
【道総研メルマガ第１１号】黄色い表紙が目印です！「キラリと光る北海道の注目技術  

道総研×企業コラボ商品集」の改訂版を発行しました！ 

 

       H30.5.7 発行／№11 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．黄色い表紙が目印です！道総研の研究成果を紹介するパンフレット「キラリと光る北 

  海道の注目技術 道総研×企業コラボ商品集」の改訂版を発行しました 

２．道総研の水産業分野における最新の研究課題を紹介します！ 

３．「環境・地質研究本部研究成果発表会」を開催します！ 

４．「第５３回 道総研ランチタイムセミナー おひるの科学『水源林』のはたらきを 

  知ろう」を開催します！ 

５．「工業試験場 成果発表会」を開催します！ 

６．「平成３０年 建築研究本部 研究成果報告会」を開催します！ 

のほか、６月中旬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！★☆★ 

黄色い表紙が目印です！道総研の研究成果を紹介するパンフレット 

「キラリと光る北海道の注目技術 道総研×企業コラボ商品集」の改訂版を発行しました 

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

 道総研と企業等が共同開発した商品等について、開発エピソードを交えて紹介している 

パンフレットの改訂版を発行しました！ 

「やわらか一夜干しにしん」（ニシン加工品）や「SMC 小型囲いわな」（エゾシカ捕獲ワ 

ナ）など、今回新たに掲載したエピソードに注目です！ 

 パンフレットは成果発表会やセミナー等のイベントで配布するほか、道庁１階の道総研 

コーナーにも常時置いています。ぜひご覧ください。 

 

▼パンフレット（電子版）のダウンロードはこちらから 

http://www.hro.or.jp/research/result/case.html 

 



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

★☆★ シリーズ!～最新の研究課題～第２回 ★☆★ 

道総研の水産業分野における最新の研究課題を紹介します！ 

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

 道総研の幅広い分野における研究開発の取組をもっと知っていただくため、平成３０年 

度の研究課題から特色ある取組をご紹介します。今回は「水産業」がテーマです！ 

 

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

◎日本海産ホタテガイの韓国向け活貝輸送技術の開発 

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

 食の輸出拡大戦略において、ホタテは重点品目として考えられています。こうした中、 

日本海におけるホタテの魚種別生産量は全体の約２０％を占めている状況にあります。ま 

た、近年では韓国への活貝輸出が増加している傾向にあり、その中でも日本海産ホタテガ 

イは約５０％を占めています。そこで、道総研では、高品質な貝の輸送技術を開発するこ 

とで、ホタテガイ輸出拡大による生産者や輸出業者の収益増加を目指します。 

 

▼詳しくはこちらの７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! ★☆★ 

「環境・地質研究本部研究成果発表会」を開催します！ 

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

 道総研の環境科学研究センターと地質研究所は、両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、2 日間にわたって研究成果発表会を開催します。環境科学 

研究センターの発表会では湿原研究等の研究成果を、翌日の地質研究所の発表会では、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。 

 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５月１７日（木）１１：３０～１７：３０（環境科学分野） 



           ５月１８日（金）１１：３０～１７：２０（地質科学分野） 

      ※両日とも受付は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/topics/files/H3 

0seikahappyokai.pdf 

 

▼お問い合わせはこちらまで 

道総研 環境・地質研究本部 企画調整部企画課 

TEL：011-747-3532 FAX：011-747-3254 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

「第５３回 道総研ランチタイムセミナー おひるの科学『水源林』 

のはたらきを知ろう」を開催します！ 

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

 道総研では、道総研の研究活動を多くの方々に知っていただくため、研究員が講師とな 

って、皆様の生活に関係する身近なものをテーマとしたセミナーを開催しています。 

 今回のテーマは「水源林」です。お昼休みのひと時に、お弁当や飲み物を片手に科学に 

触れてみませんか？ 

 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５月１４日（月） １２：０５～１２：５５ 

場  所 北海道庁１階 交流広場（札幌市中央区北３条西６丁目） 

参 加 費 無料（事前のお申込みは不要） 

定  員 １００名程度 

 

▼詳しくはこちらから！ 



http://www.hro.or.jp/info_headquarters/event/lunch/index.html 

 

▼お問い合わせはこちらまで 

道総研 連携推進部 連携推進グループ（広報担当） 

TEL：011-747-2804 FAX：011-747-0211  

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

「工業試験場 成果発表会」を開催します！ 

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

 道総研工業試験場では、５月３０日（水）に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、２０テーマの分野別発表や１７テーマのポスターセッション発表をはじめ、多 

数の成果を紹介・展示します。 

 また、連携交流事業の一環として、道内４高等専門学校の技術紹介をパネル展示により 

行います。 

 道内ものづくり関連企業をはじめ、多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

 

日  時：平成３０年５月３０日（水）１２：００～１７：００ 

     ※成果発表会終了後、立食形式の交流会を行います 

      （１７：３０～１９：００）。 

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 ※交流会参加者は会費として４，０００円 

定  員：なし 

申込締切：平成３０年５月２３日（水） 

     ※なお、交流会に参加される方の会費は当日受付で申し受けますが、 

      お申込締切日以降はキャンセルできませんので、ご注意ください。 

申 込 先：産業技術研究本部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あ 

     て FAX またはメールによりお申込みいただけます。 

      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！ 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/news/18/for/index.html 

 



▼申込書はこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/news/18/for/2018_mousikomi.pdf 

 

▼お問い合わせはこちらまで 

道総研 産業技術研究本部 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   

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

「平成３０年 建築研究本部 研究成果報告会」を開催します！ 

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

 道総研建築研究本部が取り組んでいる建築・まちづくりの研究について、平成 29 年度終 

了課題の研究成果を中心に報告会を行います。昨年好評だったリアルタイム質問システム 

を活用した質疑応答を行うほか、今年は研究員と直接話せるポスター発表を実施します。 

 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６月６日（水） １０：００～１６：４０（開場９：３０） 

場  所 旭川市大雪クリスタルホール （旭川市神楽 3 条 7 丁目） 

参 加 費 無料 

定  員 １５０名 

申込締切 平成３０年５月３１日（木） 

申 込 先 建築研究本部 企画調整部企画課 

      TEL：0166-66-4218 FAX：0166-66-4215 

      E-mail: nrb●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。 

 

▼参加申込書及び詳細はこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/building/koho/event/180606.pdf 

 

 

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

★☆★ イベント情報 ★☆★ 

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

◆道総研セミナー「失敗しない安心で良質な家づくり」 

 一生に一度の家づくり。失敗しないために気をつけるべきことは？快適で北海道の気候 

・風土に合った住宅とはどのようなものか、今日に至る北海道の住宅の歴史を交えてご紹 



介します。 

 

日  時 平成３０年６月１６日（土） １５：３０～１６：３０ 

場  所 紀伊國屋書店札幌本店 １階インナーガーデン 

         （札幌市中央区北５条西５－７） 

参 加 費 無料（事前のお申込みは不要） 

定  員 １００名程度 

 

▼参加申込書及び詳細はこちらから！ 

近日ホームページ上で公開予定です。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

★☆★ 編集・発行 ★☆★ 

 

道総研（正式名称：地方独立行政法人北海道立総合研究機構） 

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。 

 

 


