
 

【道総研メルマガ創刊号】 

機能性抜群！マコンブペーストの開発と製品化のご紹介！ 

 

 

H29.7.21 発行／№1 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！』  

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

 

北海道に根ざした試験研究機関「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．創刊にあたって 

２．神恵内村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 

３．機能性抜群！マコンブペーストの開発と製品化のご紹介！ 

４．夏休みグリーンフェスティバル 2017 を開催します！ 

５．イベント情報（平成 29 年７・８月分） 

をお送りします！  

 

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

★☆★ 創刊にあたって ★☆★ 

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

皆様、こんにちは。北海道立総合研究機構、略して「道総研（どうそうけん）」

です。 

 道総研は、農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質及び建築の各分

野からなる２２の道立試験研究機関を統合して平成２２年４月に発足し、道民生

活の向上と道内産業の振興に貢献する総合試験研究機関として、研究活動を通じ

て未来に向けて夢のある北海道づくりに取り組んでいます。 

 発足から８年目を迎えましたが、昨年の道民意見把握調査では、約３割の方が

道総研のことを「知らない」と回答されるなど認知度が低いことから、道総研の

ことをもっと良く知ってもらえるように、この度、メールマガジンを発行するこ

とにしました。 

 毎月１回、研究成果や企業等との共同開発商品の紹介、イベント情報など、道

総研の活動をわかりやすくお伝えするだけではなく、生活に身近な話題や旬な情

報も取り入れて皆様にお届けしていきたいと考えています。本誌で紹介する研究

成果などについて「活用してみたい」あるいは「もっと詳しい情報を知りたい」

などのご質問やご意見がありましたら、道総研法人本部連携推進部連携推進グル

ープまでお気軽にお問い合わせください。 

 また、より良い誌面とするため、皆様からのご意見やご感想などお寄せいただ



 

ければ幸いです。ご愛読のほど、よろしくお願いします。 

                

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

★☆★ 道総研ニュース! ★☆★ 

神恵内村と建築研究本部北方建築総合研究所は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 北方建築総合研究所（旭川市）では、平成 29 年度からス

タートした重点研究である「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」として、道内の市町村と協働しながら、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、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、後志管内の神恵内村にご協力をいただくこととなり、7 月 6

日に神恵内村において高橋村長と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。 

神恵内村は積丹半島西岸の漁村ですが、地形の関係から市街地の大半が津波浸

水域になることが予測され、いかに速やかに避難を行うことができるかが、住民

の方々の命を守ることに直結するため、研究の成果を村の津波避難計画などの津

波防災のまちづくりに反映させていくこととしています。 

今後、釧路管内厚岸町など他の自治体のご協力もいただきながら、北方建築総

合研究所では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！ 

北方建築総合研究所ホームページ 

http://www.hro.or.jp/list/building/research/nrb/koho/press1/170706.html 

神恵内村ホームページ 

http://www.vill.kamoenai.hokkaido.jp/photo/78.html 

 

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

★☆★ 最新情報! ★☆★ 

機能性抜群！マコンブペーストの開発と製品化のご紹介！ 

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

 

６月１５日（木）に道総研中央水産試験場、食品加工研究センターとカネシメ

高橋水産さんとで開催した「昆布のひみつ講座」で「マコンブペースト」紹介し

ました。 

昆布を養殖する過程で、１株１０～２０枚から、５～６枚にまで“間引き”し

ますが、この間引いた昆布を何とか利用したいとの漁協さんからの声を受け、道



 

総研で研究・開発したのが「マコンブペースト」です！ 

昆布は、血圧を正常に保ち、コレステロール値の上昇を抑制する「アルギン酸」

や免疫力を高める「フコダイン」などを含んでおり、機能性にも優れた食材！  

マコンブペーストは加工のしやすさが売りで、餃子の皮に練り込んだり、おま

んじゅうなどのお菓子に混ぜてみたり、さまざまな企業で新しい利用方法が試さ

れています。 

その中でいち早く商品化されたのが、カネシメ高橋水産（札幌市中央区）さん

の「北海道・南かやべ産真昆布使用海鮮丼のたれ」と「海鮮サラダドレッシング」

です。 

毎日食べる、ごはんや野菜を魚と一緒に、子供からお年寄りまでご家庭でもっ

と手軽に昆布を楽しんでもらいたいという思いを込めて、“たれ”と“ドレッシ

ング”を選んだそうです！ぜひご賞味ください！ 

 

▼詳しくはこちらから！ 

https://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/diary/201706270006/ 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

夏休みグリーンフェスティバル 2017 を開催します！  

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

 

道総研 林業試験場では、夏休み中の小中学生のみなさんに森林やみどりに親

しんでいただけるようグリーンフェスティバル２０１７を開催します！！ 

 

日 時：７月２２日（土）１０：００～１５：００ 

場 所：林業試験場（美唄市光珠内町東山） 

○葉っぱと絵の具を使ってオリジナルのエコバックをつくろう♪ 

○木をふやすにはどうしたらいいかな？「さし木」をしてみよう♪ 

○シカの角でオリジナルのアクセサリーをつくろう♪ 

など、森や木のことがわかるイベントが盛りだくさん！ 

ご来場お待ちしています！ 

▼夏休みグリーンフェスティバル２０１７ホームページ 

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/event/gfannai29.html 

 

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

★☆★ イベント情報 ★☆★ （８月中旬以降のイベントは次号で紹介します。） 

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

◎ 夏休み期間中はイベントが盛り沢山！ 

 



 

☆７月のイベント☆ 

◆カルチャーナイト２０１７ in 北海道総合研究プラザ 

 

日時 平成２９年７月２１日(金) １８：００～１９：００ 

場所 北海道総合研究プラザ（札幌市北区北１９条西１１丁目） 

 

日本酒造りとその原材料であるお米の関係や道産酒米の特徴と品種育成の歴史

についてご紹介します！当日は道産酒米で造った日本酒の試飲もできます！ 

※飲酒を伴いますので、お車での来場はご遠慮ください。 

（参加費）無料 事前申込不要 

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

 

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

◆２０１７サイエンスパーク 

 

日時 平成２９年７月２８日（金）１０：００～１５：３０ 

場所 札幌駅前通地下歩行空間（チカホ） 

   北海道庁赤れんが庁舎・前庭 

 

子どもたちに科学のおもしろさや楽しさを体験してもらうためのイベント！夏

休みの自由研究のテーマ探しにもぴったりです。ぜひご家族・友人でご来場くだ

さい！ 

（参加費）無料 ※体験コーナーの参加者の募集は終了しました。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sciencepark.htm 

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

◆第２６回木のグランドフェア 

 

日時 ①木になるフェスティバル 

平成２９年７月２９日（土） ９：３０～１５：００ 

   ②木工作ひろば  

平成２９年８月 ６日（日）１０：００～１２：００ 

場所 道総研 林産試験場（旭川市西神楽１線１０号） 

 

林産試験場を一般開放！木を使った科学体験や工作、普段は見られない試験装

置見学ができます！夏休みの思い出づくりや自由研究・工作の場にいかがです

か？ 

（参加費）無料 ※木工作ひろばは、参加者の募集を終了しました。 

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/event/grand/default2017.p

df 



 

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

 

☆８月のイベント☆ 

◆根釧農業試験場公開デー 

 

日時 平成２９年８月２日（水）９：３０～１３：００ 

場所 道総研 根釧農業試験場（標津郡中標津町旭ヶ丘７番地） 

 

子牛散歩体験や牛舎施設見学ツアーをはじめ、ミニ迷路やクイズラリーなど屋

内外でのお楽しみが充実！当日は展示即売もあります！ 

（参加費）無料 

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/konsen/koukaide-

/koukaide-_top.htm 

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

◆２０１７畜産試験場公開デー 

 

日時 平成２９年８月２日（水）１０：００～１４：００ 

場所 道総研 畜産試験場 

（上川郡新得町字新得西５線３９番地１） 

 

試験場で畜産の世界にふれてみよう！当日はパネル展示や数量限定で畜試産の

豚肉・牛肉の試食もあります！体験コーナーでは獣医師体験ができます！ 

※幼児の方は室内用上履きの持参をお願いします。 

（参加費）無料 ※獣医師体験は要電話予約 先着２０名（小学生対象） 

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/sintoku/soumu/koukoku/20

17open-day.pdf 

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

◆平成２９年度中央農業試験場公開デー 

 

日時 平成２９年８月３日（木）９：３０～１４：００ 

場所 道総研 中央農業試験場（夕張郡長沼町東６線北１５号） 

 

五感で農業試験場を楽しもう！ほ場見学や各種体験をはじめ、試験場で開発し

た食材を使った試食をご用意！アンケート回答で道産米プレゼント！ 

（参加費）無料 

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/chuo/koukaiday/29index.

html 

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

◆第２２回上川農業試験場公開デー 



 

 

日時 平成２９年８月３日（木）１０：００～１４：００ 

場所 道総研 上川農業試験場（上川郡比布町南１線５号） 

 

上川農試でしか聞けない「研究秘話」をご紹介！クイズラリーに参加してお土

産をゲットしよう！お子様向けブースも充実！試食や地元特産品販売もありま

す！ 

（参加費）無料 

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/kamikawa/22koukaidei.pdf 

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

◆十勝農業試験場公開デー 

 

日時 平成２９年８月４日（金）１０：００～１３：００ 

場所 道総研 十勝農業試験場（河西郡芽室町新生南９線２番地） 

 

この夏、ちょっと十勝農試に来てみませんか？ 

豆アート、マメ展示をはじめ、新品種小豆の大福もちの試食など豆づくしのイ

ベントが満載！ 

（参加費）無料 

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/tokachi/info/koukaiday/1

7koukai/2017poster.pdf 

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

◆花・野菜技術センター公開デー2017 

日時 平成２９年８月４日（金）１１：００～１５：００ 

場所 道総研 花・野菜技術センター（滝川市東滝川７３５番地） 

 

夏休み自由研究教室を開催！フラワーデザインセミナーも！園芸総合相談も承

ります！当センター生まれの美味しいメロンを数量限定でご用意して、お待ちし

ています！ 

（参加費） 無料 

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/koho/index.ht

ml 

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

◆第 23 回道南農業試験場公開デー 

 

日時 平成２９年８月９日（水）１３：００～１６：００ 

場所 道総研 道南農業試験場（北斗市本町６８０番地） 

 

ご来場者様にはもれなく粗品を進呈！家庭菜園や作物栽培相談は道南農試にお

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/koho/index.html
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/koho/index.html


 

まかせ下さい！実物ご持参で病害虫を診断！新品種や新技術の展示もあります！ 

（参加費）無料 

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/dounan/koho/index.html 

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

◆北見農業試験場公開デー 

 

日時 平成２９年８月９日（水）９：３０～１３：００ 

場所 道総研 北見農業試験場（常呂郡訓子府町弥生５２） 

 

ここでしか見られない農業機械を公開！家庭菜園での悩み事も北見農試で解

決！地場産野菜や加工品の販売、人気企画の試食コーナーも！ 

（参加費）無料 

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/kitami/event/koukaiday20

17.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★☆ 

▼工業試験場 

 https://www.facebook.com/hro.human/ 

▼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.h

tml 

▼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/newsle

tter.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/ 


