
 

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２０年度に取り扱った相談件数は，47 件で，内訳は，次のとおりである。 

  ア 食品衛生に関する相談 7 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 40 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２０年度の貸出し件数は，39 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２０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 №１０５（平成２０年９月発行） 

  ア 衛生動物について 

  イ 百日せき（長引くせきに注意） 

  ウ 食品苦情と回答 

  エ メタボリックシンドローム 

 ⑵ №１０６（平成２０年１２月発行） 

  ア 家庭用品の安全について 

  イ 冬場の食中毒に注意！（ノロウイルスのお話） 

  ウ 酸性雨 

  エ 手洗いのすすめ 

 ⑶ №１０７（平成２１年３月発行） 

  ア 大気汚染の測定業務 

  イ 信頼できる検査のための取組 

  ウ お肉に関する疑問 

  エ 夏休み中学生のための生活環境教室 

３ 研修生及び見学生の受入れ 

  平成２０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 協議会，研修会及び教室の開催 

  平成２０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２０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２０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２０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。 



参加人数 29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

開催場所 京都市衛生公害研究所

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 6名

臨床部門

日時 平成20年6月19日，6月20日

日時 平成21年3月17日

講習会等の名称 特定毒物取扱研修，放射線障害予防研修

対象となった団体名等 京都市衛生公害研究所

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 11名

参加人数 29名

日時 平成20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（食品コース）

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

日時 平成20年6月19日，6月20日

日時 平成20年6月11日

講習会等の名称 第31回近畿地区市場食品衛生検査所協議会

開催場所 京都市健康保険組合「ホテルグラン京都清水」

  京都府健康福祉部生活衛生課職員見学 平成21年3月13日 2 生活衛生部門（第一検査室）

表５－４－１　協議会，研修会及び教室の開催

生活衛生部門

中国西安市研修員研修 平成20年12月16日 5 環境部門（大気汚染常時監視）

  北里大学 平成21年3月5日 1 　  病理部門

  京都市中央卸売市場協会 平成20年10月11日 60 生活衛生部門（第一検査室）

  京都市消防学校職員研修会 平成20年12月11日 30 　　  生活衛生部門・微生物部門・衛生動物部門・環境部門

医師臨床研修 平成20年10月2日 2 生活衛生部門（第一検査室）

  京都市中央卸売市場協会 平成20年10月4日 60 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成20年9月12日 5 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成20年9月12日 2 生活衛生部門（第一検査室）

京都大学施設見学 平成20年9月4日 2 環境部門（大気汚染常時監視）

農林水産省近畿農政局実習生施設見学 平成20年9月11日 3 生活衛生部門（第一検査室）

太秦小学校施設見学 平成20年7月25日 30 生活衛生部門（第一検査室）

農林水産省近畿農政局実習生施設見学 平成20年8月7日 3 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成20年7月3日 2 生活衛生部門（第一検査室）

桂小学校施設見学 平成20年6月30日 74 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成20年5月29日 2 生活衛生部門（第一検査室）

産業観光局新規職員研修 平成20年7月3日 36 生活衛生部門（第一検査室）

表５－３－１　研修生及び見学生の受入れ

日時 受入れ人数 担当部門

新規採用職員研修 平成20年4月16日 19
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，疫学
情報部門，衛生動物部門，環境部門



　豚の保留検査（精密検査）について

　食肉の衛生管理について（カンピロバクター対策）

　食中毒予防について（カンピロバクター，Ｏ１５７）

参加人数 4名

講習会等の名称 夏休み中学生のための生活環境教室（衛生昆虫コース）

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

22名

日時 平成20年8月21日

参加人数 7名

日時 平成20年8月7日

講習会等の名称 衛生害虫研修会

京都市衛生公害研究所

対象となった団体名等 京都市 保健所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

日時 平成20年7月24日，25日，28日，29日

講習会等の名称 生活衛生関係職員研修会

参加人数

参加人数 48名

対象となった団体名等 京都市学校薬剤師会

開催場所

講習会等の名称 生活衛生関係職員研修会

対象となった団体名等 京都市 保健所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場会議室

参加人数 7名

衛生動物部門

日時 平成20年5月29日,31日 

参加人数 10名

日時 平成20年7月30日

講習会等の名称

対象となった団体名等 京都食肉臓器小売商協同組合

日時 平成20年7月14日

講習会等の名称

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処理室

対象となった団体名等 滋賀県食肉衛生検査所

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場会議室

参加人数 1名

参加人数 6名

病理部門

日時 平成20年6月9日～13日

講習会等の名称

講習会等の名称 HIV即日検査に係る検査担当者研修

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 下京保健所2階検査室

開催場所 下京保健所2階検査室

参加人数 6名

日時 平成20年9月25日

日時 平成20年9月11日

講習会等の名称 HIV即日検査に係る検査担当者研修

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

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 29名

微生物部門

日時 平成20年6月19日，6月20日

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 結核・感染症対策専任保健師

開催場所 京都市役所E会議室

参加人数 11名

参加人数 21名

微生物部門

日時 平成20年10月24日

講習会等の名称 結核・感染症対策専任保健師業務研修会

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 新洞女性会

開催場所 京都市立新洞小校

開催場所 西京区役所洛西支所

参加人数 116名

日時 平成20年11月27日

日時 平成20年7月15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 西京区老人連合会

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 85名

表５－５－１　講師の派遣

生活衛生部門

全部門

日時 平成20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

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 14名

参加人数 11名

環境部門

日時 平成20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（自動車公害コース，水質コース）

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 保健所職員

開催場所 京都市衛生公害研究所

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 22名

日時 平成21年3月19日

日時 平成21年1月26日，27日，2月2日，3日

講習会等の名称 生活衛生関係職員研修会（ダニの抽出について）

対象となった団体名等 京都市 保健所職員

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 12名

日時 平成20年10月7日

講習会等の名称 防除作業技術研修会



　食肉の流通と安全性について

　と場で認める豚の肺病変

開催場所 京都市立池田小学校

参加人数 72名

日時 平成20年12月17日,19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 京都市立池田小学校　５年生

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 34名

参加人数 15名

日時 平成20年11月26日

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

講習会等の名称 身近な環境問題

対象となった団体名等 山田繊維株式会社

開催場所 山田繊維株式会社（京都市中京区）

開催場所 京都市上京保健所

参加人数 50名

環境部門

日時 平成20年11月8日

日時 平成21年2月23日

講習会等の名称 食品営業者研修

対象となった団体名等 （社）京都市食品衛生協会上京支部

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 メルパルクKYOTO

参加人数 100名

参加人数 50名

日時 平成20年11月21日

講習会等の名称 防除作業従事者研修

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

衛生動物部門

日時 平成20年11月6日

参加人数 35名

対象となった団体名等 三重県伊勢保健福祉事務所

開催場所

講習会等の名称

対象となった団体名等 京都府養豚協議会

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場会議室

参加人数 30名

開催場所 京都府立農芸高等学校

参加人数 23名

日時 平成21年3月13日

病理部門

日時 平成21年2月13日

講習会等の名称

対象となった団体名等 京都府立農芸高等学校生徒

伊勢保健所

日時 平成20年10月3日

講習会等の名称 衛生害虫研修会
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平成21年3月4日
平成20年度地方衛生研究所全国協議会
近畿支部自然毒部会研修会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部自然毒部会

東京都平成20年11月4日 21日 新興再興感染症技術研修会 国立保健医療科学院

大阪市

平成20年10月25日 28日
先天性代謝異常・内部疾患マス・スクリー
ニング 基礎理論・技術研修

日本マス・スクリーニング学会 東京都

平成20年9月19日
平成20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・総会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部ウイルス部会

京都市

平成20年8月29日 30日
第35回日本マス・スクリーニング学会
第30回技術部会

日本マス・スクリーニング学会 松江市

平成20年8月28日 29日 第49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

平成20年7月3日 4日
平成20年度先天性代謝異常症等検査
技術者研修会

社会福祉法人恩賜財団
母子愛育会

東京都

平成20年6月24日 25日 衛生微生物技術協議会第29回研究会 衛生微生物技術協議会

期間 名称 主催 開催場所

臨床部門

期間 名称 主催 開催場所

神戸市

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）

表５－７－１　職員の技術研修等受講状況

生活衛生部門

日時 平成21年3月23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

主催 保健医療課

主催 保健医療課

委員会の開催場所 保健衛生推進室長室

派遣人員 1名（委員会は23名構成）

派遣人員 1名（委員会は16名構成）

日時 平成21年3月13日

委員会の名称 新型インフルエンザ対策検討会（最終）

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 保健医療課

委員会の開催場所 京都市役所Ｆ会議室

委員会の開催場所 京都市役所Ｅ会議室

派遣人員 1名（委員会は23名構成）

日時 平成21年2月20日

日時 平成21年2月17日

委員会の名称 第3回新型インフルエンザ対策検討会

主催 保健医療課

表５－６－１　委員の派遣

疫学情報部門

東京都

平成20年11月13日 14日 第45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 佐賀市

平成20年8月1日
平成20年度食品衛生検査施設信頼性確保部
門責任者等講習会

厚生労働省

姫路市平成21年2月6日
平成20年度地方衛生研究所全国協議会
近畿支部理化学部会研修会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部理化学部会

東京都

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部自然毒部会

堺市

平成20年8月28日 29日 第49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

平成20年度地方衛生研究所全国協議会
近畿支部自然毒部会研究発表会

京都市

平成20年11月28日
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環境部門

期間 名称 主催 開催場所

平成20年8月25日 9月5日 環境汚染有機化学物質(ＰＯＰs等)分析研修 環境省環境調査研修所 埼玉県

京都府
京都市

平成21年1月22日 23日
第22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
兵庫県

神戸市

平成20年11月21日
第24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

京都府

疫学情報部門

期間 名称 主催 開催場所

平成21年3月13日 第6回京都府豚肉品質向上研究会
京都府養豚協議会
京都府養豚活性化連絡協議
会

東京都

平成21年1月29日 平成20年度京都府畜産技術業績発表会 京都府畜産課 京都府

平成21年1月19日 21日
平成20年度食肉衛生技術研修会及び食肉衛
生発表会

厚生労働省

神奈川県

平成20年11月20日 21日
平成20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

茨城県

平成20年11月14日 15日
全国食肉衛生検査所協議会病理部会
第58回病理研修会

全国食肉衛生検査所協議会
病理部会

京都市

平成20年11月5日
平成20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

大阪府

平成20年8月28日 29日 第49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

東京都

病理部門

期間 名称 主催 開催場所

平成21年2月24日 25日 平成20年度希少感染症診断技術研修会 厚生労働省

京都市

平成21年1月15日 16日 全国結核分子疫学情報データベース構築研修会 地方衛生研究所全国協議会 清瀬市

平成20年11月7日
平成20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

大阪市

平成20年9月30日 10月30日 ウイルスコース研修 国立保健医療科学院 武蔵村山市

平成20年9月19日
平成20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

武蔵村山市

平成20年8月29日 9月5日 平成20年度坑酸菌検査実習コース 財団法人　結核予防会 清瀬市

平成20年8月11日 13日
H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルス感
染診断技術研修

国立感染症研究所

東京都

平成20年7月20日
改正感染症法と輸送に関するワークショッ
プ

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部

大阪市

平成20年6月24日 25日 衛生微生物技術協議会第29回研究会 衛生微生物技術協議会

微生物部門

期間 名称 主催 開催場所

平成20年6月20日 平成20年度阪神地区感染症懇話会第1回講演会 阪神地区感染症懇話会 大阪市

盛岡市

平成21年2月24日 25日 平成20年度希少感染症診断技術研修会 厚生労働省 東京都

平成21年2月21日
日本マス・スクリーニング学会
第27回技術部会研修会

日本マス・スクリーニング学会

平成20年11月7日
第35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

京都市

衛生動物部門

期間 名称 主催 開催場所

平成21年2月19日 20日
ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会
第43回ペストコントロールフォーラム

日本ペストコントロール協会 横浜市


