
 

1 京都府市連携「夏休み体験教室 科学の目で見なおそう身の回り」 

平成 24 年 8 月 2 日，例年実施していた夏休み体験教室を京都府保健環境研究所との共催とし，京都府内在住の小中

学生を対象に実施した。当所は中学生を対象とし，環境，食品，衛生昆虫の 3 コースを実施した。なお，京都市青少年

科学センター「未来のサイエンティスト養成事業体験コース」に募集定員枠の一部を提供した。 

2 京都市主催「『食の安全安心フェスタ in KYOTO』～食の安全安心をみんなで考えよう！」へのブース出展 

平成 24 年 10 月 14 日，市民一人一人の食の安全安心に対する意識の向上を目的に京都市梅小路公園にて実施されたイ

ベントへブース出展を行い，市民へのアピールに努めた。 

3 京都市と京都産業大学による感染症対策共同シンポジウム 

平成 24 年 12 月 9 日，京都産業大学むすびわざ館において，当所と京都産業大学との共同調査・研究活動を周知する

ため，「これを聞けば安心!京都市と京都産業大学による感染症対策」と題した感染症への対抗策などについてのシンポ

ジウムを共同開催した。 

4 京都市衛生環境研究所にゅーすの発行 

  平成 24 年 7 月，10 月及び 11 月の 3 回発行し，来所者及び関係機関などに配付するとともに，所のホームページに掲

載した。 

  第 1 号（通巻 117 号）（平成 24 年 7 月発行） 

キノコバエ類について 

チャドクガとイラガについて 

生肉や加熱不足の肉料理は避けましょう!！  

光化学スモッグ注意報発令について 

シリーズ 仕事に懸ける（生活衛生部門第一検査室） 

  第 2 号（通巻 118 号）（平成 24 年 10 月発行） 

京都府市連携事業 夏休み体験教室 科学の目で見直そう身の回り 

  第 3 号（通巻 119 号）（平成 24 年 11 月発行） 

冬の感染症に備えましょう インフルエンザの基礎知識・感染性胃腸炎の基礎知識 

シリーズ 仕事に懸ける（微生物部門） 

5 平成 24 年度地域保健総合推進事業に係る近畿ブロック健康危機事象模擬訓練 

  平成 24 年 11 月 8 日，地方衛生研究所全国協議会近畿支部が実施した「平成 24 年度近畿ブロック健康危機事象模擬訓

練」に参加した。訓練の内容は鳥インフルエンザ感染者輸入事例を想定したもので，当所においては，健康危機管理委

員会を招集し，机上訓練と，P3 施設を使用した検査を実施した。 

6 市民及び事業者からの相談 

  平成 24 年度の相談受付件数は，表 5-1 に示すとおりである。 

  食品衛生，生活環境，衛生動物，感染症に関する相談等の他，当所では対応できない相談事例については，本庁各課

や保健センター等，担当事業所を紹介した。 

7 研修生及び見学生の受入れ 

  平成 24 年度は表 5-2 に示すとおり，研修生及び見学生の受入れを行った。 

8 協議会，研修会及び教室の開催 

  平成 24 年度は表 5-3 に示すとおり，協議会，研修会及び教室を開催した。 

9 講師の派遣 

  平成 24 年度は表 5-4 に示すとおり，職員を講師として派遣した。 

10 委員の派遣 

  平成 24 年度は表 5-5 に示すとおり，職員を委員として派遣した。 

11 職員の技術研修等の受講 

  平成 24 年度は表 5-6 に示すとおり，職員の技術向上を図る目的で，技術研修等を受講した。 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3 3

1 3 1 5

0

1 1 1 3

1 1 1 3

0

1 1 1 1 1 5

1 3 2 1 2 0 1 2 2 3 1 1 19

管理課，生活衛生部門，微生物部門，食肉検査部門，環境部門

管理課，生活衛生部門，微生物部門，環境部門

対象となった団体名等 公募による市内の中学生

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 35名（食品コース　11名，衛生昆虫コース　8名，環境コース　16名）

参加人数 42名

日時 平成24年8月2日

講習会等の名称 夏休み体験教室 科学の目で見なおそう身の回り

講習会等の名称 衛生環境研究所セミナー

対象となった団体名等 京都府保健環境研究所，京都市保健センター等職員，衛生環境研究所職員ほか

開催場所 京都市衛生環境研究所

中国大気観測等技術者施設見学 平成25年2月26日 5 環境部門

表5-3　協議会，研修会及び教室の開催

日時 平成25年3月15日

施設見学（朱雀第七小学校５年生） 平成24年11月21日 41 環境部門

平成24年度京都府下消費者団体との
意見交換会

平成25年1月31日 21 管理課，生活衛生部門，微生物部門，食肉検査部門

そ族昆虫対策業務研修会 平成24年5月29日 7 微生物部門

京都市保健福祉総務課新任職員研修 平成24年7月10日 11 食肉検査部門

新規採用職員研修 平成24年4月17日 8
管理課，生活衛生部門（本所及び第一検査室），微生
物部門，食肉検査部門，環境部門

食品衛生業務新任担当者研修会
（検査研修会）

平成24年5月24日
　　　　　 25日

10 生活衛生部門，微生物部門

計

表5-2　研修生及び見学生の受入れ

日時 受入れ人数 担当部門

管理課（疫学情報担当）

生活衛生部門（本所）

生活衛生部門（第一検査室）

微生物部門

食肉検査部門

環境部門

表5-1　市民及び事業者等からの相談受付件数

平成24年 平成25年
計

管理課
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管理課，微生物部門，食肉検査部門

日時 平成24年12月9日

講習会等の名称 これを聞けば安心！～京都市と京都産業大学による感染症対策～

対象となった団体名等 公募による市民等

開催場所 京都産業大学むすびわざ館

参加人数 約200名

生活衛生部門

日時 平成24年7月20日

講習会等の名称 平成24年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部理化学部会役員会

対象となった団体名等 地方衛生研究所全国協議会近畿支部理化学部会

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 17名

日時 平成24年8月21日

講習会等の名称 体験！一日食品衛生監視員　食品工場へ行こう!!

対象となった団体名等 公募による市内小中学生とその保護者

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 33名

日時 平成24年8月24日

講習会等の名称 体験！一日食品衛生監視員　食品工場へ行こう!!

対象となった団体名等 公募による市内小中学生とその保護者

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 33名

日時 平成24年12月7日

講習会等の名称 平成24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

対象となった団体名等 地方衛生研究所全国協議会近畿支部理化学部会

開催場所 京都市身体障害者リハビリテーションセンター

参加人数 40名

日時 平成25年3月25日

講習会等の名称 体験！一日食品衛生監視員　食品工場へ行こう！

対象となった団体名等 公募による市内小中学生とその保護者

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 20名参加人数 20名

日時 平成25年3月28日

講習会等の名称 体験！一日食品衛生監視員　食品工場へ行こう！

対象となった団体名等 公募による市内小中学生とその保護者

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 22名

微生物部門

日時 平成24年11月1日

講習会等の名称 蚊の講義，鑑別実習

対象となった団体名等 京都大学医学研究科

開催場所 京都市衛生環境研究所（微生物部門衛生動物担当調査研究室）

参加人数 4名

日時 平成25年3月7日，8日

講習会等の名称 ゆうパックによる検体送付のための包装責任者研修会

対象となった団体名等 京都市衛生環境研究所職員

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 9名

日時 平成25年3月14日

講習会等の名称 マダニの講義，鑑別実習

対象となった団体名等 京都産業大学総合生命科学部動物生命医学学科

開催場所 京都市衛生環境研究所（微生物部門衛生動物担当調査研究室）

参加人数 5名
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食肉検査部門

日時 平成24年10月4日

講習会等の名称 全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会微生物検査担当者会議

対象となった団体名等 全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会

開催場所 メルパルク京都

参加人数 30名

日時 平成24年10月31日

講習会等の名称 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

対象となった団体名等 全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会

開催場所 メルパルク京都

参加人数 47名

環境部門

日時 平成24年11月20日

講習会等の名称 全炭素・全窒素分析装置操作研修

対象となった団体名等 京都府保健環境研究所，衛生環境研究所職員

開催場所 京都市衛生環境研究所（環境部門検査室）

参加人数 6名

表5-4　講師の派遣

生活衛生部門

日時 平成24年7月4日

講習会等の名称 島津フードセーフティフォーラム2012（大阪会場）

対象となった団体名等 株式会社島津製作所と一般公募による受講希望者

開催場所 千里ライフサイエンスセンター

参加人数 約80名

日時 平成24年7月6日

講習会等の名称 島津フードセーフティフォーラム2012（東京会場）

対象となった団体名等 株式会社島津製作所と一般公募による受講希望者

開催場所 ベルサール神田

参加人数 約100名

日時 平成24年7月10日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 中央売店自治会対象となった団体名等 中央売店自治会

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 6名

日時 平成24年7月19日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都塩干魚卸協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 34名

日時 平成24年7月20日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 株式会社大水京都支社

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 41名

日時 平成24年7月26日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都野菜卸売協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 23名

日時 平成24年7月27日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都中央綜合食品協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 10名
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参加人数 約100名

講習会等の名称 第17回保健センター・保健衛生推進室研究発表会

対象となった団体名等 京都市保健所等

開催場所 ホテル本能寺

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 55名

日時 平成24年10月1日

日時 平成24年8月28日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都青果合同株式会社

対象となった団体名等 全魚類卸協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 10名

参加人数 10名

日時 平成24年8月24日

講習会等の名称 食品衛生講習会

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都青果卸売株式会社

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 10名

日時 平成24年8月23日

日時 平成24年8月8日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 大京魚類株式会社

対象となった団体名等 京都卸売市場関連事業者連合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 27名

参加人数 70名

日時 平成24年8月3日

講習会等の名称 食品衛生講習会

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 全魚類卸協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

開催場所 京都リサーチパーク

参加人数 150名

日時 平成24年8月2日

日時 平成24年8月1日

講習会等の名称 食の安全・安心フォーラム

対象となった団体名等 株式会社島津製作所

対象となった団体名等 京都中央市場青果卸売協同組合蔬菜部

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 27名

参加人数 14名

日時 平成24年7月30日

講習会等の名称 食品衛生講習会

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都中央市場青果卸売協同組合果実部

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

日時 平成24年7月27日
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参加人数 10名

講習会等の名称 11月結核・感染症対策専任保健師会議

対象となった団体名等 京都市保健福祉局保健医療課及び京都市保健センター

開催場所 京都市衛生環境研究所

開催場所 京都府中小企業会館

参加人数 40名

日時 平成24年11月22日

日時 平成24年11月8日

講習会等の名称 平成24年度防除作業従事者研修

対象となった団体名等 公益社団法人京都ビルメンテナンス協会

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JA会館

参加人数 80名

参加人数 10名

日時 平成24年10月23日

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

講習会等の名称 食品衛生業務新任担当者研修会（検査研修会）（HIV検査）

対象となった団体名等 京都市保健センター

開催場所 下京保健センター

開催場所 伏見保健センター

参加人数 4名

日時 平成24年5月24日

微生物部門

日時 平成24年5月1日

講習会等の名称 アルゼンチンアリの防除について

対象となった団体名等 伏見区地域自治会

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

参加人数 11名

参加人数 19名

食肉検査部門

日時 平成24年8月13日

講習会等の名称 食品衛生講習会

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 大京魚類株式会社

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場

参加人数 41名

日時 平成24年12月5日

日時 平成24年10月17日

講習会等の名称 食品衛生講習会

対象となった団体名等 京都中央卸売市場ふぐ組合

対象となった団体名等 株式会社島津製作所

開催場所 ＴＫＰガーデンシティ札幌

参加人数 12日 約50名，13日 約70名

日時 平成24年10月12日，13日

講習会等の名称 島津テクノフェア札幌2012
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環境部門

日時 平成24年11月9日

講習会等の名称 まもろう山科のめぐみ　牛尾山と空気

対象となった団体名等 京都市立山階小学校5年生

開催場所 京都市立山階小学校

参加人数 9名

表5-5　委員の派遣

管理課疫学情報担当

日時 平成24年6月4日

委員会の名称 京都市結核対策プロジェクトチーム発生動向ワーキンググループ会議

主催 保健医療課

委員会の開催場所 京都市役所

派遣人員 1名（会議構成員は5名）

日時 平成24年6月7日

委員会の名称 京都市結核対策プロジェクトチーム第２回全体会議

主催 保健医療課

委員会の開催場所 京都市男女共同参画センターウィングス京都

派遣人員 1名（会議構成員は17名）

日時 平成24年9月25日

委員会の名称 第二次京都市結核対策基本指針検討会ワーキング会議

主催 保健医療課

委員会の開催場所 中京保健センター

派遣人員 1名（会議構成員は5名）

日時 平成24年12月12日

委員会の名称 第二次京都市結核対策基本指針検討会全体会議

主催 保健医療課

委員会の開催場所 中京保健センター

派遣人員 1名（会議構成員は16名）

日時 平成25年2月13日

委員会の名称 第二次京都市結核対策基本指針検討会ワーキング会議委員会の名称 第 次京都市結核対策基本指針検討会ワ キング会議

主催 保健医療課

委員会の開催場所 京都市役所

派遣人員 1名（会議構成員は5名）

生活衛生部門

日時 平成24年6月21日

委員会の名称 平成25年度京都市食品衛生監視指導計画検討チーム第1回会議

主催 保健医療課

委員会の開催場所 京都市役所

派遣人員 1名（会議構成員は15名）

表5-6　職員の技術研修等受講状況

管理課疫学情報担当

期間 名称 主催 開催場所

平成24年10月5日
平成24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

平成24年12月14日
第28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

堺市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市衛生環境研究所年報 No.79(2013)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

73



第53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 奈良市

平成24年8月17日
全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会病理検
査担当者会議

全国食肉衛生検査所近畿ブ
ロック会

神戸市

平成24年8月24日 放射性物質検査に関する研修会（西日本）
消費者庁，独立行政法人国民
生活センター

大阪市

平成24年度希少感染症診断技術研修会 国立感染症研究所 東京都

食肉検査部門

期間 名称 主催 開催場所

臨床検査（尿検査）業務研修会 保健衛生推進室保健医療課 京都市

第47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，一般財団法人　日本環
境衛生センター，社団法人
日本ペストコントロール協会

大阪市

短期研修 ウイルス研修 国立保健医療科学院 東京都

平成24年11月9日
第39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

大阪市

高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1）同定
技術研究会

国立感染症研究所 東京都

平成24年9月21日
平成24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

滋賀県

平成24年8月1日 「食の安全・安心フォーラム」
財団法人京都高度技術研究
所，公益財団法人科学技術交
流財団

京都市

第53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 奈良市

衛生微生物技術協議会第33回研究会 衛生微生物技術協議会 神奈川県

平成24年8月1日 第19回日本環境動物昆虫学会セミナー 日本環境動物昆虫学会 京都市

期間 名称 主催 開催場所

平成24年4月18日
感染症発生動向調査事業等においてゆうパックに
より検体を送付するための研修会

厚生労働省 大阪市

平成25年3月8日
滋賀県衛生科学センター集談会（研修報告会・研
究発表会）

滋賀県衛生科学センター 滋賀県

微生物部門

平成24年11月30日
平成24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

神戸市

平成25年2月1日
平成24年度地方衛生研究所全国協議会衛生理化学
分野研修会

厚生労働省医薬食品局食品安
全部基準審査課，国立医薬品
食品衛生研究所，地方衛生研
究所全国協議会

東京都

第53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 奈良市

第49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 香川県

「食の安全・安心フォーラム」
財団法人京都高度技術研究
所，公益財団法人科学技術交
流財団

京都市

平成24年8月24日 放射性物質検査に関する研修会（西日本）
消費者庁，独立行政法人国民
生活センター

大阪市

性感染症発生動向調査活用ガイドライン,およびエ
イズ・性感染症対策に関する研究成果紹介

自然災害時を含めた感染症
サーベイランスの強化・向上
に関する研究会

沖縄県

生活衛生部門

期間 名称 主催 開催場所

平成24年12月20日
公的研究費の管理及びe-Rad更新に係る新システム
研修説明会

文部科学省 大阪府

第26回 公衆衛生情報研究協議会総会・研究会 公衆衛生情報研究協議会 大阪市平成25年1月24日～25日

平成24年8月30日～31日

平成24年11月21日～22日

平成24年6月28日～29日

平成24年8月30日～31日

平成24年9月5日～7日

平成25年1月25日

平成24年8月1日

平成24年10月1日～19日

平成25年2月7日～8日

平成25年2月26日～27日

平成24年8月30日～31日

平成24年12月27日
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第27回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部
支部研究会

全国環境研協議会東海・近
畿・北陸支部

石川県

平成25年3月18日
産業廃棄物の検定方法に係る金属等の検定方法告
示改正説明会

廃棄物資源循環学会 大阪市

平成25年1月17日
平成24年度環境調査研修所研修伝達研修（平成24
年度特定機器分析研修Ⅱ（LC/MS）（第2回））

京都府保健環境研究所 京都市

平成24年度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

平成24年10月31日
光化学オキシダント自動計測器の校正に係る研修
（10月）

環境省 神戸市

平成25年1月25日 京都府畜産技術業績発表会 京都府 京都市

平成25年2月1日
全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会理化学
検査担当者会議

全国食肉衛生検査所協議会近
畿ブロック会

大阪市

平成24年11月22日
全国食肉衛生検査所協議会微生物部会第32回総会
研修会

全国食肉衛生検査所協議会微
生物部会

さいたま市

平成24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 東京都

全国食肉衛生検査所協議会病理部会第65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25年1月17日～18日

平成25年1月21日～22日

平成24年11月7日～8日

平成25年1月21日～22日
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