
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周り」 

平成 27 年 7 月 31 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 京都市衛生環境研究所にゅーすの発行 

 平成 27 年 7 月，10 月及び平成 28 年 2 月の 3 回発行し，来所者及び関係機関などに配付または電子メールにより配信

するとともに，所のホームページに掲載した。 

⑴ 第 1 号（通巻 126 号）（平成 27 年 7 月発行）

蚊から身を守ろう！

夏かぜに注意しましょう！

⑵ 第 2 号（通巻 127 号）（平成 27 年 10 月発行）

夏休み体験教室 科学の目で見なおそう身の周り

今年も鍋まつりが開催されます！

⑶ 第 3 号（通巻 128 号）（平成 28 年 2 月発行）

京都食肉市場 ミートフェア 2015

大気環境測定ってどんな仕事？

3 平成 27 年度地域保健総合推進事業に係る近畿ブロック精度管理事業（健康危機事象模擬訓練含む） 

参加機関全体の検査精度の向上を図ることに資するとともに，健康危機事象が広域にわたって発生した場合における

各地方衛生研究所の対応について確認することを目的として，平成 27 年 10 月 20 日，地方衛生研究所全国協議会近畿

支部が実施した「平成 27 年度近畿ブロック精度管理事業（健康危機事象模擬訓練含む）」に参加した。 

当所においては，健康危機管理委員会を招集し，事象についての検討，原因物質の推定・究明を行い，体制や対応の

適切性などを検証した。 

4 市民及び事業者からの相談 

平成 27 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。 

5 研修生及び見学生の受入れ 

 平成 27 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。 

6 協議会，研修会及び教室の開催 

 平成 27 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。 

7 講師の派遣 

平成 27 年度は表 5-4 に示すとおり，職員を講師として派遣した。 

8 委員の派遣 

 平成 27 年度は表 5-5 に示すとおり，職員を委員として派遣した。 

9 職員の技術研修等の受講 

平成 27 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 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 10

0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

4 5 5 3 1 2 4 1 1 1 2 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 7 9 10 4 3 5 1 1 1 4 0 50

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

5 環境部門

衛生環境研究所施設視察
（独立行政法人国際協力機構(JICA)か
らの研修受入れ）

平成27年10月9日 20 微生物部門

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

平成27年10月27日

韓国技術研究院職員施設見学 平成27年12月21日

京都市衛生環境研究所

参加人数 46名

日時 平成27年5月15日

表5-3　協議会，研修会及び教室の開催

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

6

参加人数

平成27年5月14日

12 微生物部門

管理課

生活衛生部門（本所）

微生物部門

計

食肉検査部門

環境部門

生活衛生部門（第一検査室）

平成27年6月11日
　　　　　 12日

10
食品衛生業務新任担当者検査研修会
　（検査研修）

台湾行政院環境保護署職員施設見学

表5-1　市民及び事業者等からの相談受付件数

平成27年 平成28年
計

管理課（疫学情報担当）

生活衛生部門（本所），微生物部門

平成27年7月31日

京都市衛生環境研究所

43名

講習会等の名称

平成27年4月10日 5
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

日時

平成27年6月4日

夏休み体験教室　科学の目で見なおそう身の周り

環境部門

そ族昆虫対策業務研修会

公募による市内の中学生

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

16 管理課，微生物部門

第１回新任担当者に向けた所内研修会

開催場所

新規採用職員研修

対象となった団体名等

衛生環境研究所施設見学
　（京都大学医学生）

平成27年4月24日 10 生活衛生部門（本所）

第２回新任担当者に向けた所内研修会 平成27年5月8日 12 生活衛生部門（本所）

第３回新任担当者に向けた所内研修会 平成27年6月11日 11 生活衛生部門（本所）
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微生物部門

管理課

生活衛生部門

食肉検査部門

開催場所 キャンパスプラザ京都

参加人数 24人

日時 平成28年1月29日

講習会等の名称 平成27年度近畿ブロック微生物検査担当者会議

全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会対象となった団体名等

27名

対象となった団体名等 近畿地区の食品衛生検査所

平成27年6月10日日時

講習会等の名称 第38回近畿地区食品衛生検査所協議会

開催場所

開催場所 ANAクラウンプラザホテル京都

参加人数 14名

京都リサーチパーク西地区4号館2階　ルーム3

参加人数

35名

講習会等の名称

日時 平成27年5月27日（水）　

講習会等の名称

京都嵯峨野ロータリークラブ

日時 平成27年6月2日

対象となった団体名等

講習会等の名称

生活衛生部門

開催場所 京都市衛生環境研究所

京都市政出前トーク「検査で守る食の安全」

表5-4　講師の派遣

みんなで実験　楽しく学ぶ食中毒予防

対象となった団体名等

対象となった団体名等 中央売店自治会（5号棟）

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

対象となった団体名等

日時 平成27年7月29日，30日

公募による市民

食品衛生講習

対象となった団体名等

参加人数

開催場所

京都野菜卸売協同組合

講習会等の名称 食品衛生講習

日時

京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 16名

平成27年6月15日

日時 平成27年6月16日

参加人数 6名

日時 平成27年6月4日

食品衛生講習講習会等の名称

大京魚類株式会社

講習会等の名称 食品衛生講習

京都市中央卸売市場第一市場内

対象となった団体名等 セリ補助人

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

開催場所

参加人数 26名

参加人数 76名

日時 平成27年6月18日

講習会等の名称 食品衛生講習

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内

参加人数 26名

開催場所 京都市産業技術研究所

参加人数 19人

日時 平成27年7月14日

講習会等の名称 平成27年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部疫学情報部会役員会

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疫学情報部会役員会
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微生物部門

日時 平成27年6月25日

講習会等の名称 食品衛生講習

対象となった団体名等 京都市中央市場青果卸売協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 45名

日時 平成27年6月26日

対象となった団体名等 京都市中央卸売市場関連事業者連合会

講習会等の名称 食品衛生講習

講習会等の名称 食品衛生講習

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内

日時 平成27年7月2日

参加人数 37名

日時 平成27年7月1日

食品衛生講習講習会等の名称

対象となった団体名等 京都青果合同株式会社

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 52名

開催場所

参加人数 38名

日時 平成27年7月15日

講習会等の名称 食品衛生講習

京都市中央卸売市場第一市場内

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内

参加人数 14名

日時 平成27年7月22日

講習会等の名称 食品衛生講習

対象となった団体名等 京都全魚類卸協同組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 59名

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」

日時 平成27年9月20日

ふぐ取扱い講習会

対象となった団体名等 都水産協和会

京都市中央卸売市場第一市場内

日時

講習会等の名称

対象となった団体名等 京都市中央卸売市場ふぐ組合

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 29名

日時 平成28年3月2日

講習会等の名称 食品衛生講習

対象となった団体名等 わかば会

開催場所 上高野小学校　ふれあいサロン

11名

開催場所

開催場所 下京保健センター

参加人数

日時

参加人数 18名

平成27年10月15日

参加人数 23名

平成27年6月4日

講習会等の名称 食品衛生業務新任担当者検査研修会（HIV検査研修）

対象となった団体名等 保健センター

日時 平成27年9月18日

講習会等の名称 平成27年度感染症業務担当者スキルアップ研修会（中級）

対象となった団体名等 保健センター・支所の感染症業務担当者

開催場所 生祥小学校第一会議室

参加人数 12名
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20名

開催場所 京都産業大学　むすびわざ館

参加人数 約300名

日時 平成28年2月18日

講習会等の名称 第50回ペストコントロールフォーラム京都大会

対象となった団体名等 地方自治体のそ昆行政担当職員，関係団体会員

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

開催場所 京都府中小企業会館

参加人数 50名

参加人数 約80名

日時 平成27年11月5日

講習会等の名称 平成27年度　防除作業従事者研修

建築物ねずみ・昆虫等防除業の防除作業従事者研修

開催場所

日時 平成27年10月29日

期間

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

講習会等の名称

東京都国立感染症研究所

開催場所

管理課疫学情報担当

10名

京都市政出前トーク　大「気汚染の状況について」

主催名称

平成27年度地方衛生研究所サーベイランス業務従事
者研修

食肉検査部門

平成28年3月20日

開催場所 柊野小学校　ふれあいサロン

表5-5　委員の派遣

表5-6　職員の技術研修等受講状況

対象となった団体名等

参加人数

京都市中央卸売市場第二市場

参加人数

講習会等の名称

平成27年8月1日

日時

夏季衛生対策講習会

平成27年4月23日～24日

環境部門

講習会等の名称

柊野地域女性会

日時 平成27年12月11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

東京都健康安全研究センター 東京都

参加人数 11名

講習会等の名称 平成27年度感染症業務担当者スキルアップ研修会（上級）

対象となった団体名等 保健センター・支所の感染症業務担当者

開催場所 本庁会議室

平成27年10月15日 登録検査機関及び食品衛生検査施設向け講習会 近畿厚生局 大阪市

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部疫学情報部会

平成27年度京都市結核・感染症発生動向調査委員会（結核部会）

主催 京都市保健福祉局保健福祉推進室保健医療課

平成27年12月12日
平成27年度　地方衛生研究所全国協議会近畿支部
第31回疫学情報部会定期研究会

京都市役所本庁舎

派遣人員 2名

平成27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

平成27年11月24日

平成27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27年5月22日 厚生労働省

管理課

日時 平成27年7月31日

委員会の名称

委員会の開催場所

京都市

東京都
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平成28年3月9日～11日
アジレント・テクノロジー株式会社ガスクロマトグ
ラフトレーニングコース

アジレント・テクノロジー
（株）

大阪府

平成28年2月18日～19日

東京都

第50回ぺストコントロールフォーラム
公益社団法人日本ペストコン
トロール協会

京都府

平成28年2月17日～18日 平成27年度希少感染症診断技術研修会 厚生労働省 東京都

平成28年2月10日
平成27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理
化学部会

平成28年1月15日 平成27年度阪神地区感染症懇話会及び第2回講演会 阪神地区感染症懇話会 大阪府

厚生労働省 京都府

平成27年11月27日
平成27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

滋賀県

平成27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

神戸市

平成27年10月22日～23日 全国食品衛生監視員研修会 厚生労働省 東京都

微生物部門

平成27年8月27日～28日 近畿食品衛生監視員協議会

開催場所名称

生活衛生部門

名称

厚生労働省健康局結核感染症
課

主催

平成27年11月17日～18日 平成27年度 狂犬病予防業務地方ブロック技術研修会

平成27年10月2日

第56回近畿食品衛生監視員研修会

期間

平成27年6月11日 平成27年度　病原体等の包装・運搬講習会

期間

大阪府

堺市

主催 開催場所

平成27年11月13日
平成27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

神戸市

日本ウォーターズ株式会社LC/MSトレーニングコース 日本ウォーターズ(株) 大阪府

平成27年10月23日 Dionex IC 技術説明会2015
サーモフィッシャーサイエン
ティフィック（株）

平成27年11月20日
平成27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
畿支部毒部会

和歌山市

平成27年12月3日～4日 第52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 静岡県

平成27年8月31日 厚労科研平成27年度第1回研究会議 大阪府立公衆衛生研究所

平成27年10月29日～30日 第110回日本食品衛生学会学術講演会 （公社）日本食品衛生学会

第109回日本食品衛生学会学術講演会 （公社）日本食品衛生学会 東京都

平成27年5月12日～13日

大阪府

平成28年1月15日 厚労科研平成27年度第2回研究会議 大阪府立公衆衛生研究所 大阪府

平成27年11月2日

京都

大阪府

関西広域連合

平成27年5月28日～29日 東京都

平成27年度　関西広域連合
危険ドラッグ担当者研修会

大阪府

第四回　蚊類調査に係る技術研修 国立感染症研究所

平成27年7月23日～24日 衛生微生物技術協議会第36回研究会 衛生微生物技術協議会 仙台市

平成27年5月14日～15日

平成27年11月9日～27日
平成27年度　国立保健医療科学院
短期研修「細菌研修」

国立保健医療科学院 東京都

平成27年12月16日 改正感染症法についての情報交換会
地方衛生研究所全国協議会近
畿支部

大阪府

平成28年3月3日 滋賀県衛生科学センター集談会研究発表会 滋賀県衛生科学センター 滋賀県

平成28年3月23日 第89回日本細菌学会総会 日本細菌学会 大阪市

74

京都市衛生環境研究所年報 No.８２(２０１６) 



平成28年1月18日～19日

平成27年度京都府家畜伝染病防疫研修会 京都府 亀岡市

平成28年3月2日
平成27年度第2回全環研東海・近畿・北陸支部共同調
査研究（越境／広域大気汚染）打合せ会議

全国環境研協議会酸性雨広域
大気汚染調査研究部会

奈良県

平成28年1月28日 平成27年度第2回近畿大気汚染常時監視連絡会

厚生労働省

平成27年12月25日

平成28年2月7日

平成27年8月4日 平成27年環境測定分析統一精度管理調査結果説明会 環境省 大阪市

神戸市環境局環境保全部 神戸市

食肉衛生技術研修会及び衛生発表会

環境省 東京都

平成28年1月29日
平成27年度全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部
有害化学物質部会

全国環境研協議会東海・近
畿・北陸支部

堺市

平成28年1月14日～15日
第30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

滋賀県

平成28年1月18日～19日 平成27年度化学物質環境実態調査環境科学セミナー

全国環境研協議会 東京都

千代田区

平成28年1月18日

開催場所

環境部門

平成27年7月6日～17日 環境省環境調査研究所　特定機器分析研修 環境省 埼玉県

堺市

食肉検査部門

奈良県

主催

平成27年6月18日
平成27年度第1回全環研東海・近畿・北陸支部
共同調査研究（越境／広域大気汚染）打合せ会議

第56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

主催

名称

平成27年9月25日 平成27年度近畿ブロック病理検査担当者会議

平成27年8月27日～28日

全国環境研協議会酸性雨広域
大気汚染調査研究部会

期間

期間 名称

平成27年10月21日
平成27年度全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック
会議および技術研修会の開催について

全国食肉衛生検査所協議会近
畿ブロック会

神戸市

平成27年10月15日 登録検査機関及び食品衛生検査施設向け講習会 近畿厚生局 大阪市

平成27年11月18日～19日 全国食肉衛生検査所協議会微生物部会総会・研修会
全国食肉衛生検査所協議会微
生物部会

横浜市

平成27年11月19日～20日 全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会
全国食肉衛生検査所協議会病
理部会

相模原市

平成27年7月6日 京都府保健環境研究所研究発表会 京都府保健環境研究所 京都府

平成27年7月22日 平成27年度第1回近畿大気汚染常時監視連絡会
大阪府環境農林水産部環境管
理課

大阪府

平成27年10月15日～16日
Ⅱ型研究「国内における化審法関連物質の排出源
及び動態の解明」研究推進会議

国立環境研究所 福岡県

平成27年10月13日 光化学オキシダント自動計測器の校正に係る研修 環境省 兵庫県

平成27年11月19日～20日 環境大気常時監視技術講習会 （公社）日本環境技術協会 神戸市

平成27年12月10日 建築物石綿含有建材調査マニュアル講習会 国土交通省 京都市

平成27年12月1日～2日 第42回環境保全・公害防止研究発表会

厚生労働省 熊本県平成27年11月19日～20日

管理獣医師等育成実習及び対米等牛肉輸出に係る
視察研修

農場管理獣医師協会事務局 都城市

全国食肉衛生検査所協議会近
畿ブロック会

神戸市

開催場所

京都市

平成27年度対米等牛肉輸出に係る関係県会議・視察
研修

平成28年2月18日～20日 対米等牛肉輸出認定施設及び厚生局査察に係る視察研群馬県食肉衛生検査所 群馬県

平成28年1月22日 京都府畜産技術業績発表会 京都府

平成27年度近畿ブロック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
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