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研究課題名 研究部門
研究代表者

所　属 氏　名
RS-01 地域情報の蓄積・可視化システムの開発及び学びや交流への活用に関する研究 地域社会研究 総合政策学部 宇佐美誠史

◎教員提案型（後期） 研究期間：H28年11月～H29年10月

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名

RR-03
中学生の活動を核とした「地域のつながり」再生による地域
減災システムの構築 地域マネジメント研究 岩手町立川口中学校 総合政策学部 伊藤　英之

RR-04 ICTの導入による保育業務効率化に関する研究 地域社会研究 岩手県保健福祉部
岩手県社会福祉協議会 社会福祉学部 井上　孝之

RR-05
盛岡市内における空き家を含む遊休不動産の3Dデータベース
化と、作成したデータベースの地域活性化への活用方法の検討 地域マネジメント研究 もりおか八幡界隈まちづくりの会株式会社悳PCM 総合政策学部 倉原　宗孝

RR-06 岩手県新人保健師研修の評価に関する研究 地域社会研究 岩手県環境保健研究センター 看護学部 岩渕　光子

RR-07 久慈市平庭高原におけるシラカンバ林の再生 地域社会研究 久慈市山形総合支所
産業建設課 総合政策学部 島田　直明

RR-08 バーチャルリアリティを活用した九戸城跡の可視化に関する研究 地域社会研究 二戸市産業振興部
商工観光流通課 ソフトウェア情報学部 プリマ・オキ・ディッキ

RR-09 老人クラブ活動の活性の方策に関する実証的研究 地域マネジメント研究 盛岡市保健福祉部長寿社会課
盛岡市老人クラブ連合会 社会福祉学部 菅野　道生

RR-10
文化財庭園のメディアシステムによる記録保存活用とまちづく
りへの活用 地域社会研究 盛岡市教育委員会 ソフトウェア情報学部 土井　章男

RR-11 滝沢市木賊川遊水地の希少生物の保全等に関する研究 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 豊島　正幸
RR-12 観光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 岩手県保健福祉部地域福祉課 社会福祉学部 狩野　　徹

RR-13

「宮古・下閉伊地域流域基本計画（流域ビジョン）」の評価及
び震災以降の沿岸地域流域の森・川・海における現状に即し
た「新・流域基本計画（宮古・下閉伊地域流域ビジョン）」の基
本的方向性の提案

地域マネジメント研究 岩手県沿岸広域振興局 総合政策学部 泉　　桂子

RR-14
職域における健康・予防体制の整備に関する検討について
～脳卒中等生活習慣病予防にむけた働き世代の健康支援
体制整備に関する研究～

地域社会研究 岩手県脳卒中予防県民会議 看護学部 松川久美子

RR-15 岩手におけるホームスパン文化を継承するための方策に関する研究 地域社会研究 有限責任事業組合
まちの編集室 盛岡短期大学部 菊池　直子

RR-16
歴史に学ぶ「女性と復興」
～昭和三陸大津波と家族、共同体～総集編Ⅱ 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

RR-17 三陸沿岸地域における簡易的な観光マーケティング手法の構築 地域マネジメント研究 岩手県政策地域部地域振興室 総合政策学部 金澤　悠介

RR-18 社会的ひきこもりの回復過程の考察及びロールモデルの作成 地域社会研究 盛岡市市民部
男女共同参画青少年課 社会福祉学部 川乗　賀也

RR-19
石神の丘美術館屋外展示場における情報を活用した魅力向
上の研究 地域社会研究 岩手町立石神の丘美術館 ソフトウェア情報学部 阿部　昭博

RR-20 史跡盛岡城跡の歴史的建造物復元に向けて 地域社会研究 盛岡市教育委員会歴史文化課 総合政策学部 倉原　宗孝

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名
RT-01 漆器業関連文化遺産の研究と漆室の3D技術活用に関する取り組み 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

RT-02 盛岡市在住の産後の女性のケアニーズの把握 地域社会研究 盛岡市保健福祉部
子ども未来課 看護学部 福島　裕子

RT-03
岩手県内内水面養殖業者における6次産業化推進に関するフィー
ジビリティースタディー 地域社会研究 岩手県内水面水産技術

センター 総合政策学部 新田　義修

RT-04 久慈地域におけるヤマブドウを核とした地域づくりについて 地域社会研究 岩手県県北広域振興局 高等教育推進センター 劉　　文静
RT-05 ICT（情報通信技術）活用による地産地消システムの構築 地域マネジメント研究 住田町 ソフトウェア情報学部 山田　敬三
RT-06 北上市の郊外における買物困難者の現状分析と解消方法について 地域社会研究 北上市 総合政策学部 高嶋　裕一
RT-07 盛岡市における若者の転出超過の要因分析と地元定着策に関する研究 地域マネジメント研究 盛岡市 総合政策学部 堀篭　義裕
RT-08 早池峰ユネスコ・エコパークの登録促進に関する研究 地域社会研究 早池峰フォーラム実行委員会 総合政策学部 渋谷晃太郎
RT-09 住民・関係機関参画型健康増進計画の策定に関する研究 地域社会研究 八幡平市 看護学部 田口美喜子

RT-10
グローバル動向を踏まえた岩手県の次世代ものづくり技術支援策に係
る調査研究 地域マネジメント研究 地方独立行政法人

岩手県工業技術センター 総合政策学部 近藤　信一

RT-11
多世代交流による持続可能な地域づくりを可能とするための人材
育成および地域マネジメント研究　～一関市藤沢町住民自治協議
会を事例に～

地域社会研究 藤沢町住民自治協議会 社会福祉学部 佐藤　哲郎

RT-12
被災博物館（山田町立「鯨と海の科学館」）の再開支援と住民参加
に関するモデル構築 震災復興 暮らし分野 一般社団法人山田町観光協会 総合政策学部 平塚　　明

◎地域提案型（後期） 研究期間：H28年11月～H29年10月
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◎ステージⅠ 研究期間：H29年6月～H30年3月

※これまでの地域協働研究の制度を見直し、あらたにスタート

◎ステージⅡ 研究期間：H29年6月～H31年3月

　　平成29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
H29Ⅰ01 史跡や文化財の国際化対応 地域社会研究 盛岡市教育委員会 盛岡短期大学部 松本　博明

H29Ⅰ02
台風10号災害からの復興に向けた農業を核とした地
域活性化の取組　～釜石市橋野地区を事例として～ 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

H29Ⅰ03 釜石市中心市街地の再生にむけた商店街活性化の研究 震災復興 産業経済分野 釜石市産業振興部商業観光課 総合政策学部 吉野　英岐

H29Ⅰ04
一関における発達障がい児に対する支援システムの
課題と社会資源の連携に関する調査研究 地域社会研究 NPO法人

子育て支援いっすね 社会福祉学部 佐藤　匡仁

H29Ⅰ05
岩手県における被疑・被告段階の高齢者・障害者に
対する「入口支援」の地域協働システムのあり方に
関する調査研究

地域マネジメント研究 一般社団法人
かんな社会事業事務所 社会福祉学部 田中　　尚

H29Ⅰ06 定住自立圏構想推進 地域マネジメント研究 一関市市長公室政策企画課 総合政策学部 山本　　健
H29Ⅰ07 市民参加による木賊川遊水地の希少生物緊急保全対策 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 辻　　盛生
H29Ⅰ08 地域包括ケアシステムに対応した厚生事業の展開 地域社会研究 岩手県厚生農業協同組合連合会 社会福祉学部 狩野　　徹
H29Ⅰ09 重茂半島の海と陸を経由するエコツアー・コースの開発 震災復興 産業経済分野 野崎産業 総合政策学部 平塚　　明

H29Ⅰ10
滝沢森林公園における農耕馬を活用した利用のありか
たに関する研究 地域社会研究 NPO法人　乗馬とアニマルセラ

ピーを考える会 総合政策学部 渋谷晃太郎

H29Ⅰ11 空き家を活用した低コスト改修計画における断熱の提案 地域社会研究 花巻市地域振興部定住推進課 盛岡短期大学部 松村光太郎
H29Ⅰ12 地域包括ケアシステムの評価に関する研究 地域マネジメント研究 岩手県保健福祉部長寿社会課 社会福祉学部 齋藤　昭彦

H29Ⅰ13 外国人の医療環境整備へ向けた取組に関する研究 地域社会研究 北上市まちづくり部
生涯学習文化課 盛岡短期大学部 石橋敬太郎

H29Ⅰ14
三陸地域における観光の地域経済への波及効果の
ための産業連関表の作成 震災復興 産業経済分野 公益財団法人さんりく基金 総合政策学部 ティー・キャンヘーン

H29Ⅰ15
３Dプリンタによる景勝地（ジオポイント）、山王岩と津
波石のモデル作成と活用 震災復興 暮らしの分野 NPO法人

立ち上がるぞ!宮古市田老 ソフトウェア情報学部 土井　章男

H29Ⅰ16
地域住民との協働による絶滅危惧種タナゴの生息
地外保全の試行 地域社会研究 農事組合法人農の未来　武道 総合政策学部 鈴木　正貴

H29Ⅰ17 史跡・名勝等のメディアシステムによる記録保存活用 地域社会研究 盛岡市教育委員会 ソフトウェア情報学部 土井　章男

H29Ⅰ18 自転車競技用トレーニングシステムの開発と地域活性化 地域社会研究
岩手県立紫波総合高校
株式会社テーケィアールマニュ
ファクチャリングジャパン

ソフトウェア情報学部 佐藤　永欣

H29Ⅰ19
中心市街地の活性化に向けた市民の連携と地域資
源の活用に関する実践研究 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

H29Ⅰ20

健全な都市環境形成に向けた地方都市からの実践
研究　－資源としての空き家等の活用および移動・
交流体系の確立を通じた市民・各主体参画による都
市モデル形成と検証－

地域マネジメント研究 盛岡劇場界隈まちづくり推進会
株式会社悳PCM 総合政策学部 倉原　宗孝

H29Ⅰ21
若者に対する「盛岡もの識り検定」を通じた地元学の
普及と継続 地域社会研究 盛岡商工会議所 ソフトウェア情報学部 高木　正則

H29Ⅰ22
岩手県の森林・林業の再生に向けたICT活用による
森林所有者への災害対策意識強化 震災復興 社会・生活基盤分野 岩手県森林組合連合会 ソフトウェア情報学部 南野　謙一

H29Ⅰ23
中山間地域における、外部資源を活用した地域の生
活支援ニーズ・シーズのマッチングシステムの構築 地域社会研究 北股地区振興会 社会福祉学部 庄司知恵子

H29Ⅰ24 保育施設と自治体を結ぶICTの実証的研究 地域社会研究 岩手県保健福祉部
子ども子育て担当課 社会福祉学部 井上　孝之

研究課題名 研究部門 課題提案者
研究代表者

所　属 氏　名
H29Ⅱ01 栗駒山火山ハザードマップの普及啓発に関する研究 地域マネジメント研究 岩手県総務部総合防災室 総合政策学部 伊藤　英之
H29Ⅱ02 小中連携したシームレス防災学習プログラムの開発と実践 地域マネジメント研究 川口中学校区ファミリースクール 総合政策学部 伊藤　英之
H29Ⅱ03 空家対策の法的対応の検討（市町村条例のバージョンアップ等） 地域マネジメント研究 岩手県県土整備部建築住宅課 研究・地域連携室　 千葉　　実
H29Ⅱ04 バーチャルリアリティを活用した九戸城跡の可視化に関する研究 地域社会研究 二戸市産業振興部商工観光流通課 ソフトウェア情報学部 プリマ・オキ・ディッキ

※研究内容については本学ホームページをご覧ください。
 （http://www.iwate-pu.ac.jp/contribution/chiseiken.html）


