
【道総研メルマガ第２６号】 

道総研のイベント情報(８月～９月)をお知らせします！ 

________________________________________ 

 

       R1.8.9 発行／№26 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．道総研における最新の研究課題を紹介します！ 

２．「食の商品力強化＆生産管理技術導入セミナーin 留萌」を開催します！ 

３．「きて★みて★はっけん!!道総研建築研究本部 公開デー2019」を開催します！ 

４．「デンソーロボット WINCAPSⅢセミナー」を開催します！ 

５．道総研セミナー「平成 30年北海道胆振東部地震から 1年」を開催します！ 

６．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 11 回 ★☆★ 

１．道総研の道の重要な施策等に関わる分野横断型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、令和元年度

の研究課題から特色ある取組をご紹介します。今回は「分野横断型研究」がテーマです！ 

 

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

◎地域特性に応じた再生可能エネルギー供給と省エネルギー技術の社会実装 

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

 北海道は、太陽光や水力、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー（再エネ）

の導入可能性が比較的大きい地域です。 

冬季の熱需要が大きい特性も踏まえ高度な省エネと再エネの利用を推進する必要があり

ます。道総研では、第 1 期エネルギー戦略研究（H26 ～H30 年度）において、再エネの賦

存量推定から需給モデルの構築まで一連の研究に取り組みました。 

第 2 期となる本研究では、第 1 期の成果を継承しつつ、具体的な研究フィールドに入っ

て省エネ・再エネ利用技術の社会実装に向け、次のような項目で各種技術開発と実証実験を

行います。 



① 施設や街区の省エネ化 

② 木質バイオマスや地中熱を活用したエネルギーの地産地消 

③ 農業残渣や未利用熱等の未利用資源の有効利用 

また、技術開発と並行して導入プロセスの検討や社会的合意形成に必要な各種評価を

行い、研究成果の社会実装を図ります。 

 

▼詳しくはこちらをご覧下さい 

http://www.hro.or.jp/pdf/2_StrategicStudy_Energy2.pdf 

 

▼第 1 期エネルギー戦略研究の成果についてはこちらをご覧下さい 

http://www.hro.or.jp/research/develop/system/completed.html 

 

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．「食の商品力強化＆生産管理技術導入セミナーin 留萌」を開催します！ 

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

 本セミナーでは、食品加工研究センターの概要や取組み、食品企業の生産管理に関するこ

と、ご当地グルメ「オホーツク北見塩焼きそば」など道内各地で食品開発に携わってきた北

海道よろず支援拠点の拔山コーディネーターによる「食をとおした地域の活性化」について

講演します。また、技術相談、現地技術支援も行います。 

 

日  時 令和元年８月３０日（金） １３：３０～１６：３０ 

場  所 留萌振興局 ２F 講堂（留萌市住之江２丁目１番地２） 

参 加 費 無料 

申 込 み 参加申込書に必要事項をご記入の上、8月 23日（金）までにＦＡＸにてお申込 

みください。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/koho/event_h31/r010830_seminar.html 

 



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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

３．「きて★みて★はっけん!!道総研建築研究本部 公開デー2019」を開催します！ 

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

道総研建築研究本部（北方建築総合研究所及び建築性能試験センター旭川オフィス）では、

多くの方々に研究所を知っていただき、また、科学技術に対する理解を深めてもらうため、

年に一度、施設の一般公開を行っています。今年のテーマは『みんなで学ぶ暮らしと住まい

の科学』で、普段は見ることのできない実験施設の見学や体験・工作ブースなど、楽しみな

がら「建築・防災・まちづくり」を学べます。 

 

日  時 令和元年８月３１日（土） １０：００～１５：００（受付締切１４：００） 

場  所 道総研建築研究本部（旭川市緑が丘東１条３丁目１番２０号） 

参 加 費 無料 

申 込 み 事前のお申込みは不要 

 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/building/koho/event/index.html 

http://www.hro.or.jp/list/building/koho/event/180901.html 

 

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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

４．「デンソーロボット WINCAPSⅢセミナー」を開催します！ 

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

 デンソーロボットのオフラインプログラミングソフト WINCAPSⅢを通して、「ロボット

の選定」「レイアウト検討」「プログラミング方法」などロボット導入作業を効率的に行うた

めに有益なセミナーを開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日  時 令和元年９月９日（月） １３：００～１７：００ 

場  所 工業試験場 研修室、ROBOLABO（札幌市北区北１９条西１１丁目） 

参 加 費 無料 

申 込 み 参加申込書に必要事項をご記入の上、8月 23日（金）までにＦＡＸまたは E-Mail 

にてお申込みください。 

 

▼詳しくはこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/news/19/work/190909.pdf 

 



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

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

５．道総研セミナー「平成 30年北海道胆振東部地震から 1年」を開催します！ 

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

 道民の皆さんに身近な話題で道総研の研究成果をご紹介するセミナーを開催します。 

今回のセミナーでは「胆振東部地震」をテーマに、過去の地震災害を振り返り、これからの

備えについて学びます。 

 

日  時 令和元年９月７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 丁目 sapporo55） 

参 加 費 無料（事前のお申し込みは不要） 

申 込 み 事前のお申込みは不要 

 

▼詳しくはこちらから！ 

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

 

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

★☆★ お知らせ！ ★☆★ 

６．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/ 

 


