
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 30 年 7 月 27 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。

当研究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 30 年 7 月，10 月及び平成 31 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。 

(1) 第 1 号（通巻 135 号）（平成 30 年 7 月発行）

我が家の害虫対策

こんにちは。京都市感染症情報センターです。

(2) 第 2 号（通巻 136 号）（平成 30 年 10 月発行）

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！

「無添加・不使用」のほうが安全？ 

～食品添加物のことを正しく知ろう～ 

(3) 第 3 号（通巻 137 号）（平成 31 年 2 月発行）

京の空気はきれいになっているってホント？ どうしてわかるの？

引続き安全・安心なお肉を届けます

食品中のアレルギー物質について

3 平成 30 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管理事業（健康危機模擬訓練） 

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 30 年 10 月 16 日，地方衛生研究所全国協議会近畿支部が実施した「平成 30 年度近畿ブロック健康危機管理事業（健

康危機模擬訓練）」に参加した。 

当研究所においては，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 30 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，当研究所では対応できない相談事例については，本庁

各課や医療衛生センター等，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 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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。 

10 京都市衛生環境研究所動物実験委員会の開催 

平成 30 年度の動物実験について下記のとおり委員会を開催し，計画及び結果の審議と承認を行った。 

(1) 計画の承認 （平成 30 年 3 月 22 日開催委員会：計画に問題なく，すべて承認された）

・生活衛生部門 第一検査室 「マウスを用いた麻痺性貝毒試験」及び「マウスを用いたふぐ毒試験」

・微生物部門 「乳のみマウスを用いたウイルス検査」

(2) 結果の承認 （平成 31 年 3 月 14 日開催委員会：全計画が予定通り実施されており，すべて承認された）
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平成30年 平成31年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

9 1 1 1 1 3 2

11 1 3 2 1 2 1 1

1 1

8 2 1 2 1 2

43 6 2 7 2 8 8 2 3 1 1 3

0

2 1 1

74 8 8 7 6 10 13 6 5 3 3 0 5

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

新規採用職員研修 平成30年4月13日 10
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

衛生環境研究所施設見学
（京都大学大学院医学研究科健康政
策・国際保健学分野）

平成30年5月10日 16 管理課，微生物部門

表5-1　市民及び事業者等からの相談受付件数

計

管理課

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

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

5 食肉検査部門

奈良県食品衛生検査所 平成30年6月8日 2 生活衛生部門　第一検査室

そ族昆虫対策業務研修会 平成30年6月19日 7 微生物部門　衛生動物

徳島県食肉衛生検査所職員視察 平成31年3月1日 2 食肉検査部門

そ族昆虫対策業務研修会 平成30年6月22日 8 微生物部門　衛生動物

京都府中丹西保健所職員視察 平成30年11月27日

表5-3　協議会，研修会及び教室の開催

日時 平成31年2月28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 京都府保健環境研究所，京都産業大学，京都市産業技術研究所，当研究所

開催場所 京都市衛生環境研究所

参加人数 47名

日時 平成30年7月27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周り

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 34名
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微生物部門

生活衛生部門

日時 平成30年7月25日，26日　

講習会等の名称 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 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 38名

日時 平成30年6月11日

講習会等の名称 京都中央綜合食品協同組合　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内

参加人数 7人

日時 平成30年6月12日

講習会等の名称 中央売店自治会（５号棟，６号棟）　衛生講習会

対象となった団体名等 中央売店自治会（５号棟，６号棟）

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 3人

日時 平成30年6月19日

講習会等の名称 補助せり人ＨＡＣＣＰ講習会

対象となった団体名等 補助せり人（仲卸職員）

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 86人

日時 平成30年6月21日

講習会等の名称 大京魚類株式会社　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内

参加人数 22人

日時 平成30年6月22日

講習会等の名称 京都塩干魚卸協同組合　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内

参加人数 22人

日時 平成30年6月26日

講習会等の名称 株式会社　大水　京都支社　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内

参加人数 38人

日時 平成30年6月28日

講習会等の名称 京都市中央卸売市場関連事業者連合会　衛生講習会

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

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 24人

日時 平成30年6月29日

講習会等の名称 京都野菜卸売協同組合　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内

参加人数 20人

日時 平成30年7月10日

講習会等の名称 京都青果合同株式会社　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

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 26人

日時 平成30年7月18日

講習会等の名称 京都全魚類卸協同組合　衛生講習会

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 60人
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食肉検査部門

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 37人

日時 平成30年10月11日

講習会等の名称 京都中央卸売市場ふぐ組合講習会

対象となった団体名等 京都中央卸売市場ふぐ組合

参加人数 16人

日時 平成30年11月15日

講習会等の名称 鍋祭り事前衛生講習会

対象となった団体名等 鍋祭り出店団体

参加人数 77人

講習会等の名称 都水産手洗講習会

対象となった団体名等 都水産協和会

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

日時 平成31年1月30日

日時 平成30年7月19日

講習会等の名称 せり人ＨＡＣＣＰ講習会

対象となった団体名等 せり人（卸職員）

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 12人

日時 平成30年7月26日

講習会等の名称 京都中央市場青果卸売協同組合　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

開催場所 京都市中央卸売市場第一市場内

参加人数 44人

日時 平成30年9月8日

講習会等の名称 大人の市場見学会

対象となった団体名等 食の海援隊・陸援隊

開催場所 あじわい館

参加人数 14人

日時 平成30年10月11日

講習会等の名称 衛生講習～衛生管理一般～

対象となった団体名等 京都食肉市場株式会社

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場内

参加人数 7人

日時 平成30年10月18日

講習会等の名称 衛生講習～衛生管理一般～

対象となった団体名等 京都食肉市場株式会社

開催場所 京都市中央卸売市場第二市場内

参加人数 8人

表5-4　講師の派遣

微生物部門

日時 平成30年7月20日

講習会等の名称 平成30年度感染症業務担当者研修会

対象となった団体名等 医療衛生センター

開催場所 医療衛生センター

参加人数 13名

日時 平成30年10月18日

講習会等の名称 平成30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

開催場所 　京都ビルメンテナンス協会会議室

参加人数 25人
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表5-5　委員の派遣

管理課

日時 平成30年7月19日

委員会の名称 京都市結核・感染症発生動向調査委員会（感染症部会）

主催 健康安全課

委員会の開催場所 京都市職員厚生会 職員会館かもがわ 

派遣人員 2名

日時 平成30年10月30日

委員会の名称 京都市結核・感染症発生動向調査委員会（結核部会）

主催 健康安全課

委員会の開催場所 京都市医療衛生センター3階会議室

派遣人員 2名

食肉検査部門

日時 平成30年4月20日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所正副会長会議

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 東京都港区

派遣人員 1名

日時 平成30年5月25日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会ブロック代表者等所長会議及び理事会

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 東京都港区

派遣人員 1名

日時 平成30年6月8日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック所長会

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 キャンパスプラザ京都

派遣人員 1名

日時 平成30年10月18日～19日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会中国・四国ブロック会議

日時 平成30年7月18日～19日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会所長会議及び全国食肉衛生検査所協議会全国大会

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 新潟市

派遣人員 1名

派遣人員 1名

日時 平成30年10月26日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会議

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 京都平安ホテル

派遣人員 1名

日時 平成30年11月2日

委員会の名称 全国食肉衛生検査所正副会長会議

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 東京都港区

派遣人員 1名

委員会の名称

主催 全国食肉衛生検査所協議会

日時 平成30年11月6日～7日

全国食肉衛生検査所協議会微生物部会　幹事会及び総会・研修会

委員会の開催場所 横浜市

派遣人員 1名

日時 平成30年11月30日

委員会の開催場所 東京都港区

派遣人員 1名

主催 全国食肉衛生検査所協議会

委員会の開催場所 岡山市

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会ブロック代表等所長会議及び理事会

主催 全国食肉衛生検査所協議会
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平成30年8月7日 液体クロマトグラフProminenceメンテナンス講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成30年5月11日 液体クロマトグラフProminenceメンテナンス講習会

平成30年5月10日
LightCycler96および480を用いたGMO検査法の
セミナー

日本ジェネティクス株式会社 京都市

委員会の名称 全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック所長会

主催 全国食肉衛生検査所協議会

日時 平成31年2月22日

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30年4月19～20日
平成30年度地方衛生研究所サーベイランス業務従事
者研修

国立感染症研究所 東京都

平成30年5月31日 平成30年度 食中毒・感染症予防対策講習会 健康安全課 京都市

平成30年6月15日 平成30年度第１回阪神地区感染症懇話会講演会 阪神地区感染症懇話会 大阪市

平成30年6月28日
平成30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30年8月29日
平成30年度京都市感染症診査協議会（結核部会）研
究会

医療衛生センター 京都市

平成30年11月16日 平成30年度全国疫学情報ネットワーク構築会議 東京都健康安全研究センター 東京都

平成30年11月22日
平成30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

東大阪市

平成30年12月7日
平成30年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部
第34回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

桜井市

近畿厚生局 大阪市

平成31年1月24～25日 第32回公衆衛生情報研究協議会総会及び研究会 公衆衛生情報研究協議会 岡山市

平成31年1月23日 登録検査機関及び食品衛生検査施設向け講習会

生活衛生部門

期間 名称 主催 開催場所

株式会社　島津製作所 京都市

平成30年6月27日 第41回近畿地区市場食品衛生検査所協議会
近畿地区市場食品衛生検査所
協議会

姫路市

平成30年5月31日～6月1日 島津GCMS solutionアドバンスト操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成30年7月20日
平成30年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部
自然毒部会世話人会

地方衛生研究所全国協議会
近畿支部

神戸市

平成30年8月1日 ジーエルサイエンス食品分析セミナー ジーエルサイエンス株式会社 大阪市

平成30年8月30日～31日 第59回近畿食品衛生監視員研修会 京都市 京都市

平成30年10月2日～5日 平成30年度貝毒分析研修会 中央水産研究所 横浜市

委員会の開催場所 キャンパスプラザ京都

派遣人員 1名
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平成30年11月1日～2日 第48回全国市場食品衛生検査所協議会全国大会 全国市場衛生検査所協議会 大阪市

平成30年11月9日
平成30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

神戸市

平成30年11月6日
平成30年度　関西広域連合　危険ドラッグ担当者研
修会

平成30年11月15日～16日 第114回日本食品衛生学会学術講演会 日本食品衛生学会 広島市

平成30年11月21日 分析法バリデーションセミナー 株式会社　島津製作所 京都市

平成30年11月22日
平成30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

東大阪市

平成30年11月29日～30日 第55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 神奈川県

全国衛生化学技術協議会 川崎市

平成30年12月21日 LabSolutions Insight操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成31年1月23日
平成30年度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31年3月8日 日本食品衛生学会近畿地区勉強会
日本食品衛生学会
近畿地区担当

大阪市

平成31年1月23日～24日 GCMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成31年2月18日 平成30年度衛生理化学分野研修会

平成31年3月29日 GCMSMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

関西広域連合広域医療局 大阪市

平成30年12月3日
小規模事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管
理研修会

(公）日本食品衛生協会 京都市

平成31年1月15日～16日 東京都市場食品衛生検査実務研修 東京都市場食品衛生検査 東京都

平成31年3月27日～28日 東京都中央卸売市場豊洲市場
京都市中央卸売市場水産物部
食品品質管理委員会

東京都
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平成30年10月26日
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

平成30年11月7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

全国食肉衛生検査所協議会 京都市

微生物部門

期間 名称 主催 開催場所

平成30年6月1日 第57回近畿公衆衛生学会 近畿公衆衛生学会 神戸市

平成30年6月1日 平成30年度　病原体等の包装・運搬講習会 厚生労働省 大阪市

平成30年7月5日 衛生微生物技術協議会第39回研究会 衛生微生物技術協議会 大津市

平成30年10月19日 平成30年度　腸管出血性大腸菌MLVA技術研修会

平成30年8月30～31日 第59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 京都市

平成30年9月11日～13日 平成30年度　薬剤耐性菌の検査に関する研修 国立感染症研究所 東京都

平成30年11月30日
厚労省通知法による腸管出血性大腸菌検査及び食中
毒検査への応用に関する実習

(公社) 日本食品衛生協会 東京都

平成31年1月7日 阪神地区感染症懇話会講演会
阪神地区感染症懇話会・
大阪府

大阪市

平成31年2月14日～15日 第53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

徳島市

食肉検査部門

期間 名称 主催 開催場所

平成30年4月26日 第２回家畜慢性的疾病対策推進全国会議 農林水産省 東京都

平成30年6月15日 畜産技術業績発表会 京都府家畜保健衛生所 京都市

平成30年11月15日～16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 相模原市

平成30年8月31日 近畿食品衛生監視員研修会

平成31年1月21日～22日 食肉及び食鳥肉衛生技術研修会並びに衛生発表会 厚生労働省 東京都

平成30年10月11日 平成30年度　地方衛生研究所HIV技術研修会
厚生労働科学研究「HIV検査
受検勧奨に関する研究」研究
班

東京都

平成30年10月5日
平成30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

京都市

平成30年11月27日 薬剤耐性菌に関する研修
薬剤耐性菌レファレンス
センター近畿ブロック担当

大阪市

地方衛生研究所全国協議会 東京都

平成30年11月2日
平成30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
近畿支部細菌部会

和歌山市

京都市，近畿食品衛生監視員
協議会

京都市

平成30年12月3日
小規模事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管
理研修会

(公）日本食品衛生協会 京都市

平成31年2月19日～20日 希少感染症診断技術研修会 厚生労働省 東京都
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大津市 大津市

株式会社　島津製作所 京都市

平成30年8月30日～31日 LC-MSMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成31年2月7日～8日 LCMSMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成31年1月23日 平成30年度第2回近畿大気汚染常時監視連絡会

平成31年1月24日～25日
第33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

名古屋市

株式会社　島津製作所 京都市

平成30年8月7日 液体クロマトグラフProminenceメンテナンス講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成31年1月25日
全国食肉衛生検査所協議会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

神戸市

平成31年2月6日
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

全国食肉衛生検査所協議会
近畿ブロック会

大阪市

平成31年2月15日 全国食肉衛生検査所協議会HACCP平準化会議
全国食肉衛生検査所協議会
近畿ブロック会

京都市

平成31年2月19日
全国食肉衛生検査所協議会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

京都市

環境部門

期間 名称 主催 開催場所

平成30年6月4日～15日 平成30年度機器分析研修 環境省 埼玉県

平成30年7月20日 平成30年度第1回近畿大気汚染常時監視連絡会 姫路市環境局 姫路市

平成30年6月20日～21日 GCMS操作講習会

平成30年9月7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 神戸市

平成30年11月1日～2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30年11月14日～15日 GCMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成30年11月16日 LC-MSMSメンテナンス講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成30年11月29日～30日 LC-MSMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市

平成31年1月21日～22日 平成30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

平成30年12月11日 ICP質量分析操作講習会

平成31年2月22日
平成30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

大阪府

平成31年3月14日 平成30年度環境測定分析統一精度管理結果説明会 環境省 大阪市

平成31年3月15日
平成30年度環境測定分析統一精度管理東海・近畿北
陸支部ブロック会議

全国環境研協議会東海・近
畿・北陸支部

京都市

平成31年3月29日 GCMSMS操作講習会 株式会社　島津製作所 京都市
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