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研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名

RN-01
ＩＬＣ建設に伴う外国人の医療環境整備へ向けた取
組に関する研究 地域マネジメント研究 岩手県政策地域部

科学ＩＬＣ推進室 盛岡短期大学部 石橋敬太郎

RN-02
岩手の農業を野生獣から守るための遠隔モニタリン
グシステムの構築 地域社会研究 岩手県八幡平農業改良

普及センター ソフトウェア情報学部 齊藤　義仰

RN-03
SNS（ソーシャルネットワーク）活用による公民が連携
した地域包括ケア体制の構築 地域社会研究 株式会社ワイズマン 社会福祉学部 小川　晃子

RN-04
十府ヶ浦米田地区海岸防潮堤復旧・整備に係る海
浜植物の保全対策 震災課題研究 社会・生活基盤分野 岩手県県北広域振興局

土木部 総合政策学部 島田　直明

RN-05
岩手県立図書館震災関連資料デジタルアーカイブ
ズの利活用のあり方に関する研究 震災課題研究 暮らし分野 岩手県立図書館 ソフトウェア情報学部 富澤　浩樹

RN-06 歴史に学ぶ「女性と復興」・総集編 地域社会研究 岩手女性史を紡ぐ会 宮古短期大学部 植田　眞弘

RN-07
動物公園から発信する市民や地域との協働による都
市形成と市民活力の向上 地域マネジメント研究 盛岡市動物公園 総合政策学部 倉原　宗孝

RN-08 住民参加型包括ケアシステム確立に関する研究 地域社会研究 軽米町 看護学部 上林美保子
RN-09 過疎地における住民主体の見守り体制づくり 地域社会研究 NPO法人かわい元気社 社会福祉学部 小川　晃子

RN-10
地域文化資源（漆器問屋史料と漆器業）を核とする
地域振興に向けての基礎的研究 地域社会研究 八幡平市教育委員会 盛岡短期大学部 三須田善暢

RN-11
地域社会における女性の意思決定場面への参画に
関する研究 地域マネジメント研究 八幡平市 総合政策学部 吉野　英岐

RN-12
市民参加による植物分布調査を中心とした博物館
機能の向上 地域社会研究 釜石市郷土資料館 総合政策学部 平塚　　明

RN-13
岩手の馬事文化の継承と馬事文化に係る資源の利
活用に係る調査研究 地域社会研究 岩手県農林水産部

競馬改革推進室 総合政策学部 倉原　宗孝

RN-14
盛岡市の中心市街地の活性化に寄与する交通まち
づくりとＬＲＴの導入 地域社会研究 もりおか交通まちづくり

ＬＲＴフォーラム 総合政策学部 宇佐美誠史

RN-15
市民参加による外来種オオハンゴンソウの分布調
査・駆除に関する研究 地域社会研究 たきざわ環境パートナー

会議 総合政策学部 渋谷晃太郎

RN-16
滝沢市における木質バイオマスの活用と里山管理に
関する研究　－木材の地産地消で森から地域を元
気にするー

地域社会研究 有限会社D'STYLE 総合政策学部 渋谷晃太郎

RN-17
持続的な地域づくりにおける「地域資源」の活用と住
民の地域意識の形成過程 地域社会研究 水分まちづくりの会 総合政策学部 山田　佳奈

RN-18
芸術活動を通じた障がい者の生きがいづくり　～障害
者の社会参加を促進する公募展のあり方について～ 地域社会研究 いわて・きららアート協会 社会福祉学部 佐藤　匡仁

RN-19
農業中間支援組織構築に向けた中核生産者の果た
す役割 地域マネジメント研究 北上市 高等教育推進センター 劉　　文静

RN-20
三陸沿岸道路及び三陸鉄道開通に伴う地域経済へ
の影響と活用策 震災復興研究部門 産業経済分野 岩手県沿岸広域振興局 総合政策学部 山本　　健

RN-21
震災復興と地域活性化　－机浜番屋群を拠点とし
た地域振興策の検討を中心として－ 震災復興研究部門 産業経済分野 田野畑村 総合政策学部 田島　平伸

◎地域提案型（前期） 研究期間：H27年7月～H28年3月

研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名

RM-01
省エネルギー水質浄化法である伏流式人工湿地ろ過システムの岩手県
内での普及のための基礎事例の整備 地域マネジメント研究分野 総合政策学部 辻　　盛生

RM-02
山田町における被災信仰石造物調査結果の可視化およびその成果公
開に向けての研究 震災課題研究 暮らし分野 盛岡短期大学部 松本　博明

RM-03「観光と情報」地域コア人材育成カリキュラムの開発と試行 地域社会研究分野 ソフトウェア情報学部 阿部　昭博
RM-04 持続的かつ戦略的な減災・復興教育プログラムの構築 震災課題研究 暮らし分野 総合政策学部 伊藤　英之
RM-05 盛岡地域におけるひきこもり実態に関する調査研究 地域社会研究分野 社会福祉学部 川乗　賀也

◎教員提案型（前期） 研究期間：H27年6月～H28年3月

　　平成27年度　地域協働研究
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研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名

RP-01
岩手県中部地域（花巻市北上市）における産後ケア
ニーズの把握 地域社会研究 まんまるママいわて 看護学部 福島　裕子

RP-02
盛岡北部3市町における訪問看護の動向に関する
調査研究 地域マネジメント研究 岩手県県央保健所 看護学部 三浦まゆみ

RP-03
中心市街地の活性化に向けた市民参加型戦略の
基礎研究 地域マネジメント研究 宮古市企画部

復興推進課 盛岡短期大学部 内田　信平

RP-04「働く」「暮らす」まちを目指すコンテンツの発掘、検討 地域社会研究 花巻市建設部
都市政策課都市再生室 総合政策学部 倉原　宗孝

RP-05 災害派遣福祉チームの設置および活動に関する研究 震災課題研究 社会・生活基盤分野

岩手県保健福祉部
地域福祉課
社会福祉法人岩手県
社会福祉協議会

社会福祉学部 狩野　　徹

RP-06
一関市による就学前の児童発達支援事業の効果に
関する調査研究 地域マネジメント研究 一関子育て支援センター 社会福祉学部 佐藤　匡仁

RP-07
宮古市重茂半島における自然保護ファシリテーター
（重茂レンジャー）の養成 震災復興研究部門 産業経済分野 野崎産業 総合政策学部 平塚　　明

RP-08 盛岡手づくり村の地場産業振興機能強化について 地域マネジメント研究 盛岡市商工観光部
商工課 総合政策学部 山本　　健

RP-09 安比高原シバ草原の自然再生に関する研究 地域マネジメント研究 安比高原ふるさと倶楽部 総合政策学部 島田　直明

RP-10
『宮古市野外活動センター』アイススケート場廃止後
の利活用について 地域社会研究 宮古市教育委員会

生涯学習課 総合政策学部 倉原　宗孝

RP-11
平安鎌倉時代に活用されていた和式馬具（鞍・鐙）の
復活と流鏑馬文化の継承 地域社会研究 遠野郷馬っこ王国

十和田乗馬倶楽部 ソフトウェア情報学部 土井　章男

RP-12 ひとり親世帯の子どもの生活実態に関する研究 地域社会研究 盛岡市保健福祉部
子ども未来課 社会福祉学部 齋藤　昭彦

RP-13
八幡平市におけるCCRCの遠隔講義による生涯学
習に関する実践と検討 地域マネジメント研究 株式会社アーベイン・

ケア・クリエイティブ 社会福祉学部 宮城　好郎

◎地域提案型（後期） 研究期間：H27年11月～H28年10月

研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名

RO-01
岩手県内の糖尿病透析予防指導における体制と看護の実態調査　－岩手県内の糖尿
病透析予防指導における看護の質向上のための教育システムの構築に向けて－ 地域社会研究 看護学部 藤澤　由香

RO-02 滝沢市巣子地区における防風林樹木のカルテ化および産業遺産としての再評価 地域社会研究 総合政策学部 島田　直明
RO-03 ご当地検定用作問支援システムの研究開発 地域社会研究 ソフトウェア情報学部 高木　正則

RO-04
岩手産食材を活用した商品作りによる付加価値創出とバリューチェーンを通じた価値獲得
プロセスの考察　－岩手県企業のビジネスモデル構築と地域活性化に向けて－ 地域マネジメント研究 総合政策学部 近藤　信一

◎教員提案型（後期） 研究期間：H27年11月～H28年10月

研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名

RQ-01
省エネルギー水質浄化法である伏流式人工湿地ろ過システムの岩手県内における普及
に向けたさらなる知見の集積と発信 地域マネジメント研究 総合政策学部 辻　　盛生

RQ-02 DMO形成を見据えた三陸観光における情報の戦略的利活用に関する研究 地域社会研究 ソフトウェア情報学部 阿部　昭博
RQ-03 地域住民との協働による絶滅危惧種ヨコハマシジラガイの保全工法の試行 地域社会研究 総合政策学部 鈴木　正貴

RQ-04
地域国際化のための外国人女性の出産と子どもの受診に対する医療環境整備へ向けた
取組に関する研究 地域マネジメント研究 盛岡短期大学部 石橋敬太郎

◎教員提案型（前期） 研究期間：H28年6月～H29年3月

　　平成28年度　地域協働研究

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名
RR-01 農業生産活動がもたらす中山間地域への波及効果について 地域社会研究 岩手県農林水産部農村計画課 総合政策学部 吉野　英岐

RR-02
急増する外国人観光客の県内誘客促進、かつ満足度向上を
図り、地域経済の活性化に寄与する「独創的ITシステム」の
活用法を研究する

地域社会研究 株式会社JTB東北法人営業
盛岡支店 ソフトウェア情報学部 蔡　　大維

◎地域提案型（前期） 研究期間：H28年7月～H29年3月


