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研究課題名 研究
区分 課題提案者

研究代表者

所　属 氏　名
RC-03 岩手県災害派遣福祉チームについて 震災 岩手県社会福祉協議会 社会福祉学部 都築　光一
RC-04 復興支援活動における行政と民間の協働のあり方に関する研究 震災（一社）東日本絆コーディネーションセンター 総合政策学部 西出　順郎
RC-05 被災地の復興まちづくりにおけるユニバーサルデザインの課題について 震災 岩手県地域福祉課 社会福祉学部 狩野　　徹
RC-06 防災行政無線に合成音を用いるための最適制御法に関する研究 一般 滝沢村企画総務課 ソフトウェア情報学部 伊藤　憲三
RC-07 福祉NPOの自主事業開発における戦略的課題について 一般 NPO法人いわてユニバーサルデザインセンター 社会福祉学部 宮城　好郎
RC-08 子ども･子育て家庭支援に向けた地域連携に関する研究 震災 洋野町福祉課 社会福祉学部 山本　克彦
RC-09 電子カルテ導入前後での職員の業務量の比較と効果的な人材配置の検討 一般 盛岡赤十字病院 看護学部 山内　一史
RC-10 岩手県における若年性認知症の本人と家族の支援について 一般 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
RC-11 失語症者における聴覚機能に関する研究 一般 いわてリハビリテーションセンター 社会福祉学部 米本　　清
RC-12 いわて三陸オリジナルのジオツーリズムプログラムの開発と実践 震災 いわて三陸ジオパーク推進協議会 総合政策学部 伊藤　英之
RC-13 歴史に学ぶ「女性と復興」　～昭和三陸大津波と家族、共同体～ 一般 岩手女性史を紡ぐ会 宮古短期大学部 植田　眞弘
RC-14 伝統芸能伝承のための『音』に関する研究　－音の伝承方法について－ 一般 種市海鳴太鼓 ソフトウェア情報学部 松田　浩一
RC-15 中津川における小型淡水魚類の生息状況の把握と減少原因の解明 一般 NPO法人もりおか中津川の会 総合政策学部 辻　　盛生
RC-16 県央地域における「南部生パスタ」を題材とした地域振興に関する研究 一般 岩手県産業経済交流課 総合政策学部 吉野　英岐
RC-17 サポート拠点の効果的な整備及び運営について 震災 大槌町福祉課 社会福祉学部 狩野　　徹
RC-18 人口構成の変化を考慮した地域政策形成に関する研究 一般 岩手県政策推進室 総合政策学部 堀篭　義裕
RC-19 まちづくり・地域づくりにおける歴史文化遺産の活用　～史跡を中心に～ 一般 盛岡市歴史文化課 総合政策学部 倉原　宗孝
RC-20 盛岡市内におけるカラスの行動分析と可視化 一般 盛岡市環境企画課 ソフトウェア情報学部 瀬川　典久
RC-21 コールセンターを核とした地域連携と地域振興 震災 洋野町特定政策推進室 宮古短期大学部 岩田　　智

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名

RD-01
被災地における交流事業への高齢者参加促進システ
ムの有効性検証　～予約･備忘通知機能を活用して～ 震災復興研究部門 暮らし分野 株式会社ぴーぷる 社会福祉学部 小川　晃子

RD-02
東日本大震災津波における福祉避難所の状況と課
題について 震災復興研究部門 暮らし分野 岩手県保健福祉部

地域福祉課 社会福祉学部 細田　重憲

RD-03
物語自動生成機能を持った博物館展示ナビゲーショ
ンシステム 地域社会研究部門 盛岡市教育委員会

歴史文化課 ソフトウェア情報学部 小方　　孝

RD-04
岩手県の「森林公園」の管理に関する研究
－絶滅危惧植物の公開と保全について－ 地域社会研究部門

小岩井農牧㈱
（岩手県滝沢森林公園
指定管理者）

総合政策学部 平塚　　明

RD-05
観光資源「室根山」を活用した地域活性化へのアプ
ローチ 地域マネジメント部門 一関市室根支所

産業経済課 総合政策学部 吉野　英岐

RD-06
再生可能エネルギーの導入促進による金ケ崎町の
内発的発展に向けた基礎調査 地域マネジメント部門 金ケ崎町総合政策課 総合政策学部 茅野　恒秀

RD-07
滝沢村における木質バイオマスエネルギー（薪）の利
用促進に関する研究 地域社会研究部門 NPO法人

グリーンマイル 総合政策学部 渋谷晃太郎

RD-08
釜石におけるスポーツイベントに向けたラグビー民俗
誌の作成 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 釜石シーウェイブスRFC 盛岡短期大学部 原　　英子

◎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
RE-01 地域観光クラウドのサービスモデルと観光振興に関する研究 地域社会研究部門 ソフトウェア情報学部 阿部　昭博
RE-02 救急外来問診票からのトリアージ支援情報の獲得 地域社会研究部門 ソフトウェア情報学部 槫松　理樹
RE-03 難病患者の災害時支援及び防災対策に関する研究 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 看護学部 藤村史穂子
RE-04 被災地従業員のメンタルヘルス支援による産業経済の再建 震災復興研究部門 産業経済分野 社会福祉学部 青木慎一郎

RE-05
勤務所属施設をもたないベテラン看護師の被災地住民への健康支援と
そのプロセスに関する研究 震災復興研究部門 暮らし分野 看護学部 三浦まゆみ

RE-06 情報タイムカプセルを利用した持続可能な津波資料館の構築 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 ソフトウェア情報学部 村山　優子

RE-07
三陸復興国立公園及び東北海岸トレイルの漁船等を活用した多面的な
利用推進に関する研究 震災復興研究部門 産業経済分野 総合政策学部 渋谷晃太郎

RE-08 非常時用車いす移乗ツールに関する試作･評価研究 地域社会研究部門 社会福祉学部 米本　　清

◎教員提案型（前期） 研究期間：H25年5月～H26年3月
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研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名

RE-09
頭部および視線追尾システムを利用した肢体不自由者のための安価な
コミュニケーション支援ツールの開発 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

RE-10 脳卒中等生活習慣病予防に向けた保健介入プログラムの開発 地域マネジメント部門 看護学部 松川久美子

RE-11
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－ 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 社会福祉学部 中谷　敬明

RE-12
外国人散在地域における在住外国人の対人ネットワークと居場所感に
関する研究 地域社会研究部門 社会福祉学部 細越久美子

RE-13 漁協の担い手（漁船漁業・養殖業）育成に関する研究 震災復興研究部門 産業経済分野 総合政策学部 新田　義修
RE-14 北上産黒大豆「黒千石」の栄養機能性と加工食品への応用に関する研究 地域社会研究部門 盛岡短期大学部 千葉　啓子
RE-15 HF帯を活用した被災者情報伝送システムの開発 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 ソフトウェア情報学部 瀬川　典久

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名

RF-01
森・川・海の一体的な取組みによる久慈湾の水質改
善に向けた原因分析

地域マネジメント部門
岩手県県北広域振興局
保健福祉環境部
環境衛生課

総合政策学部 辻　　盛生

RF-02
民間介護事業者による地域密着型サービスのあり方
に関する基礎研究

地域社会研究部門 第一商事株式会社
やちだもの家 社会福祉学部 宮城　好郎

RF-03
電子カルテ導入前後の職員の業務量の比較と効果
的な人員配置の検討（導入後） 地域社会研究部門 盛岡赤十字病院 看護学部 山内　一史

RF-04
東日本大震災における３次元復興計画の普及化によ
る復興支援　－3D復興計画モデルによる復興支援－ 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 いわてデジタルエンジニア育成センター ソフトウェア情報学部 土井　章男

RF-05 災害派遣福祉チーム設置に関する研究について 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 社会福祉法人
岩手県社会福祉協議会 社会福祉学部 都築　光一

RF-06
盛岡の生活･空間資源（特に盛岡城跡周辺）の文化
地層的な読解と活用法、及びその実践活動を通じた
まちづくりと参加･協働の意識･体制づくり

地域社会研究部門 文化地層研究会 総合政策学部 倉原　宗孝

RF-07 伝統野菜等の活用による6次産業化の展開 地域マネジメント部門 岩手県県北広域振興局
農政部 総合政策学部 吉野　英岐

RF-08 実効性のある議会改革について 地域マネジメント部門 雫石町議会 総合政策学部 齋藤　俊明

RF-09
農作物の成長過程と農作業観察支援システムのグ
リーン･ツーリズムへの応用 地域マネジメント部門 滝沢村役場

経済産業部農林課 ソフトウェア情報学部 高木　正則

RF-10
被災地の復興まちづくりにおけるユニバーサルデザイ
ンの実践について 地域社会研究部門 岩手県保健福祉部

地域福祉課 社会福祉学部 狩野　　徹

RF-11
続・歴史に学ぶ「女性と復興」　～昭和三陸大津波と
家族、共同体～ 地域社会研究部門 岩手女性史を紡ぐ会 宮古短期大学部 植田　眞弘

RF-12
みちのく民俗村のITを活用したユニバーサルデザイン
の検討 地域社会研究部門 特定非営利活動法人

きたかみ観光ネクスト ソフトウェア情報学部 阿部　昭博

RF-13
若年性認知症本人の通所サービス利用の実態と課
題について 地域社会研究部門

公益社団法人
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

◎地域提案型（前期） 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
RG-01 太陽光発電のみを用いた持続的な被災地観測システムの開発 震災復興研究部門 社会･生活基盤分野 ソフトウェア情報学部 齊藤　義仰
RG-02 防災まちづくりに向けた東日本大震災の検証と経験の活用 震災復興研究部門 暮らし分野 総合政策学部 倉原　宗孝

RG-03
岩手県沿岸地域におけるスマートコミュニティ構築による地域の産業活
性化と雇用創出に関する調査研究事業 震災復興研究部門 産業経済分野 総合政策学部 近藤　信一

RG-04 小中学生を対象とした持続的防災教育の実践的研究 地域社会研究部門 総合政策学部 伊藤　英之

RG-05
被災地において家族等の介護をしている介護者の生活の現状と介護支
援に関する研究 震災復興研究部門 暮らし分野 社会福祉学部 狩野　　徹

RG-06
地域住民の食生活改善サポートに関する研究　－岩手県内農業従事
者の栄養および環境由来の元素摂取状況の把握を通じた試み－ 地域社会研究部門 盛岡短期大学部 千葉　啓子

RG-07 一関地方におけるもち食文化に関する研究 地域社会研究部門 総合政策学部 山本　　健

RG-08
地域の主体的な見守り活動構築　－宮古市西地区における仮設住宅
を含む住民支援－ 震災復興研究部門 暮らし分野 社会福祉学部 小川　晃子

◎教員提案型（後期） 研究期間：H25年10月～H26年9月


