
 

 

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２１年度に取り扱った相談件数は，35 件で，内訳は，次のとおりである。 

  ア 食品衛生に関する相談 10 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 25 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２１年度の貸出し件数は，53 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２１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 №１０８（平成２１年９月発行） 

   新型インフルエンザ特集 

  ア 「新型インフルエンザ」の検査現場から 

  イ 予防対策「手洗い！うがい！咳エチケット！」 

  ウ ＰＣＲ法って？ 

  エ 新型インフルエンザ相談窓口 

 ⑵ №１０９（平成２１年１２月発行） 

  ア 京都で初めて！アルゼンチンアリの生息を確認 

  イ 中国・西安市の方が来所されました！ 

  ウ 私が始めたメタボ対策（投稿） 

  エ 京都市衛生公害研究所ホームページ 

 ⑶ №１１０（平成２２年３月発行） 

  ア カンピロバクター食中毒について 

  イ 器具及び容器包装の規格基準が改正されました 

  ウ 輸入牛肉の安全はどのようにして守られているの？ 

  エ 出席停止となる感染症 

３ 研修生及び見学生の受入れ 

  平成２１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２１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２１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２１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２１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。 



開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 11名

微生物部門

日時 平成21年6月12日

講習会等の名称 食品衛生業務新任担当者研修会

対象となった団体名等

中国西安市職員訪日研修 平成21年7月2日 5 環境部門（京都タワー測定局視察）

中国西安市職員訪日研修 平成21年7月3日 5 環境部門（自排南局視察，大気汚染常時監視に係る講義）

表５－４－１　協議会，研修会及び教室の開催

台湾台北県職員訪日研修 平成21年12月17日 12 環境部門（自排南局視察，大気汚染常時監視に係る講義）

生活衛生部門

JICA研修生見学 平成22年1月29日 6 微生物部門

京都市中央卸売市場協会 平成21年10月3日 52 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成21年9月15日 5 生活衛生部門（第一検査室）

京都市中央卸売市場協会 平成21年9月26日 60 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成21年9月3日 2 生活衛生部門（第一検査室）

近畿農政局インターン研修 平成21年9月10日 2 生活衛生部門（第一検査室）

医師臨床研修 平成21年6月11日 3 生活衛生部門（第一検査室）

産業観光局新任職員研修 平成21年6月26日 40 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21年4月14日
　　　～4月15日

14
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，食肉検査部門，
衛生動物部門，環境部門

日時 平成21年6月10日

講習会等の名称 食品業務新任担当者研修会

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21年8月20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）

対象となった団体名等 市民しんぶん等による公募

開催場所 京都市衛生公害研究所

参加人数 18名

京都市保健所試験検査業務新担当者

講習会等の名称 京・食の安全衛生管理認証制度講習会

対象となった団体名等

平成22年3月28日

京都水産部商業共同組合

開催場所 京都市中央卸売市場内　水産棟

参加人数 11名

新規採用職員研修 平成21年10月9日 3 生活衛生部門（第一検査室）

日時



食肉の衛生管理について

「牛せき柱適正管理」について

参加人数 17名

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）

参加人数 11名

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

京都市保健所

開催場所 京都市衛生公害研究所

環境部門

日時 平成21年8月20日

対象となった団体名等

日時 平成22年3月19日及び23日

参加人数 22名

日時 平成21年10月2日及び5日

講習会等の名称 保健所衛生課業務担当者研修

京都市衛生公害研究所開催場所

対象となった団体名等 市民しんぶん等による公募

開催場所 京都市衛生公害研究所

日時 平成21年8月20日

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）

4名

開催場所 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

講習会等の名称 保健所衛生課業務担当者研修

参加人数

参加人数 15名

衛生動物部門

日時 平成21年6月29日及び30日

講習会等の名称 保健所衛生課業務担当者研修

対象となった団体名等 京都市保健所

参加人数 11名

日時 平成22年2月15日

講習会等の名称

対象となった団体名等 京都食肉買参協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場会議室

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

参加人数 9名

食肉検査部門

日時 平成21年7月13日

講習会等の名称



参加人数 22名

開催場所 京都産業大学菅原ゼミ教室

日時 平成22年1月12日

講習会等の名称 京都市政出前トーク「スズメバチに刺されないために」

対象となった団体名等 京都産業大学菅原ゼミ

平成21年度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 50名

食肉の流通と安全性について

平成21年10月29日

参加人数 70名

参加人数 57名

日時

講習会等の名称

参加人数 34人

講習会等の名称 京都市政出前トーク「身近な環境問題」

対象となった団体名等 クラーク記念国際高校

開催場所 クラーク記念国際高校京都キャンパス

環境部門

日時 平成21年5月28日

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

参加人数 35名

日時

蚊媒介感染症技術研修会

講習会等の名称 児童生徒に係る衛生害虫研修会

対象となった団体名等 京都市学校薬剤師会

開催場所 京都府薬剤師会館

平成21年9月18日

衛生動物部門

日時 平成21年6月25日

参加人数 30名

対象となった団体名等 福知山市教育会館

開催場所 福知山市総合福祉会館

日時

講習会等の名称 建築物ねずみ・昆虫等防除業の防除作業従事者研修

対象となった団体名等 京都府ペストコントロール協会及び滋賀県ペストコントロール協会

開催場所 京都府JA会館

京都府立農芸高等学校

参加人数 30名

食肉検査部門

日時 平成22年2月19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

対象となった団体名等 京都市地域女性連合会

日時 平成21年11月6日

講習会等の名称

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 16名

開催場所

日時 平成21年12月2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｣

表５－５－１　講師の派遣

生活衛生部門

平成21年6月15日

講習会等の名称 平成21年度聴覚障害者成人講座
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平成21年11月12日 13日 第46回全国衛生化学技術協議会 全国衛生化学協議会 岩手県

平成22年3月6日 平成21年度大都市結核対策研究会 大都市結核対策研究会 大阪市

平成21年11月6日
平成21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

京都市

平成22年2月25日 26日 希少感染症診断技術研修会 国立感染症研究所 東京都

平成21年9月17日
平成21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

大阪市

平成21年10月25日 27日 日本ウイルス学会学術集会 日本ウイルス学会 東京都

衛生微生物技術協議会第30回研究会 衛生微生物技術協議会 堺市

平成21年8月31日 9月4日 抗酸菌研修コース 結核予防会 東京都

微生物部門

名称 主催 開催場所期間

平成21年7月9日 10日

期間 名称 主催

28日 第50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21年11月20日

開催場所

平成21年度食品衛生検査施設における検査
等の業務管理に係る研修会

近畿厚生局

表５－７－１　職員の技術研修等受講状況

生活衛生部門

派遣人員 1名（委員会は18名）

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

委員会の開催場所 本能寺会館５階祇園

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18名）

日時 平成22年3月25日

日時 平成22年2月12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１回会議

主催 保健医療課

表５－６－１　委員の派遣

疫学情報部門

平成21年11月27日
平成21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

兵庫県

平成21年8月27日

平成21年7月9日 10日
平成21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

兵庫県

大阪市平成21年11月18日

平成21年8月21日 22日
第36回日本マス・スクリーニング学会
第31回技術部会

日本マス・スクリーニング学会 札幌市

平成21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

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部自然毒部会

大阪府

臨床部門

平成21年10月19日 21日 第30回日本食品微生物学会学術総会 日本食品微生物学会 東京都

平成21年7月9日 10日 衛生微生物技術協議会第30回研究会 衛生微生物技術協議会 堺市

京都市

20日
日本マス・スクリーニング学会・技術部会
第28回研修会

日本マス・スクリーニング学会 大分市

平成21年8月27日 28日 第50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 神戸市

期間 名称 主催 開催場所

平成22年3月19日

平成21年11月6日
第36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
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平成22年1月19日 20日 化学物質環境実態調査環境科学セミナー 環境省 東京都

環境部門

期間 名称 主催 開催場所

大阪府

疫学情報部門

期間 名称 主催

平成21年11月25日 12月10日 水質（水質中の農薬）分析研修 環境省環境調査研修所 埼玉県

岐阜県平成22年2月18日 2月19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

全国環境衛生・廃棄物関係
課長会

開催場所

平成22年3月10日 3月12日
HACCPシステムに係る食品衛生監視員
養成研修会

近畿厚生局

東京都

平成22年1月26日 平成21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22年1月18日 1月20日
平成21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

群馬県

平成21年11月25日 11月26日
全国食肉衛生検査所協議会
病理部会　第60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21年11月24日 11月25日
平成21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

兵庫県

平成21年11月5日
平成21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

兵庫県

平成21年8月27日  8月28日 第50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

食肉検査部門

期間 名称 主催 開催場所

京都市

平成21年８月24日
平成21年度食品衛生検査施設信頼性確保
部門責任者研修会

厚生労働省 東京都

平成22年１月22日 　22日 第22回公衆衛生情報研究協議会及び研修会 国立保健医療科学院 埼玉県

平成21年12月15日
平成21年度「地域保健総合推進事業」に係
る近畿ブロック事業　健康危機管理に関す
る「意見交換会」及び「研修会」

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部疫学情報部会

平成22年2月25日 26日
第24回全国環境研協議会
東海近畿北陸支部研究会

全国環境研協議会
東海近畿北陸支部

京都市

衛生動物部門

期間 名称 主催 開催場所


