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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

RH-01
いわて花巻空港と台湾との国際定期便就航に向け
た地域の国際化推進に関する研究 地域マネジメント部門 岩手県県土整備部

空港課 盛岡短期大学部 原　　英子

RH-02 総合的な福祉行政の展開と市民参加のあり方 地域マネジメント部門 盛岡市保健福祉部
地域福祉課 社会福祉学部 田中　　尚

RH-03
バリアフリーマップにかかるデータベースの作成と使
いやすいデザインに関する研究 地域マネジメント部門 盛岡市保健福祉部

障がい福祉課 社会福祉学部 狩野　　徹

RH-04
災害時における観光客の安全避難についてのガイド
ラインに関する研究 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 有限会社宝来館 総合政策学部 伊藤　英之

RH-05
メンタルヘルスの観点からみた宮古・下閉伊地域金
型産業における人事組織の課題 震災復興研究部門 産業経済分野 宮古・下閉伊コネクター

金型研究会 社会福祉学部 青木慎一郎

RH-06
地域で創る子ども・子育てヴィジョンの構築に関する
研究 震災復興研究部門 暮らし分野 非営利株式会社三陸

復興新まちづくり会社 社会福祉学部 櫻　　幸恵

RH-07
龍泉洞や安家洞といった電波利用による情報配信
が出来ない場所での観光ガイドシステムの実現 地域社会研究部門 株式会社ユー･アイ･

コミュニケーションズ ソフトウェア情報学部 蔡　　大維

RH-08
高齢者生活支援型コミュニティづくり－川前地区に
おける持続可能な取り組み方策の検討 地域社会研究部門 川前地区高齢者支援

連絡会 社会福祉学部 小川　晃子

RH-09
近代ニュータウンの再生と魅力作りに向けた地域の
事業を活かすための調査と実践　－松園地区（住居
専用区域）における事業活動の方向性－

地域社会研究部門 松園商工会 総合政策学部 倉原　宗孝

◎地域提案型（後期） 研究期間：H24年11月～H25年10月

研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名

RI-01
東日本大震災被災地域住民のこころの健康に関する研究　－釜石市
健康調査の分析による被災後の市民の精神的健康の実態把握－ 震災課題研究 社会･生活基盤分野 社会福祉学部 中谷　敬明

RI-02
岩手県被災沿岸地域の水産業復興に向けた持続可能な協業化の成
立要件に関する検討 震災課題研究 産業経済分野 総合政策学部 近藤　信一

RI-03
山田町における被災信仰石造物の現況調査とその可視化および成果
活用に関する基礎的研究 震災課題研究 暮らし分野 盛岡短期大学部 松本　博明

RI-04 大船渡市越喜来泊地区における衰退海岸林の回復 震災課題研究 社会･生活基盤分野 総合政策学部 島田　直明
RI-05 岩手県における難病患者の防災に対する意識向上の方法の検討 震災課題研究 社会･生活基盤分野 看護学部 藤村史穂子
RI-06 岩手の地域特性を踏まえた観光ICT人材育成カリキュラムの検討 地域社会研究部門 ソフトウェア情報学部 阿部　昭博
RI-07 みちのく潮風トレイルの利用促進に関する研究 震災課題研究 社会･生活基盤分野 総合政策学部 渋谷晃太郎
RI-08 地域密着型サービスにおける医療的ケアのニーズとシーズの明確化 地域社会研究部門 看護学部 千田　睦美
RI-09 岩手県内の模擬患者活用教育の充実と模擬患者養成に関する研究 地域社会研究部門 看護学部 井上　都之

RI-10
被災地におけるIT支援のニーズシーズマッチング調査およびIT支援マッ
チングシステムのプロトタイプ開発 震災課題研究 社会･生活基盤分野 ソフトウェア情報学部 瀬川　典久

RI-11 三陸ジオパーク活性化マーケティング戦略に関する研究 震災課題研究 社会･生活基盤分野 総合政策学部 伊藤　英之

RI-12
瞬きスイッチとiPadによる肢体不自由者のためのコミュニケーション支援
に関する研究 地域社会研究部門 ソフトウェア情報学部 プリマ･オキ･ディッキ

RI-13
情報倉庫と情報タイムカプセルを取り入れた津波資料館の社会実装に
関する研究 震災課題研究 社会･生活基盤分野 ソフトウェア情報学部 村山　優子

RI-14
北上市における生物多様性構成要素の特定と生物多様性の重要性に
関する市民啓発 地域マネジメント 総合政策学部 金子与止男

◎教員提案型（前期） 研究期間：H26年5月～H27年3月

　　平成26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

RJ-01 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 社会福祉学部 狩野　　徹

RJ-02
小地域別の将来推計人口を考慮した地域課題の分
析と対応策に関する研究 地域マネジメント研究分野 岩手県政策地域部

政策推進室 総合政策学部 堀篭　義裕

RJ-03 北上市における農業中間支援体制の構築について 地域マネジメント研究分野 北上市 高等教育推進センター 劉　　文静

RJ-04
森・川・海の一体的な管理による久慈湾の水質保全
に向けた取組　－負荷源の明確化を主題として－ 地域社会研究分野 岩手県県北広域振興局

保健福祉環境部 総合政策学部 辻　　盛生

◎地域提案型（前期） 研究期間：H26年5月～H27年3月
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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

RJ-05
ILC建設に伴う外国人研究者の受入れに向けた取
組に関する研究 地域マネジメント研究分野 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

RJ-06 奥州市の在宅医療・介護の連携にかかる方策検討 地域マネジメント研究分野 奥州市 看護学部 工藤　朋子

RJ-07
家族介護者の本音と求める支援
～サービス事業者とのよりよい関係を築くために～ 地域社会研究分野 認知症の人と家族の会

岩手県支部 社会福祉学部 藤野　好美

RJ-08
住民主体による河川環境保全の取り組み
－猿ヶ石川再生プロジェクトを事例として－ 地域社会研究分野 田瀬ダム水源地域

ビジョン推進協議会 総合政策学部 鈴木　正貴

RJ-09
住民自治による地域づくりの進展と地域計画の策定
に関する研究 地域マネジメント研究分野 八幡平市 総合政策学部 吉野　英岐

RJ-10
岩手県立図書館震災関連資料のデジタル化とその
利活用システムに関する基礎研究 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 阿部　昭博

RJ-11 地域資源を活用した健康増進計画立案に関する研究 震災課題研究 暮らし分野 大船渡市 看護学部 上林美保子

RJ-12
震災による内陸避難高齢者支援にも配慮した地域
密着サービスの実践 地域社会研究分野 第一商事株式会社 社会福祉学部 宮城　好郎

RJ-13
市民参加による外来種オオハンゴンソウの分布調査
に関する研究 地域社会研究分野 たきざわ環境パートナー

会議 総合政策学部 渋谷晃太郎

RJ-14
盛岡市動物公園再生活性化事業にかかる外部資源
の有効活用について 地域マネジメント研究分野 盛岡市

盛岡市動物公園公社 総合政策学部 倉原　宗孝

研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名
RK-01 震災後の釜石市における町内会の変容と課題 震災課題研究 暮らし分野 総合政策学部 吉野　英岐

RK-02
看護職や看護学生によるレジリエンスを活用した被災者の長期的健康
支援の活動モデルの開発 震災課題研究 暮らし分野 看護学部 井上　都之

RK-03 在住外国人と支援拠点との交流を規定する要因の検討 地域社会研究分野 社会福祉学部 細越久美子

RK-04
史跡公園「湯舟沢環状列石」の親子参加による植生景観修復と博物館体
験の分析 地域社会研究分野 総合政策学部 平塚　　明

◎教員提案型（後期） 研究期間：H26年10月～H27年9月

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名

RL-01
盛岡浄瑠璃人形の調査・保存活動と復活公演を目
標とした基礎的検討 地域社会研究分野

特定非営利活動法人
いわてアートサポートセ
ンター

ソフトウェア情報学部 土井　章男

RL-02
脳卒中に対する企業意識の変化が死亡率等へ与え
る影響について 地域社会研究分野 岩手県脳卒中予

防県民会議 看護学部 松川久美子

RL-03 地産品へのジオストーリー付加による新たなジオパークプロモーション手法の開発 震災課題研究 社会・生活基盤分野 三陸ジオパーク推進
協議会 総合政策学部 伊藤　英之

RL-04 産地魚市場と消費地市場を結ぶ水産市場物流の再構築に関するフィージビリティースタディー 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 新田　義修

RL-05 過疎地域のニーズ・シーズ調査を基にしたストレングスの分析と住民主体の地域づくり 地域社会研究分野 社会福祉法人奥州市
社会福祉協議会 社会福祉学部 菅野　道生

RL-06 中心市街地の活性化に向けた市民参加型構想の研究 地域マネジメント研究分野 宮古市 盛岡短期大学部 内田　信平

RL-07 小児救急医療体制の状況等の調査分析 地域社会研究分野 久慈市 看護学部 白畑　範子

RL-08 盛岡広域におけるムスリム需要の概観と事業展開のあり方について 地域社会研究分野 盛岡市 総合政策学部 見市　　建

RL-09 ひとにやさしいまちづくり推進指針見直しに係る方針の検討 地域マネジメント研究分野 岩手県保健福祉部 社会福祉学部 狩野　　徹

◎地域提案型（後期） 研究期間：H26年10月～H27年9月


