
【道総研メルマガ第１０号】道総研では研究業務を行う職員を募集しています！ 

 

       H30.4.13 発行／№10 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

       ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

         道総研メールマガジン『ほっかいどうの希望をかたちに！』  

       ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

 

 道民生活の向上や道内産業の振興に貢献する試験研究機関「道総研」の最新情報を発信 

するメールマガジンです。 

今回は、 

１．道総研では研究業務を行う職員を募集しています！ 

２．この春、建築研究本部に「建築性能試験センター」が誕生しました！ 

３．道総研の農業分野における最新の研究課題を紹介します！ 

４．平成３０年北海道森づくり研究成果発表会を開催します！ 

５．平成３０年食品加工研究センター研究成果発表会を開催します！ 

のほか、５月に開催するイベント情報をお送りします。 

 

====================================== 

★☆★道総研ニュース！★☆★ 

道総研では研究業務を行う職員を募集しています！ 

====================================== 

 道総研では、農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質、建築の分野で研究業 

務を行う職員の募集を開始しました。自然環境の保全や道民の豊かな暮らしづくり、道内 

産業の振興に貢献したいという情熱のある方のご応募をお待ちしています！ 

 

【受付期限】平成３０年５月１１日（金）まで＜消印有効＞ 

【第１次試験】平成３０年６月１７日（日）（試験地：札幌市、東京都） 

 

▼詳しくはこちらから 

http://www.hro.or.jp/hro/recruit/recruit/ 

 

▼お問い合わせ 

北海道立総合研究機構（道総研）経営企画部経営企画グル－プ  

TEL 011-747-0055 担当：木藤、加藤 

 

 



=================================================== 

★☆★道総研ニュース！★☆★ 

この春、建築研究本部に「建築性能試験センター」が誕生しました！ 

=================================================== 

 道総研建築研究本部では、従来の構造計算適合性判定センター（札幌）と性能評価課（ 

旭川）を統合し、この 4 月に「建築性能試験センター」を新たに設置しました！ 

 札幌と旭川にオフィスを設置し、札幌オフィスでは「構造計算適合性判定」「調査研究 

」業務を、旭川オフィスでは「依頼試験」「設備使用」「性能評価」「構造計算適合性判 

定」「調査研究」業務を担当します。 

 また、「建築性能試験センター」で扱う業務については、札幌と旭川のどちらの窓口で 

もご相談をお受けすることが可能になり、いっそう便利になりますので、皆様のご利用を 

お待ちしております！ 

 

▼詳しくはこちらから 

http://www.hro.or.jp/list/building/ 

 

▼お問い合わせ 

建築研究本部 建築性能試験センター 旭川オフィス（担当：土井） 

                   TEL0166-73-6090  E-mail nrba●hro.or.jp 

          建築性能試験センター 札幌オフィス（担当：川村） 

                   TEL011-204-5362  E-mail nrbc●hro.or.jp 

          お手数ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

=========================================== 

★☆★ シリーズ!～最新の研究課題～第１回 ★☆★ 

道総研の農業分野における最新の研究課題を紹介します！ 

=========================================== 

 道総研の研究開発の取組をもっと知っていただくため、平成３０年度の研究課題をご紹 

介します。今回は「農業」がテーマです！ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◎道産りんごを活用したシードル製造技術の確立と商品化に向けた実証 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 近年、国内の生食りんごの消費が減少傾向にあり、道産りんごの消費拡大が課題となっ 

ています。一方、シードル（りんご酒）の生産量は増加してきており、シードル等の加工 

品開発が道産りんごの消費拡大の一翼を担うことが期待されます。 



 そこで道総研では、シードルに係る研究開発を平成 30 年度より開始しました。この研究 

課題では、高品質で特徴のある北海道産りんご 100%のシードル製造技術の開発を目指して 

います。開発した製造技術は、商品化支援に活用し、飲食店はもちろん、ご自宅の料理に 

あうシードル商品の提案等への波及を目指します。 

 

▼詳しくはこちらの６ページ目をご覧ください 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/300216.pdf 

 

 また、今回ご紹介したもの以外の平成３０年度の主な研究課題は次のリンクからご覧い 

ただけます。 

 

▼平成３０年度の主な研究課題一覧 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/300216.pdf 

 

 

========================================== 

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

平成３０年北海道森づくり研究成果発表会を開催します！ 

========================================== 

 森林研究本部では、森林整備や木材利用に関する研究成果、地域での技術の普及活動事 

例の紹介などを通じて、北海道における森づくりに関する知識を深め、技術の向上を図る 

ことを目的として研究成果発表会を開催します！ぜひお越しください！ 

 

日 時：平成３０年４月１９日（木）１０：００～１６：１５（受付９：３０～） 

場 所：かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目） 

参加費：無料 

定 員：５００名 

お申込：当日まで受付可能です。 

    森林研究本部企画調整部普及グループまでお問い合わせをお願いします。 

       

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/event/30kaisai.html 

 

▼お問い合わせ・お申込みはこちらまで 

道総研 森林研究本部 企画調整部 普及グループ 担当：渡邊、荒木 

TEL 0126-63-4164 FAX 0126-63-4166 



 

================================================ 

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

平成３０年食品加工研究センター研究成果発表会を開催します！ 

================================================ 

 食品加工研究センターは、食品加工に係わる研究開発や企業等への技術支援を通して道 

内食品産業の発展に努めております。食品加工研究センターが取り組んでいる研究開発や 

技術支援の成果を広く公開し、皆様の今後の事業展開や製品開発などにご活用いただくた 

めに、研究成果発表会を開催します。 

 発表会では、研究成果の口頭及びポスターによる発表を行うほか、研究成果等の展示や 

試食、食品加工技術に関する個別相談をお受けするコーナーも設けております。 

 多くの皆様のご来場をお待ちしております！ 

 

日 時：平成３０年４月２５日（水） １３：３０～１７：００（受付１２：３０～） 

場 所：札幌ビューホテル大通公園（旧・東京ドームホテル札幌） 

    （札幌市中央区大通西８丁目） 

参加費：無料（交流会参加者のみ、会費として４，０００円） 

お申込：発表会については、当日の受付も可能ですが、できるだけ事前にお申し込みく  

    ださい。なお、交流会参加申込期限は４月２０日（金）です。 

       

▼詳しくはこちらから！ 

 http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/koho/event_h30/h300425_seik 

a_info.pdf 

 

▼申込書はこちら 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/koho/event_h30/h300425_seika_ 

entry.pdf 

 

▼食品加工研究センターの facebook ページでも研究成果発表会の PR しています！ 

https://www.facebook.com/syokkaken 

 

▼お問い合わせ・お申込みはこちらまで 

道総研 産業技術研究本部食品加工研究センター 食関連研究推進室 

食品技術支援グループ  TEL 011-387-4116  FAX 011-387-4111 

 

 



====================== 

★☆★ イベント情報 ★☆★ 

====================== 

☆５月のイベント☆ 

 

◆環境・地質研究本部 環境科学研究センター 平成３０年度研究成果発表会 

 環境科学研究センターが取り組んでいる調査研究について、広く情報発信するために、 

研究成果発表会を開催します。発表会では、湿原研究等の研究成果を口頭発表やポスター 

発表でわかりやすくご紹介します。 

 

日  時 平成３０年５月１７日（木) １３：１０～１７：３０ 

                  （受付・ポスター展示 １１：３０～） 

場  所 かでる２．７ ４階 大会議室（札幌市中央区北２条西７丁目） 

参 加 費 無料 

定  員 １５０名程度 

申込締切 平成３０年５月１１日（金） 

申 込 先 環境・地質研究本部 企画調整部企画課 

      TEL：011-747-3532 FAX：011-747-3254 

      E-mail: eg-moushikomi●ml.hro.or.jp  

      お手数ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/ies/information/lecture.html 

 

◆環境・地質研究本部 地質研究所 平成３０年度研究成果発表会 

 地質研究所が取り組んでいる調査研究について、広く情報発信するために、研究成果発 

表会を開催します。発表会では、津波研究等の研究成果を口頭発表やポスター発表でわか 

りやすくご紹介します。 

 

日  時 平成３０年５月１８日（金) １３：１０～１７：２０ 

                  （受付・ポスター展示 １１：３０～） 

場  所 かでる２．７ ４階 大会議室（札幌市中央区北２条西７丁目） 

参 加 費 無料 

定  員 １５０名程度 

申込締切 平成３０年５月１１日（金） 

申 込 先 環境・地質研究本部 企画調整部企画課 



      TEL：011-747-3532 FAX：011-747-3254 

      E-mail: eg-moushikomi●ml.hro.or.jp  

      お手数ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/information/lecture.html 

 

◆技術移転フォーラム 2018「工業試験場 成果発表会」 

 道総研工業試験場では、これまでに取り組んできた研究成果等を公開する「成果発表会 

」を開催します。当日は、分野別発表やポスターセッション発表をはじめ、多くの成果を 

紹介・展示します。 

 

日  時 平成３０年５月３０日（水） １２：５０～１７：００（受付１２：００～） 

場  所 ホテル札幌ガーデンパレス（札幌市中央区北１条西６丁目） 

参 加 費 無料（交流会参加者のみ、会費として４，０００円） 

申込締切 平成３０年５月２３日（水） 

申 込 先 工業試験場 ものづくり支援センター 技術支援部工業技術支援グループ 

     TEL：011-747-2346 FAX：011-726-4057       

               E-mail:iri-shien●ml.hro.or.jp  

     お手数ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

 近日ホームページ上で公開予定です。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

★☆★ 編集・発行 ★☆★ 

 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構（略称：道総研） 

法人本部 連携推進部 連携推進グループ 

【住所】060-0819 札幌市北区北１９条西１１丁目 北海道総合研究プラザ 

【電話番号】011-747-2804（直通） 【FAX】011-747-0211 

【メールアドレス】hq-entry●hro.or.jp 

（メールマガジンへのご意見・お問い合わせは、こちらへお寄せください） 

迷惑メール防止対策のため、●と表記しております。メールを送信される場合は、お手数 

ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 



------------------------------------------------ 

★☆道総研の情報はこちらから☆★ 

------------------------------------------------ 

▼道総研ホームページ 

http://www.hro.or.jp/ 

▼道総研の最新情報をタイムリーにお届けする Facebook ページ 

http://www.facebook.com/dosoken 

▼道総研への各種相談はこちらから 

http://www.hro.or.jp/hro/contact.html（総合相談窓口） 

☆登録変更、中止、バックナンバーはこちらから 

http://www.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/index.html 

 

★☆試験場の Facebook ページ★☆ 

▼食品加工研究センター 

 https://www.facebook.com/syokkaken/ 

 

☆★研究本部・試験場のメールマガジンの登録はこちらから★☆ 

▼林業試験場 北の森の達人 

 http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/mailmag/top.html 

▼工業試験場 北工試だより 

 http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/magazine/index.html 

▼食品加工研究センター めるまが食加研 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/koho/mailmagazine.html 

▼地質研究所 地質研究所ニュース 

 http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/ 

▼建築研究本部 建築研究本部かわらばん 

http://www.hro.or.jp/list/building/research/nrb/koho/newsletter/newsletter.html 

 

 

------------------------------------------------ 

★☆北海道の情報はこちらから☆★ 

------------------------------------------------ 

▼新たなキャッチフレーズ『その先の、道へ。北海道』 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kotoba/catchphrase.htm 

▼北海道庁公式ツイッター 

 https://twitter.com/PrefHokkaido 



▼北海道のメールマガジン Do・Ryoku（動・力） 

 http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/ 

▼北海道庁ブログ「超！！旬ほっかいどう」 

 http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/ 

▼北海道庁インターネット放送局「Hokkai･Do･画」 

 http://sites.google.com/site/hokkaidouchotv/ 

▼北海道 150 年事業ホームページ 

 https://hokkaido150.jp/ 

 2018 年（平成 30 年）は、北海道と命名されてから 150 年です。 

 

 


