
北海道立総合研究機構職員（道総研）
採用説明会【令和４年３月５日実施】

・採用説明会開催後にいただきました質問事項への回答集
を作成しましたので当日参加することができなかった方
にも是非、研究職員へ応募する参考としてください。

・質問事項は、一部文言を編集しておりますのでご了承く
ださい。

・回答については、法人本部又は各研究本部で作成してお
ります。

・そのほかご不明な点等ございましたら経営管理部人事グ
ループまでお問い合わせください。

みなさまの応募をお待ちしております！！ 研究するなら道総研



○申込書に記入する研究業績について、査読中の論文を記載し
ても良いですか

○ＳＰＩ試験について、英語も範囲でしょうか？

○１次試験（適性検査・専門試験）の詳細が知りたい。

○試験の対策について参考書等があれば知りたい。

○１次試験と２次試験の倍率が知りたい。

○研究職員のうち、学位を持っている人は何割くらいですか？

○複合領域と専門分野の併願は出来ますか？

○採用人数のうち、既卒者の採用はどれくらいの比率でしょう
か？

○インターンシップや見学会等は行っていますか？
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＜採用保留制度に関すること＞

○採用保留制度の対象者について教えてください。

○採用保留制度について、獣医の学部生にも適用されますか？
例えば令和４年４月から５年生の場合、令和４年度の試験を
受け令和６年度からの採用は可能ですか？

○採用保留制度を希望した人がいた場合、受験年度の採用人数が
増えることはあるのでしょうか？

○採用時期の延期は、採用の合否に影響することがありますか

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動

○複合領域とは？

○専門分野採用と複合領域採用の違いについて

＜複合領域に関すること＞

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動



○複合領域の場合、キャリアプランが人によって様々となる可能
性があるとのことですが、色々な分野に携わるうちに何か一つ
の分野に集中したくなり、例えば複合領域で採用後に畜産試験
場に勤務するなどといった部署異動をする可能性もあるでしょ
うか？

○複合領域の試験で採用された方から、今回の様な説明会でお話
を開く機会はあるでしょうか？

○複合領域についての試験問題は、各分野の、例えば今回お話を
伺った農学、食品加工学についておさえておくだけではなく、
全範囲を網羅しておいた方がよろしいでしょうか。現在、医療
系分野ですが、ポイントなど教えて頂ければ助かります。

○複合領域応募者に、共通して求められる専門技術は何ですか？

○複合領域での業務は、関係機関や学会等での社外業務と、デス
クワークや自己テーマ調査との両輪（あるいは、両者を区別し
がたい状態）になるかと想像します。現状として、各試験場か
ら出向されている皆様は、業務内でそれぞれどのくらいの比率
でバランスを取っておられるのでしょうか？

＜複合領域に関すること＞
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○多業種連携業務（複合領域）では、従来の専門分野採用者より
も、規定勤務時間外や休日対応が多めになる可能性もあるかと
思いますが、その程度や、対応方法（超過勤務、振替休日扱い
など）の例について、可能な範囲で、心構えをおしえてくださ
い。

○複合領域の最初の配属先は、基本的には札幌市の本部になるの
でしょうか？

＜複合領域に関すること＞

○経常研究、委託研究、戦略研究など、研究の体系について教え
てください。

○新しいことを許容する、失敗が許される空気、又はチャレンジ
できるような制度がありますか？

＜研究に関すること＞

○私は大学卒で、大学院修士課程を卒業していないのですが、仮
に貴研究機関で働きながら博士課程に入学し通う場合、貴研究
機関での所定年数（各大学院によるが概ね２年）以上の研究実
績が認められれば、社会人入試枠として入学応募要件を満たす
との解釈でよろしいでしょうか。

＜その他に関すること＞
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○私は大学卒で、大学院修士課程を卒業していないのですが、仮
に貴研究機関で働きながら博士課程に入学し通う場合、貴研究
機関での所定年数（各大学院によるが概ね２年）以上の研究実
績が認められれば、社会人入試枠として入学応募要件を満たす
との解釈でよろしいでしょうか。

○勤務しながら修士課程や博士課程に在籍することは認められて
いますか？

○人事異動の頻度はどれくらいなのでしょうか？

○育児中の女性でも働けるような職場環境でしょうか？

○現在、JSPS科研費の研究代表者として研究に従事しておりま
すが、採用された場合、進行中の補助事業は廃止しなければなら
ないでしょうか？
また、採用後、研究代表者あるいは研究分担者として、新たに科
研費の新規申請を行うことは可能でしょうか？

○入社して１年間は何か研修がありますか？

＜その他に関すること＞

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動



○農業研究本部からの回答

○水産研究本部からの回答

○森林研究本部からの回答

○産業技術環境研究本部からの回答

○建築研究本部からの回答

＜その他各専門分野の回答＞

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動

回答へ移動



質問 回答（法人本部）

申込書に記入する研究業績について、
査読中の論文を記載しても良いですか。

査読中のものについて記載いただいて構いません。
申込書に査読の有無を記載する欄がありますので、
そちらに記載してください。

採用保留制度の対象者について教えて
ください。

採用保留制度の対象者は下記のとおりです。
○令和5年4月から、大学院修士課程に在籍
○令和4年4月1日現在、大学院修士課程1年次に在籍
○令和4年4月1日現在、大学院博士課程1年次に在籍
○令和4年4月1日現在、大学院博士課程2年次に在籍
詳細については募集要項（専門分野）をご覧くださ
い。
※複合領域は対象外ですのでご注意ください。

採用保留制度について、獣医の学部生
にも適用されますか？
例えば令和４年４月から５年生の場合、
令和４年度の試験を受け令和６年度か
らの採用は可能ですか？

獣医学科は６年制で修士課程がないため、
４月より５年生となる方は大学院修士課程１年次相
当とし、１年間採用を保留し、令和６年度からの採
用が可能です。

採用保留制度を希望した人がいた場合、
受験年度の採用人数が増えることはあ
るのでしょうか？

今回の採用試験で応募している採用予定者数は、令
和５年４月１日の採用者数です。なお、この中には
採用保留制度により令和６年４月１日または令和７
年４月１日での採用希望者は含まれません。
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質問（R4.3.5実施採用説明会） 回答（法人本部）

１次試験（適性検査・専門試験）の詳
細が知りたい。

適性検査は、一般的に他の企業等でも使用されてい
る基礎能力や性格などの検査を行う筆記の試験です。
専門試験は、各試験区分における専門知識、能力な
どを問う記述式の試験です。

１次試験と２次試験の倍率が知りたい。 １次試験の過去３カ年の平均倍率：1.5倍程度
２次試験 〃 ：4.2倍程度

ＳＰＩ試験について、英語も範囲で
しょうか？

適性検査は、一般的に他の企業等でも使用されてい
る基礎能力や性格などの検査を行う筆記の試験です
が、英語は当機構の試験範囲には含まれておりませ
ん。

試験の対策について参考書等があれば
知りたい。

試験問題の内容や参考書等については、試験の公平
性の観点からお伝えすることができませんが、専門
試験の出題例を当機構のＨＰに掲載しておりますの
でご覧ください。
また、この後の各ルームにおいて、先輩職員の経験
した受験対策などを個別に質問することは可能です。

採用人数のうち、既卒者の採用はどれ
くらいの比率でしょうか？

試験区分ごとに差はありますが、全体の総数では、
昨年度の実績においては、概ね半数の方が既卒と
なっております。

採用時期の延期は、採用の合否に影響
することがありますか

合否に影響することは全くありません。
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質問（R4.3.5実施採用説明会） 回答（法人本部）

勤務しながら修士課程や博士課程に
在籍することは認められています
か？

道総研では仕事をしながら博士号を取得している職員
もおります。また、修学部分休業制度があり、制度を
利用して博士号を取得することも可能です。

人事異動の頻度はどれくらいなので
しょうか？

採用時の配置先は、試験区分ごとに本人の専門分野や
適性を考慮のうえ、各研究本部で決定します。所属部
署により異動の有無や頻度に差があり一概には言えま
せんが、５～１０年くらいの期間で異動となる場合が
多いです。

育児中の女性でも働けるような職場
環境でしょうか？

子育て世代の職員を多く抱える道総研では、育児休業
や子の看護休暇のほか、在宅勤務、時差出勤など、仕
事と子育ての両立を男女問わず支援するさまざまな制
度を用意しています。
道総研のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに職員採用動画を
アップしており、育児中の職員も登場しておりますの
で是非ご覧ください。

目次トップへ



質問（R4.3.5実施採用説明会） 回答（法人本部）

現在、JSPS科研費の研究代表者と
して研究に従事しておりますが、採
用された場合、進行中の補助事業は
廃止しなければならないでしょう
か？
また、採用後、研究代表者あるいは
研究分担者として、新たに科研費の
新規申請を行うことは可能でしょう
か？

科研費については、原則個人に付きますので、進行中
の補助事業は原則廃止とはなりません。（種別により
不可の場合もありますので、詳細については補助事業
者へ問い合わせください。）
また、新たに科研費の新規申請をすることについては
可能です。

入社して１年間は何か研修がありま
すか？

4月に3日程度の新規採用職員研修や、各職場からの
オンラインで聴講する講義、自分の専門分野外の試験
場に訪問する体験学習などを予定しているほか、各所
属の職場でも短期間の研修が行われています。
また、希望者には学会派遣や大学・企業等への短期派
遣の研修制度もあります。

インターンシップや見学会等は行っ
ていますか？

インターンシップは、今年の夏に実施する予定です。
詳細はホームページに掲載します。
また、業務説明会や採用説明会などの説明会について
は、今年度は12月～3月に計4回行っております。

研究職員のうち、学位を持っている
人は何割くらいですか？

研究本部ごとに差はありますが、全体の総数では、概
ね２割から３割くらいです。（R3.4.1現在）

目次トップへ



【複合領域とは】
道総研では専門区分ごとの採用試験に加えて、「複合領域」という区分での募集を、令和３
年度よりスタートしました。
近年の気候変動や人口減少といった大きな変化のなかで、現在そして未来の北海道が直面す
る様々な問題への解決にむけた研究開発には、これまでのような道総研の各専門分野に関す
る技術と研究だけでは、もう対応できなくなりつつあるという現実があります。
こういった状況を踏まえ、ご自身のこれまでの研究実績や専門性を軸にしつつも、道総研に
おいて、内外の色々な研究分野と横断的に連動し、新たな視点や角度から解決すべき問題や
テーマを発見して、北海道の未来づくりに向け果敢に挑戦したい、新たな分野を切り開いて
研究していきたい、というようなチャレンジ精神を持った研究者を募集するもので、今回の
採用試験でも５名程度の採用を予定しております。

事前質問 回答

専門分野採用と
複合領域採用の
違いについて

専門分野の試験により採用されると、各試験場で専門分野の研究に従事す
ることになります。
複合領域の試験では、ご自身の専門性を軸に、いろいろな研究分野と横断
的に連動する研究分野の企画・研究に従事することになります。
新しいテーマを発見・挑戦することへの関心、道総研の専門区分には該当
しない分野の能力等をお持ちの方の応募を期待しています。
採用後は、法人本部での研究開発からスタートする場合があり、ご本人の
研究実績やビジョンなどに応じて決定します。
複合領域の１次試験では昨今の日本や世界をとり巻く自然科学分野の課題
等に関する一般的な基本知識を問います。
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質問 回答（法人本部）

複合領域と専門分野の併願は出来ます
か？

第1次試験日が同日であり、併願は出来ません。

複合領域の場合、キャリアプランが人
によって様々となる可能性があるとの
ことですが、色々な分野に携わるうち
に何か一つの分野に集中したくなり、
例えば複合領域で採用後に畜産試験場
に勤務するなどといった部署異動をす
る可能性もあるでしょうか？

想定されます。例えば、畜産であれば、畜産以外の
異分野で培われた専門性や技能をもった方が、畜産
研究に興味を持って当該分野に新たな手法や視点を
導入し、専門区分での採用者にはなかなかできない
研究展開を可能にすることにも期待しています。

複合領域の試験で採用された方から、
今回の様な説明会でお話を開く機会は
あるでしょうか？

複合領域の試験は令和3年度からの実施で、令和4年
度に初めて採用されるため、説明会等へ出席は来年
度以降となる予定です。

目次トップへ



質問 回答（法人本部）

複合領域についての試験問題は、各分
野の、例えば今回お話を伺った農学、
食品加工学についておさえておくだけ
ではなく、全範囲を網羅しておいた方
がよろしいでしょうか。現在、医療系
分野ですが、ポイントなど教えて頂け
れば助かります。

複合領域の筆記試験は、農学、食品科学といった特
定分野ごとの専門知識を問うものではなく、自然科
学の分野横断的な共通テーマや社会課題に関する一
般知識（例えば「地球温暖化」など）について理解
度を問うものとなります。それに加え課題論文を期
限までに提出いただくこととしております。

複合領域応募者に、共通して求められ
る専門技術は何ですか？

複合領域応募者に共通して求める特定の専門的能力
は特にございません。ご自身が培われた専門性や知
識等を、道総研で北海道の未来づくりに活かしたい
という熱意と、そのイメージをお持ちの方を期待し
ております。

複合領域での業務は、関係機関や学会
等での社外業務と、デスクワークや自
己テーマ調査との両輪（あるいは、両
者を区別しがたい状態）になるかと想
像します。現状として、各試験場から
出向されている皆様は、業務内でそれ
ぞれどのくらいの比率でバランスを
取っておられるのでしょうか？

各研究本部から法人本部に出向している者は、基本
的にデスクワークが多くなります。連携する関係機
関との打ち合わせ、視察、研究本部との打ち合わせ
（今はオンラインが多くなっていますが）などで、
出張することも度々あります。割合は担当するポジ
ションによりまちまちです。
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質問 回答（法人本部）

多業種連携業務（複合領域）では、従
来の専門分野採用者よりも、規定勤務
時間外や休日対応が多めになる可能性
もあるかと思いますが、その程度や、
対応方法（超過勤務、振替休日扱いな
ど）の例について、可能な範囲で、心
構えをおしえてください。

繁忙期には一時的に時間外勤務が増えることもあり
ますが慢性的な状況にはありません。本部では休日
出勤はほとんどなく、あった場合は振り替え休日を
とっていただきます。フレックスタイムや在宅勤務
の併用が進みワークライフバランスのとれた働きや
すい職場になっています。

複合領域の最初の配属先は、基本的に
は札幌市の本部になるのでしょうか？

配属先は採用者のそれまでのキャリアや育成ビジョ
ンに応じたものとなりますので、配属先に関する今
後の展望がまだみえないところがあります。しかし、
複合領域採用者には特に道総研全体の研究を早く理
解いただき、研究開発に携わるなど実践力を養って
いただくことを期待していますので、札幌の本部研
究２部でスタートを切ることが多くなるのではない
かと想定しています。

目次トップへ



事前質問（R4.3.5実施採用説明会） 回答

複合領域において、想定されている
求職者の年齢層がございましたら、
ご教示いただけますか

募集要項にある基準を満たしていれば、特に想定して
いる年齢範囲はありません。
これからご自身の進む研究キャリアの道を道総研にお
いて探そうとする若者から、すでにお持ちの実績を軸
に本道の未来づくりに新たな研究スタイルで挑もうと
するベテランの方まで、その方の熱意やビジョンを第
一に採用を考えています。

①令和4年度採用における複合領域採
用試験の結果
（受験者数、合格者数）
②複合領域にて採用された場合に本
部や試験場間をまたぐ異動の頻度

①昨年度は50名の方に申込みしていただき、３名が
合格しました。
②農業試験場や水産試験場など、研究本部内に数か所
の勤務地がある場合と概ね同様になるかと思いますが、
一般に、若手の方は研究者としての軸を育てるため早
い年数での異動は、やむを得ない場合を除いて、多く
はありません（概ね５～１０年くらいの期間）。一方、
管理職になりますとマネージメント業務が主となりま
すので、比較的短い年数で異動となることが多いです。
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質問 回答（法人本部）

経常研究、委託研究、戦略研究など、
研究の体系について教えてください。

経常研究は道の交付金で各研究本部ごとに実施する
研究、委託研究は企業・団体・行政等が出資し、出
資者の依頼に基づいて実施する研究、戦略研究は分
野横断的に道総研の総合力を発揮して実施する研究
で現在は「食・地域・エネルギー」の3つの研究を
実施しています。

新しいことを許容する、失敗が許され
る空気、又はチャレンジできるような
制度がありますか？

平成21年度まで道立公設試であったこともあり、計
画の段階で成果が確実な研究が多い傾向にあるかも
しれませんが、法人化後に、新規性の高い萌芽的な
研究制度を整備しています。例えば、100万円以
内・単年度で挑戦的な研究を行う制度として「研究
奨励事業」があります。また、外部資金を獲得して、
挑戦的な研究を実施することもできます。研究奨励
事業以外は、研究評価の対象になりますが、失敗し
てもペナルティーはありません。
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質問 回答（法人本部）

私は大学卒で、大学院修士課程を卒業
していないのですが、仮に貴研究機関
で働きながら博士課程に入学し通う場
合、貴研究機関での所定年数（各大学
院によるが概ね２年）以上の研究実績
が認められれば、社会人入試枠として
入学応募要件を満たすとの解釈でよろ
しいでしょうか。

道総研の受験資格には、修士課程修了等の学歴要件
はありませんので、採用試験に応募していただけま
す。大学院の社会人入試枠につきましては、各大学
院や学部等によって異なりますので、入学を希望す
る大学院にご確認いただきたいと思いますが、大学
によっては博士後期課程への入学は（前期課程とは
異なり）研究実績を問われ、単に年数ばかりでなく
研究実績である論文提出等を求められることもある
ようです。詳しくは大学に直接ご確認ください。
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質問 回答（農業研究本部）

農学分野の研究には、品種育成や病害
虫対策などの様々な分野があると思い
ますが、それらへの配属はどのように
して決まるのでしょうか？採用試験で
の成績が考慮されるのでしょうか？
（例えば、「植 物 病 理 学 及 び 応 用
動 物 昆 虫 学」の成績が良かった場合、
それに関連する研究に割り当てられる
可能性が高い、ということがあるので
しょうか？）

配属先につきましては、採用試験で選択した分野だ
けでなく、経歴や専門性、適性などを申込書や面接
内容も参考にして各研究本部で決定します。

私は農学分野を志望していますが、今
は農学の専門的な研究を行っていませ
ん（植物関連の研究ではあります）。
採用試験では、農学に関する問題が出
題されると思いますが、私のような素
人の場合、どのような対策から始めて
いけば良いでしょうか？本日の説明会
中には、院試レベルの知識があれば良
いというお話があったと思いますが、
そのレベルを目指して勉強すれば良い
でしょうか？

大学であれば募集要項にある専門分野を中心に、講
義で使用される様々な教科書が参考になります。
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質問 回答（農業研究本部）

試験区分について、農学では求める人
材として4つの項目が挙げられています
が試験ではこの4つの中から1つ選択し
て回答するということでしょうか？そ
の場合、4つの専門分野から満遍なく採
用するのか、それとも4項目関係なく採
用するのですか？また、一次試験突破
の為の基準点や順位などの合格ライン
がありましたら教えていただけると嬉
しいです。

試験では4つの分野から一つを選択して回答するこ
とになります。採用については1次試験、2次試験の
結果を総合的に判断することになりますので、分野
ごとの採用とは必ずしもならない場合もあります。
基準点や合格ラインについてはお答えできません。

1人2～3個のプロジェクトを抱えてい
るという話であったが、農業経済系の
方々は全てのプロジェクトをメンバー
で行うのですか？
農業経済系のプロジェクト内の役割は
どのようなものですか。具体的にお伺
いしたいです。

農業経済の研究員は、農畜産物の経済性評価、代表
的な農業経営体を前提とした技術導入の効果を検証
する経営評価、技術の普及が地域全体に及ぼす経済
波及効果の計測などの研究を担います。それらの成
果が求められるプロジェクトには参画しますが、技
術開発に伴う開発技術のコスト試算などでは農業経
済の研究員が参画しない場合もあります。
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質問 回答（農業研究本部）

採用して頂けた場合、どの家畜、作物
のグループに入るかはどのように決定
されるのでしょうか？

配属先につきましては経歴や専門性、適性などを申
込書や面接内容を参考に各研究本部で決定します。

試験場間のディスカッションの機会な
どはあるのでしょうか？

研究の進捗状況について検討する会議が年に複数回
開催されます。また、現地調査を関係機関で一緒に
行う機会もありますので、関連する分野を担当する
他試験場との交流は多いです。

受託研究や共同研究を行うグループは
どのように決定されるのでしょうか？

委託先や共同研究相手からの申し込み内容や専門性
を考慮して決定します。複数の試験場で担当する研
究もあります。
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質問 回答（水産研究本部）

貝類の研究(ホタテなどの二枚貝だけ
でなく)をしているところはあります
か？
またそれはどこの支部で行われてい
ますか？
具体的にどのように研究が行われて
いますか？
実際に今勤務している人がどんな研
究をしてますか？

アワビ、ツブ類などの研究も行っています。研究を行
う試験場がきまっているわけではなく、地域のニーズ
結果を踏まえ、研究課題を企画立案しています。研究
内容は様々ですが、研究例として「えりも海域におけ
るエゾボラ資源モニタリング手法開発 （R1年度）」
などがあります。
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質問 回答（森林研究本部）

研究テーマは大枠で部門ごとに割り
当てられており、その枠の中で各研
究者が詳細なテーマを決めたり解決
のアプローチを考えるという理解で
よろしいでしょうか？あるいは研究
者自ら課題を設定し、その研究に取
り組むということはあるのでしょう
か？

道総研で実施する研究の基本方針は、「中期計画」
（５年ごとに策定）とそれに基づく「研究ロードマッ
プ」（毎年改定）で定められています。研究職員は、
この「研究ロードマップ」に基づき研究課題を提案す
ることになります。研究課題には、大型のプロジェク
ト的なものから、１名から数名で実施する比較的小規
模なものまで様々なタイプがありますが、前述の「研
究ロードマップ」の中に位置づけられる研究課題であ
れば、研究職員個人の自由な発想で提案できます。提
案された研究課題は、(1)緊急性・必要性、(2)研究計
画の適切性、(3)成果活用の可能性などの視点から内
部で検討・評価が行われ、実施の可否が決定されます。
なお、採用当初は、所属グループで既に実施している
研究課題に参画しつつ、自ら主体的に実施する研究課
題を上司・同僚たちと相談しながら企画立案していく
ことになると思います。
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質問 回答（森林研究本部）

研究成果の発信について
北海道のための研究という観点から、
道総研で発行されている季報やアウ
トリーチ活動が主な発信媒体になる
のでしょうか？国際学術誌へ論文を
投稿するケースはあまり多くないの
でしょうか？

研究成果の発信については、まず(1)学会や道総研主
催の研究成果発表会などでの発表および(2)原著論文
（国内外の学術誌・学会誌をはじめ、両試験場で刊行
している「北海道林業試験場報告」や「林産試験場
報」など）での発表が基本となります。そのうえで、
(3)道内の行政機関や企業、道民向けに両試験場で刊
行している普及誌（「光珠内季報」、「林産試だよ
り」など）や関係団体が発行している技術普及誌
（「山つくり」など）にも広く発表していただきます。
ご質問の国際学術誌への発表も(2)の中で行っていま
すし、上記(1)～(3)のいずれにおいても、大学での
キャリアを十分に活かすことができます。
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質問 回答（森林研究本部）

地方の研究機関は他に比べて地域の
方々に意見を聴き、より実用性の高
い研究が行えるのが強みだと思って
います。貴機構ではどの程度地域の
方々との意見交換などを行い、研究
課題に取り入れられているのでしょ
うか。また、研究成果を実際の現場
で活用させることはどの程度可能な
のでしょうか？

道総研では、毎年全道の行政機関、業界団体、企業等
に対し、研究課題の要望調査を行っています。また、
道総研はもともと道庁の研究機関ですので、道庁の関
係部局とは、様々なレベルで情報交換の場を構築して
います。さらに、日常的に企業等からの技術相談、技
術指導等の依頼に積極的に対応しており、こうした
様々なチャンネルを活用して地域の研究ニーズを把握
し、研究課題を構築しています。
一方、実施した研究課題の現場での活用（普及・社会
実装）についても、様々なルートで行っています。
(1)道庁の行政施策に反映することで社会実装を図る
こともありますし、(2)道庁の林業普及指導組織を通
じて全道の森林所有者や林業事業体に成果を普及する
こともあります。また、(3)研究員が直接林業事業体
や木材加工企業に技術移転を行うことも多くあります
し、(4)道総研や他機関が主催する研究成果発表会や
技術セミナーなどを通して広く成果を普及することも
あります。これらのベースとして、(5)学会発表や学
術論文、技術普及誌などでの発表が重要になります。
いずれにしても、ご質問のとおり、道総研で実施する
研究は現場で活用されることが大前提ですので、道総
研が有する行政や業界等との様々なパイプを活用して
社会実装を推進しています。 目次トップへ



質問 回答（産業技術環境研究本部（エネ環地））

今回ご紹介いただいたのはエゾシカ、
ヒグマ、アライグマといった人間と
の軋轢がある野生動物や、希少種に
ついてでしたが、それ以外の生物に
関する研究も可能なのでしょうか。
私は、学部・修士を通して、農地景
観におけるエゾフクロウと森林管理
に関する研究をしており、博士課程
でも同様の研究をする予定です。フ
クロウ類はネズミを捕食するため、
森林や農地で定着すればネズミ被害
を抑制してくれることが期待されて
います。有害鳥獣や希少種と違って
あまり注目されない種ですが、産業
に大きくかかわる研究になるのでは
ないかと思っています。こういった
内容でも業務として研究することが
可能なのでしょうか。

自然環境部では北海道の生物多様性を保全するため、
「生物種や生態系の保全」と「野生動物と人間とのあ
つれき低減」を目標とした研究に取り組んでいます。
現在研究対象としている生物は、大きな社会問題と
なっており、道行政による管理・保護の施策をバック
アップする必要のあるエゾシカやヒグマ、外来動物、
希少植物ですが、それ以外にも上記の目標に寄与する
ために必要な様々な生物を対象とした研究に取り組む
ことは可能です。また、単独の生物種に特化した研究
だけでなく、生態系の保全を目的とした研究では、湿
原や海岸草原といった自然生態系のほか、農村生態系
を対象とした研究にも取り組んでおり、生態系におけ
る種間相互作用に着目した研究も重要と位置付けてい
ます。
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質問 回答（産業技術環境研究本部(食品科学)）

道総研に就職した方は他にどのよう
な企業に就職活動を行っていたので
しょうか。

現在、勤務している職員に聞き取ったところ、概ね次
の業種に就職活動を行っていたとのことでした。
（１）健康食品・化粧品・医薬品関係
（２）酒類・食品・飲料関係
（３）食品・農業分野を新規事業として立ち上げた工

業系企業
（４）シンクタンク・コンサルタント
なお、説明会に参加した３名の回答は次のとおりです。
【転職者１】
転職の際には、他の企業等への就職活動は行っており
ません。新卒時には、健康食品・化粧品・医薬品の製
造企業、シンクタンク系に就職活動していました。
【転職者２】
民間企業を対象として、食品事業をもつ医薬品企業、
食品・農業分野を新規事業として立ち上げた工業系企
業、コンサルタントなど、学術的な専門分野に限らず、
自分の専門性を生かせる企業を探していました。また、
北大の「赤い糸会」で出会った企業主催の職場見学や
研究内容のプレゼンに参加していました。
【新卒者１】
業種としては、酒類製造業、食品、飲料関係の企業で、
職種としては、研究・開発・品質管理で、広く就職活
動していました。 目次トップへ



質問 回答（産業技術環境研究本部(食品科学)）

現在、アレルギー食品に関する研究
を行っている人材の採用は考えてい
ますか？
また、アレルギー食品に関する研究
をしている方はいますか？

現在は、アレルギーに関する研究課題は実施していま
せんが、北海道の食産業の振興に寄与する提案であれ
ば、今後取り組んでいく可能性はあります。採用する
人材としては、アレルギーに関して研究してきた経験
や技術を基盤として、他の分野にも興味を持ち、意欲
的に取り組んでいただける方を、私たちは求めており
ます。

今回の食品科学分野での採用人数は
例年と比べて多いほうですか？また、
食品科学分野の募集は、常に数人募
集しているのですか？できれば、昨
年・一昨年の募集人数も知りたいで
す。

例年２名程度の募集となっております。
道総研の採用試験実施結果につきましては、道総研Ｈ
Ｐ採用情報の★過去の採用試験実施結果★をご覧くだ
さい。
https://www.hro.or.jp/hro/recruit/recruit/index.
html
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質問 回答（建築研究本部）

一つの担当プロジェクトを行う期
間をおしえてください。

プロジェクト（研究課題や業務）の期間はそれぞれです。
１年間で取り組むものもあれば複数年にわたる課題もあり
ます。多くは２～３年になる場合が多い傾向にあります。

1人何件までプロジェクトをかけ
もちするでしょうか？

担当分野やプロジェクトの内容により研究職員が担当する
課題数は異なります。入所直後はプロジェクトリーダー的
な主担当者になる例は少なく、他の研究職員とともにプロ
ジェクトの一部を担当することで経験を重ねていただきま
す。単独でプロジェクトを完遂するのではなく、グループ
で取り組むことを基本としています。具体の事例としては
プロジェクトの一部を担う担当としてはの課題数は５～７
課題です。

北方建築総合研究所に入社してよ
かったことをおしえてください。

研究職員からの感想として、自身が取り組んだプロジェク
トの結果が、小さなことでも「道民の皆さまのお役に立っ
ていることを実感できたとき」と話をされていました。

入社後の各自の研究テーマはどの
ようにきまるのでしょうか。

基本は研究職員本人が研究立案します。レビューやグルー
プ内で十分に議論してから研究本部内での議論および評価
を経て課題を構築します。また、組織的に取り組む課題も
ありトップダウン的に研究テーマを指示される場合もあり
ます。その他、研究課題だけでなく道民の皆さまへの情報
提供や普及活動などの業務もあります。
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質問 回答（建築研究本部）

博士号を取得せずに入社されたかた
は、なぜ博士号取得前に入社された
のでしょうか。入社後してから博士
号をとられた方は、実際にお仕事さ
れながらの論文執筆活動の体験談や
大変だったことをお聞きしたいです。

研究職に就ける機会が狭き門なので、機会があるなら
まず道総研にチャレンジしてみようと思い採用試験に
臨んだ職員がいます。また、採用時はM2でもあり二
足の草鞋を履いていた職員もいます。
業務と論文執筆で苦労するところもありますが、一部
研究が重複できる部分もあり先輩方の助言を得ながら
取り組むこともできます。

今までに北方建築総合研究所には海
外からの研究者や技術者が視察する
ことや、お互いの研究紹介をする機
会はありましたでしょうか。

海外からの視察も多数あり視察や見学だけでなく意見
交換等を行うこともあります。過去の事例では、中国
黒竜江省の科学研究院やハーバード大学などがありま
す。また、逆に研究等の一環として他国へ視察に出か
けることもありました。

建築研究本部のみなさんの人柄、性
格をお聞きしたいです。

柔軟な思考の職員が多いと思います。建築自体分野が
広いので多角的な思考をされる方が多いと思います。
仕事に趣味に皆それぞれ励んでいます。

どんな方（これからの採用で入られ
る方）と一緒に働きたいですか。一
緒には働く上で、相手になにを望み
ますか。

特別なことは望みません。明るく楽しく一緒に仕事を
しましょう。専門だけに固執することなく幅広い視野
で真摯に仕事等に取り組む方であれば皆さんと一緒に
仕事に励めると思います。
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