
１ 食品衛生，環境衛生などに関する相談等［管理課］ 

 ⑴ 相談 

   平成１９年度に取り扱った相談件数は，94 件で，内訳は，次のとおりである。 

  ア 食品衛生に関する相談 12 件 

    食品の規格基準，品質，安全性などについての相談があった。 

  イ 生活環境に関する相談 82 件 

    生活騒音，悪臭，水質汚染などについての相談があった。 

 ⑵ 簡易騒音測定器の貸出し 

   音に対する認識を深めるとともに騒音防止意識の向上を図ることを目的として，測定器を市民に貸し出している。 

   平成１９年度の貸出し件数は，61 件であった。 

２ 消費者コーナーニュースの発行［管理課］ 

  市民が健康的な生活を送るために必要な公衆衛生に関する情報を紹介するパンフレット「消費者コーナーニュース」

を毎年 3 回発行し，来所者及び関係機関などに配付している。 

  平成１９年度発行の「消費者コーナーニュース」の内容は，次のとおりである。 

 ⑴ №１０２（平成１９年９月発行） 

  ア ＨＩＶ（エイズ）検査について 

  イ アレルギー様食中毒（ヒスタミンによる食中毒） 

  ウ カテゴライズ 

  エ ＨＩＶ（エイズ）検査実施中 

 ⑵ №１０３（平成１９年１２月発行） 

  ア 新生児マススクリーニングについて（先天性代謝異常等検査） 

  イ あれ，ここは何をしているところなのかな 

  ウ 大台ケ原の野鳥 

  エ 夏休み中学生のための生活環境教室を開催しました 

 ⑶ №１０４（平成２０年３月発行） 

  ア 妊娠中の女性と喫煙について 

  イ 安心なお肉を届けるために 

  ウ 新しく見つけた生きがい 

  エ 「賞味期限」と「消費期限」違いは 

３ 研修生及び見学生の受入れ 

  平成１９年度は表５－３－１に示すとおり，研修生及び見学生の受入れを行った。 

４ 研修会及び教室の開催 

  平成１９年度は表５－４－１に示すとおり，研修会及び教室を開催した。 

５ 講師の派遣 

  平成１９年度は表５－５－１に示すとおり，職員を講師として派遣した。 

６ 委員の派遣 

  平成１９年度は表５－６－１に示すとおり，職員を委員として派遣した。 

７ 職員の技術研修等の受講 

  平成１９年度は表５－７－１に示すとおり，技術向上を図る目的で，技術研修等を受講した。 



京都大学保健管理センター 平成19年８月３日 2

医師臨床研修

太秦小学校施設見学 平成19年８月６日 30

平成19年４月16日 11

平成19年５月18日

京都精華大学施設見学 平成19年５月24日 5

2

環境部門（大気汚染常時監視）

生活衛生部門（第一検査室）医師臨床研修

医師臨床研修 平成19年６月15日

生活衛生部門（第一検査室）

桂小学校施設見学 平成19年６月11日 72 生活衛生部門（第一検査室）

表５－３－１　講座及び研修，見学生の受入れ

京都薬科大学施設見学 平成19年５月２日

日時 受入れ人数 担当部門

新規採用職員研修
管理課，生活衛生部門（本所及び第一検査室），臨
床部門，微生物部門，病理部門，衛生動物部門，環
境部門

2

医師臨床研修 平成19年６月８日 2

病理部門5

医師臨床研修 平成19年６月25日 2 疫学情報部門

産業観光局新規職員研修 平成19年６月29日 36 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成19年７月５日 2 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成19年７月20日 3 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成19年７月23日 2 疫学情報部門

生活衛生部門（第一検査室）

生活衛生部門（第一検査室）

環境部門

平成19年９月11日 4 疫学情報部門

衛生動物部門，環境部門

病理部門

京都中央卸売市場協会施設見学 平成19年10月12日 60 生活衛生部門（第一検査室）

京都中央卸売市場協会施設見学

医師臨床研修 平成19年９月14日 5

平成19年９月28日 60

医師臨床研修 平成19年10月23日 2 生活衛生部門（第一検査室）

日時 平成19年６月８日，６月15日

生活衛生部門

日本獣医生命科学大学 平成20年３月４日 1 病理部門

表５－４－１　研修会及び教室の開催

講習会等の名称 保健所試験検査業務担当者研修会

対象となった団体名等 京都市保健所 試験検査業務新担当者

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 11名

日時 平成19年８月21日

講習会等の名称 夏休み中学生のための生活環境教室

対象となった団体名等 市民新聞等による公募

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 10名

日時 平成19年６月７日～６月８日，６月14日～６月15日

講習会等の名称 保健所試験検査業務担当者研修会

参加人数 11名

臨床部門

対象となった団体名等 京都市保健所 試験検査業務新担当者

開催場所 京都市衛生公害研究所



開催場所 京都市下京保健所

参加人数 ６名

講習会等の名称 HIV即日検査業務担当者研修会

対象となった団体名等 京都市保健所　試験検査業務担当者

参加人数 ５名

日時 平成19年11月22日

対象となった団体名等 京都市保健所　試験検査業務担当者

開催場所 京都市下京保健所

日時 平成19年８月23日

講習会等の名称 HIV即日検査業務担当者研修会

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 11名

講習会等の名称 保健所試験検査業務担当者研修会

対象となった団体名等 京都市保健所 試験検査業務新担当者

参加人数 ８名

日時 平成19年６月６日～６月８日，６月13日～６月15日

微生物部門

日時 平成19年５月10日

講習会等の名称 HIV即日検査業務担当者研修会

対象となった団体名等 京都市保健所 試験検査業務担当者

開催場所 京都市下京保健所

参加人数 19名

対象となった団体名等 保健福祉局 保健衛生推進室 新規採用職員(薬剤師，獣医師，保健師)

開催場所 京都市衛生公害研究所

疫学情報部門

日時 平成19年４月19日

講習会等の名称 京都市保健福祉局平成19年度新規採用職員 パソコン研修

講習会等の名称 食肉の衛生管理とBSEについて（BSEと食中毒対策）

参加人数 ７名

対象となった団体名等 京都食肉臓器小売商協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場会議室

参加人数 10名

日時 平成19年８月１日

対象となった団体名等 京都食肉臓器小売商協同組合

開催場所 京都食肉臓器小売商協同組合内臓処理室

日時 平成19年６月25日

講習会等の名称 食肉の衛生管理について（O１５７対策）

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場会議室

参加人数 20名

日時 平成19年５月31日, ６月１日 

衛生動物部門

病理部門

日時 平成19年４月26日

講習会等の名称 鹿児島県中央地区肉牛枝肉研修会

対象となった団体名等 JA鹿児島県経済連

講習会等の名称 環境衛生関係職員研修会

対象となった団体名等 京都市内保健所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 13名



日時 平成19年８月21日

講習会等の名称 夏休み中学生のための生活環境教室（ハチ）

対象となった団体名等 市民新聞等による公募

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 ６名

日時 平成19年９月27日

講習会等の名称 防除作業技術研修会

対象となった団体名等 京都府ペストコントロール協会

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 10名

対象となった団体名等 京都市内保健所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

日時 平成19年12月19日

講習会等の名称 環境衛生関係職員研修会（セアカゴケグモについて）

参加人数 18名

日時 平成20年２月12日，13日

講習会等の名称 食品衛生担当者研修会

対象となった団体名等 京都市内保健所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 72名

講習会等の名称 平成19年度食品衛生業務担当者研修会

対象となった団体名等 食品衛生業務担当者

生活衛生部門

日時 平成19年6月21日

表５－５－１　講師の派遣

京都市役所寺町第１会議室

参加人数 12名

日時 平成19年10月３日

開催場所

講習会等の名称 京都市政出前トーク「検査で守る食の安全」

対象となった団体名等 久我・羽束師地域生活安全推進協議会

開催場所 羽束師小学校ふれあいサロン

参加人数 18名

日時 平成19年10月４日

講習会等の名称 京都市政出前トーク「検査で守る食の安全」

対象となった団体名等 伏見地域生活安全推進協議会

開催場所 伏見区役所3F　AB会議室

参加人数 22名

環境部門

日時 平成19年８月21日

講習会等の名称 夏休み中学生のための生活環境教室

対象となった団体名等 市民新聞等による公募

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 15名

全部門

日時 平成19年12月18日

講習会等の名称 健康危機管理訓練（新型インフルエンザ）

対象となった団体名等 保健福祉局 保健衛生推進室 衛生公害研究所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 85名



日時 平成19年11月６日

講習会等の名称 防除作業従事者研修

対象となった団体名等 社団法人京都ビルメンテナンス協会

開催場所 京都府中小企業会館

参加人数 60名

日時 平成19年11月９日

講習会等の名称 防除作業従事者研修

環境部門

日時 平成19年6月７日，12日

衛生動物部門

参加人数 60名

対象となった団体名等 京都府ペストコントロール協会

開催場所 京都JA会館

講習会等の名称 大気汚染常時監視醍醐測定局舎の見学と簡易実験装置を用いた二酸化窒素の測定実験

対象となった団体名等 京都市立池田小学校　５年生

開催場所 京都市立池田小学校

参加人数 60名

日時 平成19年6月26日, 28日

講習会等の名称 大気汚染常時監視久我測定局舎の見学と簡易実験装置を用いた二酸化窒素の測定実験

対象となった団体名等 京都市立神川小学校　５年生

開催場所 京都市立神川小学校

参加人数 120名

日時 平成19年7月10日

講習会等の名称 大気汚染常時監視西ノ京測定局舎の見学と簡易実験装置を用いた二酸化窒素の測定実験

対象となった団体名等 京都市立大将軍小学校　６年生

開催場所 京都市立大将軍小学校

参加人数 36名

日時 平成19年7月30日

講習会等の名称 夏休み かんきょう実験教室

対象となった団体名等 小学校４年生以上

開催場所 京エコロジーセンター

参加人数 20名

日時 平成19年9月6日，11日

講習会等の名称 大気汚染常時監視桂測定局舎の見学と簡易実験装置を用いた二酸化窒素の測定実験

対象となった団体名等 京都市立桂小学校　６年生

開催場所 京都市立桂小学校

参加人数 70名

日時 平成19年９月27日

講習会等の名称 大気汚染常時監視大宮測定局舎の見学と簡易実験装置を用いた二酸化窒素の測定実験

対象となった団体名等 京都市立洛中小学校　５年生

開催場所 京都市立洛中小学校

参加人数 32名

日時 平成20年３月10日

講習会等の名称 光化学スモッグの現況

対象となった団体名等 下京保健所運営協議会

開催場所 京都市下京保健所

参加人数 32名

日時 平成20年２月26日

講習会等の名称 平成19年度総合衛生管理製造過程承認施設に係る助言等を行う食品衛生監視員養成講習会

対象となった団体名等 京都府，京都市，奈良県及び奈良市の保健所等の食品衛生監視員等

開催場所 京都府庁

参加人数 19名
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委員会の開催場所 京都市役所G会議室

派遣人員 １名（委員会は16名構成）

委員会の名称 京都市結核対策推進プロジェクトチーム第３回会議

主催 地域医療課

派遣人員 １名（委員会は16名構成）

日時 平成20年１月30日

主催 地域医療課

委員会の開催場所 京都市役所寺町第５会議室

日時 平成19年12月27日

委員会の名称 京都市結核対策推進プロジェクトチーム第２回会議

委員会の開催場所 京都市役所G会議室

派遣人員 １名（委員会は16名構成）

疫学情報部門

日時 平成19年10月３日

表５－６－１　委員の派遣

表５－７－１　職員の技術研修等受講状況

委員会の名称 京都市結核対策推進プロジェクトチーム第１回会議

主催 地域医療課

生活衛生部門

期間 名称 主催 開催場所

平成19年８月29日 30日 第48回近畿食品衛生監視員研修会 近畿食品衛生監視員協議会 大阪市

神戸市

平成19年11月5日 放射線取扱主任者定期講習
財団法人
原子力安全技術センター

大阪市

平成19年11月2日 厚生労働省分担研究会議・実習 神戸市

高崎市

平成19年11月15日 16日 第44回全国衛生化学技術協議会年会 全国衛生化学技術協議会 津市

平成19年11月6日 放射線照射食品検知法研修 厚生労働省

神戸市平成19年12月13日 厚生労働省分担研究会議・実習 神戸市

平成20年1月24日 25日 第２回全国自然毒中毒講演会研修会 地方衛生研究所全国協議会

平成20年1月30日
食品に関するリスクコミュニケーション
（輸入食品等の安全確保に関する意見交換
会）

厚生労働省

28日
平成19年度総合衛生管理製造過程承認施設
に係る助言等を行う食品衛生監視員養成講習
会

京都府，奈良県
京都市，奈良市

横浜市

大阪市

臨床部門

京都府
京都市

平成20年2月26日

期間 名称 主催 開催場所

横浜市

平成19年６月28日 29日 先天性代謝異常症等検査技術者研修会
社会福祉法人恩寵財団
母子愛育会

東京都

平成19年５月16日 サポウイルス検査技術研修 横浜市衛生研究所

岡山市

平成19年８月29日 第48回近畿食品衛生監視員研修会 近畿食品衛生監視員協議会 大阪市

平成19年７月５日 ６日 衛生微生物技術協議会第28回研究会 衛生微生物技術協議会

大阪市

平成19年９月９日 14日 新興再興感染症技術研修会 国立保健医療科学院 東京都

平成19年９月７日
平成19年度地方衛生研究所全国協議会
近畿支部ウイルス部会研究会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部ウイルス部会

東京都

平成19年11月２日
第34回地方衛生研究所全国協議会
近畿支部細菌部会研究会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部細菌部会

和歌山市

平成19年９月26日 27日 第28回日本食品衛生微生物学会学術総会 日本食品微生物学会

大阪市平成20年３月８日
日本マススクリーニング学会
第26回技術部会研修会

日本マススクリーニング学会
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京都府
京都市

平成20年２月26日 28日
平成19年度総合衛生管理製造過程承認施設
に係る助言等を行う食品衛生監視員養成講習
会

京都府，奈良県
京都市，奈良市

京都府

平成19年１月23日 25日
平成19年度食肉衛生技術研修会・衛生発表
会

厚生労働省 東京都

平成20年１月18日 平成19年度京都府畜産技術業績発表会 京都府畜産課

茨城県

平成19年11月27日 第5回京都府豚肉品質向上研究会 京都府養豚協議会 京都市

平成19年11月20日 21日
平成19年度全国食肉衛生検査所協議会
微生物部会　全国幹事会総会・研修会

全国食肉衛生検査所協議会
微生物部会

神戸市

平成19年11月８日 ９日
全国食肉衛生検査所協議会病理部会
第56回病理研修会

全国食肉衛生検査所協議会
病理部会

神奈川県

平成19年10月30日
平成19年度全国食肉衛生検査所協議会
近畿ブロック会議及び技術研修会

全国食肉衛生検査所協議会
近畿ブロック

開催場所

平成19年８月29日 30日 第48回近畿食品衛生監視員研修会 近畿食品衛生監視員協議会 大阪市

病理部門

期間 名称 主催

東京都平成20年２月19日 20日 平成19年度希少感染症診断技術研修会 厚生労働省

大阪市

平成19年11月２日
平成19年度地方衛生研究所全国協議会
近畿支部細菌部会研究会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部細菌部会

和歌山市

平成19年10月17日 第２回阪神地区感染症懇話会講演会 大阪検疫所

東京都

平成19年10月11日 新興・再興感染症研究事業研究協力者会議
新興・再興感染症研究事業
近畿ブロック

大阪市

平成19年10月３日 ５日 第16回HIV検査法技術研修会 厚生労働省

岡山市

平成19年９月７日
平成19年度地方衛生研究所全国協議会
近畿支部ウイルス部会研究会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部ウイルス部会

大阪市

平成19年７月５日 ６日 衛生微生物技術協議会第28回研究会 衛生微生物技術協議会

開催場所

平成19年５月18日 感染症法改正に係る説明会 厚生労働省 大阪市

微生物部門

期間 名称 主催

埼玉県平成20年１月31日 ２月１日
第21回 公衆衛生情報研究協議会総会
及び研究会

国立保健医療科学院

東京都

平成19年11月６日
第23回 地方衛生研究所全国協議会
近畿支部疫学情報部会定期研究会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部疫学情報部会

和歌山県

平成19年11月９日 12日 平成19年度 結核行政担当者等短期研修 結核予防会結核研究所

開催場所

平成19年８月２日
平成19年度 食品衛生検査施設
信頼性確保部門責任者等研修会

厚生労働省 東京都

疫学情報部門

期間 名称 主催


