
【道総研メルマガ第７号】 

環境科学研究センターで「設備使用」を開始しました！ 

________________________________________ 

 

       H30.1.9 発行／№7 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．環境科学研究センターで「設備使用」を開始しました！ 

２．技術に関する困り事は？そうだ！道総研に聞いてみよう！！ 

３．道総研の工業・食品産業分野における最新の研究成果を紹介します！ 

４．平成２９年度食品加工技術講習会「味の見える化～味覚センサーの可能性～」を開催し

ます！ 

５．冬野菜セミナー２０１８を開催します！ 

のほか、１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！★☆★ 

環境科学研究センターで「設備使用」を開始しました！ 

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

道総研 環境・地質研究本部 環境科学研究センターでは、平成２９年１１月から同センター

が所有する試験機器などの設備をご利用いただける「設備使用」を開始しました。 

環境科学研究センターの設備使用をご希望される方は、環境・地質研究本部 企画調整部企

画課までご連絡ください。 

技術指導や依頼試験などのご相談も企画調整部企画課までお問い合わせください。 

 

▼技術支援制度の詳しい内容はこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/environmental/research/ies/support/index.html 

▼お問い合わせ・お申込みはこちらまで 

道総研 環境･地質研究本部 企画調整部企画課 

〒060-0819 札幌市北区北 19 条西 12 丁目 環境科学研究センター内 

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



E-mail: ies●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。 

 

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

★☆★お知らせ！★☆★ 

技術に関する困り事は？そうだ！道総研に聞いてみよう！！ 

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

 道総研では、農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質、建築の各分野の研究を

行うことはもちろん、企業や道民の皆様の技術的な課題をサポートするため、技術指導や試

験、分析、調査等を行う依頼試験、試験機器等の設備をお貸しする設備使用なども行ってい

ます。 

 技術に関連する疑問や質問、技術指導や研究の依頼などがありましたら、ぜひ総合相談窓

口までお問い合わせください。 

 

▼詳しくはこちらから 

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

▼お問い合わせはこちらまで 

 総合相談窓口（本部連携推進部）  

TEL 011-747-2900 FAX 011-747-0211 E-mail hq-soudan●jro.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!～最新の研究成果～第４回 ★☆★ 

道総研の産業技術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、平成２８ 

年度の研究成果のうち代表的なものをご紹介します。第４回目は「工業・食品産業」がテー

マです！ 

 また、今回ご紹介したもの以外の平成２８年度の主な研究成果は次のリンクからご覧い 

ただけます。 

 

▼平成２８年度の主な研究成果一覧 

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

 

 

 



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

◎大規模営農の効率化を支援する！ 

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

 北海道の大規模な農業では、大型機械を用いた農作業の割合が大きいため、農業機械の導

入・利用に関する効率的な計画設計が経営改善のための重要な課題です。そこで、工業試験

場では、中央農業試験場、株式会社コア北海道カンパニーと共同で大規模営農者向け農作業

スケジュール作成支援システムを開発しました。このシステムの導入により、作業スケジュ

ールや各種機械数量を最適化し、営農コストの削減・収益の向上が期待されます。 

 

▼「農作業スケジュール作成支援システム」についての詳細はこちらから 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/28seika(19).pdf 

 

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

◎小豆粉で北海道産小豆の用途拡大！ 

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

 食品加工研究センターでは、小豆の用途を拡大するため、生のまま丸ごと粉にした「小豆

粉」を開発しました。パン・洋菓子向けの素材として実際に食品企業に試作してもらった結

果から、より加工に適した小豆粉の製造が可能となる「２段階製粉法」を開発しました。本

製法で製造した「小豆粉」は様々な製品に利用可能で実用性が高く、北海道産小豆の需要拡

大が期待されます。 

 

▼「２段階製粉法」についての詳細はこちらから 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/28seika(21).pdf 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

平成２９年度食品加工技術講習会「味の見える化～味覚センサーの可能性～」 

を開催します！ 

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

 平成３０年１月１８日（木）に、食品加工研究センターにおいて平成２９年度食品加工技

術講習会「味の見える化～味覚センサーの可能性～」を開催します！ 

食品の「味」は、これまで呈味成分の分析や官能試験によって判断してきましたが、総 

合的な「味」の数値化ができず、客観的な判断が十分ではないなどの問題がありました。 

ところが近年、センサー技術の進歩に伴い、人間の舌を模倣した「味認識装置（味覚センサ

ー）」が開発され、味の種類や強さを数値化することで客観的・総合的に食品の味が評価可

能となり、企業の商品開発や品質管理において活用され始めています。 



今回は、この味覚センサーについて学ぶ講習会を開催することといたしました。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日  時：平成３０年１月１８日（木）  １３：３０ ～１６：００（受付１３：００～） 

場  所：食品加工研究センター 研修室（江別市文京台緑町５８９－４） 

参 加 費：無料 

定  員：４０名 

申込締切：１月１１日（木） ※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 

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 担当：阿波 

TEL 011-387-4116  FAX 011-387-4111 

 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

冬野菜セミナー２０１８を開催します！ 

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

 道総研が新たに開発した冬季無加温ビニールハウスでの葉菜類生産技術をご紹介すると

ともに、新技術の現地導入事例を発表します。さらに、現在開発中の保温性と耐雪性を強化

した新型ハウスの取組みについても紹介します。 

 たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。 

  

日  時：平成３０年２月１４日（水）  １０：００ ～１６：３０（開場９：３０） 

場  所：講演会（１０：００～１２：３０） 

旭川市大雪クリスタルホール 大会議室（旭川市神楽４条７丁目） 

     視 察（１４：３０～１５：３０） 

  道総研上川農業試験場（上川郡比布町南１線５号） 

参 加 費：無料 

定  員：３００名 

申込締切：１月３１日（水） 

※講演会場から視察地までの移動については、バスを１台（定員４５名）用意しております。

バスを利用されない場合は、各自で移動をお願いします。 

※講演会、バス乗車ともに定員（先着）となり次第、締め切りとさせていただきます。 



 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/02fukyu_bu/0308kadai_kaiket

u.html#huyuyasai2018 

▼お問い合わせ・お申込みはこちらまで 

道総研 農業研究本部 花・野菜技術センター 研究部技術研修グループ 

TEL 0125-28-2800  FAX 0125-28-2299 

E-mail sphanayasai●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 ★☆★ 

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

☆１月のイベント☆ 

 

◆平成２９年度 北総研判定センター講習会 

『構造計算適合性判定に係る建築確認手続き円滑化のための講習会（旭川）』 

 

 耐震偽装問題を契機とした法改正により適判制度が始まって１０年が経過し、その間に

制度の運用改善や法改正が行われ、手続きも大きく変わってきていることから、より適切に

ご理解をしていただくための講習会を開催します。併せて、地震防災に係るセミナー及び施

設見学も実施しますので、構造設計者だけでなく建築設計や確認申請に関わる皆様もぜひ

ご参加ください。 

 

日  時 平成３０年１月１１日（木）１３：３０～１６：２０（開場１３：１５） 

場  所 北方建築総合研究所 多目的ホール（旭川市緑が丘東１条３丁目１－２０） 

参 加 費 無料 

定  員 ８０名（先着順） 

申込締切 平成３０年１月９日（火） 

申 込 先 道総研 建築研究本部 北方建築総合研究所 構造計算適合性判定センター 

     ℡ 011-204-5362 FAX 011-232-6944 

     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。 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/info_headquarters/domin/291227.pdf 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

★☆★ 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。 


