
 

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 25 年 8 月 2 日，夏休み体験教室を京都府保健環境研究所と共催し，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 26 年 1 月 18 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，「身近に潜む微生物の脅威とその対策～マダニが引き起こす感染症～」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。 

3 京都市衛生環境研究所にゅーすの発行 

  平成 25 年 8 月，10 月及び平成 26 年 3 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 120 号）（平成 25 年 8 月発行） 

食品中の放射能検査 

シリーズ 仕事に懸ける（生活衛生部門） 

  第 2 号（通巻 121 号）（平成 25 年 10 月発行） 

ようこそ!!「体験!一日食品衛生監視員～食品工場へ行こう～」 

今年もミートフェアが開催されます 

  第 3 号（通巻 122 号）（平成 26 年 3 月発行） 

微小粒子状物質（PM2.5）による大気汚染 

シリーズ 仕事に懸ける（環境部門） 

4 平成 25 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 25 年 11 月 1 日，地方衛生研究所全国協議会近畿支部が実施した「平成 25 年度近畿ブロック健康危機事象模擬訓

練」に参加した。訓練の内容は食中毒発生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

上訓練と毒物キットによる検査を実施した。 

5 市民及び事業者からの相談 

  平成 25 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。 

6 研修生及び見学生の受入れ 

  平成 25 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。 

7 協議会，研修会及び教室の開催 

  平成 25 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。 

8 講師の派遣 

  平成 25 年度は表 5-4 に示すとおり，職員を講師として派遣した。 

9 委員の派遣 

  平成 25 年度は表 5-5 に示すとおり，職員を委員として派遣した。 

10 職員の技術研修等の受講 

  平成 25 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

1 1 2

1 5 2 2 1 11

1 1

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 4

0

1 1

0 4 6 3 2 1 0 2 2 3 1 0 24

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

日時 平成26年2月21日

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 京都産業大学，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

開催場所

47名

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

京都大学医学研究科健康政策・国際
保健学

平成25年5月16日 17

生活衛生部門（本所）

微生物部門

平成26年1月9日

生活衛生部門（第一検査室）

平成25年9月3日

表5-1　市民及び事業者等からの相談受付件数

平成25年 平成26年
計

管理課（疫学情報担当）

管理課

12

計

保健福祉局保健福祉総務課新任職員
研修

1

食肉検査部門

北里大学獣医学部

公募による市内の中学生

33名（食品コース　12名，衛生昆虫コース　7名，環境コース　14名）

京都市衛生環境研究所

参加人数

食肉検査部門

環境部門

中国・西安市の大気環境改善に向け
た協力事業に係る研修

平成25年7月25日

開催場所

5 環境部門

表5-3　協議会，研修会及び教室の開催

食肉検査部門

そ族昆虫対策業務研修会
平成25年5月28日
　　　　6月 4日

11 微生物部門

9
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25年5月23日
　　　　　 24日

12 生活衛生部門，微生物部門

参加人数

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

新規採用職員研修 平成25年4月11日

日時 平成25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

対象となった団体名等

京都市衛生環境研究所
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対象となった団体名等

公募による市民

日時

開催場所

参加人数

講習会等の名称

平成26年1月31日

50名

日時

全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会

開催場所

日時

京都市衛生環境研究所

参加人数

体験！一日食品衛生監視員　食品工場へ行こう!!

参加人数

開催場所 京都市衛生環境研究所

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

講習会等の名称

参加人数 3/25 16名，3/26 16名

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

8/20 23名，8/23 23名

日時

平成25年8月20日,23日

28名

講習会等の名称

生活衛生部門

日時

下京区役所

体験！一日食品衛生監視員　食品工場へ行こう!!

開催場所 京都市衛生環境研究所（京都市中央卸売市場第二市場）

京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数

京都青果卸売株式会社

開催場所

食肉検査部門

対象となった団体名等

生活衛生部門

開催場所

対象となった団体名等

平成25年6月11日

20名

参加人数

食品衛生講習

約250名

管理課，微生物部門

日時 平成26年1月18日

講習会等の名称
第2回京都市×京都産業大学共同シンポジウム
「身近に潜む微生物の脅威とその対策～マダニが引き起こす感染症～」

対象となった団体名等 公募による市民等

表5-4　講師の派遣

参加人数

17名

講習会等の名称

平成26年3月25日,26日

講習会等の名称

平成25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

平成25年12月6日

京都市身体障害者リハビリテーションセンター

講習会等の名称 平成25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

平成25年7月19日

開催場所 京都産業大学むすびわざ館

地方衛生研究所全国協議会近畿支部理化学部会対象となった団体名等

日時

生活衛生部門，微生物部門

日時 平成25年11月11日,13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 公募による市民

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 11/11 19名，11/13 18名
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京都市中央卸売市場関連事業者連合会

講習会等の名称

平成25年7月3日

17名

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数

食品衛生講習

対象となった団体名等

日時

食品衛生講習

日時

参加人数

中央売店自治会（５号棟）

参加人数

食品衛生講習

開催場所

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

講習会等の名称

株式会社大水京都支社

食品衛生講習

大京魚類株式会社

開催場所

平成25年6月27日

講習会等の名称

講習会等の名称 食品衛生講習

対象となった団体名等

平成25年6月21日

対象となった団体名等

京都市中央卸売市場第一市場内

日時 平成25年6月18日

講習会等の名称

44名

日時 平成25年6月25日

京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 50名

講習会等の名称

平成25年7月5日

平成25年7月8日

京都全魚類卸協同組合

京都中央綜合食品協同組合

日時 平成25年7月17日

日時

講習会等の名称 食品衛生講習

日時

対象となった団体名等 京都青果合同株式会社

食品衛生講習

対象となった団体名等

京都市中央卸売市場第一市場内

食品衛生講習

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

6名

対象となった団体名等

京都中央市場青果卸売協同組合

参加人数 57名

日時

日時

参加人数

対象となった団体名等

講習会等の名称

食品衛生講習

参加人数

開催場所

参加人数

開催場所

講習会等の名称

食品衛生講習

対象となった団体名等

開催場所

京都塩干魚卸協同組合

9名

34名

23名

京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数

37名

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

京都市中央卸売市場第一市場内

日時

対象となった団体名等

平成25年7月18日

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

平成25年8月1日

京都野菜卸売協同組合

講習会等の名称

対象となった団体名等

保健センター，衛生環境研究所

参加人数

日時 平成25年12月6日

講習会等の名称

66名

平成25年度食品衛生業務事例研修会

対象となった団体名等

開催場所 寺町会議室

参加人数 24名
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25名

京都市中央卸売市場第一市場内

日時

参加人数

平成26年3月5日

講習会等の名称

開催場所

日時 平成25年6月25日

食品衛生講習会

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場

対象となった団体名等 京都食肉市場株式会社

京都市中央卸売市場第二市場

日時 平成25年11月6日

講習会等の名称 平成25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

京都府中小企業会館

参加人数 40名

対象となった団体名等

食肉検査部門

平成25年11月12日,19日

講習会等の名称 と畜作業衛生講習会

日時 平成25年10月16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

食品衛生講習

対象となった団体名等 都水産協和会

開催場所

12名

保健センター

日時

平成25年6月28日

日時 平成25年7月11日,18日

参加人数 11名

参加人数

日時

講習会等の名称 そ族昆虫対策実地研修会

開催場所 京都市衛生環境研究所（衛生動物検査室）

開催場所 市役所本庁舎会議室

参加人数 9月17日23名,12月6日13名

日時

講習会等の名称

対象となった団体名等 京都食肉市場株式会社

講習会等の名称 と畜場作業衛生責任者養成講習会

講習会等の名称 平成25年度感染症業務担当者スキルアップ研修会

京都JA会館

参加人数 18名

対象となった団体名等

日時

開催場所

対象となった団体名等

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

講習会等の名称

参加人数

保健センター

平成25年9月17日,12月6日

保健センター

平成25年5月23日

微生物部門

下京保健センター

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

開催場所

9名

蚊成虫生息調査における蚊成虫採集方法の変更について（臭気誘引トラップに関する取扱説明）

寺町会議室

参加人数

開催場所

参加人数 7名

日時

開催場所

70名

京都府ペストコントロール協会

各12名（9/12 10名,12/6 2名）

平成25年9月5日,12日,19日,26日,10月3日,10日,17日,24日,31日,11月7日,14日,21日,12月6日

参加人数

京都市中央卸売市場第二市場

対象となった団体名等 保健センター
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平成25年4月15日～16日 東京都

管理課疫学情報担当

主催 開催場所

国立感染症研究所

期間

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

平成25年8月1日 京都市「食の安全・安心フォーラム」

名称

平成25年度地方衛生研究所サーベイランス業務従
事者研修

派遣人員 2名（会議構成員は15名）

保健医療課

委員会の開催場所

日時 平成25年7月5日,8月9日,10月11日,11月29日

講習会等の名称

日時 平成25年6月6日

参加人数 9名

平成25年度公害業務研修

京都市政出前トーク　大気汚染の状況について(黄砂・ＰＭ2.5)

平成25年6月7日日時

開催場所 消費生活総合センター

講習会等の名称

環境共生センター対象となった団体名等

平成26年度京都市食品衛生監視指導計画検討チーム会議

主催 保健医療課

開催場所 京都朝日ビル4階会議室

保健医療課

表5-5　委員の派遣

イーフ21の会京都支部

12名

対象となった団体名等

委員会の開催場所 寺町会議室

委員会の名称 平成26年度京都市食品衛生監視指導計画検討チーム会議

主催

派遣人員 1名（会議構成員は15名）

日時 平成25年7月5日,8月9日,10月11日,11月29日

委員会の名称

委員会の名称 平成26年度京都市食品衛生監視指導計画検討チーム会議

主催

寺町会議室

生活衛生部門

環境部門

東京都芝浦食肉衛生検査所

委員会の名称 厚生労働省食肉衛生情報ネットワーク運営委員会

主催 全国食肉衛生検査所協議会

1名（会議構成員は15名）

主催

日時

平成25年6月28日

委員会の開催場所 寺町会議室

派遣人員

全国大会運営委員会

1名

委員会の開催場所 三重県勤労者福祉会館6階　講堂

平成25年10月31日

委員会の名称 第43回全国市場食品衛生検査所協議会全国大会

派遣人員

派遣人員 1名（委員会構成員は15名）

食肉検査部門

日時

委員会の開催場所

日時 平成25年7月5日,8月9日,10月11日,11月29日

表5-6　職員の技術研修等受講状況

微生物部門

参加人数
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平成25年8月29日～30日

平成25年10月9日～10日

平成25年11月7日～8日

平成25年5月30日～31日

平成25年7月11日～12日

平成25年8月29日～30日

京都市

京都府調査研究発表会 京都府

東京都

平成26年1月27日 講演会（滋賀県衛生科学センター）

平成25年9月20日

開催場所

神戸市

京都市

平成25年11月29日
平成25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

和歌山市

滋賀県衛生科学センター

平成26年2月26日

一般社団法人全国給水衛生検
査協会近畿支部

残留農薬分析ソリューションセミナー

期間

国立感染症研究所

主催 開催場所

平成25年7月25日

近畿食品衛生監視員協議会

「HIV検査相談体制の充実と
活用に関する研究」班，「国
内で流行するHIVとその薬剤
耐性株の動向把握に関する研
究」班

平成25年11月8日

公衆衛生情報研究協議会 埼玉県

地方衛生研究所全国協議会近
畿支部疫学情報部会

堺市

東京都

東京都
消費者庁，独立行政法人国民
生活センター

滋賀県

大阪市

全国衛生化学技術協議会 富山市

公益財団法人原子力安全技術
センター

平成25年度病原体等の包装・運搬講習会

名称

厚生労働省

大阪市

「ノロウイルス食中毒の予防と対策」講習会

第二回蚊類調査に係る技術研修

第50回全国衛生化学技術協議会年会

第9回モニタリング実務基礎講座

残留農薬分析Q&Aセミナー（第2回） 日本農薬学会

平成25年度食品表示関係法制度研修

近畿地域食品表示連絡会議，
近畿地域食の安全・安心行政
推進会議食品表示部会，近畿
農政局消費・安全部表示・規
格課

平成25年5月28日 第6回放射性物質検査に関する全国研修会

平成25年7月31日

生活衛生部門

名称期間

平成25年11月19日

平成25年8月28日
平成25年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任
者等研修会

平成25年度「地域保健総合推進事業」全国疫学情
報ネットワーク構築会議

厚生労働省 東京都

地方衛生研究所全国協議会保
健情報疫学部会

第27回公衆衛生情報研究協議会総会及び研究会

平成25年12月13日
第29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

平成26年1月23日～24日

平成26年1月28日

平成25年度一般社団法人全国給水衛生検査協会近
畿支部研修会

一般社団法人全国給水衛生検
査協会近畿支部

京都市

HACCPシステムに係る食品衛生監視員養成講習会 近畿厚生局 大阪市

第54回近畿食品衛生監視員研修会

平成26年2月24日
健康安全危機管理対策総合研究事業「CBRNE事態に
おける公衆衛生対応に関する研究」講演会

名古屋市

第54回近畿食品衛生監視員研修会

平成25年度一般社団法人全国給水衛生検査協会近
畿支部研修会

第24回HIV検査法（PCR法等）技術研修会

大阪市

京都市

平成25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

微生物部門

平成26年2月19日 株式会社島津製作所

平成25年9月20日

平成25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
畿支部ウイルス部会

近畿食品衛生監視員協議会

地方衛生研究所全国協議会近
畿支部細菌部会

平成25年度食品衛生業務事例研修会 保健医療課 京都市平成25年12月6日

衛生微生物技術協議会第34回研究会 衛生微生物技術協議会

京都市
公益社団法人日本食品衛生協
会

名古屋市

京都食品表示監視協議会食品表示関係法制度研修
会

京都食品表示監視協議会

滋賀県

和歌山市

大阪市

平成25年9月20日

平成26年1月31日
平成25年度地方衛生研究所全国協議会衛生理化学
分野研修会

地方衛生研究所全国協議会 東京都

平成25年10月30日～11月1日

平成25年7月19日 東京都

大阪府立公衆衛生研究所 大阪市

平成25年11月25日

平成25年9月26日

名古屋市

主催
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平成25年8月29日～30日

平成25年11月14日～15日

光化学オキシダント自動計測器の校正に係る研修
会

環境省水・大気環境局，独立
行政法人国立環境研究所

神戸市

平成26年1月28日 京都府調査研究発表会 京都府 京都市

平成25年11月28日～12月13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

滋賀県

平成25年度食肉衛生技術研修会及び食肉衛生発表
会

平成26年1月23日～24日
平成25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

第54回近畿食品衛生監視員研修会

環境部門

大阪市
平成25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

期間 名称

京都市

京都府・京都市 京都市

JIS K 0102工場排水試験方法改正説明会平成25年11月27日 大阪市

京都府

平成26年2月5日

平成25年10月11日

平成26年1月28日

厚生労働省

全国食肉衛生検査所協議会病理部会第67回病理研
修会

平成25年11月1日

平成25年11月21日

平成26年1月17日

平成26年2月20日～21日

全国食肉衛生検査所協議会微生物部会第33回総会
研修会

全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック病理担当
者会議

大阪市，全国食肉衛生検査所
協議会近畿ブロック会

食肉検査部門

平成25年9月20日

平成26年1月20日～21日

平成25年度希少感染症診断技術研修会

全国環境研協議会東海・近
畿・北陸支部

神戸市

開催場所

平成25年度京都府畜産技術業績発表会 京都府

京都府調査研究発表会

埼玉県

平成25年11月25日

第28回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部
支部研究会

全国食肉衛生検査所協議会病
理部会

平成26年2月20日～21日

一般財団法人日本規格協会

主催

京都府合同PM2.5勉強会

環境省環境調査研修所

  平成25年10月7日, 11月14日
  平成26年3月12日

平成25年度水質分析研修

神奈川県

全国食肉衛生検査所協議会近
畿ブロック会

神戸市

東京都

全国食肉衛生検査所協議会微
生物部会

茨城県

主催

厚生労働省

「ノロウイルス食中毒の予防と対策」講習会

山口県

東京都

第48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，公益社団法人
日本ペストコントロール協会

京都市公益社団法人日本食品衛生協
会

平成26年3月17日 放射線取扱主任者定期講習（密封）
財団法人原子力安全技術セン
ター

東京都

京都市

平成26年1月16日～17日

名称期間

開催場所

近畿食品衛生監視員協議会 和歌山市
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