
【道総研メルマガ第４号】 

道総研が協力！ローソン「コーンクリームシチューパン」好評販売中！  

________________________________________ 

 

       H29.10.6 発行／№4 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．厚岸町と道総研 建築研究本部が「津波防災対策に関する連携協定」を締結しました。 

２．道総研が協力！ローソン「コーンクリームシチューパン」好評販売中！ 

３．「地震災害への心がまえと防災の意識」をテーマにセミナーを開催しました。 

４．道総研の農業分野における最新の研究成果を紹介します！ 

５．平成 29 年建築研究本部研究成果報告会を開催します！ 

６．「第８回海洋科学研究センター市民公開講座」を開催します！ 

のほか、１０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! ★☆★ 

厚岸町と道総研 建築研究本部が「津波防災対策に関する連携協定」を締結しました。 

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

 道総研 建築研究本部では、平成 29 年度開始の重点研究「津波による最大リスク評価手

法の開発と防災対策の実証的展開」において、道内の市町村と共同で、雪や寒さ、暗夜など

さまざまな条件での避難速度や避難経路、避難場所の妥当性などを評価して、それらの成果

を津波避難計画や津波防災地域まちづくり計画などに反映させていく取組を進めています。 

 その一環として、７月の後志管内神恵内村に続き９月５日に、釧路管内厚岸町の若狹町長

と当機構建築研究本部鈴木本部長との間で連携協定の調印を行いました。 

 今後、さらに道内数箇所において、研究の実証的な展開を図っていく予定です。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

https://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/diary/201709110002/ 

 

 



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

★☆★ 最新情報! ★☆★ 

道総研が協力！ローソン「コーンクリームシチューパン」好評販売中！ 

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

 北海道ローソンから新商品「コーンクリームシチューパン」が発売されました！ 

 この商品は、ローソンと HTB、そして北海道日本ハムファイターズとのコラボ企画で誕

生したもので、道総研と JA そらち南が共同で研究開発したマルチコーングリッツを使用し

ています。生地にコーングリッツが練りこまれており、鮮やかな黄色のパンになりました。 

 製品の企画開発に当たって、とうもろこしを使ったパンを作りたいとのご相談をいただ

き、道総研もお手伝いをしました。北海道ローソンと道総研は、今後も連携して新たな道産

商品開発を行っていく予定です。  

 

▼詳しくはこちらから！ 

https://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/diary/201709190008/ 

 

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

★☆★ 最新情報! ★☆★ 

「地震災害への心がまえと防災の意識」をテーマにセミナーを開催しました。 

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

 ９月９日（土）に紀伊國屋書店札幌本店インナーガーデンで、地震防災に関するセミナー

を開催しました。 

 当日は、道総研建築研究本部北方建築総合研究所の渡邊構造判定部長から、地震発生のし

くみや被害、建物（住宅）の耐震化の重要性や普段からの防災への意識・心がまえ等につい

てお話がありました。 

 自然災害はいつ身近に起きるか分かりません。平成２８年４月に発生した「平成２８年熊

本地震」では、過去に例をみない震度７の地震が連続して発生するなど、２１万棟に及ぶ建

物が何らかの被害を受け、多くの方々が被災されました。 

 建物（住宅）の耐震化は、地震災害から「人命を守る」、「財産を守る」、「生活を守る」と

ともに、建物の倒壊や損壊により救助や復旧・復興の障害にならないためにも大切です。 

 また、阪神・淡路大震災（1995 年）では、亡くなられた方（約 6400 人）の約 8 割が木

造住宅などの倒壊や家具の下敷きによる圧死や窒息死であったことから、日頃から家具の

配置を見直したり、転倒防止措置を施すなど地震に備えておくことが重要です。 

 大規模な災害が発生したときには、ライフライン等も大きな被害を受けますので、地震発

生から最低３日間は「外部の支援が来ない」ことを前提として暮らしを守る心構えが必要で

す。是非、ハザードマップで住んでいる地域における災害時の避難場所を確認しておくとと

もに、地域の防災訓練などにも参加し、普段から地震災害へ備えておきましょう。 



 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/event/lts/290909bousai.html 

 

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

★☆★ シリーズ!～最新の研究成果～第１回 ★☆★ 

道総研の農業分野における最新の研究成果を紹介します！ 

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

 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に、今回から

平成２８年度の研究成果のうち代表的なものについてご紹介します。農業、水産、林業、工

業・食品加工、環境・地質、建築の順に全６回の連載です。第１回目の今回は「農業」をテ

ーマに紹介します！ 

 また、今回ご紹介した研究成果以外の平成２８年度の主な研究成果の一覧は次のリンク

からご覧いただけます。是非ご覧下さい。 

 

▼平成２８年度の主な研究成果一覧 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/28.html 

 

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

◎ 国産初！サラダやスープに適した赤いんげんまめ「十育 S3 号」 

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

 近年、豆類は加糖煮豆や甘納豆用の消費が停滞し、サラダやスープ・煮込み料理の消費が

増加しています。しかし、国産の金時類は煮熟後に退色してしまうため、これまでは主に輸

入品が使用されていました。 

 そこで、十勝農業試験場では、煮熟後も鮮やかな赤色を保ちつつ、皮切れや煮くずれも少

ない加工適性に優れた品種「十育 S3 号」を開発しました。 

 

▼詳しくはこちらから 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/28seika(4).pdf 

 

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

◎生育を見て地力ムラを推定し肥料の量を自動で変える技術を実用化 

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

 畑の土の栄養分にはムラがあるため、収量の低下や無駄な量の肥料投下の一因となって

います。 

 そこで、十勝農業試験場では、既存の可変施肥技術にマップ施肥機能を加え、複数の畑作



物に対応したシステムを開発しました。GPS を用いて小麦の追肥作業と同時に生育情報を

記録、地力ムラに応じた量の肥料をまく施肥マップを作成し、自動的に肥料を散布してくれ

るシステムです。 

 

▼詳しくはこちらから 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/28seika(7).pdf 

 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★  

平成 29 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、第１部では、平

成 28 年度終了課題を中心に、近年の研究成果を報告します。また、第２部では、建築研究

本部が果たすべき役割、今後取り組むべき課題について、スマートフォンを利用したリアル

タイム投票・アンケートシステムを用いて､会場の皆様と全体討論を行います。 

 是非ご参加ください！ 

 

日  時：平成２９年１０月１８日（水）１０：００～１６：３０ 

場  所：札幌サンプラザホール（札幌市北区北２４条西５丁目） 

参 加 費：無料 

定  員：５００名 

お 申 込：当日の参加も可能ですが、できるだけ事前にお申込みください。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

https://www.hro.or.jp/list/building/research/nrb/koho/event/index.html 

▼お問い合わせ・お申込みはこちらまで 

道総研 建築研究本部 

TEL 0166-66-4218  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。 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★  

「第８回海洋科学研究センター市民公開講座」を開催します！ 

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

 地質研究所は１０月２１日（土）に、「第８回海洋科学研究センター市民公開講座」を開



催します！ 

 この公開講座は、海洋科学研究センターの研究課題やその成果を、小樽市民の方々に広く

知っていただくことを目的に、毎年開催しているものです。 

 今回は、「小樽港の歴史と海洋環境」というテーマで、小樽市総合博物館の菅原慶郎学芸

員による小樽港の歴史に関する基調講演や、海洋科学研究センターの研究員が港内で実施

した音波探査や水質調査の成果の一端を紹介し、小樽港の環境とその変遷，そして人々の生

活とのつながりについて皆様と一緒に考える場としたいと思います。 

 また、当日は講演終了後に、庁舎見学や研究成果の展示をご覧いただく時間も設けていま

す。小樽市民の皆様をはじめ、多くの方々のご参加をお待ちしております。 

 

日  時：平成２９年１０月２１日（土）１３：３０～１６：００（開場１３：００） 

場  所：地質研究所 海洋科学研究センター（小樽市築港３番１号） 

参 加 費：無料 

定  員：３０名  

申込締切：１０月１７日（火）※定員になり次第締切とさせていただきます。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

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

▼お問い合わせ・お申込みはこちらまで ※電話・FAX・E メール・郵送にて受付 

〒047-0008 小樽市築港３番１号 海洋科学研究センター 

TEL：0134-24-3829 FAX：0134-24-3839 

E-Mail:gsh-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。 

 

 

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

★☆★ イベント情報 ★☆★ 

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

☆１０月のイベント☆ 

 

 

◆平成 29 年度栽培水産試験場一般公開 

 

 おさかなへの餌やり体験、顕微鏡での観察などの体験コーナー、展示水槽（ミニ水族 

館）や研究成果の展示を行います。皆様のご来場をお待ちしております！ 

 



日 時 平成２９年１０月８日（日）１０：００～１４：００ 

場 所 室蘭市舟見町１丁目１５６-３（M ランドそば） 

参加費 無料  

 

http://www.hro.or.jp/list/fisheries/research/saibai/section/soumu/1200915_3839.html 

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

◆道総研紹介パネル展 ～ほっかいどうの希望をかたちに！道総研の戦略研究～ 

 

 道総研では、北海道が抱える様々な課題のうち、特に重要な「食」、「エネルギー」、「地域」

の３テーマを「戦略研究」として分野横断的な研究に取り組んでいます。 

 それぞれの研究の概要と、企業の皆さんとの共同開発事例など成果の一部を紹介する 

パネル展を開催します！ 

 

日 時 平成２９年１０月１９日（木）～２１日（土）１０：００～１８：３０ 

                        ※２１日は１２：００まで 

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丁目７） 

入場料 無料 

 

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

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

◆道総研セミナー ユネスコ無形文化遺産「和食」に欠かせないコンブを増やそう、食べよ

う 

 

 「昆布」をテーマに、普段は見ることのできない昆布の生活の様子や昆布を増やす取組と、

道産昆布をもっと食べてもらえるよう昆布の旨みや機能性についての研究など、道総研の

研究成果を交えながらお話しします。 

 

日 時 平成２９年１０月２１日（土）１４：３０～１５：３０ 

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丁目７） 

参加費 無料 ※事前申込み不要 

 

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

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

◆道総研セミナー 北海道科学大学と道総研による協働セミナー 

「北国の豊かな暮らしをつくる ～寒冷地における材料性能の向上と新たな製造技術～」 

 



 苫小牧工業高等専門学校から講師を招き、寒冷な気候でものを使ったり作ったりする上

での性能向上に関する研究と、北海道の資源を活用した機能性材料開発や金属３Ｄプリン

ターの製造技術についての研究を紹介します。 

 

日 時 平成２９年１０月３１日（火）１５：００～１７：３０ 

場 所 北海道科学大学 Ｅ４０１講義室（札幌市手稲区前田７条１５丁目４－１） 

参加費 無料 

申込先 北海道科学大学 教育研究推進課  

    ℡ 011-688-2241  E-mail kenkyu●hus.ac.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。 

    

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

★☆★ 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。 


