平成 27 年 8 月 31 日
報道関係各位

「平成 27 年度岩手県立大学研究成果発表会」のお知らせ
本学の各学部及びセンター等の取組と研究成果を広く知っていただくため、
「平成 27 年度岩手県立大
学研究成果発表会」を下記のとおり開催します。
本発表会は、平成 25 年度から実施しているもので今年度が３回目の開催となり、今年度はパート１、
パート２の２回に分けて発表を行うものです。
パート１では、
「i-MOS および地政研」が実施した、地域振興に向けた技術的・社会的課題解決の取
組について、講演とパネル等の展示を行います。
パート２は、「地方創生」をテーマに、教員の講演発表とパネルディスカッション、パネル展示を行
います。
是非この機会により多くの皆さんにご参加をいただきたいと考えておりますので、事前の周知ならび
に当日の取材について何卒よろしくお願いいたします。
記
あいもす

ちせいけん

■パート１（i-MOS・地政研の取組み

～県立大の産学官連携・地域連携～）

日時：9 月 10 日（木）・11 日（金） 10：00～
会場：プラザおでって
盛岡市中ノ橋通 1-1-10
内容：研究者らによるプレゼンテーション発表、およびパネル・実演の展示
参加費：無料 参加申込：有り(会場での当日申し込みも可能)
※i-MOS：いわてものづくり･ソフトウェア融合テクノロジーセンター
地政研：地域政策研究センター

■

（岩手の地方創生をメインテーマにパネルディスカッション）
日時：9 月 18 日（金） 10：00～
会場：岩手県立大学滝沢キャンパス
参加費：無料 参加申込：不要

滝沢市巣子 152-52

※詳細は、別添プログラムをご覧下さい。
(発表課題及び発表者は、都合により変更になることがあります。)

＜本件に関するお問い合わせ先＞
■ パート１
9 月 10 日・11 日 地域連携室 菊池・上野山 ℡019-694-3330
■ パート 2
9 月 18 日
教育研究支援室 八重樫・工藤 ℡019-694-2027

〒020-0693 岩手県滝沢市巣子 152-52 www.iwate-pu.ac.jp/
企画広報グループ（広報） TEL 019-695-2005

Fax019-694-3331
Fax019-694-2011

◆i-MOS講演発表プログラム◆
平成27年9月10日（木）

会場：おでってホールほか

10:00～10:05 挨拶

学長

鈴木厚人

10:05～10:20 いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンターについて

i-MOSセンター長
澤本潤

◇ものづくり・地域課題解決の部
10:20～10:45

「ワイヤレス給電のウェアラブルビジタガイド端末と総合管理システムの研究 ソフトウェア情報学部
開発」
蔡大維

10:45～11:10

「骨折用カスタムフィットプレート製作システムの研究開発と臨床現場への応 ソフトウェア情報学部
用」
土井章男

11:10～11:35 「農地のモニタリング画像を利用した農業体験学習支援システムの研究開発」

ソフトウェア情報学部
高木正則

11:35～12:00 「モビリティを考慮した観光コンテンツ配信システムの構築」

地域連携本部
平川剛

休憩

12:00～13:00

◇自動車関連の部Ⅰ
13:00～13:25

「運転者の視線・頭部の姿勢・走行情報を利用した安全運転支援システムの実 ソフトウェア情報学部
用化」
プリマ・オキ・ディッキ

13:25～13:50

「多様な車載センサーによる路面状態推定技術を利用した車載型道路状況収集 ソフトウェア情報学部
転送システムの実用化研究」
柴田義孝

13:50～14:15 「リスク予測に基づく高齢化社会における交通事故防止システムの構築」

14:15～14:45

パネルセッション

14:45～15:00

休憩

ソフトウェア情報学部
羽倉淳

※講演者がパネル展示前で説明対応

◇自動車関連の部Ⅱ
15:00～15:25 「自動車の塗装外観計測および検査システムの構築」

ソフトウェア情報学部
澤本潤

15:25～15:50 「前方環境の目視支援システムのための隣接車両間の相対位置推定」

ソフトウェア情報学部
新井義和

15:50～16:15

「無線LANとbluetooth low energyを併用する車載プラットフォームの開
発」

16:15～16:40 「ワイヤレス給電システムの開発」

地域連携本部
高橋幹
地域連携本部
前島治

16:40～16:50 挨拶

※i-MOS：いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター

◆地政研講演発表プログラム◆
平成27年9月11日（金）

会場：おでってホール
地域政策研究センター長
植田眞弘

10:00～10:05 挨拶

◇地域創生支援チームの活動紹介
10:05～10:25 「地方創生支援チームの活動報告」

地方創生支援チーム
新田義修

休憩

10:25～10:35

◇地域マネジメント研究部門の各研究所の活動紹介
10:35～10:55 「公共政策研究所の活動報告」

公共政策研究所
齋藤俊明

10:55～11:15 「盛岡市まちづくり研究所の活動報告」

盛岡市まちづくり研究所
松本力也

休憩

11:15～11:25

◇地域マネジメント研究部門の発表
11:25～11:45 「奥州市の在宅医療・介護の連携にかかる方策検討」

看護学部
工藤朋子

11:45～12:05 「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」

総合政策学部
吉野英岐

12:05～12:25 「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」

盛岡短期大学部
石橋敬太郎

休憩

12:25～13:25

◇東日本大震災津波からの復興加速化プロジェクトの紹介
13:25～13:45

「釜石地区におけるICTを活用した孤立防止と生活支援型コミュニティ
づくり－岩手県全域での展開を目指して－」

社会福祉学部
小川晃子

13:45～14:05 「岩手県沿岸地域における水産加工流通業の競争力強化と雇用の拡大」

総合政策学部
新田義修

14:05～14:25 「さんりく沿岸における復興計画の３Dモデル化と人材育成」

ソフトウェア情報学部
土井章男

休憩

14:25～14:35

◇震災復興研究部門の発表
14:35～14:55

｢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｣

社会福祉学部
青木慎一郎

14:55～15:15

「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 総合政策学部
究」
伊藤英之

15:15～15:35

「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 盛岡短期大学部
用に関する基礎的研究」
松本博明
休憩

15:35～15:45

◇地域社会研究部門の発表
15:45～16:05

「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 ソフトウェア情報学部
観光ガイドシステムの実現」
蔡大維

16:05～16:25 「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」
16:25～16:45

「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」

看護学部
千田睦美
社会福祉学部
宮城好郎

16:45～16:50 挨拶
※地政研：地域政策研究センター

◆講演発表プログラム◆
平成27年9月18日（金）
10:00～10:05 挨拶
10:05～10:20 報告

午前の部

会場：２０１講義室
学長

鈴木厚人

地域政策研究センター長
植田眞弘

「地方創生に関する取り組み」

地域資源を活用した産業振興

10:20～10:40 福祉と観光の拠点づくりに対応した地域の受け入れ態勢に関する研究

社会福祉学部
狩野 徹

10:40～11:00 岩手県の一農漁村地域の生活の変化と食

盛岡短期大学部
◎魚住 惠、長坂慶子
松本絵美、 岩本佳恵

――食育との関係――

11:00～11:20 岩手で考える人とまちの育み

総合政策学部
倉原宗孝

11:20～11:40 「たろう観光ホテル」の震災遺構保全と活用策の検討に関する研究

宮古短期大学部
岩田智、◎宮井久男、大志田憲

休憩

11:40～11:45
11:45～12:15 パネルディスカッション

倉原宗孝

休憩

12:1５～13:00

午後の部

コーディネーター

地域で支えあう安全安心な仕組みづくり

13:00～13:20 被災地におけるケアラー支援に関する調査

社会福祉学部
田中 尚

13:20～13:40 遠隔リハビリテーション支援サービスの研究

ソフトウェア情報学部
村田嘉利

13:40～14:00 地域住民と共につくるより良い受療環境に関する研究

看護学部
井上都之

14:00～14:20 農産物産地直売所における生鮮農産物の価格設定について

ソフトウェア情報学部
竹野健夫

14:20～14:25
14:25～14:55 パネルディスカッション

14:55～15:00 挨拶

注：◎を記載した教員が発表します

休憩
コーディネーター

田中

尚

