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募集期間 ： 平成28
平成28年
28年8月4日（木）から平成28
日（木）から平成28年
28年8月31日（水）まで
31日（水）まで
募集課題 ： ① 対

象

募集する研究課題は次のいずれにも該当するものとします。

ア ）県内の自治体やＮＰＯ・団体、企業が抱える「地域課題」とし、平成28年6月頃から研究に着手可能な課題とします。
なお、民間企業についても、「地域課題」の解決に資する研究のみを対象とします。
イ ）特に分野などの制限はありませんが、県立大学の各学部（看護学部、社会福祉学部、ソフトウェア情報学部、総合政策
学部、高等教育推進センター）、盛岡短期大学部（生活科学科、国際文化学科）及び宮古短期大学部（経営情報学科）の
研究者が対応できる研究課題とします。

② 研究期間 平成28
平成28年
28年11月～平成
11月～平成29
月～平成29年
29年10月
10月
本学の研究に必要な費用は県立大学で負担します。（1
1件あたり500
③ 負 担 金 本学の研究に必要な費用は県立大学で負担します。（
件あたり500千円以内）
500千円以内）
※ただし、共同研究に際し､提案者にかかる旅費等の費用は負担いただきます。

応募資格 ： 岩手県内に所在する自治体やＮＰＯ・団体、企業とし､提案いただいた研究課題について共同で調査・研究が
可能であり、得られた研究成果により主体的に課題解決の取組みを実行できる者とします。
（原則、事業を営まない個人は除きます。）
※県内に拠点を有する企業や団体等で規模等の制限はありません。

応募方法 ： 岩手県立大学地域政策研究センターのホームページより提案書様式をダウンロードし､下記連絡
先に郵送､FAX
先に郵送､FAX､電子メールのいずれかの方法で申込み願います。
FAX､電子メールのいずれかの方法で申込み願います。
＜ホームページ

: http://www.iwate-pu.ac.jp/contribution/28tiikiteian-kouki.html＞

…問い合わせ・申込み先…
〒020020-0611 岩手県滝沢市巣子152
岩手県滝沢市巣子152152-89
公立大学法人岩手県立大学 研究・地域連携室 / 担当 ： 上野山
TEL 019019-694694-3330 / FAX 019019-694694-3331 / EE-mail : uenoyama@ipuuenoyama@ipu-office.iwateoffice.iwate-pu.ac.jp

前期採択課題【14
前期採択課題【14課題】
14課題】
課題名
・ 災害派遣福祉チームの設置および活動に関する研究
・ 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

・ 北上市における農業中間支援体制の構築について
・ 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－
・ I LC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
LC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
・ 奥州市の在宅医療・介護の連携にかかる方策検討
・ 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～
・ 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－
・ 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
・ 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
・ 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
・ 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
・ 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

提案者団体
岩手県
岩手県
北上市
岩手県
岩手県
奥州市
認知症の人と家族の会 岩手県支部
田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議会
八幡平市
岩手県立図書館
大船渡市
第一商事株式会社
たきざわ環境パートナー会議
盛岡市/盛岡市動物公園公社

後期採択課題【9
後期採択課題【9課題】
課題名
・ 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
・ 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
・ 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
・ 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
・ 中心市街地の活性化に向けた市民参加型構想の研究
・ 小児救急医療体制の状況等の調査分析
・ 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
・ 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

提案者団体
NPO法人いわてアートサポートセンター
法人いわてアートサポートセンター
NPO
岩手県脳卒中予防県民会議
三陸ジオパーク推進協議会
岩手県
社会福祉法人奥州市社会福祉協議会
宮古市
久慈市
盛岡市
岩手県

前期採択課題【21
前期採択課題【21課題】
21課題】
課題名
・ 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
・ 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
・ 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
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
・ 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
・ 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
・ 歴史に学ぶ「女性と復興」・総集編
・ 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
・ 住民参加型包括ケアシステム確立に関する研究
・ 過疎地における住民主体の見守り体制づくり
・ 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
・ 地域社会における女性の意思決定場面への参画に関する研究
・ 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
・ 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
・ 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
・ 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
・
市における 質バイオマスの活用と
管理に関する研究
の地産地消 森から地域を元気にするー
・ 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
・ 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～
・ 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
・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－

提案者団体
岩手県
岩手県八幡平農業改良普及センター
株式会社ワイズマン
岩手県
岩手県立図書館)
岩手女性史を紡ぐ会
盛岡市動物公園
軽米町
NPO法人かわい元気社
NPO法人かわい元気社
八幡平市教育委員会
八幡平市
釜石市郷土資料館))
釜石市郷土資料館
岩手県
もりおか交通まちづくりＬＲＴフォーラム
たきざわ環境パートナー会議
有限会社D'STYLE
有限会社D'STYLE
水分まちづくりの会
いわて・きららアート協会
北上市
岩手県
田野畑村

後期採択課題【13
後期採択課題【13課題】
13課題】
課題名
・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
・盛岡北部3
・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
・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
・「働く」「暮らす」まちを目指すコンテンツの発掘、検討
・災害派遣福祉チームの設置および活動に関する研究
・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
・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
・盛岡手づくり村の地場産業振興機能強化について
・安比高原シバ草原の自然再生に関する研究
・『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
・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
・ひとり親世帯の子どもの生活実態に関する研究
・八幡平市におけるCCRC
・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
CCRCの遠隔講義による生涯学習に関する実践と検討

提案者団体
まんまるママいわて
岩手県
宮古市
花巻市
岩手県、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
一関子育て支援センター
野崎産業
盛岡市
安比高原ふるさと倶楽部
宮古市教育委員会
遠野郷馬っこ王国、十和田乗馬倶楽部
盛岡市
㈱アーベイン・ケア・クリエイティブ

●○●これまで採択されたすべての研究課題は本学ホームページでご覧頂けます●○●
岩手県立大学 地政研 研究課題と概要
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