
【道総研メルマガ第２２号】 

平成３１年北海道森づくり研究成果発表会を開催します！ 

________________________________________ 

 

       H31.4.5 発行／№22 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。 

【目次】 

１．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！ 

２．平成３１年北海道森づくり研究成果発表会を開催します！ 

３．平成３１年食品加工研究センター研究成果発表会を開催します！ 

４．2019 年度環境・地質研究本部 地質研究所 研究成果発表会を開催します！ 

５．2019 年度環境・地質研究本部 環境科学研究センター 研究成果発表会を開催します！ 

６．「こんな研究をして欲しい！」平成３１年度研究ニーズ調査を実施します。 

７．道総研の技術支援制度「技術相談」「設備使用」「依頼試験」をご活用ください！ 

 

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

★☆★ シリーズ!～最新の研究課題～第７回 ★☆★ 

１．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３１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「農業」がテーマです！ 

 

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

◎新規ウイルス検査法を導入した道産にんにくのウイルスフリー種苗管理技術 

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

 近年、にんにくの輸入量が１万トン減少し、国内需給の逼迫から北海道でも生産拡大が求

められています。北海道のにんにく収量は、主産地である青森県の６割程度です。北海道の

収量が青森県に比べ低い原因は自家種苗のウイルス汚染にあります。今後、道産にんにくを

増産するためには、ウイルスフリー種苗（ウイルスがいない苗）の供給が不可欠です。そこ

で、道総研はウイルスフリー種苗の増殖体制の構築に不可欠なウイルス検査法と再汚染回

避技術を確立し、検査キットの実用化を目指します。 

 



▼詳しくはこちらの５ページ目をご覧下さい 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/pdf/310212.pdf 

 

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

◎道産地鶏の販売拡大を目指した北海道地鶏Ⅲの生産性向上と商品価値の明確化 

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

 比内地鶏や名古屋コーチンと同様、高品質地鶏である北海地鶏Ⅱは、高価格帯で販売され

る一方で、生産羽数５万羽と伸び悩んでいるという問題があります。そこで道総研は、産卵

率の向上や発育を向上させた北海地鶏Ⅲを開発しました。この北海地鶏Ⅲに適した飼料設計

と給与量の検討、発育のばらつきを抑える飼育管理方法を確立し、飼料ロスや生産ロスを減

らすことで生産費の削減を図ります。また、顧客評価調査や肉質特性、加工品の開発により

商品価値を明確にすることで、販売拡大と卸売価格の競争力向上が期待できます。 

 

▼詳しくはこちらの６ページ目をご覧下さい 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/pdf/310212.pdf 

 

また、今回ご紹介したもの以外の平成３１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３１年度の主な研究課題一覧 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/pdf/310212.pdf 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

２．平成３１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や活動事

例の紹介などを通じて、北海道における森づくりや木材利用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。多くの皆様のご来場をお待ちし

ております。 

 

日  時 平成３１年４月１６日（火）１０：００～１６：２０（受付９：３０～） 

場  所 かでる２・７ １Ｆかでるホール及び１Ｆ展示ホール 

（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目） 

参 加 費 無料 

定  員 ５００名 



申 込 み 定員に達していない場合、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。 

 

▼申込み方法等の詳細はこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/event/31kaisai.html 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

３．平成３１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の最新の研究開発・技術支援などの成果を発表します。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

個別技術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３１年４月２４日（水）１３：３０～１７：００ 

場  所 札幌ビューホテル大通公園 地下２階 ピアリッジホール及びクレストホール

（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） 

定  員 ４００名 

申 込 み 発表会については、当日まで受付可能です。 

     交流会参加者は、平成３１年４月１９日（金）までにお申し込み願います。 

 

▼申込み方法等の詳細はこちらから！ 

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

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

４．2019 年度環境・地質研究本部 地質研究所 研究成果発表会を開催します！ 

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

 地質研究所が取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、平成３０年北海道胆振東部地震に関する研究などを口頭発表や

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 ２０１９年５月１３日（月）１３：１０～１７：１０ 

（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 み ２０１９年５月８日（水）までに申込用紙に必要事項を記入の上、 

お申し込み願います。 

 

▼申込み方法等の詳細はこちらから！ 

https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/information/topics/20190513.html 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

５．2019 年度環境・地質研究本部 環境科学研究センター 研究成果発表会を開催します！ 

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

 環境科学研究センターが取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、網走湖における長期的環境変化に関する研究、エゾ

シカの捕獲方法に関する研究、ヒグマに関する研究などを口頭発表やポスター発表でご紹

介します。 

また、午前中は、道総研の戦略研究（エネルギー）に関する研究成果についての発表があ

ります。多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

 

日  時 ２０１９年５月１４日（火） 

・戦略研究（エネルギー）発表 １０：２０～１１：５０ 

（受付・ポスター展示９：２０～） 

・環境科学研究センター発表 １３：３０～１６：５０ 

（受付・ポスター展示１１：５０～） 

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 み ２０１９年５月８日（水）までに申込用紙に必要事項を記入の上、 

お申し込み願います。 

 

▼申込み方法等の詳細はこちらから！ 

https://www.hro.or.jp/list/environmental/research/gsh/information/topics/20190513.html 

 

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

★☆★ お知らせ！ ★☆★ 



６．「こんな研究をして欲しい！」平成３１年度研究ニーズ調査を実施します。 

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

道総研では、道民のみなさまや企業等から研究要望を幅広く把握するため、研究ニーズ調

査を実施します。研究要望がございましたら、下記道総研ホームページから「研究ニーズ調

査票」をダウンロードいただき、FAX、E-mail、郵送または持参により関係する分野の研究

本部（研究機関）、または道総研連携推進部までご提出いただくか、道総研ホームページの

「研究ニーズ調査票入力フォーム」からお知らせください。なお、お寄せいただいた研究要

望につきましては、内容を検討の上、ご要望元のみなさまに検討結果をお知らせいたします。 

 

実施期間 ２０１９年５月７日（火）まで 

提出方法 「研究ニーズ調査票」または「研究ニーズ調査票入力フォーム」 

提 出 先 要望内容に関係する研究本部または連携推進部 

 

▼詳しくはこちらから 

https://www.hro.or.jp/research/develop/needs.html 

 

▼研究ニーズ調査、研究ニーズに関するお問い合わせ 

（地独）北海道立総合研究機構 連携推進部 連携推進グループ 

ＴＥＬ ０１１－７４７－２９００(直通) 

 

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

★☆★ お知らせ！ ★☆★ 

７．道総研の技術支援制度「技術相談」「設備使用」「依頼試験」をご活用ください！ 

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

 道総研は企業や道民の皆様の技術的な課題をサポートするために、各種技術支援制度を 

ご用意しています。 

 

★技術相談★ 

 皆様からいただいた質問や疑問に、道総研の研究成果や保有する知見などによりお答え

します。技術相談は、電話・ファクシミリ・Ｅメール・面談などの方法でご相談にお答えす

るものです。面倒な手続きは必要なく、無料で対応いたします。下記道総研総合相談窓口又

は、道総研各研究本部や試験場の相談窓口へお問い合わせください。 

 

★設備使用★ 

 企業・団体等の皆さまの技術開発、製品開発などを支援するため、道総研の保有する試 

験設備や機器をお貸しいたします。利用可能な試験設備、料金につきましては、「設備機 



器データベース」に掲載しておりますのでご覧ください。また、日程等につきましては対 

応する試験研究機関にお問い合わせください。 

 

▼「設備機器データベース」について 

https://www.hro.or.jp/support/equipment/equipment.html 

 

★依頼試験★ 

 企業・団体等の皆さまの技術開発、製品開発などを支援するため、皆さまからの依頼に 

より各種試験・分析・測定・調査等を行い、成績書等を交付しています。実施可能な試験 

のメニュー、料金につきましては、対応する試験研究機関のホームページに掲載しており 

ますのでご覧ください。また、日程等につきましては対応する試験研究機関にお問い合わ 

せください。 

 

▼「依頼試験」について 

https://www.hro.or.jp/support/equipment/request.html 

 

▼ご不明な点がありましたら、【道総研総合相談窓口】にお問い合わせください。 

 （地独）北海道立総合研究機構 連携推進部 

 TEL 011-747-2900（直通） e-mail hq-soudan●hro.or.jp 

 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。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

★☆★ 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/koho/newsletter/index.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/ 

 


