事
務
連
絡
平成２５年１月２２日
関 係 各 位
財団法人 十勝圏振興機構
理事長 髙 橋 勝 坦

財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）
【十勝圏地域食品加工技術センター・十勝産業振興センター】

「平成２４年度 成果発表会」開催のご案内
～十勝の産業活性化に向けた試験研究・技術支援・産学官連携等の取り組みを発表します～
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、日頃より「とかち財団」の活動につきまして、特段のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当財団では、十勝圏地域食品加工技術センター・十勝産業振興センターの両施設の機能を活用
して実施している「試験研究」
「技術支援」
「産学官連携」等の取り組みや事業成果を広く普及し、地域
産業の活性化に向けて製品加工・開発技術力の高度化を図るとともに、当財団の活動について地域の皆
様に一層のご理解を頂くため、下記の通り「平成２４年度成果発表会」を開催いたします。
この成果発表会が、十勝で「モノづくり」
「高付加価値化」
「産学官連携」等に携わる企業・団体等の
皆様にとって、新製品開発・技術改良の促進やクラスター形成のヒントとなれば幸いです。
当日は成果品・試作品の展示・試食も予定しておりますので、時節柄ご多忙のところ大変恐縮ではご
ざいますが、多くの皆様のご出席をお願い申し上げます。
記
日

時

場

所

平成２５年２月２０日（水）１４：００～１７：００ （開場 13:30、閉場 17:00）
[成果発表 14:00～16:10
展示・試食、意見交換会 16:10～17:00]
十勝産業振興センター 大会議室／図書コーナー、加工室／エントランスホール
（帯広市西 22 条北 2 丁目 23-9 TEL：0155-38-8850）

内
容
参加費
定
員
申込方法

別紙「開催次第」の通り
無料
１００名
必要事項を記載の上、下記まで FAX またはメールによりお申し込み下さい。
※メールでのお申込みの場合、必要事項の記載漏れにご注意下さい。

申込〆切
お問合せ先

平成２５年２月１４日（木）もしくは定員到達時
財団法人 十勝圏振興機構 プロジェクト推進課（担当：梅沢／飛川）
〒080-2462 帯広市西 22 条北 2 丁目 23-9
TEL：0155-38-8850 FAX：0155-38-8809 E-mail：tss_center@tokachi-zaidan.jp

★「十勝圏地域食品加工技術センター」
「十勝産業振興センター」のホームページでは、本発表会に関する
以下の情報を提供しておりますので、ご確認下さい。
○ 本案内状・出席申込書のダウンロード（PDF 版）
○ 出席申込受付状況

【食品加工技術センター】http://www.food-tokachi.jp/

（お申込みの前にあらかじめご確認下さい）

○ 会場までのアクセス
（十勝産業振興センター [帯広市] の位置、交通機関等）

【十勝産業振興センター】http://www.tech-tokachi.jp/

財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）
【十勝圏地域食品加工技術センター・十勝産業振興センター】

「平成２４年度 成果発表会」出席申込書
申込 FAX：0155-38-8809 ／メール：tss_center@tokachi-zaidan.jp
企業・団体・機関名

所属・役職

氏

名

氏

名

出席者名

電話番号・FAX 番号

（電話）

（FAX）

E-mail
所属・役職
連絡担当者

平成２５年２月２０日（水）１４：００～１７：００ （開場 13:30、閉場 17:00）
[成果発表 14:00～16:10
展示・試食、意見交換会 16:10～17:00]
【場
所】
十勝産業振興センター 大会議室／図書コーナー、加工室／エントランスホール
（帯広市西 22 条北 2 丁目 23-9 TEL：0155-38-8850）
【定
員】
１００名
【申込方法】
必要事項を記載の上、下記まで FAX またはメールによりお申し込み下さい。
※メールでのお申込みの場合、必要事項の記載漏れにご注意下さい。
【申込〆切】
平成２５年２月１４日（木）もしくは定員到達時
【お問合せ先】
財団法人 十勝圏振興機構 プロジェクト推進課（担当：梅沢／飛川）
〒080-2462 帯広市西 22 条北 2 丁目 23-9
TEL：0155-38-8850 FAX：0155-38-8809 E-mail：tss_center@tokachi-zaidan.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------【日

時】

※ 本申込書にご記入頂きました個人情報は「出席意思確認、出席者の取りまとめ、必要時の連絡先の把握（お申込内容確認、定員到達による受
付終了の連絡ほか）
」等、本発表会開催の目的で使用するほか、主催者（財団法人十勝圏振興機構）の実施する地域産業振興事業のご案内等に
使用する場合がございます。これら以外の目的では使用いたしません。

財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）
【十勝圏地域食品加工技術センター・十勝産業振興センター】

「平成２４年度 成果発表会」プログラム
～十勝の産業活性化に向けた試験研究・技術支援・産学官交流等の取組を発表します～

【日 時】 平成２５年２月２０日（水）１４：００～１７：００
[成果発表 14:00～16:10／展示・試食、意見交換 16:10～17:00]

【会 場】 十勝産業振興センター（住所：帯広市西 22 条北 2 丁目 23-9

電話番号：0155-38-8850）

成果発表：２Ｆ 大会議室
展示・試食、意見交換：１Ｆ 図書コーナー、加工室、エントランス

13:30～

開場

14 :00～

開会挨拶

＜事業紹介・成果発表（カッコ内は発表者）＞
14:05～14:15

イントロダクション ～とかち財団の取組み概要について～
（財団法人十勝圏振興機構 事業部長 大庭 潔）

14:15～14:35 「太陽光で走行する長いもプランターの開発」
＜発表１＞ （事業部 産業支援課 研究員 佐藤 悠）
太陽光エネルギーで走行する長いもプランターの作業性・効率アップを目的とした高出力新型モ
デルの開発について報告する。
＜展示予定＞

14:35～14:50 「ブロッコリーフローレットカッターの開発」
＜発表２＞

（事業部 産業支援課 研究員 西條 大輔）
ブロッコリーを花蕾（フローレット）状にカットする作業の省力化及び高効率化を目的に開発し
た加工機械について報告する。
＜展示予定＞

14:50～15:05 「産学官交流『ヒューマンネット十勝』の紹介」
＜発表３＞ （事業部 プロジェクト推進課 主任 清水 友紀子）
過去 11 年 44 回で累計約 1300 人、のべ約 3000 人が参加、地域の人脈基盤構築を目的にとかち
財団が実施する産学官交流会「ヒューマンネット十勝」を紹介する。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15:05～15:20

＜休憩＞
（→次ページに続く）

15:20～15:35 「大豆および地場野菜ペーストを活用した新商品の開発」
＜発表４＞
（事業部 研究開発課 係長 川原 美香）
十勝産大豆及び野菜類（ニンジン、カボチャ等）の付加価値向上を目的とし、主にペースト原料を用い
た商品開発を検討した。また、未利用資源として人参の葉の特性を検討した。
＜展示・試食予定＞

15:35～15:50 「十勝産小麦および加工品の特性評価の検討」
＜発表５＞
（事業部 研究開発課 主任 佐々木 香子）
十勝は有数の小麦の生産地であり、地場産小麦を用いた製品の開発が話題となっている。本研究では十
勝産小麦の加工適性評価を行い、パスタ加工を中心とした技術や物性に与える影響について検討した。
＜展示・試食予定＞

15:50 ～16:05 「ビートファイバーの用途拡大に関する検討」
＜発表６＞
（事業部 研究開発課 主任 四宮 紀之）
十勝のビートを原料とした食品素材「ビートファイバー」は食パンや麺類等の老化防止や歩留り向
上を目的に利用されている。更に用途を拡大するため揚げ物に使用しその効果について検討した。

16:05～16:10

成果発表終了挨拶

16:10～

展示・試食、意見交換会
発表したテーマに関することについて、実際にモノを見て、触って、味わって頂き
ながら、発表者等との情報交換の場として、お気軽にお立ち寄りください。
＜食品に関する成果品等の展示・試食／発表者との意見交換＞
１Ｆ 図書コーナーにおいて、発表テーマにある開発中の試作品、成果品の展示、
試食を行います。また、発表担当者がご質問、意見交換に対応させて頂きます。
また、
「とかちＡＢＣプロジェクト」で研究開発した成果品の展示、試食等も併せて
行います。
＜農業機械の展示／発表者との意見交換＞
１Ｆ 加工室において、発表テーマにある開発中の農業機械及びブロッコリーフ
ローレットカッターの展示を行います。
また、発表担当者がご質問、意見交換に対応させて頂きます。

～17:00

展示・試食／意見交換会終了、閉場

※とかち ABC プロジェクト：
文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラム（都市エリア型）を活用し、十勝で取組む食の機能性や安全性に関する技
術開発等を産学官連携により実施するプロジェクトの呼称です。
※北海道経済産業局の補助事業（平成２４年度「地域新成長産業創出促進事業費補助金」
）を活用し取り組む「地域資源高付加価値
化研究会」としても開催致します。

