武町木原5200
宮崎大学医学部内
エコチル調査宮崎サブユニットセンター

TEL/FAX：0985-85-9830
ホームページ
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/ecochild/

次回も
お楽しみに♪

保護者様のお名前

応 募 用 紙（切り取って写真と同封して下さい｡）

ふりがな

（男・女）

〒

お子さまのお名前
もしくは

ニ ッ ク ネ ー ム

ご住所

電話番号

コメント
（20文字以内）

ご要望・ご感想

キリトリ線

【郵送先住所】

いつもお手伝い
ありがとう！

明くん元気にすくすく
育ってね☆

陽斗くん

これからも元気いっぱい
遊ぼうね♪

芽依ちゃん
おてつだい

いつもありがとう♡

陽菜ちゃん　愛菜ちゃん
ひ

め い
な ま な

はる と

あきら

プレゼントが変わりました！

男の子には「新幹線」、女の子には「ケーキ屋さん」
をお送りします♪お楽しみに♪♪（※在庫の関係
上、デザインは変更になる可能性がございます。

掲載された方には、お片付けが楽しく
なるストレージボックススツール♪

座れる！たためる！
おもちゃ収納

ケーキ屋さん

新 幹 線

BOX
をプレゼント☆

サイズ（組み立て時）
（約）横幅48×奥行31×高さ31㎝　重さ：約2kg／耐荷重：80kg
素材：PVCコーティング不織布、 MDF


